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○市立室蘭看護専門学院学則

昭和59年3月31日

規則第12号

改正 平成2年3月24日規則第8号

平成2年3月31日規則第21号

(第8条)

平成2年9月27日規則第42号

平成2年12月21日規則第53号

(第6条)

平成4年3月19日規則第7号

平成5年3月31日規則第22号

(第2条)

平成5年4月26日規則第23号

(第6条)

平成7年2月16日規則第2号

平成9年3月26日規則第8号

平成12年3月24日規則第14号

平成12年7月27日規則第50号

(第25条)

平成14年3月25日規則第19号

平成15年3月18日規則第6号

平成17年9月14日規則第32号

平成19年12月26日規則第44号

平成21年2月25日規則第2号

平成22年1月22日規則第3号

平成30年3月26日規則第18号

令和2年3月27日規則第20号

令和3年10月22日規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)
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第3章 入学、休学、退学等(第7条―第16条)

第4章 教育課程(第17条―第19条)

第5章 卒業等(第20条・第21条)

第6章 賞罰(第22条・第23条)

第7章 健康管理(第24条)

第8章 入学試験料、入学金及び授業料(第25条―第29条の2)

第9章 職員組織等(第30条・第30条の2)

第10章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 市立室蘭看護専門学院(以下「学院」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年

法律第203号)に基づき、看護師として必要な専門知識及び技能を習得させるとともに、

社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(名称及び位置)

第1条の2 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(課程、学科及び学生定員)

第2条 学院の課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。

(修業年限)

第3条 学院の修業年限は、次のとおりとする。

(在学年限)

第4条 学院の学生(以下「学生」という。)は、6年(第12条第1項の規定により転入学又は再

入学した者にあっては、同条第2項に規定する在学すべき年数の2倍の年数)を超えて在学

することができない。

第2章 学年、学期及び休業日

名称 位置

市立室蘭看護専門学院 室蘭市高砂町3丁目11番1号

課程 学科 入学定員 総定員

看護専門課程 看護学科(3年課程) 80人 240人

課程 修業年限

看護専門課程 3年
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(学年及び学期)

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季、冬季及び学年末等における休業日は、1学年を通じて10週程度で学院長が定め

る。

2 学院長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日を変更す

ることができる。

3 第1項に定めるもののほか、臨時に休業を必要とする場合には、学院長がその都度定め

る。

第3章 入学、休学、退学等

(入学資格等)

第7条 学院に入学することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項

の規定に該当し、入学試験に合格したものとする。

2 学院の入学の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般入学は、次号及び第3号以外の入学の区分とする。

(2) 社会人入学は、入学定員の一部について社会人としての経験を有する者(学院長が適

当と認める者に限る。)を対象に許可する入学の区分とする。

(3) 機関推薦入学は、入学定員の2分の1以内について室蘭市医師会の推薦を受けること

ができる者を対象に許可する入学の区分とする。

(入学願書等)

第8条 学院に入学を希望する者(以下「入学希望者」という。)は、次の書類を、指定され

た期日までに学院長に提出しなければならない。

(1) 入学願書(様式第1号)

(2) 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 写真(出願前6箇月以内に脱帽上半身を撮影した名刺型のもの)

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで
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2 社会人入学及び機関推薦入学による入学希望者は、前項の書類のほか、学院長が必要と

認める書類を提出しなければならない。

(入学試験等)

第9条 一般入学による入学希望者に係る入学試験は、学力試験及び面接試験によるものと

する。

2 社会人入学による入学希望者に係る入学試験は、小論文試験、面接試験等によるものと

する。

3 機関推薦入学による入学希望者に対する学院としての入学試験は、実施しないものとす

る。ただし、室蘭市医師会は、推薦する者を決定するため、第1項の入学試験に準じた内

容の学力試験及び面接試験を実施するものとする。

4 室蘭市医師会が推薦する者と決定した者に対する前項ただし書による試験は、学院の入

学試験とみなすものとする。

5 室蘭市医師会は、第3項ただし書による試験の実施及び推薦する者の決定に当たっては、

学院との調整協議を行うものとする。

(入学手続)

