
修了者が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

北海道 ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校 商業実務専門課程コミュニケーション学科 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
札幌ＹＭＣＡ英語・コミュニケー
ション専門学校

商業実務専門課程コミュニケーション
学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校
商業実務専門課程英語コミュニケーション学
科

平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校

商業実務専門課程コミュニケーション
学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校 専門課程生涯スポーツ学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校 文化教養専門課程生涯スポーツ学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校 文化教養専門課程生涯スポーツ学科 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 愛犬美容看護専門学校 文化・教養専門課程トリマー夜間科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 エス・ワン動物専門学校 商業実務専門課程犬の美容学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 エス・ワン動物専門学校 商業実務専門課程動物看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 エス・ワン動物専門学校 商業実務専門課程ペットライフ学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 小樽市立高等看護学院 医療専門課程看護科 平成26年12月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 オホーツク社会福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 オホーツク社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども未来学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 オホーツク社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 オホーツク社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 オホーツク情報メディア専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成30年2月28日

北海道 オホーツク情報メディア専門学校 専門課程ＳＥ専攻科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成30年2月28日

北海道 オホーツク情報メディア専門学校 専門課程総合情報学科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光ビジネス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道 北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合事務科 平成26年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 こどもｃｏｍ．専門学校 教育社会福祉専門課程心療保育科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
美芸学園専門学校 教育・社会福祉専門課程あそび学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

北海道 こどもｃｏｍ．専門学校 教育社会福祉専門課程福祉保育科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
美芸学園専門学校 教育社会福祉専門課程こども学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

北海道 駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護第２科（２年課程） 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 駒沢看護保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成19年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道
札幌ＹＭＣＡ英語・コミュニケーショ
ン専門学校

商業実務専門課程コミュニケーション学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 札幌アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程クリエイティブデザイン
科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程理学療法士科（３年制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道 札幌科学技術専門学校 工業専門課程建築技術学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29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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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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北海道 札幌科学技術専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 札幌科学技術専門学校 工業専門課程電気技術学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 札幌情報未来専門学校 工業専門課程モバイルエンジニア学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

北海道 札幌スイーツアンドカフェ専門学校 衛生専門課程スイーツパテシエ科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

北海道
札幌スクールオブミュージック＆ダン
ス専門学校

文化・教育専門課程商業音楽科（昼間Ⅰ部） 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
札幌放送芸術＆ミュージック・ダン
ス専門学校

文化・教養専門課程　放送芸術音楽科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道
札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス
専門学校

文化・教養専門課程　放送芸術音楽科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日
名称変

更

北海道
札幌スクールオブミュージック＆ダン
ス専門学校

文化・教育専門課程商業音楽科（昼間Ⅱ部） 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
札幌放送芸術＆ミュージック・ダン
ス専門学校

文化・教養専門課程　音楽ビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道
札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス
専門学校

文化・教養専門課程　音楽ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道
札幌スクールオブミュージック＆ダン
ス専門学校

文化・教育専門課程パフォーミングアーツ科
（昼間Ⅰ部）

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
札幌放送芸術＆ミュージック・ダン
ス専門学校

文化・教養専門課程　パフォーミング
アーツ科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道
札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス
専門学校

文化・教養専門課程　パフォーミングアーツ
科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道
札幌スクールオブミュージック＆ダン
ス専門学校

文化・教育専門課程パフォーミングアーツ科
（昼間Ⅱ部）

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
札幌放送芸術＆ミュージック・ダン
ス専門学校

文化・教養専門課程　パフォーミング
アーツ科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

文化教養専門課程アスレティックトレーナー
科

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

文化教養専門課程スポーツトレーナー科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

文化教養専門課程スポーツ保育科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

文化教養専門課程健康スポーツ科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

医療専門課程　柔整科（昼間部） 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

医療専門課程　柔整科（夜間部） 平成30年2月29日 ～ 平成30年2月28日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

医療専門課程　鍼灸科（昼間部） 平成30年2月30日 ～ 平成30年2月28日

北海道
札幌スポーツアンドメディカル専門学
校

医療専門課程　鍼灸科（夜間部） 平成30年2月31日 ～ 平成30年2月28日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程コンピュータ・グラフィック科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程コンピュータ・システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程コンピュータコミュニケーション科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程マイクロ・エンジニアリング科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程経営情報学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 サッポロハイテクアカデミー 専門課程情報工学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

北海道 サッポロハイテクアカデミー専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日
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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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北海道 サッポロハイテクアカデミー専門学校 工業専門課程情報システム科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程情報システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 サッポロハイテクアカデミー専門学校 専門課程応用情報工学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程応用情報工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 札幌福祉医薬専門学校 教育・社会福祉門課程介護福祉学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

北海道
札幌ブライダルアンドホテル観光専門
学校

商業実務専門課程　観光総合科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程製菓調理科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

北海道 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程調理実践科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

北海道 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ実践科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

北海道 三草会札幌看護専門学校 専門課程　看護学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道 せいとく介護こども福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども福祉科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道 せいとく介護こども福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道
専門学校札幌ホテル・ウェディングカ
レッジ

商業実務専門課程ウェディング科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年1月28日

北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道
専門学校北海道リハビリテーション大
学校

医療専門課程言語聴覚学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道
独立行政法人労働者健康安全機構釧路
労災看護専門学校

医療専門課程看護師科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程公務員２年制学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 日本工学院北海道専門学校 商業実務専門課程　ビジネス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道 ニュービジネス専門学校
商業実務専門課程エステティックビジネス学
科

平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本エステティック専門学校

商業実務専門課程エステティックビジ
ネス学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 ニュービジネス専門学校 専門課程国際経営情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 ニュービジネス専門学校 専門課程総合ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 美芸学園専門学校 教育・社会福祉専門課程あそび学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
美芸学園専門学校

教育・社会福祉専門課程こどもあそび
学科

平成24年4月1日 平成26年1月28日

北海道 美芸学園専門学校 教育・社会福祉専門課程こどもあそび学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 美芸学園専門学校 教育社会福祉専門課程こども学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
美芸学園専門学校

教育・社会福祉専門課程こども心理学
科

平成24年4月1日 平成26年1月28日

北海道 美芸学園専門学校 教育・社会福祉専門課程こども心理学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
美芸学園幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程こども心理学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 美芸学園幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程こども心理学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
美芸学園幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程幼児保育学科 平成29年4月1日 平成30年２月28日

北海道 美芸学園幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程幼児保育学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 美芸学園幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程こども保育学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

北海道 ファションドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションデザイナー科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮島学園ファッションドレスメー
カー専門学校

服飾家政専門課程ファッションデザイ
ナー科

平成22年4月1日 平成22年11月29日
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北海道 ファションドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮島学園ファッションドレスメー
カー専門学校

服飾家政専門課程ファッションビジネ
ス科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 ファションドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションテクノロジー科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮島学園ファッションドレスメー
カー専門学校

服飾家政専門課程　ファッションテク
ノロジー科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 ベルエポック美容衛生専門学校札幌校
衛生専門課程トータルビューティ科（昼間
部）

平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 ベルエポック美容衛生専門学校札幌校 衛生専門課程美容師科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 ベルエポック美容衛生専門学校札幌校 衛生専門課程調理師科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程　調理師科（昼） 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 ベルエポック美容衛生専門学校札幌校 衛生専門課程パティシエ科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程　パティシエ科（昼） 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 北海道医薬専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道 北海道看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 北海道鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科（夜間部） 平成13年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 北海道造形デザイン専門学校
文化教養専門課程インテリア・建築デザイン
学科

平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程ファッション総合学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程医療ビジネス学科 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
北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程　医療事務学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程　医療事務学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程バイオテクノロジー学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 宮島学園北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
宮島学園北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓総合科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 宮島学園北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓総合科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 宮島学園北海道調理師専門学校 衛生専門課程シェフ・マイスター科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
宮島学園北海道調理師専門学校 衛生専門課程調理総合科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 宮島学園北海道調理師専門学校 衛生専門課程調理総合科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 宮島学園北海道ファッション専門学校 服飾家政専門課程服飾研究科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

北海道 宮島学園北海道ファッション専門学校 服飾家政専門課程スペシャリスト科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
宮島学園北海道ファッション専門学
校

服飾家政専門課程服飾研究科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 商業実務専門課程医療事務クラーク学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　公務員学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報デザイン学科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 吉田学園動物看護専門学校 文化・教養専門課程トリマー学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道 愛犬美容看護専門学校 文化・教養専門課程トリマー科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 愛犬美容看護専門学校 文化・教養専門課程動物看護科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 旭川調理師専門学校 衛生専門課程調理師養成科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日
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北海道 旭川福祉専門学校 医療専門課程医薬福祉学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 旭川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
旭川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 旭川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 旭川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 旭川医療情報専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
旭川医療情報専門学校

商業実務専門課程　医療事務・医療情
報科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 旭川医療情報専門学校 商業実務専門課程情報会計システム科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 旭川医療情報専門学校 商業実務専門課程　医療事務・医療情報科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 専門課程看護婦科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護婦１科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護婦１科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年4月1日
名称変

更
旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師１科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護婦２科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師２科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師１科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師２科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
旭川市医師会看護専門学校

