
修了者が高度専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧

学　校　名 課　程　名

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ専攻科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報工学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士専攻科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 大原昴自動車・スポーツ専門学校 工業専門課程一級自動車整備研究科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校大原自動車工科大学校 工業専門課程　一級自動車整備研究科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成20年2月29日 ～ 平成20年2月29日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程総合情報科 平成17年12月9日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報工学科 平成18年4月1日 平成19年2月28日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報工学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年5月12日 平成19年2月28日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報工学科 平成26年5月13日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程１級自動車整備科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 専門学校大原自動車工科大学校 工業専門課程　一級自動車整備研究科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 専門学校九州リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年9月3日 平成22年11月29日 廃止 平成26年9月3日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年9月3日 平成22年11月29日 廃止 平成26年9月3日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校久留米自動車工科大学校 工業専門課程一級自動車工学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校久留米リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成19年2月28日 ～ 平成19年2月28日

福岡県 専門学校久留米リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成19年2月28日 ～ 平成19年2月28日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科（４年制） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校
文化・教養専門課程　グローバルキャリア日本語
教師養成学科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　経営情報学科 平成30年3月31日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　経営情報学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報工学科 平成26年5月13日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院

コンピュータ専門課程　ＩＴスペシャリスト学
科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校昴大原自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備研究科 平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原昴自動車・スポーツ専門学校 工業専門課程一級自動車整備研究科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校第一自動車大学校
工業専門課程　自動車整備学科一級自動車整備
士コース

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程大学併修リクルート科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成19年2月28日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月28日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成19年2月28日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月28日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　作業療法科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　理学療法科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程　作業療法科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　作業療法科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程　理学療法科（昼間部） 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　理学療法科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医療専門学校 医療専門課程理学療法科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程理学療法科 平成20年2月29日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程高度総合デザイン科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校

医療専門課程作業療法学科（4年制・昼間
部）

平成23年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校

医療専門課程理学療法学科（4年制・昼間
部）

平成23年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（4年制・昼間部） 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 不適合 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（4年制・昼間部） 平成23年4月1日 ～ 平成27年2月18日 平成27年2月19日 不適合 平成27年2月19日 平成27年2月19日

福岡県 福岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成19年2月28日 ～ 平成19年2月28日

福岡県 福岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成19年2月28日 ～ 平成19年2月28日

福岡県 福岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福岡県 福岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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