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看護師としての第一歩を拓く。

地域社会に貢献できる
　　　　　　“医療人” を。

　北見医師会看護専門学校は、
人間尊重と人間愛を基盤とし、豊かな人間性と倫理観を備えた、
看護実践者の育成を目指します。
　本校の看護基礎教育においては、
かけがえのない存在としての人間を尊重し、
基礎的な知識、技術、態度を習得し、
科学的思考に基づき、社会に貢献できる
看護実践者の育成をします。
　教育にあたっては、自ら学習者として研鑽し、
学生が主体的に行動し、専門職業人として、
よりよく生きるための意欲、
能力を培うよう支援します。

　医療に携わる医療人として、患者さん・ご家族・周り
の人たちを思いやり、尊重して誠実な態度で接すること、
また自己犠牲ではなく自分も大切に思い自己管理を怠ら
ないこと、これらを学んでいくことは、とても重要なこ
とです。

　近年は保健・医療・福祉の現場においては、急速な少
子高齢化の進展、生活習慣病などの慢性疾患の増加、
さらには地方における医療人不足等、状況は著しく変化
しています。社会のニーズに応じた質の高い組織的医療
サービスの提供を目指すということは時代の要請です。

　我が校で、看護の知識、技術を学び、豊かな人間性を培
い、共に学ぶ仲間と切磋琢磨して充実した学生生活を送り、
看護師としての第一歩を踏み出すことを期待しています。

荒 川 穣 二北見医師会看護専門学校 学校長

教育目的
　人間尊重と人間愛を基盤とし、豊かな人間性と
倫理観を培い、看護の実践に必要な基礎的知識、
技術、態度を習得し、地域社会に貢献できる看護
師を育成する。

沿　革
昭和27年　准看護婦の養成を目的として北見
　　　　　 医師会付属看護婦養成所を設立。

教育目標
・個々の人間の違いを認め、相手も自分も尊重す
　る姿勢を身につける。
・看護職としての自覚と責任に基づいた行動をと
　るための基礎的能力を身につける。
・科学的根拠に基づいた看護を実践するための基
　礎的能力を養う。
・保健医療福祉チームの中で他職種と連携・協働
　する基礎的能力を養う。
・生涯にわたり、主体的に自己研鑽していく姿勢
　を養う。

昭和56年　北見医師会看護専修学校と改組。

平成09年　北見医師会看護専門学校となり、
　　　　　 看護学科 2年課程（昼間定時制）
　　　　　 第 1回生入学。
　　　　　 准看護学科に第 46回生入学。(令和
　　　　　 2年3月准看護学科閉科)

平成29年3月 看護学科2年課程（昼間定時制）閉課。

平成29年4月 看護学科3年課程（全日制）開設。



●心身ともに健康な方
●責任ある行動がとれる方
●看護に関心があり、看護を学ぶ上で
　基礎的学力を有する方
●適切なコミニュケーションを図り、
　良好な人間関係を形成しようとする方
●他者の話を聴くことができ、自分の
　考えを伝えることができる方

●遠軽厚生病院　●オホーツク海病院
●オホーツク勤医協北見病院
●北見赤十字病院
●小林病院　　　●玉越病院
●津別病院　　　●道東の森総合病院
●常呂厚生病院　●中村記念愛成病院
●北星記念病院
●北海道立北見病院

実習病院のご紹介 （五十音順）

●川東の里　　●北見社会福祉協議会
●北見保健所　●北見市保健センター
●北見市老人クラブ連合会
●北見幼稚園
●訪問看護ステーション
　・北見地域訪問看護ステーション
　・北見西部地域訪問看護ステーション
　・訪問看護ステーション たんぽぽ
　・訪問看護ステーション ましろ　
　・訪問看護ステーション 明日は晴
　・白川整形外科内科訪問看護事業所
　・睦会訪問看護事業所
　・ニチイケアセンター小泉訪問看護サービス