第10条 入学を許可された者は、学院長が指定した期日までに入学金を納入し、及び身元

保証人(以下「保証人」という。)2人が連署した誓約書(様式第3号)その他必要な書類を提

出しなければならない。

2 前項に規定する保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 第1項に規定する保証人を変更したとき、又は保証人が次条に規定する極度額まで債務

を履行したときは、速やかに新たな誓約書を提出しなければならない。

(連帯保証に係る極度額)

第10条の2 前条の規定により保証人を定めた場合に、保証人が入学を許可された者と連帯

して保証する入学金及び授業料に係る債務の極度額は、入学時における36月分(第12条第

1項の規定により転入学又は再入学した者にあっては、同条第2項に規定する在学すべき

年数に12を乗じて得た月分)の授業料に相当する額とする。

2 前条第3項の規定により新たな誓約書を提出する場合に、保証人が入学を許可された者

と連帯して保証する入学金及び授業料に係る債務の極度額は、変更時における36月分(第

12条第1項の規定により転入学又は再入学した者にあっては、同条第2項に規定する在学

すべき年数に12を乗じて得た月分)の授業料に相当する額に第17条に定める授業科目の
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単位数のうち認定された単位数を総単位数で除して得た数を乗じて得た額(その額に

1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(変更の届出)

第11条 学生又は保証人の住所又は氏名を変更したときは、学生は速やかにその旨を学院

長に届け出なければならない。

(転入学又は再入学)

第12条 学院長は、学院に転入学又は再入学を希望する者があるときは、学院の教育課程

においての修学が可能と認められ、かつ、定員に欠員のある場合に限り、入学を許可する

ことができる。ただし、第16条各号(第1号及び第5号を除く。)に該当し退学した者につい

ては、この限りでない。

2 前項の規定により、転入学又は再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位

数の取扱い並びに在学すべき年数については、学院長が定める。

3 転入学又は再入学の場合の入学資格等は、第7条第1項に定めるもののほか、学院長が定

める。

4 転入学又は再入学の場合の入学願書等及び入学試験等については、第8条及び第9条の規

定にかかわらず、学院長が定める。

(休学)

第13条 学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、保証人と連署の上、学院長の許

可を得て休学することができる。

(1) 病気のため引き続き3箇月以上就学が不能のとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

2 前項の休学期間は、在学期間に算入しない。

3 休学の期間は、引き続き1年を超えることができない。ただし、学院長がやむを得ない

事情があると認めるときは、更に1年間その期間を延長することができる。

(復学)

第14条 学生は、休学期間満了の場合又は休学期間内であってもその理由が消滅した場合

には、学院長の許可を得て、復学することができる。この場合において、休学の理由が疾

病によるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(退学)
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第15条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、理由を記

した書類を添えて、保証人と連署の上、学院長に願い出て、その許可を受けなければなら

ない。

2 前項の場合において、退学が疾病によるときは、医師の診断書を添付しなければならな

い。

(学院長の命ずる退学)

第16条 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命ずることがで

きる。

(1) 学業成績劣等又は疾病その他の事故により、卒業の見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなく引き続き1箇月以上欠席したとき。

(3) 学院の秩序を乱し、学生としての本分に反したとき。

(4) 第4条に規定する期間を超えたとき。

(5) 第13条第3項に規定する休学期間内に復学できないとき。

(6) 授業料を納期までに納付せず、かつ、督促を受けたにもかかわらず、なお納付しな

いとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学生として不適当と認められるとき。

第4章 教育課程

(教育内容及び授業科目等)

第17条 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)に定める

教育内容、単位数及び時間数に係る学院における授業科目、単位数及び時間数は、別表の

とおりとする。

2 各授業科目の単位数を定めるに当たり、1単位の授業時間数は、講義及び演習について

は15時間から30時間まで、実験、実習(臨地実習を含む。)及び実技については30時間か

ら45時間までをもって1単位とする。

(単位の認定)

