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          基準１ 教育理念・目的・育成人材像等 

 

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

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。 

当学院は、医療分野の高度専門士として、理学療法学科（昼間部）と

作業療法学科、専門士としては理学療法学科(夜間部)、看護学科が要請

できるカリキュラムが準備されている。また、教育・社会福祉分野で

は、介護福祉学科と留学生を対象とした国際介護学科を有している。 
医療・福祉の従事者としてあるべき姿を念頭に置いた理念・目標・育

成人材像は、学則等に明確に定められ周知されている。 
 



・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。 

 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者 田島徹朗 

  

1-1 理念・目的・育成人材像、特色、将来構想等について  
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

1-1-1 学校が教育を行う

理念・目的・育成人材

像などが、明確に定め

られているか 

５ 

教育に関する理念・目的、育成人材像

などは、学則及び学生のしおり、学院

案内、学院ホームページに明確に定め

られている。 

特になし 学則 
学院案内 
学生生活のしおり 
学院ホームページ 

1-1-2 理念・目的・育成

人材像を実現するため

の具体的な計画・方法

を持っているか 

５ 

教育方針、職員行動指針を明確にし、

学科ごとの計画や方法も定まってお

り、学内に掲示や学院ホームページに

公表している。 

特になし 学院案内 
教育課程 
シラバス 
年報 

1-1-3 理念・目的は、時

代の変化に対応し、そ

の内容を適宜見直され

ているか 

５ 

理念・目的は、開講当時から引き継が

れている。 
現在、課題としてとらえる事もなく見直しは

検討されていない。 
学院案内 
学院ホームページ 
学生生活のしおり 
年報 

1-1-4 学校の特色として

挙げられるものがある

か 
５ 

県内唯一、理学療法学科夜間部３年課

程や国際介護学科（留学生対象）が設

置されており、ＩＣＴ教育にも力を入

れている。 

インターネットや SNS、TV などの媒体を活

用し、多くの方々に周知を行ってきたが、ま

だ十分とはいえず、活動の見直しと共に継続

の必要性がある。 

学院案内 
学院ホームページ 

1-1-5 学校の将来構想を

描き、3～5 年程度先を

見据えた中期的構想を

抱いているか 

４ 

少子化による学生数の減少。また、経

済状況の変動による社会人学生数の減

少。 

資格・職業の事をいち早く知って頂くため

に、小・中・高校生それぞれの段階で職業体

験が必要。また、大学生を含む社会人への周

知も必要である。 

特になし 

*5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

理念や目的、育成に関する特色など、情報公開しており、学生や保護者はじ

め、入学希望者も常に閲覧できる。 
ホームページやＳＮＳ（Ｔwitter、Ｆacebook、Instagram）を更新し、リーフレ

ットを制作しポスティングも継続している。 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者 田島徹朗 

 
 

 

 



基準２ 学校運営 
  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

基準２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。 

 

 

 

終更新日付 2022/04/26 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 運営方針は定められているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

2-2-1 学校の目的、目

標に基づき、学校運営

方針は明確に定められ

ているか 
５ 

当学院のアドミッションポリシーに基

づき教育目標並びに運営方針（学院づ

くり指針・教育指針・職員行動指針）

は明確に定められている 

入学する学生の質の変化を見極め運営方

針（特に教育指針）は適宜見直しが必要

となってくる。 

・学院パンフレット 
・九州中央リハビリテーション 
 学院基本理念・運営方針 

2-2-2 学校運営方針を

基に、各種諸規定が整

備されているか ５ 

学院運営方針を元に各種諸規定は整備

され、職員掲示板からいつでも閲覧で

きるようにされている。 

法改正の都度諸規程の見直しを行ってい

る 
・職員掲示板＞ファイル管理＞ 
 規定規則 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の目的、目標に基づき、学校運営方針は明確に定められており、各種諸規

定についても整備されている。法改正が行なわれる度に諸規定の見直しを行っ

ている 

職員掲示板から教職員各自の PC よりいつでも閲覧できるようになってい

る。また、教職員の目に付く場所に掲示を行っている。 

 

終更新日付 2022/04/21 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-3 事業計画は定められているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