医療専門課程看護師２科（２年課程定
時制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師２科（２年課程定時制） 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成24年3月31日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師２科（２年課程全日制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 旭川歯科学院専門学校 専門課程歯科衛生士科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 旭川歯科学院専門学校 専門課程技工科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 旭川歯科学院専門学校 専門課程衛生科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
旭川歯科学院専門学校 専門課程　歯科衛生士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 旭川女子高等商業学校 専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
旭川宝田学園専門学校 専門課程医療秘書科 平成7年4月1日 平成14年2月27日

北海道 旭川女子高等商業学校 専門課程国際経済科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
旭川女子高等商業学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 旭川女子高等商業学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成7年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 平成14年2月27日

北海道 旭川赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
旭川赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 旭川赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 旭川大学情報ビジネス専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成29年2月28日

北海道 旭川大学情報ビジネス専門学校 専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 旭川文化デザイン専門学校 専門課程服装科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校モード＆アート 専門課程服装学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 旭川宝田学園専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児保育科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 旭川宝田学園専門学校 専門課程医療秘書科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年4月1日
名称変

更
旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年4月1日
名称変

更
旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程情報会計システム科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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北海道 旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
旭川医療情報専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程情報会計システム科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
旭川医療情報専門学校

商業実務専門課程　情報会計システム
科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 旭川理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 旭川理容美容専門学校 衛生専門課程理容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 伊達赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
伊達赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 伊達赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年4月1日

北海道 浦河赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
浦河赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 浦河赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

北海道 王子総合病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 岩見沢市立高等看護学院 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 岩見沢理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 岩見沢理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程スマートフォン・クラウド学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

北海道 吉田学園ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園ビジネス公務員専門学校 文化・教養専門課程法科行政学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園公務員専門学校 文化・教養専門課程　法科行政学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園ビューティステージ専門学校 衛生専門課程美容学科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 吉田学園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 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月9日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 吉田学園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 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月9日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 医療専門課程救急救命学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 医療専門課程歯科技工学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 医療専門課程視能訓練学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 吉田学園医療歯科専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
吉田学園医療歯科専門学校

商業実務専門課程医療事務クラーク学
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

北海道 吉田学園公務員専門学校 文化・教養専門課程法科行政学科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 吉田学園自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道自動車整備大学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園社会体育専門学校 文化・教養専門課程健康科学学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程　健康科学学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日
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北海道 吉田学園社会体育専門学校 文化・教育専門課程社会体育学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程　社会体育学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校
工業専門課程コンピュータグラフィックス学
科

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程３ＤＣＧ学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームスペシャリスト学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲーム学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程メディアクリエイティブ学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科（２年課程） 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科（３年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 吉田学園総合美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園ビューティステージ専門学
校

衛生専門課程　美容学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園総合福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程介護福祉学科（夜間
課程）

平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道福祉大学校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
（夜間課程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 吉田学園総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道福祉大学校

教育・社会福祉専門課程社会福祉学科
（３年制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 吉田学園総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 吉田学園総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 吉田学園電子専門学校 工業専門課程３ＤＣＧ学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程　３ＤＣＧ学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園電子専門学校 工業専門課程メディアクリエイティブ学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園情報ビジネス専門学校

工業専門課程　メディアクリエイティ
ブ学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園電子専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園情報ビジネス専門学校

工業専門課程　情報システム学科（２
年課程）

平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 吉田学園動物看護専門学校 文化・教養専門課程動物看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

北海道
宮島学園ファッションドレスメーカー
専門学校

服飾家政専門課程スペシャリスト科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
宮島学園北海道ファッション専門学
校

服飾家政専門課程スペシャリスト科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

北海道
宮島学園ファッションドレスメーカー
専門学校

服飾家政専門課程ファッションテクノロジー
科

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道
宮島学園ファッションドレスメーカー
専門学校

服飾家政専門課程ファッションデザイナー科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道
宮島学園ファッションドレスメーカー
専門学校

服飾家政専門課程ファッションビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道
宮島学園ファッションドレスメーカー
専門学校

服飾専門課程専攻科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
宮島学園北海道ファッション専門学
校

服飾家政専門課程専攻科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

北海道 宮島学園北海道ファッション専門学校 服飾家政専門課程専攻科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
宮島学園北海道ファッション専門学
校

服飾家政専門課程服装総合科 平成26年4月1日 平成27年2月19日
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北海道 宮島学園北海道ファッション専門学校 服飾家政専門課程服装総合科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 勤医協札幌看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月9日

北海道 勤医協札幌看護専門学校 医療専門課程看護第1科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
勤医協札幌看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 勤医協札幌看護専門学校 医療専門課程看護第２科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 琴似看護専門学校 医療専門課程看護学科（定時制夜間） 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

北海道 琴似中央病院付属看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
琴似看護専門学校 医療専門課程看護学科（定時制夜間） 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護第１科３年課程 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護第２科（２年課程） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 駒沢看護保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 駒沢大学看護福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
駒沢看護保育福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 駒沢大学看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成9年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
駒沢看護保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 駒沢大学看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
駒沢看護保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 駒沢大学苫小牧専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駒沢苫小牧専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 駒沢大学苫小牧専門学校 専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駒沢苫小牧専門学校 専門課程情報システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 駒沢大学保育専門学校 専門課程保育科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駒沢大学看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 駒沢苫小牧専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

北海道 駒沢苫小牧専門学校 専門課程情報システム科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

北海道 釧路孝仁会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

北海道 釧路市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 釧路市立高等看護学院 専門課程看護科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

北海道 釧路情報ビジネス専門学校 専門課程情報処理科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
釧路情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成9年4月1日

平成 9年 11月 17
日

北海道 釧路情報ビジネス専門学校 専門課程システム工学科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
釧路情報ビジネス専門学校 工業専門課程経営ビジネス科 平成9年4月1日

平成 9年 11月 17
日

北海道 釧路情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
釧路情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 釧路情報ビジネス専門学校 工業専門課程経営ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
釧路情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 釧路情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 釧路情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 釧路情報処理専門学校 専門課程情報処理科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
釧路情報ビジネス専門学校 専門課程情報処理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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北海道 釧路情報処理専門学校 専門課程システム工学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
釧路情報ビジネス専門学校 専門課程システム工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 釧路赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
釧路赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 釧路赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年4月1日 廃止 平成15年3月31日 平成30年2月28日

北海道 釧路専門学校 専門課程幼児教育科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科 平成11年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程こども環境科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道 釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程介護環境科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道 釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程こども環境科 平成21年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
くしろせんもん学校 教育・社会福祉専門課程こども環境科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程介護環境科 平成21年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
くしろせんもん学校 教育・社会福祉専門課程介護環境科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 くしろせんもん学校 教育・社会福祉専門課程介護環境科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 くしろせんもん学校 教育・社会福祉専門課程こども環境科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 釧路服飾専門学校 専門課程洋和裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 釧路福祉・情報専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 釧路福祉・情報専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成17年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校釧路ケアカレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 釧路福祉・情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成17年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校釧路ケアカレッジ 工業専門課程情報システム科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 経専医療事務薬業専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道 経専医療事務薬業専門学校 商業実務専門課程薬業学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 経専音楽放送芸術専門学校 専門課程音楽・放送芸術科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

北海道 経専学園放送芸術専門学校 専門課程放送芸術科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
経専学園放送芸術専門学校 専門課程音楽・放送芸術科 平成12年4月1日 平成17年3月9日

北海道 経専学園放送芸術専門学校 専門課程音楽・放送芸術科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
経専音楽放送芸術専門学校 専門課程　音楽・放送芸術科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 経専学園放送芸術専門学校 文化教養専門課程放送ディレクター科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 経専調理師専門学校 専門課程調理師専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
経専調理製菓専門学校 専門課程調理師専攻科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 経専調理製菓専門学校 専門課程調理師専攻科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

北海道 経専調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
経専調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓パティシエ科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 経専調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓パティシエ科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 経専北海道どうぶつ専門学校 商業実務専門課程ペットプロデュース学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

北海道 経専北海道観光専門学校 商業実務専門課程観光サービス学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道 経専北海道保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

北海道 経専北海道保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日
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北海道 経専北海道保育専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児保育科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
経専北海道保育専門学校

教育・社会福祉専門課程こども未来学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

北海道 光塩学園調理師専門学校 専門課程調理科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
光塩学園調理師専門学校 専門課程調理技術専攻科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 光塩学園調理師専門学校 専門課程調理技術専攻科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
光塩学園調理製菓専門学校 衛生専門課程調理技術専攻科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 光塩学園調理製菓専門学校 衛生専門課程調理技術専攻科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

北海道 光塩学園調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓技術専攻科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

北海道 厚生連旭川厚生看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 国際科学技術専門学校 専門課程生命工学学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31 日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31 日 平成30年2月28 日

北海道 国際科学技術専門学校 専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31 日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31 日 平成30年2月28 日

北海道 国際科学技術専門学校 専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31 日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31 日 平成30年2月28 日

北海道 国際科学技術専門学校 専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31 日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31 日 平成30年2月28 日

北海道 国立札幌病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道
国立障害者リハビリテーションセン
ター自立支援局函館視力障害センター