第18条 学生が授業科目を履修し、その授業科目の評価において合格した場合に単位を認

定する。

2 学生は、所定の授業時間数の3分の2以上出席した授業科目に限り、評価を受けることが

できる。



7/21

3 学院長は、教育上有益と認められるときは、学生が入学する前に大学、短大又は専修学

校において履修した授業科目について修得した単位を、学院における授業科目の履修によ

り修得したものとみなし、単位を認定することができる。

4 前項の規定により認定することができる単位数は、学院の卒業認定に必要な総単位数の

2分の1を超えないものとする。

(履修及び評価)

第19条 授業科目の履修方法については、学院長が定める。

2 履修した授業科目の評価は、A・B・C・D・Eの5段階で行い、C以上を合格とする。

3 前項に定める評価の方法については、学院長が定める。

第5章 卒業等

(卒業等)

第20条 学院長は、学院に3年(第12条第1項の規定により転入学又は再入学した者にあって

は、同条第2項に規定する在学すべき年数)以上在学し、第17条に定める授業科目の単位

修得の認定を受けた者について、卒業を認定する。

第21条 学院長は、卒業を認定した者に対し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門

士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第2条の規定に基づく専門士と

称することを認め、卒業証書(様式第4号)を授与する。

第6章 賞罰

(表彰)

第22条 学院長は、表彰に値する行為と認めたときは、学生を表彰することができる。

(懲戒)

第23条 学院長は、学生が学院の規則若しくは学院長の命令に違反し、又は学生の本分に

反する行為があった場合は、当該学生に対し懲戒を加えることができる。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。

第7章 健康管理

(健康管理)

第24条 学院長は、学生に対し、年1回以上の健康診断を実施する。

第8章 入学試験料、入学金及び授業料

(納付義務)



8/21

第25条 入学(転入学及び再入学を含む。)を希望する者は入学試験料を、入学を許可された

者は入学金及び授業料を納めなければならない。ただし、条例第11条の規定に該当する

場合は、この限りでない。

(入学試験料、入学金及び授業料の額)

第26条 入学試験料、入学金及び授業料の額は、条例の定めるところによる。

(授業料の徴収)

第27条 授業料は、次の4期に分けて徴収する。

(休学の場合の授業料)

第28条 学生が休学を許可された場合においても、休学当期及び復学当期の授業料は徴収

する。

(退学、停学の場合の授業料)

第29条 学生が退学を許可され、又は退学を命ぜられた場合においても、その期の授業料

は徴収する。停学を命ぜられた場合においても、同様とする。

(入学金等の減免及び猶予)

第29条の2 条例第11条の特別の理由があると認めたときとは、学院に入学手続を行ってい

る者又は学生が、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による給

付型奨学金の申込みを行い、又は認定を受けている場合とする。

第9章 職員組織等

(職員組織)

第30条 学院の職員組織は、室蘭市事務分掌規則(昭和62年規則第28号)の定めるところに

よる。

(会議)

第30条の2 学院の円滑な運営及び教育の充実を図るため、学院に必要な会議を置く。

2 会議の組織運営等について必要な事項は、学院長が別に定める。

第10章 雑則

(学生記章)

区分 納入期限

第1期 4月から6月までの分 4月30日

第2期 7月から9月までの分 7月31日

第3期 10月から12月までの分 10月31日

第4期 1月から3月までの分 1月31日
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第31条 学生は、修業期間中は、学院学生記章(以下「学生記章」という。)を着用しなけれ

ばならない。

2 学生記章の形状は、様式第5号のとおりとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学院長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 市立室蘭高等看護学院学則(昭和43年規則第10号)は、廃止する。

附 則(平成2年3月24日規則第8号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日において現に市立室蘭看護専門学院の学生であった者に係る授業科目