2-3-3 学校の目的、目

標を達成するための事

業計画が定められてい

るか 
５ 

事業計画は定められており理事会並び

に評議員会にて承認されており、事業

計画に基づき学院運営は行われてい

る。 

特になし ・事業計画書 
・ 

2-3-4 学校は事業計画

に沿って運営されてい

るか ５ 

事業計画をもとに各学科における年度

方針が策定されている。年度末には総

括を行っており次年度に向けての方

針・事業計画も合わせて策定されてい

る 

特になし ・年間行事予定表 
・事業計画書 
・理事会、評議員会資料 
・学院ホームページ 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事業計画は毎年度作成され理事会・評議員会において承認を受けている。また

学科における方針についても作成、総括が行われ運営されている。 
 

 

終更新日付 2022/04/20 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 組織運営や意思決定機能は、効率的なものになっているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

2-4-5 運営組織図はあ

るか ５ 
運営組織図は年度ごとに作成され職員掲

示板を通して職員に公開している 
特になし ・運営組織図 

2-4-6 意思決定機能は

効率的効果的に確立

されているか ５ 

寄付行為や理事会会議規則、学院運営規

定等が整備されそれらに基づき理事会、

評議員会並びに運営会議が開催されてお

り効率的効果的に確立されている 

特になし ・寄付行為 
・運営組織図 
・理事、評議員名簿 
 

2-4-7 意思決定プロセ

スのポイントとなる

仕組み(会議等)が制度

化されているか 

５ 

理事会、評議員会、運営会議、学科会議

等定期的開催を行っており、制度化され

ている 

特になし ・理事会議事録 
・評議員会議事録 
・運営会議議事録 
・学科会議議事録 

2-4-8 業務効率化を図

る情報システム化が

なされているか ５ 

rakumo コンタクトを活用したワークフ

ローや教務システム、職員掲示板等で情

報システム化を図っている。 

特になし ・職員掲示板 
・ワークフロー 
・教務システム 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

運営組織図をもとに意思決定機能は確立され会議等は制度化されている。また

業務の効率化を図るための情報のシステム化についても図られている。 
 

 

 

終更新日付 2022/04/21  石崎聖英 

 
 
 

 



2-5 人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

2-5-9 学校運営に必要

な人材の確保と育成が

行われているか ４ 

一部職員の定数にみなしていない学科

があるものの計画的に人員確保を行っ

ている。各学科において必要な教員資

質向上の研修会には、積極的参加を行

っている。 

中長期的計画に基づき教員採用を行っ

ていかなければならない。 
・ハローワーク求人票 
・教員研修記録 
・FD 研修会資料 

2-5-10 採用制度は整備

されているか ４ 
教職員の採用に関する規程の整備が必

要であるが、体制的には整っており適

切な採用が行われている。 

教職員採用に関する規程の作成は令和 4
年度に行うこととする。 

・求人票 
・入職時提出書類関係 

2-5-11 賃金制度は整備

されているか 
 

５ 
給与・賞与規定は整備されており、こ

れらに基づき賃金の支給等が行われて

いる 

特になし ・給与規定 
・賞与規定 

2-5-12 教職員の増減に

関する情報を明確に

把握しているか ５ 

教職員の退職等については業務の引継

ぎ等もあるためある程度前もって報告

を受けるようにしている。事業計画等

にも教職員数の推移については記載さ

れている。 

特になし ・事業計画書 

 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学科によっては欠員が生じているが、計画的に採用を実施する。また、採用

に関する規程の作成については令和 4 年度に作成し明確化する。その他賃金

制度や教職員の動向については問題なく遂行されている。 

 

 

終更新日付 2022/04/22 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準３ 教育活動 
  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

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。 

                                   

教育課程編成委員会は、当学院の委員３名と各学科の分野で、現在臨床で活

躍されている有識者２名の委員とで構成されている。特に、理学療法学科と

作業療法学科においては、新カリキュラムに準拠した臨床実習の学内におけ

る OSCE 導入など新しい形式の臨床実習がスタートした。学科内の専任担

当者を配置し、情報集からカリキュラム作成まで対応済みである。また、新

型コロナ感染症拡大に伴い、必要に応じて遠隔講義の導入など柔軟に対応し

ている。 

  各科目のシラバスには、資料や動画を添付する欄があり必要により教員

はそれを活用し、学生もそれらをダウンロードできるようになってい

る。                                  

学校関係者評価委員会は、学校に関係している外部の有識者４名と学院側委

員で構成され、学院で作成された自己点検・自己評価を参考にして外部より

学校評価を受けている。 

                                   

