
天理医療大学学則

第１章 総 則

（目 的）

第１条 天理医療大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に則り、人に

尽くすことを自らのよろこびとするという天理教の信条教育を基調として、広く知識を獲得

し、医療に関わる専門性の高い技術を習得し、真摯に科学する精神を育み、人に対する深い

愛情と自分を律する謙虚な心をもった人材を育成することを目的とする。

２ 前項の目的及び社会的使命の達成のために必要な事項を定める。

（自己点検と評価）

第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的を達成するために、本学におけ

る教育研究活動並びに組織及び運営等の状況について自ら点検及び評価を行う。

２ 前項の点検評価項目及び実施体制に関する規程は別に定める。

（教育内容等の改善）

第３条 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るため、組織的な研修及び研究を行う。

（学部及び学科）

第４条 本学に、医療学部を置く。

２ 医療学部に次の学科を置く。

（１）看護学科

（２）臨床検査学科

（学生定員）

第５条 本学の学生定員は、次のとおりとする。

学部 学科 入学定員 収容定員

医療学部 看護学科 ７０名 ２８０名

臨床検査学科 ３０名 １２０名

計 １００名 ４００名

（修業年限）

第６条 本学の修業年限は、４年とする。

（在学年限）

第７条 学生は８年を超え在学することはできない。

第２章 教職員

（教職員）

第８条 本学に次の教職員を置く。

（１）学長

（２）学部長

（３）学科長

（４）教員等：教授、准教授、講師、助教及び助手

（５）職員等：事務局長、事務職員、その他職員

天理医療大学学則



２ 前項の教職員の組織及び職務に関しては、別に定める諸規定及び諸細則による。

（特任教職員等）

第９条 本学の運営及び教育の充実を図るために、次の教職員を置くことができる。

（１）特任教員：特任教授、特任准教授、特任講師

（２）臨床教員：臨床教授、臨床准教授、臨床講師

（３）非常勤講師

（４）特任職員

２ 前項の教職員の組織及び職務に関しては、別に定める諸規定及び諸細則による。

（学長等の選任）

第10条 学長、学部長及び学科長の選任は、天理よろづ相談所学園理事会（以下「理事会」と

いう。）が行う。

（事務局）

第11条 本学に事務局を置く。

２ 事務局長は理事会が任命する。

（教育・研究審議会）

第12条 本学に教育・研究審議会を置く。

（教育・研究審議会の構成）

第13条 教育・研究審議会は、次の各項目の委員をもって組織する。

（１）学長

（２）専任教授

（３）大学事務局長

２ 前項の規定にかかわらず、教育・研究審議会が必要と認めたときは、その他の教職員を加

えることができる。

（教育・研究審議会の審議事項）

第14条 教育・研究審議会は、次の事項について審議する。

（１）学部または学科の教育研究計画及び教育課程の編成に関する事項

（２）教育内容及び授業方法の改善に関する事項

（３）学部の教育研究に関する組織や制度の整備・改変に関する事項

（４）入学者選抜に関する事項

（５）学生の試験及び単位の認定に関する事項

（６）学生の留学、休学、退学、卒業等の学籍及び学位授与に関する事項

（７）学生の生活、厚生、進路等の指導・支援及び賞罰に関する事項

（８）教育・研究審議会の下に設置された委員会等の規則等の制定及び改廃に関する事項

（９）教育・研究審議会の下に設置された委員会委員等の選出に関する事項

（10）その他教育研究に関する重要事項

（その他）

第15条 本章に定めるもののほか、教育・研究審議会の運営に関して必要な事項は別に定める。

（運営審議会）

第16条 本学に運営審議会を置く。

（運営審議会の構成）
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第17条 運営審議会は、次の各項目の委員をもって組織する。

（１）理事会理事

（２）学長

（３）学部長

（４）学科長

（５）法人事務局長

（６）専任教授

（７）前号に規定する以外の者

２ 学長、学部長、学科長、法人事務局長以外の委員は、理事会が任命する。

（運営審議会の審議事項）

第18条 運営審議会は、次の事項について審議する。

（１）大学の予算に関する事項

（２）大学の広報に関する事項

（３）大学の将来計画に関する事項

（４）大学の教員・教育組織の能力開発に関する事項

（５）大学の安全管理に関する事項

（６）IT環境の整備・拡充に関する事項

（７）運営審議会の下に設置された委員会等の規則等の制定及び改廃に関する事項

（８）運営審議会の下に設置された委員会委員等の選出に関する事項

（９）その他大学の運営に関する重要事項

（その他）

第19条 本章に定めるもののほか、運営審議会の運営に関して必要な事項は別に定める。

（点検・評価審議会）

第20条 本学に点検・評価審議会を置く。

（点検・評価審議会の構成）

第21条 点検・評価審議会は、次の各項目の委員をもって組織する。

（１）理事会理事

（２）学長

（３）学部長

（４）学科長

（５）大学事務局長

（６）専任教授

（７）前号に規定する以外の者

２ 学長、学部長、学科長、大学事務局長以外の委員の選任は、理事会が行う。

（点検・評価審議会の審議事項）

第22条 点検・評価審議会は、次の事項について審議する。

（１）教員の選考に関する事項

（２）教員の評価に関する事項

（３）教育・研究の評価に関する事項

（４）自己点検評価の実施に関わる事項
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（５）教育・研究に関わる倫理に関する事項