及び時間数は、この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則別表1及び別表2の規

定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成2年3月31日規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年9月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年12月21日規則第53号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月19日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年4月26日規則第23号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

附 則(平成7年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)
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2 改正後の市立室蘭看護専門学院学則第17条から第20条までの規定は、この規則の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に入学する学生について適用し、施行日前に入学した学

生については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月24日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年7月27日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条から第36条までの規定による改正前のそれぞれの規則

(以下「旧規則」という。)の規定及び前項の規定による廃止前の特例規則(以下「旧特例規

則」という。)の規定に基づいて作成されている様式は、第1条から第36条までの規定に

よる改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間使

用することができる。

4 旧規則の規定及び旧特例規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類は、

新規則の規定により交付された許可書、通知書その他の書類とみなす。

附 則(平成14年3月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月18日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成21年4月1日

から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則(以下「新規則」という。)第7条第2

項第2号の社会人入学は、平成22年度以後の入学の区分から適用する。
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3 新規則別表第1に規定する授業科目、単位数及び時間数は、平成21年4月1日以後に入学

した者について適用し、平成21年3月31日に現に学生である者に係る授業科目、単位数及

び時間数は、なお従前の例による。ただし、平成21年3月31日に現に学生である者の単位

の認定状況に応じて必要があるときは、新規則別表第1の規定のうち必要な部分を適用す

ることができる。

4 平成21年4月1日以後に転入学又は再入学した者に係る授業科目、単位数及び時間数は、

新規則別表第1の規定にかかわらず、当該者が転入学又は再入学した年次に属する在学者

に係る授業科目、単位数及び時間数と同様とする。

附 則(平成22年1月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び第26条の改正

規定並びに第30条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、公布の日から

施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則(以下「新学則」という。)別表第1

の規定は、平成21年4月1日以後に入学した者について適用する。

3 平成20年3月31日において現に市立室蘭看護専門学院(以下「学院」という。)の学生で

あった者に係る授業料の額は、新学則第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成20年4月1日以後において学院に転入学又は再入学した者に係る授業料の額は、新学

則第26条の規定にかかわらず、当該者が転入学又は再入学した年次に属する在学者に係

る額と同額とする。

附 則(平成30年3月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日において現に市立室蘭看護専門学院(以下「学院」という。)の学生で

あった者に係る授業料の額は、この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則(以下

「新学則」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成30年4月1日以後において学院に転入学又は再入学した者に係る授業料の額は、新学

則第26条の規定にかかわらず、当該者が転入学又は再入学した年次に属する在学者に係

る額と同額とする。
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附 則(令和2年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則第10条の2の規定は、この規則の施

行の日以後に締結された連帯保証契約について適用し、同日前に締結された連帯保証契約

については、なお従前の例による。

附 則(令和3年10月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(教育内容等に関する経過措置)

2 この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則(以下「新規則」という。)別表に規

定する教育内容、授業科目、単位数及び時間数は、令和4年4月1日以後に入学した者につ

いて適用し、令和4年3月31日に現に学生である者に係る教育内容、授業科目、単位数及

び時間数は、なお従前の例による。ただし、令和4年3月31日に現に学生である者の単位

の認定状況に応じて必要があるときは、新規則別表の規定のうち必要な部分を適用するこ

とができる。

3 令和4年4月1日以後に転入学又は再入学した者に係る教育内容、授業科目、単位数及び

時間数は、新規則別表の規定にかかわらず、当該者が転入学又は再入学した年次に属する

在学者に係る教育内容、授業科目、単位数及び時間数と同様とする。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の市立室蘭看護専門学院学則の規定に

基づいて作成されている様式は、この規則による改正後の市立室蘭看護専門学院学則の規

定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表(第17条関係)

