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学校法人 立志学園        

九州中央リハビリテーション学院 
学校関係者評価委員会 

 
 学校法人 立志学園 九州中央リハビリテーション学院 学校関係者評価委員会は令和
３年度自己点検・自己評価報告書に基づき、学校関係者評価委員会を開催いたしました。
このことにつきまして下記のとおり報告いたします。 
１．学校関係者評価委員会委員 
学外委員（順不同） 
 ◯三宮克彦様   医療法人社団寿量会 熊本機能病院 理学療法科科長 
 ◯田尻陽介様   社会福祉法人双友会 おおづセンターホーム 管理者 
 ◯津田恵美様   くまもと県北病院 看護部長 
 ◯吉田一美様   向山地区第 3 町内 自治会長 
 ◯彌 敏彦様   九州中央リハビリテーション学院後援会会長（学生保護者代表） 
 ◯古山 仁様   九州中央リハビリテーション学院同窓会会長（卒業生） 
２．学校関係者評価委員会議事録 
 ●開催日時   令和 4 年 6 月 3 日（金）18：00～19：00 
 ●開催場所  九州中央リハビリテーション学院 1 号館会議室 
 ●外部委員  三宮克彦、田尻陽介、津田恵美、吉田一美、彌敏彦、古山仁 
 ●学院側    志垣伸太郎、田島徹朗、山崎孝文、福山貴美子、野島謙一郎、 

石崎聖英  （事務局）   
 ●基準項目ごとの学校関係者評価・意見 
 

基準１：教育理念・目的・育成人材像等 
本学院は、2006 年 4 月に作業療法学科、理学療法学科（昼・夜間部）を擁した高度専門士を養成する 4
年課程の専門学校として開講した。2009 年度には 3 年課程の看護学科を、2011 年度には 2 年課程の介護
福祉学科を開設し、さらには、2017 年度より留学生を対象とした国際介護学科を設置する総合専門学校で
ある。なお、2019 年度からは、理学療法学科夜間部を 4 年課程から 3 年課程へと変更することで、より社
会人に対応した環境を整備し、現在に至っている。 
基本理念、教育目的、運営方針、アドミッションポリシーを定め、学院のホームページ上や学院案内に公
表している。また、基本理念・運営方針においては、つねに学院内に掲示し、教職員の行動指針となって
いる。 
【基本理念】 
知 育：知識を広め知能を高めるための教育 
体 育：運動能力や健康な生活を営む態度などを養うことを目的とする教育 
徳 育：道徳心のある情感豊かな人間性を養うための教育 
【教育目的】 
本学院は、教育基本法及び学校教育法に従い、専門職として必要な知識・技能・態度を教授し、あわせて
職業倫理をはじめ豊かな教養と人格を涵養し保健・医療・福祉の分野に貢献する有能な人材を育成するこ
とを目的とする。 
【運営方針】 
＜学院づくり指針＞ 
・穏やかな学院  知的躍動が漲り、医学を習得し育てる学院 
・健やかな学院  他者を支え、寄り添う幹を伸暢し育てる学院 
・美しい学院  感性が迸り、倫理観を涵養し育てる学院 
＜教育指針＞ 
・全ての学生を適切に指導し、明確な将来像を示し、目標達成に導く。 
・生命の尊厳を尊重し、他者を敬い、多様な社会で協働・協調できる人材を育成する。 
・問題発見能力と問題解決能力をもつ人材を育成する。 
・粘り強く、あきらめない心を育み、自己の責任を全うする人材を育成する。 
・社会性を育み、良き市民として自らを律し、自省自立できる人材を育成する。 
＜職員行動指針＞ 
・人間力・教育力・専門力の向上に邁進する。 
・個々の人格を尊重し、多様性を認め、各々が能力を発揮できる環境整備に努める。 



・それぞれの専門分野を通し、広く社会に貢献する。
・社会の一員を自覚し、良き市民として、職業人として、自らを律し自省自立の精神を持つ。 
【アドミッションポリシー】 
本学院は、自ら学ぼうとする意欲と努力を惜しまない学生を求めております。その為には広い視野を持ち、
真摯に討論や対話ができ協力し合える能力を備え、また身に付けようと考えている人を広く求めておりま
す。 