その他の実習施設

3年間の学び
基礎的な知識・技術を学び、最終学年では
実習を中心とした看護実践能力を身に付ける5つの分野。

私たちは、
次のような方を

歓迎いたします
！

Curriculum

Admission Policy

科 目 単位
数

1年次 2年次 3年次1年次 2年次 3年次

科学的思考
の基礎

●論理学
●文章表現
●情報科学

基礎を養う1年間。

「人間」と「人間の生活」について理解し、科学的思考力やコミュニケーション能力を高める学習。

人体構造と機能、疾病について系統だてて理解し、健康・疾病・障害に関する観察力、判断力を付ける。また健康生活を支援する社会制度についても学習。

看護師の基盤となる看護学。看護概論、役割、身体観察や判断を学ぶ。看護援助技術はシュミレーションモデルを使い練習し、実習に臨む。

様 な々健康状態の人 ・々場面で看護を必要とする人々への看護法や健康の保持増進、疾病予防に関する看護法を学ぶ。看護実践能力向上を図る。

上記４分野すべてを基盤に、柔軟に考え判断し対応できる基礎力を養う。地域看護・チーム医療・他職種との恊働・災害看護・国際看護など幅広く学ぶ。

専門的学習や実習が増
え、3年生への進級前の
大切な期間。

半年の実習期間を経て、
就職活動、国家試験など
多忙な1年間。

●教育学
●看護物理学

●生活のなりたち
●心理学　●美術
●英語　●宗教文化学
●保健体育I
●ホスピタリティ論

●保健体育II人間と人間
生活の理解

基
礎
分
野

在宅看護論 ●概論I・II
●援助論I

●在宅看護論実習
●援助論II

●看護研究 ●医療安全
●看護マネジメント
●災害・国際看護
●統合演習　●統合実習

看護の統合
と実践

統
合
分
野

基礎看護学 ●概論
●人関係形成技術
●フィジカルアセスメント
●看護過程
●生活環境調整技術
●食事排泄の援助技術
●活動休息の援助技術
●基礎看護実習I・II

●看護倫理
●生体維持の援助技術
●与薬の援助技術
●診療と検査の援助技術

専
門
分
野
I

人体の構造
と機能

●解剖生理学I・II・III・IV
●生化学

●栄養学

●病態治療学I・II・III・IV・V
●薬理学
●微生物学

●臨床検査 ●病態治療学VI疾病の成り
立ちと回復
の促進

●総合医療論
●公衆衛生

●地域保健論
●看護関係法令

●臨床心理学
●社会福祉学健康支援と

社会保障制度

専
門
基
礎
分
野

成人看護学 ●がん看護・緩和ケア
●急性期看護
●疾患別看護I・II・III
●成人看護実習I・II

●概論
●リハビリテーション看護

●成人看護学実習III

老年看護学 ●概論
●援助論II・III
●老年看護実習I

●概論
●援助論I

●老年看護学実習II

小児看護学 ●概論
●援助論I・II・III

●小児看護学実習

母性看護学 ●概論
●援助論I・II・III

●母性看護学実習

精神看護学 ●概論
●援助論I・II・III

●精神看護学実習

専
門
分
野
II

13
単位

21
単位

14
単位

39
単位

13
単位



●置戸赤十字病院
●JA網走厚生病院　
●JA遠軽厚生病院
●津別病院　

●イムス札幌病院　●JCHO札幌北辰病院
●道立羽幌病院　など

　4階建ての校舎内には、実習室、自主的な学習を支援する図書室(蔵
書 約1万冊)、グループ学習ができる演習室、情報処理室(パソコン40
台設置)、標本展示コーナー、休養室などが設備されています。