（６）学生・教職員の人権に関する事項

（７）教職員の賞罰に関する事項

（８）点検・評価審議会の下に設置された委員会等の規則等の制定及び改廃に関する事項

（９）点検・評価審議会の下に設置された委員会委員等の選出に関する事項

（10）その他大学の人事・倫理・人権に関する重要事項

（その他）

第23条 本章に定めるもののほか、点検・評価審議会の運営に関して必要な事項は別に定める。

（委員会）

第24条 本学に必要な委員会を置くことができる。

第３章 学年・学期及び休業日

（学年）

第25条 本学の学年は、４月1日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（学期）

第26条 前条規定の学年は、次の２学期に分ける。

前学期 ４月1日から９月３０日まで

後学期 １０月１日から翌年３月３１日まで

ただし、特別な事情があり、学長が教育上必要と認めた場合は、学期の区分にかかわらず

臨時に授業を行うことができる。

（休業日）

第２７条 本学の休業日は、次のとおりとする。

（１）日曜日

（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）天理教祭日 ４月１８日 １０月２６日 １月２６日

（４）創立記念日 ４月１日

（５）夏期休業、冬期休業、春期休業については、年度ごとに定める。

２ 学長が必要と認めた場合は、運営審議会の議を経て前各号の期日を変更し、または臨時に

休業日を定めることができる。

第４章 教育課程

（授業期間）

第28条 １年間の授業を行う期間は、試験等の期間を含め、年間３５週にわたることを原則と

する。ただし、教育上の必要がある場合は、定時間外に臨時授業を行うことがある。

（授業科目の区分）

第29条 本学の授業科目の区分は、総合基礎科目、共通専門基礎科目、専門科目とする。

（授業科目及び単位）

第30条 本学の授業科目及び単位は別表第１に定めるとおりとし、天理医療大学履修規則によ

って履修しなければならない。



天理医療大学学則

第５章 入 学

（入学の時期）

第31条 入学期は学年の始めとする。

（入学の資格）

第32条 本学に入学することのできる者は、つぎの各号の一に該当するものでなければならな

い。

（１）高等学校を卒業した者（中等教育学校の後期課程を含む）

（２）通常の規程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、こ

れに相当する学校教育を修了した者を含む）

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定した者

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者

（５）文部科学大臣の指定した者

（６）大学入学資格検定規程により、文部科学大臣の行なう大学入学検定に合格した者

（７）その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、１８歳に達した者。

（入学の選考）

第33条 入学志願者に対しては、別に定めるところによって、選考を行う。

（入学の出願）

第34条 入学志願者は、指定の期日中に所定の書類を提出し、別に定める入学検定料を納入し

なければならない。

２ 既納の入学検定料は、いかなる理由があっても返却しない。

（入学手続き）

第35条 入学の選考に合格した者は、指定の期日までに次の各号に掲げる書類その他を提出し、

所定の入学金・初年度の授業料・実習費・教育設備充実費・その他を納入しなければならな

い。

（１）住民票（住民票記載事項証明書）

（２）第３７条に定める在学保証書

（３）出身学校の卒業又は修了証明書

（４）写真（最近３カ月以内に撮影した半身・正面・脱帽）

（５）第３２条第３項に該当する外国人にあっては、我が国に駐在する該当国の政府機関の

証明書又は推薦書

（入学宣誓簿への署名）

第36条 本学に入学を許可された者は、所定の宣誓簿に署名しなければならない。

（保証人）

第37条 本学に入学するにあたっては、保証人を必要とする。

２ 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者で、学生の身上に関して一切の責任を負うもの

とする。

３ 第１項規程の保証人が、その要件を欠くに至った場合は、改めて保証人を定め、直ちに在
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学保証書を更新しなければならない。

（改名及び転居の届出）

第38条 学生又は保証人が、改名又は転居した場合は、直ちに届け出るものとし、学生が改名

した場合は、住民票（住民票記載事項証明書）を提出しなければならない。

第６章 休学、復学及び退学

（休学）

第39条 学生が、病気その他やむを得ない事由により就学できない場合は、学長の許可を得て

休学することができる。

２ 休学願には本人及び保証人の連署を必要とし、病気により休学する場合は医師の診断書を

添付しなければならない。

３ 休学期間は当該年度以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、１年を限度として休

学期間の延長を認めることがある。

４ 休学期間は、第７条に規定する在学期間に算入する。

（復学）

第40条 休学者が復学する場合は、学長の許可を得て、学年度当初に原学年に復学することが

できる。

２ 復学願には保証人の連署を必要とし、病気により休学した場合は、天理よろづ相談所病院

の診断書を必要とする。

３ 復学願の様式は別に定める。

（転入学）

第41条 他大学からの転入学は許可しない。

（他学科への移籍）

第42条 本学在学中は、他学科に転ずることはできない。

（退学）

第43条 学生が、病気及びその他やむを得ない事由により退学するときは、本人及び保証人の

連署の退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。

２ 退学願の様式は別に定める。

（除籍）

第44条 つぎの各号の一に該当する者は、教育・研究審議会の議を経て学長が除籍を命じるこ

とができる。

（１）所定の最長在学年数を超えた者

（２）所定の休学期間を超えてなお修学できない者

（３）長期にわたり行方不明の者

（４）正当な理由なく所定の期日までに授業料等の納付を怠り、催促してもなお納付しない

者

（５）性行不良で改善の見込みがないと認められる者

（６）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第７章 試験及び進級
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（試験）

第45条 試験は、授業を行った全授業科目について行う。

２ 試験の期間及び方法については、教育・研究審議会で定める。

（受験資格喪失）

第46条 各授業科目の欠席が、別に定める基準をこえた場合、その授業科目の受験資格を失う。

（受験停止）

第47条 定期健康診断を受診しない者は、試験を受けることはできない。

（試験の成績評価及び単位認定）

第48条 各授業科目の試験に合格した者には、別表第１に規定する単位を与える。

２ 試験の成績評価方法は別に定める。

（単位互換）

第49条 本学が教育上有益と認めるときは、別に定めるところによりほかの大学または短期大

学、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６０単位を超えない範囲

で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

（進級）

第50条 各学年に配当された必修科目のすべての単位と選択必修の各学年に必要な単位を修得

しなければ進級できない。

第８章 卒業及び学位

（卒業）

第51条 ４年以上在学し、つぎの各号に定める単位について、天理医療大学履修規則に定める

ところにより修得した者には、教育・研究審議会の議を経て学長が卒業を認定し、卒業証書

を授与し、あわせて学士の学位を授与する。

（１）医療学部 看護学科 １２４単位以上

（２）医療学部 臨床検査学科 １２４単位以上

（学位）

第52条 本学が授与する学士の学位に付記する専攻分野の名称は、つぎの各号に定めるとおり

とする。

学部・学科 専攻分野

医療学部・看護学科 学士・看護学

医療学部・臨床検査学科 学士・臨床検査学

（卒業生が取得できる資格）

第53条 本学において取得することのできる資格は、次のとおりである。

学部・学科 資 格

医療学部・看護学科 看護師国家試験受験資格

医療学部・臨床検査学科 臨床検査技師国家試験受験資格

第９章 科目等履修生・特別聴講学生及び委託学生

（科目等履修生）
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第54条 本学の学生以外の者で、一または複数の授業科目の履修を希望する者（「科目等履修