教育内容 単位数 時間数 授業科目 単位数 時間数

基礎分野 科学的思考の

基盤

人間と生活・社

会の理解

14 345 生物学 1 30

文章表現 1 30

保健体育 1 30

英語 1 30

医療英会話 1 30
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情報リテラシーⅠ 1 15

情報リテラシーⅡ 1 15

情報科学 1 30

哲学・倫理学 2 45

社会学 1 30

人間関係論Ⅰ 1 15

人間関係論Ⅱ 1 15

心理学 1 30

小計 14 345 14 345

専門基礎分野 人体の構造と

機能

疾病の成り立

ちと回復の促

進

17 290 人体の仕組み総論・生

殖・発生と老化の仕組み

1 20

栄養の消化と吸収 1 20

呼吸と血液の働き 1 15

血液の循環とその調節 1 20

体液の調節と尿の生成 1 15

内臓機能の調節 1 15

身体の支持と運動 1 15

情報の受容と処理 1 15

身体機能の防御と適応 1 20

生化学 1 30

微生物学 1 15

薬理学 1 15

臨床薬理学 1 15

栄養学 1 15

治療学Ⅰ 1 15

治療学Ⅱ 1 15

外科学 1 15

健康支援と社

会保障制度

6 105 保健医療論 1 30

社会福祉 2 30

公衆衛生学 2 30
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関係法規 1 15

小計 23 395 23 395

専門分野 基礎看護学 12 300 看護学概論Ⅰ 1 15

看護学概論Ⅱ(看護理論

学習)

1 15

看護の方法(コミュニケ

ーション・看護過程)

1 30

看護の方法(フィジカル

アセスメント)

2 45

看護の方法(環境調整技

術・感染防止の技術)

1 30

看護の方法(食事援助技

術・排泄援助技術)

1 30

看護の方法(活動・休息援

助技術)

1 30

看護の方法(清潔・衣生活

援助技術)

1 30

日常生活援助技術演習 2 45

看護の方法(診察・検査・

処置の介助技術)

1 30

成人看護学 7 180 成人看護概論 1 15

成人保健 1 15

急性期看護 1 30

慢性期看護 1 30

回復期看護 1 30

終末期看護 1 30

臨床判断 1 30

老年看護学 4 90 老年看護概論 1 15

老年保健 1 15

老年看護の方法Ⅰ 1 30
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老年看護の方法Ⅱ 1 30

小児看護学 4 90 小児看護概論 1 15

小児保健 1 30

小児看護の方法Ⅰ 1 15

小児看護の方法Ⅱ 1 30

母性看護学 4 90 母性看護概論 1 30

母性看護の方法Ⅰ 1 30

母性看護の方法Ⅱ 1 15

母性看護の援助技術 1 15

精神看護学 4 90 精神看護概論 1 30

精神障害の基礎 1 15

精神看護の方法Ⅰ 1 15

精神看護の方法Ⅱ 1 30

地域・在宅看護

論

6 105 地域・在宅看護概論 1 15

地域・在宅看護の方法Ⅰ 2 45

地域・在宅看護の方法Ⅱ 1 15

地域・在宅看護の方法Ⅲ 1 15

地域包括ケアシステム 1 15

看護の統合と

実践

8 165 看護医療安全 1 15

災害・国際看護 1 30

看護マネジメント 1 15

事例研究・研究論理 3 60

看護技術評価 2 45

臨地実習 23 870 基礎看護実習Ⅰ 1 30

基礎看護実習Ⅱ 2 60

成人看護実習 2 70

健康障害別看護実習 2 80

老年看護実習 2 70

小児看護実習 2 80

母性看護実習 2 80
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精神看護実習 2 80

地域・在宅看護実習 2 80

地域連携実習Ⅰ 1 40

地域連携実習Ⅱ 1 40

地域連携実習Ⅲ 2 80

統合実習 2 80

小計 72 1,980 72 1,980

合計 109 2,720 109 2,720
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様式第1号(第8条関係)

様式第2号 削除

様式第3号(第10条関係)

様式第4号(第21条関係)

様式第5号(第31条関係)