専任教員においては、専門性の向上のために学内 FD 研修会開催、大学院進

学など自己研鑽に励んている。また、学外での学会発表や研修会等には積極

的に参加するようにし、現場研修にも出向き資質向上を図っている。 

特記なし 

 

 終更新日付 2022/4/21 記載責任者 中山貴文 

 

 
 
 



3-6 教育目標、育成人材像を構成する知識、技術、人間性等は業界の人材ニーズレベルに照らして、また学科の教育期間を勘案して、

到達することが可能なレベルとして明確に定められているか  3-7 カリキュラムは体系的に編成されているか 

 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

3-6-1 教育目標、育成人材

像を構成する知識、技

術、人間性等は、業界

の人材ニーズレベルに

照らして、また教育期

間を勘案して、到達す

ることが可能なレベル

として、明確に定めら

れているか 

５ 

各学科において、アドミッションポリシ

ー、ディプロマポリシーを提示している。

また、学科ごと教育課程に関する目標を提

示している。定期的に臨床実習指導者会議

（臨地実習指導者会議）を開催し、教育目

標の達成や人材育成に向けた意見交換を行

い、評価検討を行っている。 

特になし シラバス 

3-7-2 カリキュラムは、

目標達成に向け十分な

内容でかつ体系的に編

成されているか 

５ 

各学科においてカリキュラムポリシーを提

示し、カリキュラムの構造図を元に学年次

の目標到達に向け、科目の設定や時間の設

定が行われている。 

特になし シラバス 

3-7-3 カリキュラムの内

容について、業界など

外部者の意見を反映し

ているか 

５ 

臨床実習指導者（臨地実習指導者）会議や

教育課程編成委員会を開催し、その意見の

もと見直しが図られている。 

特になし シラバス 
各会議議事録 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

社会の情勢や業界ニーズに応じ各学科とも時期に多少違いはあるが、カリキュ

ラムの改正が行われ、その趣旨に則り運営を行っている。新・旧カリキュラム

の学生が在籍する中、学生達が不利益にならない様に実施していく。 

新型コロナ感染の拡大による影響が認められる。不測の場合においても教育

の質が維持できるよう体制の強化が必要である。 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者  田島徹朗 

 
 
 
 

3-8 各科目は、カリキュラムの中で適正な位置づけをされているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

3-8-4 各科目は、カ

リキュラムの中で適

正な位置付けをされ

ているか 

５ 

新カリキュラムの中で、学科ごとに適

正な位置づけがなされている。 
新カリキュラムを運営しつつ、教育理念や目標

の実現に繋がるよう、細やかに評価していく必

要がある。 

各学科教育課程一覧 
学院ホームページ 
シラバス 
 

3-8-5 各科目の指導

内容、方法等を示し

たシラバスが作成さ

れているか 

５ 

各学科ともに作成されている。ホーム

ページでの公開と学年ガイダンス及び

授業開始での説明も重ねて行ってい

る。 

特になし 学院ホームページ 
シラバス 

3-8-6 各科目の一コ

マの授業について、

その授業シラバスが

作成されているか 

５ 

各学科ともに作成されている。 
また、講師の実務経験を公開し、実践

的授業へ反映させている。 

特になし 学院ホームページ 
シラバス 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

「新型コロナウイルス感染拡大」2年目となり、対応も円滑に行われるよう

になった。今後は、現場実習の中止（学内実習にて対応）による影響が質

の担保として十分かは卒業後の活動状況にて判断が必要である。 

教育界全体での新たな取り組みも多く、学ぶべきところは学び、学内での教育に取

り入れる工夫も必要である。 

 

 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者 田島徹朗 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