生」という）がある時は、当該授業科目所属の学科（課程を含む）において適当と認められ

た者につきこれを許可する。ただし、第32条の各号の一に該当する者に限る。

（科目等履修生の修学期間）

第55条 科目等履修生の願いでは学期始めとし、科目等履修生の就業期間は原則として、当該

年度末までとする。

２ 年度を越えて引き続き科目等履修生として授業科目の履修を希望する者は、改めて願い出

なければならない。

（科目等履修生の単位認定）

第56条 科目等履修生であって所定の科目試験に合格し単位認定を受けた場合は、請求により

単位修得証明書を交付する。

（特別聴講生）

第57条 他の大学または短期大学との協議に基づき、当該大学在学中の学生で本学の授業科目

の履修を希望する者がある時は、別に定めるところにより、特別聴講学生としてこれを認め

ることができる。

（委託学生）

第58条 官庁または公共団体から、１年以上を在学期間として受講科目を定めて入学を願い出

た場合は、選考のうえ委託学生として入学を許可することがある。

（委託学生の単位認定）

第59条 委託学生であって所定の科目を修めその試験に合格した者には、修了証書を授与する。

（科目等履修生、委託学生の学則の準用）

第60条 科目等履修生、特別聴講生及び委託学生には、別に定めるものを除くほか本学則を準

用する。

第１０章 特別研究員

（特別研究員）

第61条 本学の研究の発展のために、本学以外のものを特別研究員とすることができる。

２ 特別研究員は、本学教員と共同研究を行うものとする。

３ 特別研究員にかかわる事項については、別に定める。

第１１章 入学金・授業料等

（授業料等の種類及び額）

第62条 入学金・授業料・実習費・教育設備充実費は別表第２に定めるとおりとし、その納入

及びその他については別に定める。

（授業料等の納入）

第63条 前条に定める入学金・授業料・実習費・教育設備充実費・その他は、所定の期日まで

に納入しなければならない。

（授業料等の不還付）

第64条 既に納入した第63条に定める入学金・授業料・実習費・教育設備充実費・その他は、

返還しない。



天理医療大学学則

（休学者の授業料等）

第65条 休学を許可された者及び命ぜられた者についての授業料・実習費・教育設備充実費・

その他は、別に定める。

（退学者の授業料等）

第66条 学年の途中において退学する者は、退学の日の属する学期分の授業料・実習費・教育

設備充実費・その他を納入しなければならない。

第１２章 賞 罰

（褒章）

第67条 学生で優秀な研究をした者、または他の学生の範となるべき行為をした者に対して、

学長は教育・研究審議会の意見を徴し、これを褒章することができる。

（懲戒）

第68条 学生にその本分に反する行為のあったときは、教育・研究審議会の議を経て、学長が

懲戒することができる。

２ 懲戒は、譴責、停学、除籍とする。

第１３章 図 書 館

（図書館）

第69条 本学に図書館を置く。

２ 図書館長には本学教授をもってあてる。

３ 図書館に関する規定は、別に定める。

第１４章 保 健

（健康診断）

第70条 学生及び教職員のために、毎年定期に健康診断を行う。

（保健室）

第71条 本学に保健室を設け、学生及び教職員のための健康相談に応じ、必要な場合は救急処

置を行う。

２ 本学の学生及び教職員は財団法人天理よろづ相談所病院で健康診断始め必要な治療に便宜

が受けられる。

附則

１ 本学則は、平成２４年４月１日より施行する。

２ 改正学則は、平成２６年４月１日より施行する。

３ 改正学則は、平成２６年４月２５日より施行する。

ただし、改正別表２は平成２７年度入学生（第４期生）から適用するものとし、改正施行

時の在学生はなお従前の額とする。

４ 改正学則は、平成２６年９月１９日より施行する。
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天理医療大学履修細則