専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

北海道 国立函館視力障害センター
専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更

国立障害者リハビリテーションセン
ター自立支援局函館視力障害セン
ター

専門課程あん摩マッサージ指圧、は
り、きゅう科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 国立函館病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構函館病院
附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 国立療養所札幌南病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 国立療養所西札幌病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立療養所西札幌病院附属札幌看護
学校

看護専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道
国立療養所西札幌病院附属札幌看護学
校

看護専門課程看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構西札幌病
院附属札幌看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 国立療養所道北病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構道北病院
附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道
国立療養所北海道第一病院附属看護学
校

看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 砂川市立病院付属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 財団法人北海道美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
北海道美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程ビジュアルクリエイト学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程観光ビジネス学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程ファッションビジネス学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程医療アテンダント学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程医療クラーク学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程ビジュアルクリエイ
ト学科

平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程販売サービス学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程ファッションビジネ
ス学科

平成21年4月1日 平成22年11月29日
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北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程医療秘書学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程医療アテンダント学
科

平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門学
校

商業実務専門課程国際観光学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程観光ビジネス学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道
札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス・社会体育
専門学校

専門課程生涯スポーツ学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校 専門課程　生涯スポーツ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道
札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス・社会体育
専門学校

専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス・社会体
育専門学校

専門課程　生涯スポーツ学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道
札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス・社会体育
専門学校

商業実務専門課程　英語コミュニケーション
学科

平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ＹＭＣＡ英語・スポーツ専門学校

商業実務専門課程　英語コミュニケー
ション学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道
札幌お茶の水アーバンビジネス専門学
校

ビジネス専門課程トラベル科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

北海道
札幌お茶の水アーバンビジネス専門学
校

ビジネス専門課程ホテル科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道
札幌お茶の水アーバンビジネス専門学
校

商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道
札幌お茶の水アーバンビジネス専門学
校

商業実務専門課程福祉ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

北海道
札幌お茶の水アーバンビジネス専門学
校

商業実務専門課程医療ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

北海道
札幌お茶の水医療秘書歯科助手専門学
校

医療秘書専門課程医療情報科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道
札幌お茶の水医療秘書歯科助手専門学
校

医療秘書専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 札幌こども専門学校 教育社会福祉専門課程こども心理学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
札幌こども専門学校 教育社会福祉専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌こども専門学校 教育社会福祉専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌こども専門学校 教育社会福祉専門課程保育科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 札幌サウンドアート専門学校 商業実務専門課程　メディアビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 札幌サウンドアート専門学校
文化教養専門課程ミュージックアート学科
（昼間部）

平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道 札幌サウンドアート専門学校
文化教養専門課程ステージスタッフ学科（昼
間）

平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

北海道 札幌サウンドアート専門学校 専門課程情報科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック専門
学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間
Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅰ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック＆ダ
ンス専門学校

文化・教育専門課程商業音楽科（昼間
Ⅰ部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程商業音楽科（夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック専門
学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間
Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅱ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック＆ダ
ンス専門学校

文化・教育専門課程商業音楽科（昼間
Ⅱ部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科
（昼間部）

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック専門
学校

文化・教養専門課程パフォーミング
アーツ科（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科
（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック＆ダ
ンス専門学校

文化・教育専門課程パフォーミング
アーツ科（昼間Ⅰ部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科
（夜間部）

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック専門
学校

文化・教養専門課程パフォーミング
アーツ科（昼間Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道
札幌スクールオブミュージック専門学
校

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科
（昼間Ⅱ部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌スクールオブミュージック＆ダ
ンス専門学校

文化・教育専門課程パフォーミング
アーツ科（昼間Ⅱ部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程医療福祉情報学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日
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北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程高度情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程情報メディア学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌情報未来専門学校 工業専門課程情報メディア学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌情報未来専門学校 工業専門課程　インターネット学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程応用情報工学科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌情報未来専門学校

工業専門課程　ＩＴシステムエンジニ
ア学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程総合情報学科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌情報未来専門学校

工業専門課程インフォメーションテク
ノロジー学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 専門課程応用情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程応用情報工学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 専門課程経営情報科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌ソフトウェア専門学校 専門課程総合情報学科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程総合情報学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程応用情報工学科 平成10年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
池上学院グローバルアカデミー専門
学校

工業専門課程応用情報工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程情報システム科 平成10年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
池上学院グローバルアカデミー専門
学校

工業専門課程情報システム科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 札幌デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル・アート専門学校 文化・教養専門課程３Ｄ－ＣＧ科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル・アート専門学校 文化教養専門課程デジタルミュージック科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌医療福祉デジタル専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程ゲーム・アニメーション科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程デザインフラワー科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程デザインフラワー科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程デジタル映像科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程建築工学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程情報システム科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程情報システム科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程情報処理科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程土木工学科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程ペット・トリマー学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
経専北海道どうぶつ専門学校

商業実務専門課程ペットプロデュース
学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日
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北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療クラーク・秘書学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療クラーク学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療情報学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療秘書情報学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療クラーク学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療秘書情報学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
札幌ビズネスアカデミー専門学校

商業実務専門課程医療クラーク・秘書
学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程旅行学科 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 専門課程インターナショナル旅行研究科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 専門課程トラベル国際観光科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程旅行学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 専門課程ホテル観光科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道 札幌ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ブライダルプロデュース科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 札幌ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道 札幌ビューティメイク専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 札幌ブライダル専門学校 衛生専門課程　スイーツパティシエ科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 札幌ブライダル専門学校
衛生専門課程ビューティーコーディネーター
科

平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
札幌ブライダル専門学校

衛生専門課程ブライダルコーディネー
ター科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌ブライダル専門学校 衛生専門課程ブライダルコーディネーター科 平成26年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌ブライダルアンドホテル観光専
門学校

衛生専門課程　ブライダルヘアメイク
アンドドレス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道
札幌ブライダルアンドホテル観光専門
学校

衛生専門課程　ブライダルヘアメイクアンド
ドレス科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌ブライダル専門学校 商業実務専門課程ウェディングプランナー科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
札幌ブライダルアンドホテル観光専
門学校

商業実務専門課程ウェディングプラン
ナー科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道
札幌ブライダルアンドホテル観光専門
学校

商業実務専門課程ウェディングプランナー科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程ブライダルビューティ科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
札幌ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程ブライダル科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程ブライダル科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科（昼） 平成17年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成17年12月26日
名称変

更
札幌ベルエポック製菓調理専門学校

衛生専門課程　製菓・製パン・ショコ
ラ科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程　製菓・製パン・ショコラ科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程調理師科（昼） 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程ヘアメイク科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

北海道 札幌ベルエポック美容専門学校
衛生専門課程トータルビューティー科（昼
間）

平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日
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北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程美容師科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程　美容師実践科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

北海道 札幌リゾートアンドスポーツ専門学校
文化教養専門課程アスレティックトレーナー
科

平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
札幌スポーツアンドメディカル専門
学校

文化教養専門課程アスレティックト
レーナー科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツトレーナー科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌スポーツアンドメディカル専門
学校

文化教養専門課程スポーツトレーナー
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツ保育科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
札幌スポーツアンドメディカル専門
学校

文化教養専門課程スポーツ保育科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌スポーツアンドメディカル専門
学校

文化教養専門課程健康スポーツ科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 札幌リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 専門課程介護福祉士科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 専門課程臨床検査技師科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
札幌医学技術福祉歯科専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉専門学校 専門課程介護福祉士科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌医学技術福祉歯科専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医学技術福祉専門学校 専門課程臨床検査技師科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程臨床検査技師科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医福経営専門学校
教育・社会福祉専門課程福祉マーケティング
科

平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
札幌心療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程福祉マーケ
ティング科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 札幌医福経営専門学校 商業実務専門課程医療システム科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程医療システム科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 札幌医福経営専門学校 商業実務専門課程企画マーケティング科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
札幌心療福祉専門学校

商業実務専門課程企画マーケティング
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 札幌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24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌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24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌医療科学専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成11年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療科学専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療科学専門学校 工業専門課程バイオサイエンス科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程医用電子技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日
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北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程医療システム科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程医療言語療法士科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌医療科学専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程生物科学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌医療科学専門学校 工業専門課程バイオサイエンス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程臨床工学技士科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療秘書歯科助手専門学校 専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌医療秘書福祉専門学校 専門課程医療秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程医療保育科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校
商業実務専門課程ドラッグコーディネーター
科

平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
札幌医療秘書福祉専門学校

商業実務専門課程くすりアドバイザー
科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程くすりアドバイザー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 専門課程医療秘書科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌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24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌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24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌医療福祉デジタル専門学校

工業専門課程デジタルデザイン・ゲー
ム科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程デザインフラワー科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程フラワーデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程デジタルデザイン・ゲーム科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程フラワーデザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉デジタル専門学校 工業専門課程情報システム科 平成20年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程言語聴覚療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程言語聴覚療法専攻学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 札幌科学技術専門学校 工業専門課程建築設計デザイン学科 平成20年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 工業専門課程建築技術学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌科学技術専門学校 工業専門課程建築福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 工業専門課程建築設計デザイン学科 平成20年4月1日 平成22年11月29日
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北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程コンピュータ学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程バイオテクノロジー学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程音楽音響工学科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程海洋生物学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程環境工学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 専門課程自然環境学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 専門課程建築工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程建築工学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 工業専門課程建築福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程自然環境学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程水産増殖学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 専門課程海洋生物学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程生物工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 専門課程バイオテクノロジー学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程精密機械工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程素材工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程電気・電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌科学技術専門学校 専門課程電気電子・システム工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程電気電子・システム工学科 平成8年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌科学技術専門学校