時間割、
校舎のご紹介

TimeTable
&

Campus

講義のとき

校舎全景

実習室

講義室 情報処理室 図書室 休憩室

地域実習室

実習のとき

9 10 11 12 13 14 15 16 17（時）

8：50～16：15

9：00～17：00

ラ
ン
チ

タ
イ
ム

入 学 金 200,000円
※入学手続き時納入

授 業 料 480,000円/年

※授業料・実習費・施設管理は、半期分合計 420,000円を4月と10月に2回納入。または、一括納入。

実 習 費 240,000円/年
施設管理費
年　計

年　計

120,000円/年

初年度 2年次 3年次

1,040,000円/年

480,000円/年
240,000円/年
120,000円/年
840,000円/年

480,000円/年
240,000円/年
120,000円/年
840,000円/年

2021 年度 入試情報
●看護師国家試験受験資格
●医療専門士称号授与
●助産師学校及び保健師学校の受験資格
●放送大学等の大学への編入資格

《卒業時に得られる資格》

《各種奨学金制度》

《学納金》

●オホーツク海病院
●北見赤十字病院
●北見北斗病院
●中村記念愛成病院
●北星記念病院

各奨学金の詳細・申込み方法について、
学生対象の説明会を入学ガイダンスの
終了後に実施します。

《卒業生就職実績》2020年卒業1回生実積五十音順

●学校納付金

学生保険 4,500円 4,500円 4,500円
教 科 書 約125,000円/年

※学生保険は4月納入。 ※その他の諸経費は必要時に納入いただきます。

実習衣ほか 約50,000円/年
学習支援教材など 約72,000円/年

初年度 2年次 3年次

約251,500円/年

約50,000円/年

約9,000円/年
約63,500円/年

約20,000円/年

貸与額 第1種…2～6万円/月
第2種…2～12万円/月

日本学生支援機構奨学生（JASSO）
32,000円/月
（人数限定）

北海道看護職員養成修学資金

600,000円まで/年

北見市看護師等修学資金

約74,000円/年
約98,500円/年

●その他の諸経費
北見市内 オホーツク管内

北海道内



1月

2月
3月

4月 5月
6月 9月

10 月

11 月 12 月

7 月 8 月●入学式
●履修オリエン
　テーション ●社会貢献活動

●宣誓式

●冬期休暇
●見学学習
●卒業式
●春期休暇

●国家試験
●ケースレポート発表会

●オープンキャンパス
●夏期休暇

●ゲートキーパー
　講習会

●学校祭

SCHOOL LIFE
学校行事

　3年間共に学ぶクラスメイトと過ごす学校行事には、
講義や実習以外にも、社会貢献活動や学校祭などが行
われます。
　宣誓式は看護師を目指して学び続ける決意を新たに
する厳かな式です。

募集要項について
入学願書・出願書類の詳細・
検定料振込用紙などは募集
要項に含まれています。

入手
方法

募集人員
出願区分

地域社会人入学と合わせて20名程度 推薦入学と合わせて20名程度 推薦・地域社会人入学と合わせて40名程度

試験日 令和2年11月7日（土） 令和3年1月6日（水）
試験会場 北見医師会 看護専門学校（北海道北見市幸町3丁目1-24）

入学試験検定料 20,000円

入学試験科目 なし
（出願書類審査のみ）

※試験当日の来校は不要

1. 個人面接（オンライン）
（方法へのサポートします）

※試験当日の来校は不要

1. 学科試験
　（1）国語（古文・漢文除く）
　（2）数学（IA）
2. 個人面接　（集団討議はなし）

出願期間
受験料振込期間 令和2年10月12日（月）～10月20日（火）必着 令和2年12月14日（月）～

12月22日（火）必着

受験資格 1. 高等学校または中等教育学校
　 に在学し令和3年3月卒業見込
　 みで学校長が責任を持って
　 推薦できる者　　
2. 人物、学業ともに優秀な者
3. 出席良好かつ心身ともに
　 健康な者
4. 高等学校または中等教育学校の
　 全体の評定平均値が3.5以上の者
5. 看護に関心があり強く
　 看護職を希望する者
6. 本校専願であること

1. 次のいずれかに該当する者
 ①高等学校または中等教育学校
　 を卒業した者
 ②高等学校卒業程度認定試験（旧規定に
　  よる大学入学資格検定）に合格した者
2. 心身ともに健康な者
3. 卒業後オホーツク圏域に
　 就業する意思を有する者
4. 看護に関心があり強く
　 看護職を希望する者
5. 就業経験が1年程度ある者
6. 本校専願であること

1. 次のいずれかに該当する者
 ①高等学校または中等教育学校
　 を卒業した者、または令和3年
　 3月卒業見込みの者
 ②高等学校卒業程度認定試験（旧
　 規定による大学入学資格検定）
　 に合格、または合格見込みの者
2. 心身ともに健康な者
3. 看護に関心があり強く
　 看護職を希望する者

推薦入学 地域社会人入学 一般前期入学
若干名

令和3年3月3日（水）

1. 学科試験
　（1）国語（古文・漢文除く）
　（2）数学（IA）
2. 個人面接　（集団討議はなし）
令和3年2月8日（月）～
2月17日（水）必着

1. 次のいずれかに該当する者
 ①高等学校または中等教育学校
　 を卒業した者、または令和3年
　 3月卒業見込みの者
 ②高等学校卒業程度認定試験（旧
　 規定による大学入学資格検定）
　 に合格、または合格見込みの者
2. 心身ともに健康な者
3. 看護に関心があり強く
　 看護職を希望する者

一般後期入学

1. 電話またはメールで、下記の内容を
　 お知らせください。郵送いたします。
氏名・年齢・住所・電話番号・学校名 【場所】看護学科2階教務室

【受付時間】月～金 9：00～17:00
　　　　　（土日祝日を除く）

【電話】0157-26-0393
【メール】florence1@mountain.ocn.ne.jp

2. 北見医師会看護専門学校
　 看護学科で直接受け取る。



北見医師会看護専門学校
看護学科 3年課程
【電話】0157-26-0393
【メール】florence1@mountain.ocn.ne.jp

【住所】北海道北見市幸町3丁目1-24
【受付時間】月～金曜日 9：00～17:00
　　　　　（土日祝日を除く）

●JR北見駅から
　徒歩で15分
　車で7分

h t t p : / / k i t a k a n . l i n k /

JR北見駅

中
央
通
り

パラボ●

●北見信金

●北洋銀行

〒

　北見
●赤十字
　病院

39

北見医師会
看護専門学校

※指定受信設定をされている場合には、
　mountain.ocn.ne.jp を受信可能に設定してください。

当校への地図バーコード
です。コードを読み込んで
ご利用ください。
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