（総則）

第１条 授業科目（以下「科目」という。）の履修や試験等に関し、学則に定めるものの

ほか、必要な事項を本規則により定める。

（授業科目等）

第２条 科目の種類、配当年次、単位数及び必修・選択の別は、別表「教育課程等の概要」

のとおりとする。

（履修）

第３条 学生は、当該学年に開講される科目の中から履修しなければならない。

２ 科目によっては、履修する学生数を制限する場合がある。

（履修登録）

第４条 学生は、履修しようとする科目について、指定期間内にWEB履修申請により大学

に届け出なければならない。この届け出を履修登録という。

２ 履修申請は、申請しようとする者が在籍する学年に配当された科目に限って行うこと

ができる。

３ 履修登録は本人によって行わなければならない。なお、期日までに申請手続きを行わ

ない場合は、申請放棄とみなす。

（履修登録の取消）

第５条 履修登録後に、取り消したい選択科目がある者は、指定期間内に限ってこれを取

り消すことができる。

（試験の受験資格）

第６条 履修登録を行った科目について、出席時間数が講義・演習科目では授業時間数の

３分の２以上、実習科目では５分の４以上を満たした者には、当該科目の試験の受験資

格を認めるものとする。

２ 前項の出席時間数に満たない者のうち、科目責任者が正当な事由があると認めた場合、

教育・研究審議会の議を経て受験を認めることがある。

３ 前項の出席時間数を満たした者であっても、定期健康診断を受診していない場合やそ

の他科目責任者が定めた要件を満たしていない場合は、受験資格は認められない。

（試験）

第７条 単位の認定は原則として、試験をもって行う。

２ 試験は、筆記試験のほか、口述試験、実技試験または提出物により行う。

３ 試験には、定期試験、追試験、再試験、確認試験がある。

（定期試験）

第８条 定期試験は、各学期末に一定の期間を定めて行う評価試験である。試験科目、時

間、試験方法等については、試験開始日の２週間前までに公示する。

２ 前項の規定に関わらず、授業科目の担当教員は、必要に応じて定期試験期間外に試験

を行うことができる。

３ 正当な事由なく定期試験を欠席した場合、当該科目は不可となり、再試験の対象とな

る。
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（再試験）

第９条 再試験は、当該科目が不可となった者に対して行うものとする。

２ 再試験を受けようとする者は、「再試験願」を当該科目の再試験実施前日（前日が祝

日及び日曜の場合はその前日）までに受験料を添えて学生支援課に提出しなければなら

ない。なお、期日までに手続きをしない者は、試験放棄とみなす。

３ 原則として、再試験は再度行わない。

（追試験）

第10条 追試験は、疾病その他、正当な事由により定期試験または再試験を欠席した者に

対して行うものとする。

２ 追試験を受けようとする者は、「追試験願」を当該科目の追試験前日（前日が祝日及

び日曜の場合は、その前日）までに欠席理由を証する書類および受験料を添えて学生支

援課に提出しなければならない。期日までに手続きをしない者は、追試験を受験するこ

とができない。

３ 指定の期日内に手続きを出来なかった者で、教育・研究審議会の審議を経て、学長が

正当な事由があると認めた場合、追試験を受験することができる。

４ 成績評価は、本来受験予定であった試験の基準で評価するものとする。

５ 原則として、追試験は再度行わない。

（確認試験）

第11条 確認試験は、再試験で不可となった者に対して行う。

２ 確認試験は、科目責任者が認め、教育・研究審議会で認められた場合に限って、前期

・後期に不可となった科目を合わせて６単位を限度として行う場合がある。

３ 確認試験は、原則として、当該年度の年度末に行う。

４ 確認試験の受験を認められた者は、「確認試験願」を当該科目の確認試験前日（前日

が祝日及び日曜の場合はその前日）までに受験料を添えて学生支援課に提出しなければ

ならない。

（成績評価）

第12条 科目の成績評価は、原則として次の基準に基づき、当該科目責任者が行う。なお、

科目によっては「合または否」の２つの基準で評価を行う場合がある。

（単位の認定）

第13条 科目責任者が第１２条の基準に基づいて成績を評価し、「秀・優・良・可又は合」

と判定した科目について、教育・研究審議会の議を経て単位を認定する。

（不正行為者の処分と成績の取り扱い）

第14条 試験において不正行為をした者は、教育・研究審議会の議を経て学則に基づく処

分を受ける。

100～90点 100～90点 秀 100～90点

89～80点 89～80点 優 89～80点

79～70点 79～70点 良 79～70点

69～60点 69～60点 可 69～60点

59点以下 59点以下 不可 59点以下 59点以下 不可 不可

60点 可 可

得点(素点) 定期試験 再試験 確認試験得点(素点)評価点数 評価点数
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２ 不正行為をした者の成績の取り扱いは、別に定める。

３ 試験終了後に不正行為が発覚した場合も、第１項に基づいて処分する。

（再履修）

第15条 必修科目の単位を修得できなかった者は、再び当該科目を履修しなければならな

い。

２ 再履修すべき科目が当該学年の履修と重なった場合は、原則として再履修科目を優先

して履修しなければならない。

３ 既に認定を受けた科目について、再履修することはできない。ただし、科目責任者が

認め、教育・研究審議会で認められた場合に限り、既に単位認定を受けた科目を聴講す

ることができる。

（雑則）

第17条 この規則に定めるもののほか、履修に関し必要な事項の改廃は、教育・研究審議

会の議を経て、学長が行う。

附 則

この細則は平成２４年４月１日から施行する

附 則

平成２６年４月１日改訂

附 則

１ 改正後の細則は、平成２７年６月１日から施行する。



天理医療大学既修得単位認定細則

（総則）

第１条 この細則は、天理医療大学医療学部の第1学年に入学した者（以下「入学者」という。）が、入学

する前に他の大学または短期大学、専修学校において履修した授業科目について、修得した単位の認定

に関し必要な事項を定めるものとする。

（入学前の既修得単位の認定）

第２条 入学者が、入学する前に以下に該当する単位を有する場合、教育上有益と認めるときは、６０単

位を超えない範囲で本学において修得したものと認定することができる。

(1) 大学または短期大学、専修学校を卒業または中途退学した者が、当該大学または当該短期大学、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

(2) 大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第31条に細則する科目等履修生として修得した単位

２ 前項の細則により修得したものと認定することができる授業科目は、天理医療大学学則に定める授

業科目のうち、看護学科は「総合基礎科目」および「共通専門基礎科目」の各科目とし、臨床検査学科

は「総合基礎科目」、「共通専門基礎科目」および「臨床検査専門科目」の各科目とする。

（申請手続）

第３条 既修得単位認定を申請しようとする入学者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければな

らない。

(1) 既修得単位認定申請書

(2) 他の大学または短期大学、専修学校において履修した授業科目の修得した単位を証明する書類

(3) 前号に掲げる授業科目の内容を記載した書類（シラバス等）

（認定方法）

第４条 既修得単位認定は教務委員会が審議し、教育・研究審議会の議を経て学長が行う。審議の結果は、

既修得単位認定通知書にて学生に通知する。

（修業年限）

第５条 単位認定による修業年数の短縮は行わない。

（雑則）

第６条 この細則に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、教育・研究審議会の議を

経て、学長が行う。

附 則

この細則は、平成２４年４月１日から施行する



天理医療大学学生車両等通学規程

（目的）

第１条 この規程は天理医療大学（以下、「大学」という）に自動車、単車（自動二輪、原動機付自転車）

及び自転車により通学しようとする学生に対し、必要な事項を定めることを目的とする。

（自動車通学）

第２条 自動車による大学及び大学近辺までの通学は認めない。ただし、自動車での通学をしなければな

らないやむを得ない事由があると認められる場合で、学長が許可をした者を除く。

２ 前項但書に定める自動車通学を必要とする者は、年次ごとに、下記の書類を事務局に提出し、審査を

得なければならない。また、年次の途中で車両の変更をした場合も、改めて自動車通学許可申請をしな

ければならない。

(1) 車両通学許可願

(2) 運転免許証の写し

(3) 自賠責保険証書の写

(4) 任意保険証書の写し

(5) 駐車場契約書の写し(許可後速やかに)