3-9 授業評価の実施･評価体制はあるか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

3-9-7 学生による授

業評価を実施してい

るか ４ 

各学科、科目毎に受業評価を実施して

いる。また、評価をもとに（学生の意

見）授業方法の改善を行っている。 

学生のレディネス（学習意欲の低下等）変化

しており、なかなか厳しい部分もある。 
⇒授業方法の検討 
 事例検討 

学院ホームページ 
学生の授業評価 

3-9-8 授業内容の設

計や教授法等の現状

について、その適否

につき学科や学校と

して把握・評価する

体制があるか 

５ 

学科毎に教育課程編成委員会を開催し

ている。 
特になし 委員会資料（議事録） 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

授業評価は、学生の協力のもと大きく前期後期に分け授業終了後に実施

している。学生の意見に耳を傾けながら共に成長できるよう生かしてい

く。 

学力の低下、意欲の低下を考慮した講義の組み換えなど、独自の工夫が必要であ

る。 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者 田島徹朗 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3-10 育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか 
 

点検小項目 
*点検の 
進み具合 

根拠 課題とその解決方向 参考資料 

3-10-9 学生の育成

目標に向け授業を行

うことができる要件

（専門性・人間性・

教授力・必要資格

等）を備えた教員を

確保しているか 

4 

退職者に伴う教員採用により、若干名

教員養成講習会受講が必要な者がい

る。その他の各教員の職務履歴、臨床

経験も全員満たしており、学会発表

数、専門雑誌への掲載数、専門分野の

講習会・研修会参加等より学生からの

評価も高い。 

計画的に教員養成講習会を受講していく

予定。今後も研究、研修会等の参加を継

続していく支援も必要である。 

教職員履歴書 

年報 

学院 HP 

授業評価表 

3-10-10 教員の専門

性レベルは、業界レ

ベルに十分対応して

いるか 
4 

教員採用に伴い、若年層の教員採用を

行った。各分野の専門領域を学び、臨

床経験も含め、更なる資質向上をめざ

していく必要あり。 

大学院進学、学術研究発表、および研修

会への参加など計画的にすすめていく予

定である。 

年報 学院 HP  

学会抄録集論文掲載雑誌  

研修会参加報告書 

3-10-11 教員の専門

性を向上させるた

め、外部研修会への

参加、学会発表等、

学術的取り組みが行

われているか。 4 

専門分野の研修会参加の機会をみつ

け、積極的に参加していく。学院内の

研修会としてＦＤ委員会により、年に

6 回程度の研修を行っている。 

各教員は病院での研修や教員研修会、

講習会などに参加している。 

また感染症拡大に伴い、オンラインに

おける研修会が増えており積極的に参

加している。 

オンライン化研修会の増加に伴い、都市

部で開催される研修会にも参加可能とな

った。また、移動時間の減少など、業務

時間と研修時間の有効活用出来る環境は

地方としてメリットも増えてきており、

この機会を有効活用していきたい。 

年報 

学院 HP 

学会抄録集 

論文掲載雑誌 

研修会参加報告書 

3-10-12 教員の教授

力(インストラクショ

ンスキル)を適宜把握

し、評価しているか 
4 

教員の教授力の評価体制がないが、学

生からの授業評価があり、参考にして

いる。 

新入職教員に関しては、高校などに授業

見学などに出向き教授方法に関して資質

向上を目指す機会を学院として行ってい

る。 

授業評価表 

研修会参加報告書 

 



3-10-13 教員の教授

力(インストラクシ

ョンスキル)を向上

させる研修を行っ

ているか 
 

4 

学院内の研修会としてＦＤ委員会に

より、年に   ６回程度の研修を行っ

ている。また、学科会議や運営会議

で研修会報告が行われている。 

教授力の研修会や講習会等に参加

し、今後も継続的に技術向上に努め

る。 

学院案内 
学院 HP 
学生生活のしおり 
シラバス 
 

3-10-14 教員間(非常

勤講師も含めて)で
適切に協業してい

るか 
4 

学科会議における情報交換を行い、

各領域で分担して協業体制をとって

いる。 
また、非常勤講師とも都度、情報交

換を行っている。 

業務改善に向けて、業務に関するプ

ロジェクトチームの立ち上げ、組織

化の再構築を図るなど、各学科で取

り組んでいる。 

学院案内 
学院 HP 
学生生活のしおり 
シラバス 
 

3-10-15 非常勤講師

の採用基準は明確

か 4 

厚生労働省の規定規則に従ってい

る。学歴、職歴等を勘案し、専門性

の高い人物を採用している。 
授業評価の低い講師においては、入

れ替えも行っている。 

今後も、厚生労働省の基準に従い、

更に教授力が高い人材の採用をすす

めて行く。 

厚生労働省の指定規則 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 
点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