工業専門課程電気技術学科
工業専門課程情報システム学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 商業実務専門課程エアライン学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 商業実務専門課程観光総合学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 商業実務専門課程製菓学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
札幌経理専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
吉田学園ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程法科ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
札幌経理専門学校 商業実務専門課程法科行政学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程法科行政学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
札幌経理専門学校 文化・教養専門課程法科行政学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌経理専門学校 専門課程会計短大学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌経理専門学校 商業実務専門課程法科ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 札幌経理専門学校 専門課程経営短大学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌経理専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 札幌経理専門学校 文化・教養専門課程法科行政学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園ビジネス公務員専門学校 文化・教養専門課程法科行政学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程ＣＡＤ・デザイン学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程インターネットＣＧ学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科３年制 平成15年4月1日 ～ 平成26年11月10日 平成16年2月17日 廃止 平成26年11月10日 平成28年2月29日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科デザインコース 平成15年4月1日 ～ 平成26年11月10日 平成16年2月17日 廃止 平成26年11月10日 平成28年2月29日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程国際デザイン学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程情報システム学科ＩＴコース 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程土木工学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 札幌建築デザイン専門学校 専門課程建築工学科建築コース 平成15年4月1日 ～ 平成26年11月10日 平成16年2月17日 廃止 平成26年11月10日 平成28年2月29日

北海道 札幌工科専門学校 工業専門課程環境土木工学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

北海道 札幌工科専門学校 工業専門課程環境緑地工学科 平成15年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
札幌工科専門学校 工業専門課程造園緑地科 平成28年4月1日 平成30年2月28日

北海道 札幌工科専門学校 工業専門課程造園緑地科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 札幌工科専門学校 専門課程花と緑の学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌工科専門学校 工業専門課程環境緑地工学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 札幌工科専門学校 専門課程建設システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌工科専門学校 工業専門課程環境土木工学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 札幌国際ビジネス専門学校 専門課程デザインビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌国際ビジネス専門学校 専門課程国際情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ウェルフェアステージ札幌

商業実務専門課程国際情報ビジネス学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 札幌国際ビジネス専門学校 専門課程国際情報マネジメント学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 札幌市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 札幌市立高等看護学院 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成30年2月28日

北海道 札幌歯科学院専門学校 専門課程歯科衛生士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

北海道 札幌歯科学院専門学校 専門課程歯科技工士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

北海道 札幌社会体育専門学校 専門課程健康科学学科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌社会体育専門学校 文化・教養専門課程健康科学学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌社会体育専門学校 専門課程社会体育ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌社会体育専門学校 文化・教育専門課程社会体育学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌社会体育専門学校 専門課程社会体育学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 札幌社会体育専門学校 文化・教育専門課程社会体育学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園社会体育専門学校 文化・教育専門課程社会体育学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌社会体育専門学校 文化・教養専門課程健康科学学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
吉田学園社会体育専門学校 文化・教養専門課程健康科学学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
札幌社会福祉専門学校 専門課程保育福祉科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌社会福祉専門学校 専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
せいとく介護こども福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌社会福祉専門学校 専門課程保育福祉科 平成15年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
札幌社会福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども福祉科 平成26年4月1日 平成27年2月19日
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北海道 札幌社会福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども福祉科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
せいとく介護こども福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども福祉科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 札幌社会福祉専門学校 専門課程保母福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 札幌商科専門学校 商業実務専門課程医療クラーク学科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程医療クラーク学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌商科専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌商科専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 札幌商科専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌商科専門学校 商業実務専門課程販売サービス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程販売サービス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌商科専門学校 専門課程ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 札幌商科専門学校 専門課程コンピュータ会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌商科専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌商科専門学校 専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程医療秘書学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌商科専門学校 専門課程国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌ＳＨＯＫＡ医療＆ビジネス専門
学校

商業実務専門課程国際観光学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校
教育・社会福祉専門課程ユニバーサル住環境
学科

平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
札幌商工会議所付属専門学校

教育・社会福祉専門課程ユニバーサル
住環境学科

平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程システム会計学科 平成9年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成9年11月17日
名称変

更
札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程経理・事務学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程経理・事務学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程ビジネス情報学科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程経営学部商経学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程建設ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程情報クリエイティブ学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程北海道観光学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程コンピュータ会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程システム会計学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程経営情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成31年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程ビジネス情報学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程税務会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成31年4月1日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程営業販売学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程営業販売学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌情報未来専門学校 工業専門課程ＩＴシステムエンジニア学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 札幌情報未来専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌情報未来専門学校
工業専門課程インフォメーションテクノロ
ジー学科

平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日
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北海道 札幌情報未来専門学校
工業専門課程インフォメーションビジネス学
科

平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 札幌情報未来専門学校 工業専門課程セキュリティネットワーク学科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌情報未来専門学校 工業専門課程モバイルエンジニア学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

北海道 札幌情報未来専門学校 工業専門課程情報メディア学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 札幌心療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程精神保健福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

北海道 札幌心療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程福祉マーケティング
科

平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程医療システム科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程企画マーケティング科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 札幌青葉鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
札幌青葉鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 札幌総合医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 札幌総合医療専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
吉田学園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 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌総合医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
吉田学園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 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌総合福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程介護福祉学科（夜間
課程）

平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
吉田学園総合福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
（夜間課程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程総合福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
吉田学園総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
吉田学園総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌総合福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
吉田学園総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 札幌大谷家政専門学校
専門課程和洋裁科（修業年限２年の課程に限
る。）

平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成30年2月28 日

北海道 札幌調理製菓技術専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 札幌電子専門学校 工業専門課程メディアクリエイティブ学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校デジタルステージ札幌

工業専門課程メディアクリエイティブ
学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 札幌電子専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程情報システム学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 札幌電子専門学校 専門課程情報ビジネス短大学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌電子専門学校

工業専門課程メディアクリエイティブ
学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日
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北海道 札幌電子専門学校 専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌電子専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 札幌福祉医薬専門学校 医療専門課程医薬福祉学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

北海道 札幌福祉専門学校 医療専門課程医薬福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
札幌福祉医薬専門学校 医療専門課程医薬福祉学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
札幌福祉医薬専門学校 教育・社会福祉門課程介護福祉学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程食育福祉学科 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

北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉医療科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程薬理福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 札幌福祉保育専門学校 専門課程心療保育科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
こどもｃｏｍ．専門学校 教育社会福祉専門課程心療保育科 平成20年4月1日 平成22年11月29日

北海道 札幌福祉保育専門学校 専門課程福祉保育科（昼間） 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
こどもｃｏｍ．専門学校

教育社会福祉専門課程福祉保育科（昼
間部）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

北海道 札幌放送芸術専門学校 文化・教養専門課程放送芸術科（昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌放送芸術専門学校

文化・教養専門課程放送芸術科（昼間
Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌放送芸術専門学校 文化・教養専門課程放送芸術科（昼間Ⅰ部） 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程　デジタルテクノ
ロジー科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道 札幌アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程　デジタルテクノロジー
科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 札幌放送芸術専門学校 文化・教養専門課程放送芸術科（夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌放送芸術専門学校

文化・教養専門課程放送芸術科（昼間
Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌放送芸術専門学校 文化・教養専門課程放送芸術科（昼間Ⅱ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程タレント総合科（昼間
部）

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌放送芸術専門学校

文化・教養専門課程タレント総合科
（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程タレント総合科（昼間Ⅰ
部）

平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程　エンターテイメ
ント総合科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道 札幌アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程　エンターテイメント総
合科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程タレント総合科（夜間
部）

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌放送芸術専門学校

文化・教養専門課程タレント総合科
（昼間Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程タレント総合科（昼間Ⅱ
部）

平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成30年3月31日 H31年1月25日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科（昼間部）

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌放送芸術専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデ
ザイン科（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
札幌アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程　クリエーティブ
デザイン科

平成30年3年4月1
日

平成31年1月25日

北海道 札幌アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程　クリエーティブデザイ
ン科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科（夜間部）

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
札幌放送芸術専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデ
ザイン科（昼間Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 札幌放送芸術専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科（昼間Ⅱ部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 札幌幼児保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 札幌幼児保育専門学校 専門課程幼児保育学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌幼児保育専門学校

教育・社会福祉専門課程こども未来学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日
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北海道 札幌理工学院 工業専門課程建築工学科 平成11年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 札幌理工学院 工業専門課程造園土木工学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 札幌理工学院 工業専門課程測量工学科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 札幌理工学院 工業専門課程土木工学科 平成11年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 札幌理工学院専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌理工学院 工業専門課程建築工学科 平成11年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌理工学院専門学校 工業専門課程造園土木工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
札幌理工学院 工業専門課程造園土木工学科 平成11年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌理工学院専門学校 工業専門課程測量工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌理工学院 工業専門課程測量工学科 平成11年4月1日 平成15年2月19日