３ 自動車通学を許可された者は、各自で駐車場を探し、契約しなければならない。

４ 学長の許可なく自動車で通学をしていることが判明した者は、違反回数により以下の処分を行う。

1回目 口頭処分のうえ反省文の提出及び保証人への連絡

2回目以降 学則第６８条の規程により、譴責、停学、除籍等の処分を行う。

（単車通学）

第３条 単車による通学は申請のうえ、承認された者に限り許可する。

２ 単車通学を希望する者は、必ず事前に前条第2項①から④までの書類を事務局に提出しなければなら

ない。

３ 単車通学の許可された者には許可証（シール）を発行する。発行された許可証は車体後部の確認が容

易な場所に貼付しなければならない。

４ 許可なく単車通学をしていることが判明した場合は、前条第４項の規定に準じて処分を行う。

（自転車通学）

第４条 自転車による通学は届出制とし、届出時に自転車損害賠償保険に加入していることを証する書類

を提出しなければならない。

２ 自転車通学を届け出た者には許可証（シール）を発行する。発行された許可証は車両後部の確認が容

易な場所に貼付しなければならない。

（駐輪場所）

第５条 単車及び自転車を駐輪することができる場所は、図書館前の駐輪エリア及びその他大学が指定し

た場所に限る。

２ 駐輪指定場所以外に駐輪している単車及び自転車は、事前に通知せず撤去する。

３ 駐輪違反を頻回に行う学生に対しては、第２条第４項の規定に準じて処分することがある。

（交通事故）

第６条 自動車、単車及び自転車の運転時は常に安全運転を心がけ、万が一交通事故に遭遇したときには、



いかなる場合においても速やかに大学へ連絡をしなければならない。

（安全交通講習会の受講義務）

第７条 自動車、単車及び自転車通学者は、大学が安全交通講習会を開催したときには必ず受講しなけれ

ばならない。

２ 正当な理由がなく講習会を欠席した場合には、通学許可を取り消すことがある。

（規程の改定）

第８条 この規程の改廃は、運営審議会の議をもって行う。

（雑則）

第９条 この規程に定めのない事項については別に定める。

（附則）

１ この規定は平成２５年１０月１日から施行する。



天理医療大学自治会会則

第 1章 総則

(名称)

第 1条 この団体は天理医療大学自治会と言う。

（以下、自治会という）

(事務所)

第 2条 本会は天理医療大学内に置く。

第 2章 目的および事業

(目的)

第 3 条 この団体は「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という天理医療大学の教育理念に基づき、天理医療

大学学生に対し大学学生自治活動を実施し、医療並びに医学の進展に貢献しうる豊かな人間性を身に着け、充実した

大学生活を実現することを目的とする。

(活動の種類)

(事業)

第 4条 この団体は、第 3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
2．会員向け活動

(1) 天医祭の助成

(2) クラブ、サークルの助成

(3) 自治会主催企画の開催

3．不特定多数者向けの公益活動
(1) 自治会での公益活動参加時の助成を行う

第 3章 会員

第 5条 天理医療大学入学により、会員とする

2．代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会費)

第 6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(1) 会費 3000円／年
(2) 総会で承認された場合、会員は臨時徴収されることがある。

2．臨時徴収は、全会員の 2/3以上の賛同を得た場合とする。

第 4章 役員

(種別および定数)

第 7条 本会は次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 書記 1名
(4) 会計 1名
(5) 広報 2名
(6) 企画 3名
尚、以下の機関を置く。

(1) 会計監査 2名



(2) 選挙管理委員 3名
(役員の選任)

第 8条 役員の選任は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 会長、副会長は総会において選任する。

(2) 書記、会計及びその他の役員は、総会の承認を得て会長が任命する。

(3) 会計監査、選挙管理委員は総会で選任し、会長が委嘱する。

第 9条 役員及び会計監査、選挙管理委員に欠員を生じた場合は、2週間以内に再選し、前任者の任期を継ぐ。
第 10条 選挙管理委員は、天理医療大学自治会会員より選出し、選挙管理委員会を構成する。

第 11条 選挙管理委員の構成員は、立候補者および、その選挙事務に関する者がなる事が出来ない。

(任期等)

第 12条 自治会役員、会計監査、選挙管理委員の任期は 5月 1日から次の自治会役員、
会計監査、選挙管理委員が決定するまでとする。ただし、再任を妨げない 。

第 13条 自治会役員の引き継ぎは選挙後半月以内に行う。

(任務)

第 14条 会長は本会を代表する。

(1) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行する。

(2) 書記は本会活動の記録及び書類の収集、管理を行う。

(3) 会計は本会の会計の管理を行う。

(4) 広報は本会活動を会員、職員などに公表する。

(5) 企画は本会活動の際に企画運営を行う。

(6) 会計監査は本会会計の会計監査を行う。

(7) 選挙管理委員は総会で選挙を行う場合、厳正に選挙を行う。

第 5章 会議

（会議）

第 15条 この会に次の会議を設ける。

(1) 定期総会及び臨時総会

(2) 役員会

(総会)

(構成)

第 16条 総会は、会員をもって構成する。

(開催)

第 17条 通常総会は、毎年一回４月に開催する。

2．また、以下の場合に臨時総会を開催することができる。
(1) 会員全体の 1/3以上の要請があった場合。
(2) 会長が必要と認めた場合。

(3) 役員会が必要と認めた場合。

3．総会は全会員の 2/3以上の出席をもって成立する。
4．総会は、招集及び会議の目的たる事項、期日、場所の通知を総会の５日前に公示する。
5．総会の議長は立候補または推薦によって会長から任命された者が任にあたる。
(機能)

第 18条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更、解散、合併に関する事項

(2) 事業報告および収支決算

(3) 役員の選任または解任、職務



(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(5) 事業計画及び収支予算ならびにその変更

(6) 会費の金額

(7) その他運営に関する重要事項

(議決)

第 19条 本会委員会、総会における動議と議題とするには、一人以上の支持者を必要とする 。

第 20条 総会における議決は出席者の過半数をもって議決される。

2．賛否同数の場合は議長の決するところによる。
(役員会)

第 21条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会の運営に必要な事項を審議する。

2．役員会は、会長、副会長及び会計、書記、広報、企画をもって組織する。
(役員会議の運営）

第 22条 役員会議は、構成員の過半数の出席で成立する。

2．議事は出席者の過半数をもって議決する。
3．可否同数のときは議長が決する。

第 6章 会計及び会計監査

(会計)

(機能)

第 23条 本会の会計を管理する。

（会計年度）

第 24条 会計年度は、毎年任期と同じとする。

2．会計年度が終了したときは、速やかに決算を行い監査を受けて総会の承認を受けなければならない。
3．会計は各期末ごとに全会員に対して会計報告を行う。
(会計監査)

(機能)