新型コロナ感染症拡大に伴い、特に教員資質向上に向けた研修会開

催の環境が激変した。特に、オンラインなど遠隔研修会の開催が増

え、これまで以上に学びの場はメリットが多い。新入職教員の増加

に伴い、教員資質向上にむけて計画性をもって研鑽に励んでいく予

定である。 

特記事項なし。 

 
終更新日付 2022/4/21 記載責任者 中山貴文 

 

 

 

 

  

 

 

3-11 成績評価・単位認定の基準は明確になっているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

3-11-16 成績評価・

単位認定の基準は明

確になっているか 
 

5 
 

各科目の評価方法についてはシラバスに

明記されている。 
本試験終了後に成績判定会を開催。 
各教科・科目についての難易度は、各学

科会議にて検討している。 

特になし 学則 
シラバス 
成績認定会議事録 

3-11-17 他の高等教

育機関との間の単位

互換に関する明確な

基準があるか 

 
5 

入学時に提出された成績証明書、及びシ

ラバスをもとに単位認定会議で決定して

いる。 

特になし 学則 
単位認定会議事録 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価・単位認定の基準は明確であり、各教科の難易度や評価の客観性

については定期的に検討している。他の高等教育機関との間では、シラバ

スをもとに単位互換は適切になされている 

 

 

終更新日付 2022/4/21 記載責任者 中山貴文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-12 資格取得の指導体制はあるか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

3-12-18 目標とする

資格はカリキュラム

の上で明確に定めら

れているか 
  5 

各学科で目標とする資格はカリキュラムの

上で明確に定められ、かつ国家試験受験資

格を十分満たしている。 

特になし 学則 
教育課程 
シラバス 
学校案内 
学院ホームページ 

3-12-19 目標とする

資格の取得をサポー

トできる教育内容に

なっているか  5 

国家試験受験資格について基礎科目から専

門科目まで厚生労働省の指定規則を十分満

たしている。 
また、各学科で基幹の国家資格以外に、福

祉住環境コーディネーター、介護職員初任

者研修などの資格取得もカリキュラムの中

で目指している。 

国家資格はもちろんのことであるが、

その他の資格取得についても、社会の

ニーズをふまえ教育内容が十分か適宜

検討を図り、改善していく。 

教育課程 
シラバス 
学校案内 
学院ホームページ 
 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

国家試験の動向も注視して、適宜検討と見直しを図ってきた。 
今後もこれに加え社会的ニーズに照らし合わせて、可能なら関係資格の充実

を検討していく。 

各学科、国家資格取得に加え、関係資格の習得にも力を注いでいる。 

 

終更新日付  記載責任者 中山貴文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準４ 教育成果 
  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

１．国家試験合格率について 
 今年度の各学科の新卒者の国家試験合格率は以下のとおりである。 
 参考までに（  ）で昨年度も示している。 
 ①理学療法学科：７３．９％ (80.3％) 
 ②作業療法学科：９２．９％ (95.0％) 
 ③看護学科   ：９５．４％ (98.5％) 
 ④介護福祉学科：８８．２％ (84.0％)・・留学生を含む 
 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。
（日本人は本校は 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。 
２．進級率向上への取り組みについて 
 以下に例年進級率の低い１年生の今年度と昨年度の進級率を記す。 
                       今年度（％）  昨年度（％） 
・理学療法（昼） １年  ８０．０    ８３．１          
・理学療法（夜） １年  ７４．２    ７５．０       
・作業療法       １年     ７８．３    ８８．０          
・看護学科          １年     ９２．０    ９４．４         
・介護福祉学科     １年     ９７．５    ８９．５  
 全体平均        ８４．４    ８６．０  