北海道 札幌理工学院専門学校 工業専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌理工学院 工業専門課程土木工学科 平成11年4月1日 平成15年2月19日

北海道 市立室蘭看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 市立小樽病院高等看護学院 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成26年11月30日 平成7年1月23日
名称変

更
小樽市立高等看護学院 医療専門課程看護科 平成26年12月1日 平成29年2月28日

北海道 市立函館病院高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年3月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 市立函館病院高等看護学院 専門課程看護婦科 平成10年12月21日 ～ 平成14年2月28日 平成10年12月21日
名称変

更
市立函館病院高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年3月1日 平成15年2月19日

北海道 室蘭ドレスメーカー専門学院 専門課程洋裁本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成31年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 室蘭ドレスメーカー専門学院 専門課程洋裁本科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成31年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道
社団法人北海道柔道整復師会附属北海
道柔道整復専門学校

医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道
社団法人北海道柔道整復師会附属北海
道柔道整復専門学校

専門課程柔道整復科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 修学院札幌調理師専門学校 調理専門課程調理師科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

北海道 小樽看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 小樽歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 小樽文化服装専門学校 専門課程服装本科 平成7年1月23日 ～ 平成25月3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 小樽文化服装専門学校 専門課程編物本科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 小樽理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 小樽理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 深川市立高等看護学院 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業専門課程建築学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成23年4月1日 ～ 平成26月3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26月3月31日 平成27年2月19日

北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校 工業専門課程建築設計デザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成23年4月1日 ～ 平成26月3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26月3月31日 平成27年2月19日
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北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校 商業実務分野専門課程医療事務学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校 商業実務専門課程病院管理科 平成23年4月1日 ～ 平成26月3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26月3月31日 平成27年2月19日

北海道 青山工学・医療専門学校 工業専門課程建築学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
青山建築デザイン・医療事務専門学
校

工業専門課程建築学科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

北海道 青山工学・医療専門学校 工業専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
青山建築デザイン・医療事務専門学
校

工業専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

北海道 青山工学・医療専門学校 工業専門課程建築設計デザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
青山建築デザイン・医療事務専門学
校

工業専門課程建築設計デザイン科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

北海道 青山工学・医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
青山建築デザイン・医療事務専門学
校

商業実務専門課程医療秘書科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

北海道 青山工学・医療専門学校 商業実務専門課程病院管理科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
青山建築デザイン・医療事務専門学
校

商業実務専門課程病院管理科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

北海道 青山工学専門学校 工業専門課程福祉住環境デザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 青山工学専門学校 専門課程機械設計ＣＡＤ科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 青山工学専門学校 専門課程建築学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
青山工学・医療専門学校 専門課程建築学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 青山工学専門学校 専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
青山工学・医療専門学校 専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 青山工学専門学校 専門課程建築設計デザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
青山工学・医療専門学校 専門課程建築設計デザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 青山工学専門学校札幌校 専門課程機械設計ＣＡＤ科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山工学専門学校 専門課程機械設計ＣＡＤ科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

北海道 青山工学専門学校札幌校 専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山工学専門学校 専門課程建築学科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

北海道 青山工学専門学校札幌校 専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山工学専門学校 専門課程建築設計ＣＡＤ科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

北海道 青山工学専門学校札幌校 専門課程建築設計デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山工学専門学校 専門課程建築設計デザイン科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

北海道
専修学校ファーイースタンステイトユ
ニバーシティ函館校

文化・教養専門課程ロシア言語文学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道
専修学校ファーイースタンステイトユ
ニバーシティ函館校

文化・教養専門課程ロシア語科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専修学校ロシア極東大函館校 文化・教養専門課程ロシア語科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道
専修学校ファーイースタンステイトユ
ニバーシティ函館校

文化・教養専門課程ロシア地域学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年12月8日 平成15年2月19日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 専修学校ロシア極東大函館校 文化・教養専門課程ロシア語科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程ビジネス企画科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

北海道 専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程ビジネス経理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程経理科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

北海道 専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程ビジネス情報科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程情報科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

北海道 専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程経理科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本エンターテイメントビジネス専
門学校

専門課程経理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程情報科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本エンターテイメントビジネス専
門学校

専門課程情報科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校ＰＡＮビジネススクール 専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本エンターテイメントビジネス専
門学校

専門課程総合ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校ウェルフェアステージ札幌 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 専門学校ウェルフェアステージ札幌 商業実務専門課程国際情報ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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北海道
専門学校エステティックビューティー
札幌

衛生専門課程エステティック学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校エステティックビュー
ティー札幌

衛生専門課程ビューティーエステ科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

北海道
専門学校エステティックビューティー
札幌

衛生専門課程ビューティーエステ科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

北海道 専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程メディアクリエイティブ学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
吉田学園電子専門学校

工業専門課程メディアクリエイティブ
学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程自動車整備学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程情報システム学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
吉田学園電子専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校ビューティステージ札幌 衛生専門課程福祉美容学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
吉田学園総合美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校モード＆アート 専門課程服装学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校釧路ケアカレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 専門学校釧路ケアカレッジ 工業専門課程情報システム科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 専門学校国際インテリアアカデミー 専門課程インテリアコーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療・医薬学科 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
北海道どうぶつ・医療専門学校 商業実務専門課程医療・医薬学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 北海道どうぶつ・医療専門学校 商業実務専門課程医療・医薬学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程エアライン・観光学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ペット学科 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
北海道どうぶつ・医療専門学校 商業実務専門課程ペット学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 北海道どうぶつ・医療専門学校 商業実務専門課程ペット学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネス外語科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程情報科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程情報科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス

商業実務専門課程ビジネス情報処理学
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程産業サービス学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス ビジネス専門課程秘書科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療秘書学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 観光専門課程観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス

商業実務専門課程ホテル学科
商業実務専門課程旅行学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程スポーツビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程フードクリエイト学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程製菓学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ブライダル学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ペットビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ペット学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日
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北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ホテル学科 平成10年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程マスコミ・広告学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程マスコミ広告学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程マスコミ広告学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療秘書学科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療福祉学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療・医薬学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程英語学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程経営・流通学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス

商業実務専門課程スポーツビジネス学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程経営学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程経営・流通学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程公務員学科 平成10年12月21日 ～ 平成29年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程航空旅行学科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス

商業実務専門課程エアライン・観光学
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程産業サービス学科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程製菓学科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程マスコミ・広告学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程旅行学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程航空旅行学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ゲームラボラトリ学科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ゲームコンテンツ学科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程アニメーション科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程アニメ・マンガ学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 専門課程スペースデザイン科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 専門課程ビジュアルデザイン科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程スペースデザイン科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程スペースデザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程ビジュアルデザイン科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程ビジュアルデザイン
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程ファッションデザイ
ン科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程映像学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 専門課程放送・音響科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程写真学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程放送・音響科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程映像学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化・教養専門課程音楽クリエーション学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化・教養専門課程放送メディア学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日
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北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程アニメ・マンガ学科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程空間デザイン学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程インテリア学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程グラフィックデザイン学科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程スペースデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程スペースデザイン学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程スペースデザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程ビジュアルデザイン
学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ビューティーデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程ファッション・
ビューティー学科

平成22年4月1日 平成23年12月22日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院
文化教養専門課程ファッション・ビュー
ティー学科

平成22年4月1日 ～ 平成29年4月1日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッション学科 平成29年4月1日 令和2年2月29日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッション学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程ファッションデザイ
ン学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッションデザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッション学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッションデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程ファッション学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化教養専門課程ファッションデザイ
ン学科

平成22年4月1日 平成23年12月22日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程プロダクトデザイン学科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程映像学科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化・教養専門課程放送メディア学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程音響学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院

文化・教養専門課程音楽クリエーショ
ン学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程空間デザイン学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程インテリア学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程ゲームクリエーター学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程ゲーム学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程デジタル３Ｄ学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ

文化教養専門課程デジタルクリエイ
ティブ学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程音響学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程音響学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程写真クリエーター学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程写真学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程放送映画学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程放送映画学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程ゲームクリエイティブ学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程ゲーム学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ

文化教養専門課程ゲームクリエイティ
ブ学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ
文化教養専門課程デジタルクリエイティブ学
科

平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程パフォーマンス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日
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北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程映像学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程音響学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程写真学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程放送映画学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化教養専門課程映像学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道 専門学校札幌マンガ・アニメ学院
文化教養専門課程アニメーションデザイン学
科

平成21年2月27日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校

文化教養専門課程　アニメーションデ
ザイン学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 専門学校札幌マンガ・アニメ学院 文化教養専門課程マンガデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校

文化教養専門課程　マンガデザイン学
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 専門学校札幌マンガ・アニメ学院 文化教養専門課程声優学科 平成21年2月27日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校 文化教養専門課程　声優学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校
文化教養専門課程　アニメーションデザイン
学科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校 文化教養専門課程　声優学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校 文化教養専門課程　マンガデザイン学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 専門学校日本ビジネススクール
商業実務専門課程ビューティープロデュース
学科

平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール札幌
校

商業実務専門課程ビューティープロ
デュース学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 専門学校日本ビジネススクール 専門課程国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール札幌
校