第 25 条 会計監査委員は、自治会全体の会計事務について予算の収支状況及び財産の管理状況や、各部の予算と収

支状況を監査し、会計事務の正常な運営を図る。

2．会計監査委員は６ヶ月に１回、自治会の会計監査を行い、その結果を役員会に報告する 。

第 7章 改正

第 26条 本会則は、平成 25年 7月 15日 から施行する。

第 27条 本会則の変更は総会において、全会員の 2/3以上の賛成を得なければならない。



天理医療大学クラブ活動に関する規約

（目的）

第１条 学生が大学での教科学習以外にクラブ活動行うことは、学生や教員の間の交流を深め

るだけでなく、団体活動を通じて自己規制を学ぶなど、学生の人格形成に有用である。

本学は健全なクラブ活動を育成し支援するため、本規約を定める。

なお、天理医療大学自治会については、別途「天理医療大学自治会会則」によるものとす

る。

（活動の基本）

第２条 クラブ活動とは、学長がクラブとして登録を承認した団体（以下「登録クラブ」とい

う。）が当該クラブの規約（以下「クラブ規約」という。）に基づき実施する活動をいう。

２ 登録クラブの承認を得るためには、本規約に則り学生が随時登録申請を行い、天理医療大

学学生委員会（以下「委員会」という。）及び天理医療大学教育・研究審議会（以下「審議

会」という。）での審議を経て承認されなければならない。

３ クラブ規約には次に掲げる内容が明記されるものとする。

(1) 設立目的

(2) 活動内容、活動計画及び運営計画（予算を含む。）

(3) 次年度以降の活動継続計画

(4) 役員（会長、副会長、会計等）名簿及び任期、クラブ員の名簿（氏名・年齢・学年・所

属学科）、顧問の名簿

(5) クラブ規約の制定・改廃の要件等

４ 主たる顧問は、本学准教授以上の専任の教員とする。

（承認の要件）

第３条 登録クラブの承認を得るためには、次の全ての要件を満たさなければならない。

(1) クラブの設立目的、活動内容が本学の教育目的と合致していること。

(2) 本学の学生全員をクラブ員の対象としていること。

(3) サークルとしての活動実績があり、今後も継続していくことが認められること。

(4) 登録申請時のクラブ員数が５人以上であること。

(5) 顧問の就任承諾を得ていること。

（クラブへの支援）

第４条 登録クラブに対する大学の支援は次のとおりとする。

(1) 本学の施設・設備等を優先的に使用させる。

(2) クラブ名に天理医療大学の名称を使用することを承認する。

(3) 年度ごとに活動運営助成金を予算の範囲内で交付する。

(4) 原則として、登録クラブの活動を大学が指定した学校保険の補償対象とみなす。ただし、

学校保険適用の可否は保険約款によるものとする。

（登録の更新）

第５条 登録クラブは毎年５月末までに、前年度活動実績・決算書、今年度活動計画・予算書、

現在のクラブ役員及びクラブ員の名簿を委員会に提出しなければならない。

２ 委員会は、前項の資料により登録の更新を認めた場合は、審議会に更新の報告をする。

３ 委員会で審議の結果、登録の更新を認めることができない場合は、審議会の議を経て登録

を取り消すことができる。

（報告）

第６条 登録クラブは、次の事項が生じた場合、直ちに委員会に報告しなければならない。



(1) クラブ規約のうち、クラブの設立目的、役員の任期、顧問、クラブ規約の改廃の要件に

変更が生じたとき。

(2) クラブ活動中に事故等が発生し、クラブ員もしくはクラブ員以外の者に、人的または物

的損害が生じたとき。

(3) 登録クラブが自主的にクラブ活動を休止したときまたはクラブを解散したとき。

（事前届出事項）

第７条 登録クラブは、次の活動を行おうとする場合は、事前に学生支援課に届け出て、その

指導に従わなければならない。

(1) 学内または学外において、発表会、競技会等多数の者が集まる催し等を主催し、または

催し等に参加する予定があるとき。

(2) 学内または学外において、不特定多数の者に対しビラ等を配布したり、ポスターなどを

掲示する予定があるとき。

(3) 学内または学外において、募金活動やこれに類する活動を実施する予定があるとき。

(4) 国内または海外でボランティア活動を実施する予定があるとき。

（活動の停止または登録の取消し）

第８条 登録クラブが次の事項に該当する場合、学長は活動の停止または登録を取り消すこと

ができる。

(1) 本学の秩序を乱し、教育活動の妨げとなる活動を行ったとき

(2) 本学の学則及び諸規則・規約等に違反した活動を行ったとき

附 則

１ この規約は平成２７年１０月１日から施行する。



天理医療大学サークル活動に関する規約

１．サークルとは、学生の自由意思に基づいて活動する集団をいう。

２．サークルは、本学学生３名以上で設立を申請できる。なお、メンバーには他大学生を加えるこ

とができる。

３．申請にあたっては、メンバーの代表者を１名（本学学生）決め、代表者名、メンバー表、当該

年度の年間活動計画案を添付して「サークル設立願」を学生支援課に提出する。

４．設立申請にあたっては、必ず顧問を置く。なお、顧問は、本学の教員等（役職は問わない）に

限り、複数置いてもよい。

５．提出された「サークル設立願」は学生委員会で審議され、承認されて後「天理医療大学◯◯

サークル」と名乗り、活動することができる。

６．学内外を問わず、サークル活動を行う場合、１ヶ月以上前に活動の目的や日時等の詳細を

記載した「活動企画書」を作成し、顧問の確認・押印を受けたうえで学生支援課に提出する。

特に、海外で活動する場合は、上記に加えて「活動企画書」に渡航する国や地域・行程・

参加メンバー等の詳細も含めること、本学所定の渡航手続きをとることを必要とする。

７．設立後は、毎年年度末に「活動実績報告書」を作成し、顧問の許可を得たうえで、学生支

援課に提出する。なお、２年目以降は、「年間活動計画案」に「サークル活動継続願」を添

える。

提出された「活動実績報告書」は学生委員会で確認され、サークルとしての活動が妥当で

ないと判断された場合は、サークル活動の継続を認めないことがある。

８．サークル活動開始後、一定の活動実績が認められた場合、クラブ設立の申請が可能となる。

この申請にあたっては、別途「天理医療大学クラブ活動に関する規約」に基づいて手続きを

とる必要がある。

また、サークル活動を長期間停止するときまたは解散するときは、事前にその旨を記載し

た文書を学生支援課に提出する。

９．万一サークル活動中に事故等が起こったときは、学生保険の適用または個人負担となる。

なお、学生保険が適用できる場合であっても、手続きは学生本人が行う。

10．本規約は、平成２７年１０月１日より施行する。



天理医療大学防災マニュアル 

 