基準１ 評価、ご意見 
・どのような人材を育成したいと考えているのか、学院としてのビジョンが明確に表現されていると思え

ます。 
・目的に沿ってほぼ完遂されておられると思います。小中学生にとって職業意識がマスコミ等にあおられ

ており、真に働くという意義が薄れているように思えます。 
基準２：学校運営 

学校運営における点検項目については概ね実行されているが、教員の欠員に関しては段階的に採用を計画
しており法令に則った人員確保を行います。 
運営方針は明確に定められホームページ上、募集要項等で公表を行っており、オープンキャンパス時の保
護者説明会においても資料内に基本理念、教育目的、運営方針、アドミッションポリシーを記載し学院の
基本方針を示している。 
事業計画並びに運営組織図は毎年度作成し、運営組織図に則り意思決定機能は適切に機能している。 
意思決定は理事会・評議員会の開催により予算、事業計画等、精査され適切な運営がなされている。また、
学校関係者評価委員会や教育課程編成委員会の開催により運営および教育の質の見直しも行われている。

基準２ 評価、ご意見 
・学校運営は健全かつほぼ完ぺきに行われていると思います。 

基準３：教育活動 
1.カリキュラムについて                       
カリキュラムは各業界の人材ニーズレベルに到達するために十分な内容であり、かつ体系的に構成されて
いる。 全学科とも教育課程編成委員会を年に少なくとも年 1 回開催し、外部委員の意見を取り入れてい
る。臨床実習においては、臨床実習指導者会議をそれぞれの実習で年に１回開催し外部の意見を取り入れ
ている。                                            
2.シラバスについて                          
各学科ともシラバスを作成し、各科目の指導内容、評価方法など年度初めに学生に提示している。 
3・授業評価                              
前期および後期末に全科目に対して、学生による授業評価を行っている。年に２回、学校関係者評価委員
会を開催している。 
４．教員の専門性                            
各学科ともに教員の専門性レベルは、業界レベルに十分対応している。非常勤講師も学歴、職歴を勘案し、
専門性の高い人物を選んでいる。 
５．成績評価および単位互換について 
各科目の成績評価方法は、シラバスに記載されている。単位の互換については、卒業校の成績証明書、シ
ラバス等を確認し行っている。 

基準３ 評価、ご意見 
・コロナ禍で学生の評価が非常に難しくなっている。学力が優れている生徒が、実習でも優秀なのか疑問

が残る生徒もいる。特にコミュニケーション能力の評価をお願いしたい。 
・講師の実務経験を公開とあるが、この実務経験とは HP 上の専門分野という意味なのか？ 
Ans:ここでいう実務経験とは、取得資格（理学療法士等）における実務経験をシラバス上に記載しなけれ

ばならないことになっています。 
基準４：教育成果 

１．国家試験について 
国家試験の対策としては、理学療法・作業療法学科では、新しい模試作成システムを導入し３年目になり、
有効活用できている。。特に１０月上旬からの開始初期は、細分化した範囲で学習と模試を繰り返し、解剖
学・生理学・運動学等の基礎知識の十分な学習と理解、修得を図った。これを通じて理解不十分な学生、
学習法に問題がある学生をピックアップし、教員の早期介入に心掛けた。基礎科目の復習を徹底して行っ
た後、専門科目全科目のまとめを行った。いずれもグループで勉強を実施し、学生より希望があった科目
については専任教員が特別講義を行った。また模擬試験の成績不良者に関してはマンツーマンで指導を行



った。 
 介護福祉学科では、留学生８名中６名が合格することができた。留学生においても全国養成校の合格率
65.3％を大きく上回り 75.0％に達した。（本校の日本人はは 100％であった。）これは、丁寧な個別対応の
成果であると思われる。 
 看護学科では国家試験前には３年生全員に対して保護者を含めた三者面談を行っている。さらに成績不
振者には個別指導を行い、状況によっては再度三者面談を実施し本人、保護者、教員の三位一体の支援に
心掛けた。 

基準４ 評価、ご意見 
・国家試験の合格率はこのまま高水準を維持できるように望みます。 
・理学療法士のみ全国を下回っているものの他の学科は高い合格率を収めておられるのは学院としての大

いなる PR ポイントではないでしょうか。 
・国家試験不合格者のフォローは学院の役割から外れるのでしょうか？ 
Ans：不合格者のうち次年度も国家試験を受験する者は、10 月より登校し 終学年と一緒に国家試験対策