商業実務専門課程国際観光学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 専門学校日本ビジネススクール 専門課程総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール

商業実務専門課程ビューティープロ
デュース学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 専門学校日本ビジネススクール札幌校
商業実務専門課程ビューティープロデュース
学科

平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 専門学校日本ビジネススクール札幌校 商業実務専門課程国際観光学科 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道
専門学校日本福祉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17年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年12月26日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道
専門学校日本福祉リハビリテーション
学院

医療専門課程作業療法士学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校日本福祉リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程作業療法学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道
専門学校日本福祉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17年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年12月26日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道
専門学校日本福祉リハビリテーション
学院

医療専門課程理学療法士学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校日本福祉リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程理学療法学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程ケアワーカー科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校日本福祉学院

教育・社会福祉専門課程福祉サービス
科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 専門学校日本福祉学院
教育・社会福祉専門課程ソーシャルワーカー
科

平成9年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程福祉総合科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 専門学校日本福祉学院
教育・社会福祉専門課程ソーシャルワーカー
研究科

平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程福祉サービス科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 平成26年1月28日

北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程福祉環境科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程福祉総合科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成21年4月1日 平成26年1月28日

北海道 専門学校日本福祉学院 専門課程総合福祉ケアワーカー科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本福祉学院

教育・社会福祉専門課程ケアワーカー
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 専門学校日本福祉学院 専門課程総合福祉ソーシャルワーカー科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本福祉学院

教育・社会福祉専門課程ソーシャル
ワーカー科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

北海道 専門学校日本福祉看護学院 医療専門課程看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日
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北海道 専門学校北海道自動車整備大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成18年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校北海道自動車整備大学校 工業専門課程二級自動車整備課 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道自動車整備大学校 工業専門課程二級自動車整備課 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
北海道スポーツ専門学校

文化・教養専門課程スポーツトレー
ナー学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 北海道スポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程スポーツ健康学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
北海道スポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ健康学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 北海道スポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ健康学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程健康科学学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校北海道体育大学校

文化・教養専門課程スポーツトレー
ナー学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程社会体育学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程スポーツ健康学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校北海道福祉・保育大学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 専門学校北海道福祉大学校
教育・社会福祉専門課程介護福祉学科（夜間
課程）

平成20年4月1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

北海道 専門学校北海道福祉大学校
教育・社会福祉専門課程社会福祉学科（３年
制）

平成20年4月1日 ～ 平成22年11月29日 平成21年2月27日 不適合 平成22年11月29日 平成22年11月29日

北海道 専門学校北海道福祉・保育大学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 専門学校北海道福祉・保育大学校 教育・社会福祉専門課程保育未来学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程保育未来学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程保育未来学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校北海道福祉・保育大学校 教育・社会福祉専門課程保育未来学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 専門学校北日本自動車大学校 工業専門課程ボデーリペア科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 専門学校北日本自動車大学校 工業専門課程自動車整備科二級整備士コース 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 帯広コア専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 帯広コア専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 帯広コア専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

北海道 帯広コア専門学校 工業専門課程応用システム科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
帯広コア専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 帯広コア専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

北海道 帯広コア専門学校 工業専門課程情報・医療ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
帯広コア専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 帯広コア専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
帯広コア専門学校 工業専門課程情報・医療ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 帯広コア専門学校 商業実務専門課程観光ホスピタリティ科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 帯広コンピュータ・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
帯広コア専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程応用システム科 平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
帯広コア専門学校 工業専門課程応用システム科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
帯広コア専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日
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北海道 帯広コンピュータ専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 帯広コンピュータ専門学校 専門課程システムエンジニア専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程応用システム科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 帯広コンピュータ専門学校 専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 帯広高等看護学院 専門課程看護学科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月8日

北海道 帯広高等看護学院 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
帯広高等看護学院 専門課程看護学科 平成7年4月1日 平成13年3月8日

北海道 帯広文化専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 大原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科２年制 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成16年4月1日 平成31年1月25日

北海道 大原医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成16年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 大原医療福祉専門学校
教育社会福祉専門課程保育福祉学科（夜間
部）

平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原医療福祉専門学校

教育社会福祉専門課程　幼児保育夜間
学科

平成22年4月1日 平成31年1月25日

北海道 大原医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　幼児保育夜間学科 平成22年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 大原医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程幼児保育学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理学科２年制 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書情報学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
大原医療福祉専門学校

商業実務専門課程　医療事務２年制学
科

平成29年4月1日 平成31年1月25日

北海道 大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務２年制学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

北海道 大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書情報学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道
大原簿記公務員情報医療専門学校函館
校

商業実務専門課程ビジネスキャリア２年制学
科

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道
大原簿記公務員情報医療専門学校函館
校

文化教養専門課程法律行政２年制学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 工業専門課程インターネット工学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 工業専門課程情報システム学科（２年制） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校
商業実務専門課程ビジネスキャリア２年制学
科

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 商業実務専門課程会計システム２年制学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 商業実務専門課程会計システム学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原簿記情報専門学校札幌校

商業実務専門課程会計システム２年制
学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 専門課程経理本科２年制 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 専門課程経理本科４年制 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化・教養専門課程法律ビジネス学科２年制 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化・教養専門課程法律行政学科２年制 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校
文化教養専門課程ビジネスコミュニケーショ
ン学科

平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化教養専門課程マルチメディア総合学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日
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北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化教養専門課程公務員ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原簿記情報専門学校札幌校

文化教養専門課程ビジネスコミュニ
ケーション学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化教養専門課程情報ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 大原簿記専門学校札幌校 専門課程経理本科２年制 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記情報専門学校札幌校 専門課程経理本科２年制 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 大原簿記専門学校札幌校 専門課程経理本科４年制 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記情報専門学校札幌校 専門課程経理本科４年制 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 大原簿記専門学校札幌校 文化・教養専門課程法律ビジネス学科２年制 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原簿記情報専門学校札幌校

文化・教養専門課程法律ビジネス学科
２年制

平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 大原簿記専門学校札幌校 文化・教養専門課程法律行政学科２年制 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原簿記情報専門学校札幌校

文化・教養専門課程法律行政学科２年
制

平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程キャリアデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程法律行政２年制学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

北海道 大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程法律行政学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程法律行政２年制学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 滝川市立高等看護学院 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 池見札幌介護福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 池見札幌歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 池見札幌歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 池見札幌歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
池見札幌専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 池見札幌専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
池見札幌歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 池見札幌専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

医療専門課程音楽療法学科２年制 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
池上学院グローバルアカデミー専門
学校

医療専門課程音楽療法士・セラピスト
養成学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

医療専門課程音楽療法士・セラピスト養成学
科

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

医療専門課程音楽療法学科３年制 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

工業専門課程応用情報工学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

工業専門課程情報システム科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

文化・教養専門課程デジタルデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
池上学院グローバルアカデミー専門
学校

文化・教養専門課程総合ゲーム学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

文化・教養専門課程総合ゲーム学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道
池上学院グローバルアカデミー専門学
校

文化・教養専門課程社会生活学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

北海道 中村記念病院附属看護学校 専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成25年9月30日 平成7年11月30日 廃止 平成25年9月30日 平成27年2月19日

北海道 中村記念病院附属看護学校 医療専門課程（3年）看護学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

北海道 道央吉井式和裁専門学校 専門課程和裁教職科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 道央吉井式和裁専門学校 専門課程和裁専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日
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北海道 道都国際観光専門学校 専門課程インターナショナルトラベル学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 道都国際観光専門学校 専門課程インターナショナルビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 道都国際観光専門学校 専門課程観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 道東ヘアメイク専門学校 衛生専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 道東ヘアメイク専門学校 衛生専門課程理容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道
独立行政法人国立病院機構西札幌病院
附属札幌看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構北海道医
療センター附属札幌看護学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道
独立行政法人国立病院機構道北病院附
属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道
独立行政法人国立病院機構函館病院附
属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道
独立行政法人国立病院機構北海道医療
センター附属札幌看護学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

北海道
独立行政法人労働者健康福祉機構釧路
労災看護専門学校

医療専門課程看護師科 平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人労働者健康安全機構釧
路労災看護専門学校

医療専門課程看護師科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

北海道
独立行政法人労働者健康福祉機構美唄
労災看護専門学校

医療専門課程看護師科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成29年2月28日

北海道 苫小牧看護専門学校 専門課程看護第１科 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
苫小牧看護専門学校 専門課程看護学科（３年課程） 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 苫小牧看護専門学校 専門課程看護学科（３年課程） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 苫小牧看護専門学校 専門課程看護第２科 平成18年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 苫小牧市医師会附属看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
苫小牧看護専門学校 専門課程看護第２科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 苫小牧市立総合病院附属高等看護学院 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 苫小牧美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 日栄綜合技術専門学校 専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
釧路福祉・情報専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 日栄綜合技術専門学校 専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第一学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第１学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第二学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第２学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第１学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日鋼記念看護学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第２学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

北海道 日本エステティック専門学校 衛生専門課程エステティック学科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校エステティックビュー
ティー札幌

衛生専門課程エステティック学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 日本エステティック専門学校
商業実務専門課程エステティックビジネス学
科

平成15年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本エステティック専門学校 衛生専門課程エステティック学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道
日本エンターテイメントビジネス専門
学校