火災を起こさないための心得 

 

1．コンセントプラグの加熱に注意 

 ・タコ足配線はしない 

 ・グラつきの確認 

 ・ほこりの除去  

 ・コードの上に家具などを置かない 

 ・アイロンやドライヤーの使用後はコンセントをはずす 

 

2．火をつけたらその場を離れない 

 ・調理中には離れない 

 ・火気近くに燃えやすいものを置かない 

 

3．整理整頓 

 ・常に整理整頓をする 

 ・放火されやすい物を放置しない 

 ・階段や廊下には物を置かない 

 ・防火戸や防火シャッターの作動の障害になる物を置かない 

 ・避難器具の操作の障害になる物を置かない 

 

4．喫煙：大学は敷地内禁煙 

 

5．特殊設備器具使用時の対応 

＜石油等を燃料とする設備器具＞ 

1) コックをひねって火を消す。 

2) 電源を使うものにあっては、スイッチを切りコックを閉じる。 

3) 器具の上や周りに落ちた可燃物を取り除く。 

4) 耐震安全装置付のものでも完全に火が消えていることを確かめて燃料コックを閉にする。 

5) 離れた場所にあって消し切れなかった火を消す。 

6) 使っていないものでも倒れていたら油もれを防ぐために引き起こす。 

7) 電源を使うものにあっては、安全器またはブレーカーを切る。 

 

＜ガスを燃料とする設備器具＞ 

1) 器具栓または元栓を閉めて火を消す。 

2) 器具の上や周りに落ちた可燃物を取り除く。 

3) 器具栓だけでなく元栓も閉める。 

4) 離れた場所にあって消し切れなかった火を消す。 

5) プロパンガスボンベにあっては、ボンベのバルブを回してガスを止める。 

 

＜危険物等を使って作業をしていた場合＞ 

1) 薬品を使っての実験中は火源を切って薬品から離す。 

2) 油なべを使っているときは火を消してその場を離れる。 

3) 危険物等の容器が転倒、落下したときは引き起こして内容物の流れ出しを防ぐ。 

4) 離れた場所にあって消し切れなかった火を消す。 

5) 落ちそうな容器は、安全な場所に移動する。 

6) 容器が破損して流れ出した危険物等は砂などをかけて火災発生の危険を防ぐ。 

 



 

火災が起きた時の対応 

 

1．火災に備えての確認事項 

1) 避難経路の確認 

・二つ以上の別な方向への避難経路を常に確認しておく。(避難経路図を参照) 

2) 消防用設備等 

・消火器・屋内消火栓の位置(避難経路図に記載) 

3) 危険物等の安全管理 

・タンク、ボンベ、収納容器等のバルブ閉鎖、密栓、転倒・落下・破損防止、流出防止等の安全装置の確認 

・取扱い場所及び設備の安全確認、消火器等の配置建築物等の緊急点検、補強等 

 

2．消火器・屋内消火栓の使い方 

1) 消火器の使用方法 

1．消火器を障害物にぶつけたりしないよう注意しながら，火災の起きている場所近くの消火に安全な 

場所まで運ぶ 

※あまり離れすぎていると，火への放射前に薬剤が尽きるので，概ね 7～8m 手前を目安とする 

2．黄色の安全ピンを引き抜く 

 

3．ホースを外しホースの先端を持って火元に向ける 

※ホースの途中を持つと，放射の圧力などからねらいが定まらず，

的確に放射できない恐れがある 

 

4．レバーを強く握って放射する 

※消火器が重い場合，消火器を置いたままレバーを握って放射

する方法もある 

 

5．火の根元をねらい，手前からほうきで掃くように薬剤を放射する 

※自分の身を守りつつ効果的に放射するために，風上から放射する 

※室内で放射する場合は，出入り口を背にして逃げ道を確保する 

 

2) 消火栓の使用方法 

＜１号消火栓の場合＞（放水する人と消火栓側のバルブを操作する人の２人が必要です。） 

① ホースにねじれがないように確認しながら延長し，出火箇所に向かう。 

② 出火箇所に到着し，放水の準備ができたら「放水始め」の合図を行い，バルブを開放する。発信機のボタンを押し，

消火栓ポンプを起動する。 

 

 

 

 

 

 



＜２号消火栓の場合＞（操作は一人でできます。) 

① バルブを開放すると消火栓ポンプが起動する。ホースを持ちながら出火箇所に向かう。 

② 放水準備ができたらホースノズルのコックを開き放水する。 

 

 

3． 火災が起きた時の具体的処置 

1) 火災を発見したら 

 ・大きな声で周りに知らせる 

 ・近くの非常警報設備の発信機を押して非常ベルを鳴らす 

 ・担当職員へ連絡する 

 ・明らかに消火不可能な場合は避難し，119 番 

2) 通報・連絡 

 ・落ち着いて，火災発生現場の位置と目標，火災状況および避難状況を正しくはっきりと 

知らせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 番通報の例  

通報者：１１９番を発信する。 

消 防：「はい，１１９番消防です。火事ですか？救急ですか？」 

通報者：「火事です。」 

消 防：「場所はどこですか？」 

通報者：「天理市別所町の天理医療大学です。大講義室 D から出火です。」 

消 防：「その建物は何階建てですか？燃えているところは何階ですか？」 

通報者：「5 階建ての 4 階が燃えています。」 

消 防：「逃げ遅れた人はいませんか？」 

通報者：「逃げ遅れたものがおり 5 階屋上で救助を待っています。」 

消 防：「何が燃えているかわかりますか？」 

通報者：「○○が燃えています。」 

消 防：「近くに目標になる建物はありますか？」 

通報者：「○○○○があります。（○○○○の北側です。）」 

消 防：「あなたのお名前と連絡先を教えて下さい。」 

通報者：「○○です。電話は○○○－○○○○です。」 

消 防：「わかりました。すぐ行きます。」 

 

 ・職員の対応 

① 道路に出て消防車等の誘導を行う。 

② 消防車等の進入路の確保を行う。 



 