に取り掛かる。模擬試験や特別講義等も一緒に受け、国家試験の受験申込等も含めて 終学年と一緒に行

います。 
基準５：学生支援 

・就職に関する体制は完備されておりほぼ全員の就職先が決定している。就職面接の際で躓く学生も見受
けられるため、事前に、面接に臨む姿勢や履歴書の書き方、接遇などの指導を行なう必要があると考え
る。 

・経済的支援は各種奨学金、病院奨学金、施設奨学金、特待制度、学納金分割納付制度、学院独自の授業
料免除制度等を整備し支援を行っている。 

・スクールカウンセラーを複数の外部の先生にお願いし定期的に学生への面談等をお願いしている（心理・
精神面、学力・学院生活等） 

・生活安全サポーターが常勤し、事故やトラブルなど学生生活全般に渡り対応している。 
・学生サポート委員会を月１回開催し、事例検討や新しいサポートの企画運営を行っている。 
・学生の健康管理面については毎年４月に全学生の健康診断を実施し、新１年生については健康診断時に

抗体検査（麻疹、風疹、水痘、ムンプス、B 型肝炎）の検査を行い抗体のできていない項目については
各自ワクチン接種を行い抗体の有無まで検査を行う体制を整えている。 

基準５ 評価、ご意見 

・コロナ禍にあって、なかなか支援することが難しいかと思うなか、LINE やメールを活用してうまく支

援されていると思います。 
・地域で何かしたお手伝いができればと思っております。 
・就職に関しては、離職防止のためにも一人一人の学生に合った施設に就職できるように引き続き支援を

お願いしたい。就職説明会に関しては、コロナ禍でのオンラインがほとんどであるが工夫しながら各施設

と連携し実施してほしい。 
・学生からの相談実績を管理している書類などあるのでしょうか？ 
Ans：カウンセラーの方々からフィードバックを行い、状況等の把握は出来ている。 

基準６：教育環境 
1．施設設備 
 施設基準に沿った教育備品等は整っている。また、教授効果が上 がるよう随時授業や演習等でフルに
活用しているため、メンテナ  ンスも行っている。また、教育効果の上がる教材に関しても、予算 計
上し適時購入している。昨年同様に、「新型コロナ感染拡大」  対策にてオンライン授業の実施に際し、
新 1 年生へのネット環境の把  握とアドバイスを実施し、円滑な学修を実施できた。また、音響設 備
の改善と映像環境についても従来のスクリーンタイプから TV モニ ターへ切り替え、設置台数を増や
し、画質の改善とそれぞれの学生 達が座席に関わらず均等に学べるよう改善した。 
2．防災に対する体制 
  ・防火設備等について、定期的に業者や消防署の点検や指導を受け   安全確認を行っている。 
  ・防火訓練の実施 1/年(各棟毎） 
3.感染対策設備 
「新型コロナウイルス感染対策」 
 ・1～3 号館の出入口に非接触型体温測定器の設置 



 ・講堂や教室にサーキュレーター（送風機）の設置
 ・カウンター・教卓や図書室机上にシールド設置 
 ・アルコール手指消毒液の設置（教室・出入口・トイレ・洗面所等） 
 ・各トイレに便座用除菌液（壁掛け）設置 