商業実務専門課程メディア映像ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本エンターテイメントビジネス専
門学校

文化・教養専門課程メディア映像学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道
日本エンターテイメントビジネス専門
学校

専門課程経理科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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北海道
日本エンターテイメントビジネス専門
学校

専門課程情報科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
札幌サウンドアート専門学校 専門課程情報科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道
日本エンターテイメントビジネス専門
学校

専門課程総合ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道
日本エンターテイメントビジネス専門
学校

文化・教養専門課程メディア映像学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本エンターテイメントビジネス専
門学校

文化・教養専門課程総合メディア学科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

北海道
日本エンターテイメントビジネス専門
学校

文化・教養専門課程総合メディア学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
札幌サウンドアート専門学校

文化教養専門課程ステージスタッフ学
科（昼間）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 日本ビジネス綜合専門学院
専門課程医薬学科（２年制研究コースに限
る）

平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程医薬学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 日本ビジネス綜合専門学院 専門課程観光ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本ビジネス綜合専門学校

商業実務専門課程観光学科
商業実務専門課程国際貿易学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 日本ビジネス綜合専門学院 専門課程綜合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本ビジネス綜合専門学校

商業実務専門課程医療事務学科
商業実務専門課程経理情報学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程医薬学科 平成10年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成10年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成10年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程経理情報学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程国際貿易学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程通関士学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程通関士学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 工業専門課程総合科学学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成30年2月28日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成30年2月28日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成30年2月28日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 商業実務専門課程調理文化学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成30年2月28日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 専門課程医療秘書学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 専門課程国際ビジネス学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 専門課程情報処理学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 専門課程生命工学学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

北海道 日本工学院北海道専門学校 医療専門課程しん灸科 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 日本工学院北海道専門学校 医療専門課程医療秘書科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 日本工学院北海道専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程アニメ・ＣＧ・Web科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程ＣＧデザイナー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

北海道 日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程ＣＧデザイナー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校

文化・教養専門課程ゲームクリエイ
ター科

平成26年4月1日 平成27年2月19日
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北海道 日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエイター科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程テクノロジー科 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程電気工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程電気工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程アニメ・ＣＧ・Web科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程機械制御工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程総合テクノロジー科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程テクノロジー科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 工業専門課程総合テクノロジー科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程行政学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程公務員学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

北海道 日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程公務員学科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程公務員２年制学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

北海道 日本航空専門学校
商業実務専門課程国際航空ビジネス科（２年
制）

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 日本航空専門学校
商業実務専門課程国際航空ビジネス科（３年
制）

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空システム科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空技術工学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空技術工学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空工学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空産業科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空制御科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空整備科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道 日本航空専門学校 専門課程空港技術科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

北海道 日本航空専門学校 専門課程航空制御科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 日本航空専門学校 専門課程航空整備科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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北海道 日本航空専門学校 専門課程航空電子科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 函館ソフトウェア専門学校 専門課程ホテル観光科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程ホテル観光科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 函館ソフトウェア専門学校 専門課程経営管理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程経営管理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 函館ソフトウェア専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 函館ソフトウェア専門学校 専門課程情報技術科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報技術科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 函館ソフトウェア専門学校 専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報処理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 函館ソフトウェア専門学校 専門課程情報通信科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報通信科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 函館ドレスメーカー専門学校 専門課程服飾造形科 平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

北海道 函館ドレスメーカー専門学校 専門課程本科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
函館ドレスメーカー専門学校 専門課程服飾造形科 平成16年4月1日 平成20年2月26日

北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程ホテル・トラベル科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程ホテル観光科 平成8年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程ホテル・トラベル科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程経営管理科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報技術科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報処理科 平成8年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報通信科 平成8年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 函館医療保育専門学校 医療専門課程看護科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
函館看護専門学校 医療専門課程看護科（三年課程） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 函館医療保育専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 函館医療保育専門学校 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
函館医療保育専門学校 医療専門課程看護科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 函館医療保育専門学校 保育専門課程保育科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 函館看護専門学校 医療専門課程看護科（三年課程） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

北海道 函館厚生院看護専門学校 専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

北海道 函館市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 函館歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科（２年制） 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

北海道 函館歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科（３年制） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道 函館調理師養成専門学校 衛生専門課程調理技術専攻科 平成17年12月26日 ～ 平成27年9月30日 平成17年12月26日 廃止 平成27年9月30日 平成29年2月28日

北海道 函館理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 函館理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 函館臨床福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日
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北海道 函館臨床福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 美芸学園福祉家政専門学校 専門課程福祉保育科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌福祉保育専門学校 専門課程福祉保育科（昼間） 平成13年4月1日 平成15年2月19日

北海道 美幌コンピュータ専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
オホーツク情報メディア専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 美幌コンピュータ専門学校 専門課程ＳＥ専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
オホーツク情報メディア専門学校 専門課程ＳＥ専攻科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 美幌コンピュータ専門学校 専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
オホーツク情報メディア専門学校 専門課程総合情報学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

北海道 富良野看護専門学校 専門課程看護学科（３年課程） 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

北海道
北海道エコ・コミュニケーション専門
学校

商業実務専門課程アウトドア学科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
北海道エコ・コミュニケーション専
門学校

商業実務専門課程観光サービス学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道
北海道エコ・コミュニケーション専門
学校

商業実務専門課程ペットビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程ペット学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道
北海道エコ・コミュニケーション専門
学校

商業実務専門課程観光サービス学科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程動物看護師学科 平成25年1月29日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
北海道エコ・動物自然専門学校

商業実務専門課程動物看護・ペット学
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程動物看護・ペット学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程動物自然学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

北海道 北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程ペット学科 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 北海道コンピュータ専門学校 専門課程医療・福祉情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 令和2年2月29日

北海道 北海道コンピュータ専門学校 専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 令和2年2月29日

北海道 北海道デザイナー専門学院 専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 北海道デザイナー専門学院 専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 北海道デザイナー専門学院 専門課程フォトグラフィー科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程ファッションデザイン科 平成23年4月1日 平成30年2月28日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程ファッションデザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程ファッションテクニーク科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程ファッションプランニング科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程生産技術科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程総合科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程総合企画科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程装飾表現科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程販売企画科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 専門課程アパレル科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程販売企画科 平成15年4月1日 平成16年2月17日
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北海道 北海道ドレスメーカー学院 専門課程オートクチュール科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程生産技術科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道ドレスメーカー学院 専門課程コーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ドレスメーカー学院 家政専門課程装飾表現科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校
医療専門課程バイオテクノロジー科（３年
制）

平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校

医療専門課程バイオテクノロジー学科
（３年制）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校
医療専門課程バイオテクノロジー学科（３年
制）

平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程バイオテクノロジー学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程メディカルエンジニア学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程メディカルシステム科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程メディカルシステム科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程メディカルシステム学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程メディカルシステム学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程医療ビジネス学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程医応電子技術科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程義肢装具士学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（夜間） 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程臨床工学技士学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間） 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校
工業専門課程インターネット・ウェブマス
ター科

平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程情報システム科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程デジタルコミュニケーション科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程情報システム科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成21年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程　ＩＴメディア学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程　ＩＴメディア学科 平成30年3月31日 ～ 平成31年1月25日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 商業実務専門課程ペットビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程子ども・こころ学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程バイオテクノロジー科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校

医療専門課程バイオテクノロジー科
（３年制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程メディカルスポーツ学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程医応電子技術科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程医用電子科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程救急救命士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程視能訓練士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校

工業専門課程デジタルコミュニケー
ション科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程生命工学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程バイオテクノロジー科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程土木工学技術科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程保育福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程子ども・こころ学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 文化・教養専門課程スポーツ学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（昼間） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 北海道メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（夜間） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 北海道メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 北海道メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 北海道メディカル・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

北海道 北海道医学技術専門学校 専門課程臨床検査技師科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 北海道医薬専門学校 医療専門課程看護学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

北海道 北海道医薬専門学校 医療専門課程診療放射線学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 北海道医薬専門学校 商業実務専門課程医薬システム学科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
北海道医薬専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道医薬専門学校 商業実務専門課程医薬保険システム学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
北海道医薬専門学校 商業実務専門課程医薬システム学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 北海道医薬専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

北海道 北海道医薬専門学校 商業実務専門課程薬業学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

北海道
北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士
専門学校

専門課程歯科衛生科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 北海道介護福祉学校 専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 北海道環境福祉専門学校 医療専門課程医薬福祉学科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医薬福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 医療専門課程医薬福祉学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

北海道 北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程食育福祉学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程薬理福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医薬福祉学科 平成20年4月1日 平成22年11月29日

北海道 北海道環境福祉専門学校 工業専門課程環境土木学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 工業専門課程環境保全学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 北海道環境福祉専門学校 工業専門課程環境保全学科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

北海道 北海道環境福祉専門学校 商業実務専門課程医療環境福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日
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北海道 北海道環境福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成19年4月1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

北海道 北海道吉井式和裁専門学校 専門課程教職科 平成17年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成24年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道吉井式和裁専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道吉井式和裁専門学校 専門課程教職科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 北海道吉井式和裁専門学校 専門課程和裁科 平成8年12月4日 ～ 平成24年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成24年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道芸術デザイン専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