3) 初期消火 

 ・火災の発生を覚知したら，出火箇所に消火器を集結し初期消火活動を行う。 

（火元付近のもの，別の階から持参したもの等） 

 ・消火栓の使用 

 ※出火から 3 分以内が初期消火の限度 

 ※火が天井に燃え広がったらいさぎよく消火をあきらめて避難する 

 

4) 避難誘導 

 ・放送または電話を使用。無理な場合は職員が各室を回り口頭連絡する。 

  例：「○○から出火です。」 

    「出火元を避けて，速やかに○○○まで避難してください。」 

「エレベーターは使用しないでください。」 

    「リーダーは避難後，速やかにメンバーの避難状況の確認を行ってください。」 

 

5) 避難するときの注意 

・服装や持ち物にこだわらず，できるだけ早く避難する 

・姿勢を低くして，ぬれたハンカチやタオルを口と鼻に当て，煙を吸わないようにする 

・エレベーターは使用しない 

・施設に不慣れな来客者や障害者の方などの避難を積極的に支援する 

・延焼を少しでも抑えるため，ドアおよび窓は閉める。鍵はかけない。 

 （但し，地震のときはドアが変形して開かなくなるので解放して避難する） 

・一度逃げたら，絶対に戻らない 

 

6) 安否(氏名、けが、健康状態)を報告 

 ・落ち着いて，避難完了者，負傷者，要救助者等について，具体的な数字をふまえて，正しくはっきりと知らせること。 

  例： 「○○班 学生○○名のうち，欠席・病院実習等による不在者○○名。残り○○名は無事避難しました。」 

「○○班 学生○○名のうち、負傷者が○○名。○○グループ職員○名が救助に当たっております。残り○○名は

無事避難しました。」 

「○○班 学生○○名のうち、○○名が逃げ遅れ屋上に避難しております。残り○○名は無事避難しました。」 

 

7) 緊急時の応急手当 

・意識喪失 呼吸停止・心臓停止・・・ 

・いずれにしても至急 119 番通報 

・火 傷 とにかく水で冷す 

・切 傷 布などで患部を巻き、とにかく出血を抑える 

・骨 折 患部に副木などを当てて固定する 

 

8) 緊急時の連絡網(災害時発生の緊急連絡網と同様) 

 

 

 

薬品災害が起きた時の対応 

 

1． 薬品災害が起きないための心得 

1) 教員による引火性や有毒ガス発生等の健康を害する薬品管理（薬品リスト:別紙） 

2) 教員の科別の各実験室及び実習室の安全管理のための見回り 

 

2． 薬品事故の対応 

1) 事故が発生した場合、大声で助けを呼ぶ。（指導教員、いなければ近くの教員、学生に連絡する。） 



・以降、指導教員・教員・学生等を援助者、事故により被害を受けた者を事故者という。 

・一刻の猶予もならないような非常事態の時はまず、119 番通報する。 

2) 援助者は、事故者の様子を確認し、事故の内容を聴取する。 

3) 事故者はパニックに陥っていることが多いので、落ち着かせる。 

4) 事故者が怪我をしていないか、身体・衣服等に危険物が付着していないか調べる。 

・特に頭を打った場合には絶対、動かさないで、名前などを呼びつづけて、意識の有無を確認をする。 

・試薬の付着、やけどをしている時は水道水に 15 分以上つけて傷口を洗ったり冷やしたりする。 

・どのような薬品を使っていたか、どのような実験をしていたか確認する。 

5) 援助者は災害（火災、有害ガス、爆発など）を考慮し、無理をしないこと。 

6) 援助者（事故者）は援助要請、守衛所等への連絡、救急車、消防車出動要請など役割分担を的確に行う。 

7) 他の人の実験でも異常に気づいたら指摘、処置する。見て見ぬ振りは大事を招く。 

8) 事故のほとんどは、知識不足と不注意に起因する。 

・発ガン性物質は発ガンさせるまでに長期間要することを認識する。 

・ベンゼンなども発ガン性物質であり、できるだけ有機溶媒は吸わないようドラフトチャンバーに移す。 

・引火点の低い有機物はドラフトチャンバーに移動する。 

・実験を行えば、事故が起こることはゼロではない。 

・事故をできる限り少なくするためには、事前の調査及び計画を行う。 

・簡単な不注意が 2 回以上重なって大きな事故となる。 

・実験に関しては「急がば回れ」。 

9) 基本的知識 

・人が倒れていたら、脳出血などの可能性もあるので、人の頭は揺り動かさない。 

・移動する時には、担架を使う。意識レベルがどのくらいか確認する。 

・氏名、性別、年齢は救急車を呼ぶ時点で確かめておく。  

10) 薬品を浴びた時の対応 

・洗面器に顔を反復して入れて洗顔 
・蛇口につないだゴム管からの流水を使用 

 

 
 

地震が起きたときの心得 

 

Ⅰ．学内編：学内で地震に遭遇した場合は、あわてず冷静に次のように対処する 

１．自分の身の安全を確保する 

1) 講義室・演習室・実習室・実験室・図書館・食堂などにいる場合は、速やかに机の下に体を 

隠す。すぐ動くことができるよう姿勢を低くしてかがむ。 

2) 実習室および実験室等で火器を使用している場合は直ちに消火し、安全措置を講じる 

（靴を脱いでいる場合は、必ず履いて避難に備える）。 

3) 体育館や廊下を歩行している場合は、落下物や窓ガラスの破片が飛散しない壁側へ身を 

寄せる。 

4) ベランダ、階段、渡り廊下を通行中の場合は、危険な場所より退避する。 

5) 売店等にいる場合は、物品棚からの物品の飛散に注意する。 

6) 敷地内の建物の外では建物の倒壊から身を守る（倒壊しやすい工事現場へ近づかない）。 

7) 出口を確保する。トイレなどの狭い場所は、閉じ込められる可能性があるので入らない。 

 

２．地震の揺れがおさまったら、周囲の安全を確かめ、指定の場所へ避難集合する 

1) 原則として、校内放送もしくは教職員の指示に従い、避難する。 

2） 一度目の揺れの後、余震の可能性を想定して危険な場所から安全な場所へ移動する。 

3) 余震の合間に大学敷地内の一次避難場所医技校グランドへ移動する（図１）。 

4) 教職員の指示を受けて、二次避難場所山の辺小学校へ移動する（図２）。 

5) 一次・二次避難場所へ移動する際は、高い壁、建物の傾き、送電線の倒壊に注意する。 