基準６ 評価、ご意見 
・教育環境においては複数の学科があることにより、コロナ禍にあってもより他職種の理解ができたので

はないかと考えます。 
・新興感染症の校内クラスター防止のための水際対策や実習地で学生が感染した場合の学生及び教職員向

けのマニュアルは作成されているのでしょうか。 
Ans：水際対策として、上記の感染防止対策を施しているほかに学内の掲示や学生へのメール等で定期的

に感染防止対策について周知を行っている。また、実習先で感染した際には実習先の指導者と連携を取り、

同行している学生がいる場合には速やかな検査を行い、保健所の指示に従い対応を行っている。また、感

染が拡大している地域での実習が終了した学生については帰宅後 3 日の待機期間をおいて PCR 検査を行

い、陰性が確認された学生は登校をさせている。 
基準７：学生の募集と受け入れ 

熊本県内の高校を中心に福岡、長崎、宮崎、鹿児島県の高校(通信制含む）を定期的に訪問し募集活動を
行っている。また、ガイダンスや地区別説明会、高校からの依頼を受け出前授業なども行っている。オー
プンキャンパスの他に、受験生等の希望があれば希望する学科の専任教員により学院説明会も随時行って
いる。入試については、学科ごとに、学生の受け入れ方針が策定されており、これはパンフレット・ホー
ムページ等を通して明示されており各種入試において、これに基づき適切な入学者選抜が行われている。
合格者並びに入学者の情報は共有化されている。18 歳人口が減少する中、教育体制・教育成果を学生募
集に反映できるように努力している。学生だけでなく保護者及び高校等の教諭にも本校が満足できる教育
内容・教育体制を持っていることをしっかりと伝え、適切な選択のもとに 本校進学を決定できるように
学生募集を行なう。 

基準７ 評価、ご意見 
・この時期なかなか難しいことと思いますが、定員に達しておられることは、素晴らしいことと思います。

・定員に達していることについては啓蒙を啓発にされた方が良いと思われます。 
基準８：財務 

学校の財政基盤は、ここ数年、入学者の増加により一時期に比べ安定しているものの、施設や設備、教育
備品等は十数年を経過し経年劣化により補修、改修、買い替えなどが出てくるころである。多額の資金が
必要となる場合があるため積立金等により対応する必要があると考える。 
収入面については、収入の大半を占めるのが学生納付金であるが、期中の退学者数が例年 40～50 名程度
発生するため、退学者の減少を図る対策を取ることにより更に財政基盤は安定できると考える。 
予算や収支計画は適切に行われており、監査についても定期的並びに年度末に行われており適切に運営さ
れている。また、財務状況については学院ホームページ上に掲載し、公表を行っている。 

基準８ 評価、ご意見 
・財政基盤も安定しておられ、予算、収支も的確になされていると思います。 

基準９：法令等の遵守 
学校教育法に養成施設指定規則等の法令に適切な運営がされており 
法令ならびに設置基準の改正がある場合は、国、県、専門学校各種学校連合会、教育に関する各機関等、

関連法規を参考にして順守している。 
また、個人情報のセキュリティについて、ネットワークの共有化に伴い個人情報が順守や SNS の使用につ

いては共有し、個人情報の記録は施錠ができる棚で保管し部外者の侵入を防止している。 
今後、個人情報保護に関しては、再度管理の必要性があり検討していく。 

基準９ 評価、ご意見 
・万全でないと思える箇所に関しては今後引き続き解決に向けて努力をしていただきたい。 
 

基準 10：社会貢献 
地域貢献に対する取り組みとして、地域住民を対象とした KCR ウォーキング（転倒予防のためのウォー
キング教室）を例年開催し、地域住民の予防対策に寄与していたが、コロナウイルス感染拡大により、今



年度はやむなく中止とした。その他、定期的な活動としては、学生・教員ともに近隣の清掃活動（ゴミ拾
い）等を実施した。 
当学院は、施設の性格上研修会会場として広く開放している．特に、教員が所属する関連団体によって、
定例会議をはじめ、知識・技術向上を目的とした講習会や新人教育の場として活用された。しかし、今年
度は必要 小限の開放に留め、感染対策が十分に行える会のみに限定した。 
専任教員の中には、熊本市からの要請による住宅改修審査、介護認定審査、熊本県高校生介護技術コンテ
スト審査の委員などその専門的知識を広く提供・活動をし、あるいは大学、専門学校等において非常勤講
師として講義を担当した。また、高校の野球部専属トレーナー、熊本県剣道国体チームトレーナーとして
継続的に関わりをもった。 
その他、福祉関係団体から要請される夏祭り等におけるボランティア活動には、例年多くの学生の参加協
力を行ってきたが、コロナウイルス感染拡大によりイベントそのものが中止となり、全般的に自粛の 1 年
であった。 

基準 10 評価、ご意見 
・コロナ禍で社会貢献はかなり難しいところがあったと思われます。できる範囲で構わないので、ボラン

ティア活動を促して地域に密着した学院になってほしいと思います。 
・校区内でも生徒の方々のボランティアでの参加がいただければ心強いです。 

全体に関する評価、ご意見 
・全体を通しまして、自己点検評価点数が高くなってきたことは、貴校の発展の証拠と感じております。

・課題を把握され解決への方向性を見出されているところが見受けられ、さらに努力をされていることが

感じられます。 
・コロナ禍にあっても、非常に努力されている様子がうかがえます。 

 