北海道 北海道芸術デザイン専門学校 工業専門課程国際建築工学デザイン学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 北海道芸術デザイン専門学校
文化教養専門課程マルチメディアデザイン学
科

平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

北海道 北海道芸術専門学校 専門課程音楽科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道芸術専門学校 専門課程調律科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道建設工学専門学校 工業専門課程福祉環境建築学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道建設工学専門学校 専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道建設工学専門学校 工業専門課程福祉環境建築学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 北海道建設工学専門学校 専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 北海道歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 北海道歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

北海道 北海道歯科技術専門学校 専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 北海道自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
吉田学園自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

北海道 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 医療専門課程看護婦科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
北海道社会事業協会帯広看護専門学
校

医療専門課程看護師科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道社会保険看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道情報処理専門学校 商業実務専門課程医療秘書実務学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書実務学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北海道情報処理専門学校 専門課程医療・福祉情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 専門課程医療・福祉情報処理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北海道情報処理専門学校 専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 専門課程建築工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北海道情報処理専門学校 専門課程情報会計学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

北海道 北海道情報処理専門学校 専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 専門課程情報処理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北海道情報処理専門学校 専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 専門課程土木工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエイタ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日
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北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程プログラマ科 平成20年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程ＩＴシステム科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程マルチメディアＣＧ科 平成14年2月27日 ～ 平成31年4月1日 平成14年2月27日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程ゲームWeb科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程プログラマ科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 北海道情報専門学校
商業実務専門課程デジタルコミュニケーショ
ン科

平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
北海道情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 北海道情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程ＩＴシステム科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程ゲームWeb科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
北海道製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子専攻科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
宮島学園北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 北海道製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子専攻科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
北海道製菓専門学校 衛生専門課程製菓専攻科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道千歳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13年3月1日 ～ 平成31年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 北海道千歳リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科第２部（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 北海道千歳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9年11月17日 ～ 平成31年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 北海道千歳リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科第２部（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

北海道 北海道早稲田情報科学専門学校
工業専門課程コンピュータグラフィックス学
科

平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 北海道早稲田情報科学専門学校 専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 北海道早稲田情報科学専門学校 専門課程情報秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道早稲田情報科学専門学校

工業専門課程コンピュータグラフィッ
クス学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北海道総合電子専門学校 工業専門課程コンピュータ・システム科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
北海道総合電子専門学校 工業専門課程医療福祉情報科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道総合電子専門学校 工業専門課程医療福祉情報科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 北海道総合電子専門学校 工業専門課程通信システム科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

北海道 北海道総合電子専門学校 工業専門課程電気技術科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 北海道総合電子専門学校 工業専門課程電子・通信システム科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 北海道総合電子専門学校 工業専門課程電子技術科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
北海道総合電子専門学校 工業専門課程電子・通信システム科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道総合電子専門学校

工業専門課程コンピュータ・システム
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程通信工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道総合電子専門学校 工業専門課程通信システム科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程電気技術科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道総合電子専門学校 工業専門課程電気技術科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道総合電子専門学校 工業専門課程電子技術科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程環境デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程国際環境デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程国際産業デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程産業デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道造形デザイン専門学校 専門課程インテリアデザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道造形デザイン専門学校

文化教養専門課程インテリア・建築デ
ザイン学科

平成25年4月1日 平成28年2月29日

北海道 北海道造形デザイン専門学校 専門課程グラッフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 北海道造形デザイン専門学校
文化・教養専門課程デジタルクリエーション
学科

平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
北海道造形デザイン専門学校

文化教養専門課程コンピュータグラ
フィックス学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 北海道造形デザイン専門学校
文化教養専門課程コンピュータグラフィック
ス学科

平成19年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 北海道造形デザイン専門学校
文化教養専門課程特設イラストレーション学
科

平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

北海道 北海道中央工学院専門学校 工業専門課程建築工学科３年制 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科３年制 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道中央工学院専門学校 工業専門課程建築工学科デザインコース 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
札幌建築デザイン専門学校

工業専門課程建築工学科デザインコー
ス

平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道中央工学院専門学校 工業専門課程建築工学科環境設計コース 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

北海道 北海道中央工学院専門学校 専門課程建築工学科建築コース 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌建築デザイン専門学校 専門課程建築工学科建築コース 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道中央工学院専門学校 専門課程建築工学科設備コース 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道中央工学院専門学校

工業専門課程建築工学科環境設計コー
ス

平成11年4月1日 平成12年2月8日

北海道 北海道中央工学院専門学校 専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
札幌建築デザイン専門学校 工業専門課程土木工学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

北海道 北海道中央調理技術専門学校 衛生専門課程調理技術専攻科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

北海道 北海道調理師専門学校 衛生専門課程シェフ・マイスター科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
宮島学園北海道調理師専門学校 衛生専門課程シェフ・マイスター科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 北海道調理師専門学校 衛生専門課程総合調理師科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
北海道調理師専門学校 衛生専門課程シェフ・マイスター科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

北海道 北海道調理師専門学校 専門課程調理技術専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道調理師専門学校 衛生専門課程総合調理師科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 北海道電子計算機専門学校 専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 北海道電子計算機専門学校 専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 北海道電子計算機専門学校 専門課程情報システム専門科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

北海道 北海道電子工学専門学院 専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道農業専門学校 農業専門課程農業科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

北海道 北海道美容専門学校 衛生専門課程ビューティーエステ科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

北海道 北海道美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 北海道福祉衛生専門学校 衛生専門課程調理師科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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北海道 北海道福祉衛生専門学校 専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道福祉教育専門学校 福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 北海道福祉教育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

北海道 北海道福祉教育専門学校 福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 北海道文化服装専門学校 専門課程ファッションクリエイト学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

北海道 北海道文化服装専門学校 専門課程ファッション産業科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道文化服装専門学校 専門課程ファッションクリエイト学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

北海道 北海道保育総合専門学校 専門課程幼児保育科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
経専北海道保育専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児保育科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

北海道 北海道理工福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道理工福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程薬理福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程薬理福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療環境福祉学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 商業実務専門課程医療環境福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書実務学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

北海道 北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療環境福祉学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程医療・福祉情報処理学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程環境土木学科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
北海道環境福祉専門学校 工業専門課程環境土木学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程建築工学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 専門課程福祉建築デザイン学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程情報処理学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程土木工学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
北海道理工福祉専門学校 専門課程環境土木学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程福祉建築デザイン学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

北海道 北海道理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 北海道理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 北海道立旭川高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 北海道立旭川高等看護学院 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立旭川高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立衛生学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道立衛生学院 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立衛生学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立衛生学院 専門課程歯科衛生学科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道立衛生学院 専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立衛生学院 専門課程歯科衛生学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立衛生学院 専門課程臨床検査学科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

北海道 北海道立衛生学院 専門課程臨床検査技師科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立衛生学院 専門課程臨床検査学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立釧路高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成29年2月28日
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北海道 北海道立釧路高等看護学院 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立釧路高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立江差高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 北海道立江差高等看護学院 専門課程看護婦科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
北海道立江差高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立農業大学校 農業専門課程畜産経営学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 北海道立農業大学校 農業専門課程畑作園芸経営学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

北海道 北海道立網走高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 北海道立網走高等看護学院 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立網走高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道立紋別高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

北海道 北海道立紋別高等看護学院 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道立紋別高等看護学院 専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

北海道 北海道鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

北海道 北海道鍼灸専門学校 専門課程はりきゅう科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北海道鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科（夜間部） 平成13年4月1日 平成29年2月28日

北海道 北見医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道 北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報通信科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

北海道 北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報通信科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

北海道 北見情報ビジネス専門学校 専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合事務科 平成26年4月1日 平成29年2月28日

北海道 北見赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

北海道 北見赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北見赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

北海道 北見美容専門学校 衛生専門課程美容本科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

北海道
北斗文化学園インターナショナル調理
技術専門学校

衛生専門課程調理師学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

北海道 北都保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程精神社会福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

北海道 北都保健福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

北海道 北日本自動車工学専門学校 工業専門課程ボデーリペア科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校北日本自動車大学校 工業専門課程ボデーリペア科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 北日本自動車工学専門学校 専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校北日本自動車大学校

工業専門課程自動車整備科二級整備士
コース

平成20年4月1日 平成21年2月27日

北海道 網走文化専門学校 専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

北海道 網走文化専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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学　校　名 課　程　名
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

北海道 紋別ドレスメーカー専門学校 専門課程和洋裁科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

北海道 労働福祉事業団釧路労災看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人労働者健康福祉機構釧
路労災看護専門学校

医療専門課程看護師科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 労働福祉事業団釧路労災看護専門学校 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
労働福祉事業団釧路労災看護専門学
校

医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

北海道 労働福祉事業団美唄労災看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人労働者健康福祉機構美
唄労災看護専門学校

医療専門課程看護師科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

北海道 労働福祉事業団美唄労災看護専門学校 専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
労働福祉事業団美唄労災看護専門学
校

医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

北海道 帯広コア専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科（夜間） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

北海道 札幌ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

北海道 函館短期大学付設調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師科（昼間） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

北海道 函館短期大学付設調理製菓専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

北海道 吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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