【参考】新卒者の国家試験合格率 全国平均（昨年度） 
①理学療法士：８８．１％（86.4％）  
➁作業療法士：８８．７％（88.8％） 
③看護師   ：９６．５％（95.4％）  
④介護福祉士：６５．３％（77.8％）・・・養成施設のみ 
 
 今年度の国家試験は、理学療法学科が全国平均に及ばなかったものの、
作業療法学科及び介護福祉学科は全校平均を上回った。看護学科は全国平
均並みであった。 
 
 
 
 
 
 （欠席遅刻連絡システムの構築）  
欠席遅刻連絡システムとは、学生が授業を遅刻・早退・欠席した場合に、
科目担当教員よりその旨を知らせるメールが学生本人、保護者、担任の３
人に届くシステムである。 
 
 
 
 
 
（ipad の導入） 
 理学・作業療法学科の新入生は全員 ipad を持って、授業中に使用してい
る。解剖学・運動学等でアプリケーションを使用し、シラバスに提示され
ている資料や写真、動画をすべて授業中に見ることができる。 
コロナ対応において、遠隔授業に効果を発揮した。 
 

 

 終更新日付 2022/4/11 記載責任者 山﨑孝文 

  

 



4-13 就職率(卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率)の向上が図られているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

4-13-1 就職率(卒業者

就職率・求職者就職

率・専門就職率)の向

上が図られているか 

５ 

就職率：１００％ 
PT：65 名、OT 26 名、Nrs 64 名、ＣＷ 
17 名 
（看護学科の 1 名のみが、国家資格と関

係ない就職先を選んだ） 
 
就職活動（PT/OT) 
・4 月に就職活動の説明 
・7 月および 10 月の年 2 回県外はズーム

で、県内は来校とズーム併用での就職説

明会を実施。 
・就職指導として、個別に履歴書の書き

方や面接の受け方等の指導も行なってい

る。過年度の就職試験問題を自由に閲覧

できるようにしている。 

担任を中心に、日常的に個別面談を行

ない、学生に合った就職先の提案を行

っている。 
 
 今年度は、コロナ禍においての対応

も 2 年目に入りズーム対応に職員も学

生も慣れていた感がある。 
 次年度へ向けて、学生指導及びオン

ラインでの就職説明のマニュアル化の

充実を図る。 
 

求人票の学生の自由閲覧 

教務ソフトの活用 

学院ホームページからの学生の求人情

報自由閲覧 

4-13-2 就職成果とその

推移に関する情報を明

確に把握しているか 
5 

就職先データ、及び就職試験の結果を教

務ソフトに入力している。 
特になし 教務ソフトの活用 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 
年度当初の就職活動の説明や就職説明会の実施、個別面談により、学生の就業

意識を高めている。 
毎年求人票が来る度に、WEB へのアップロードやファイリングを行ない、実習

期間内であっても情報を閲覧することができる。 

 

 
終更新日付 2022/4/12 

 

記載責任者 山﨑孝文 

 

 
 
 
 

4-14 資格取得率の向上が図られているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

4-14-3 資格取得率の

向上が図られている

か 

4 

 
新卒者国家試験合格率（全国平均） 
 ①理学療法学科：７３．９％      
(88.1％) 
 ②作業療法学科：９２．９％  
             (88.7％) 
 ③看護学科   ：９５．４％  
             (96.5％) 
 ④介護福祉学科：８８．２％  
             (65.3％） 
※④の介護福祉学科は養成校のみで留学
生も含む。 
 
 理学療法学科が全国平均に及ばなかっ
たものの、作業療法学科及び介護福祉学
科は全校平均を上回った。看護学科は全
国平均並みであった。  
 

各学科、学力低下は否めない中、取り

組みの一応の成果は出せた。しかし、

理学療法学科においては、基礎学力の

低い学生は今年度の問題に対応できず

苦戦したため、早期から学力の底上げ

する取り組みが必要である。 
 また、コロナ禍において、例年行っ

ている個別指導が十分できなかった学

科もあり、今後再考し全員の合格を目

指す。 
 

国家試験模試作成システム 

4-14-4 資格取得者数

とその推移に関する

情報を明確に把握し

ているか 

5 

全国統計を毎年度把握している。 
各学科に国家試験に関する情報の把握と

分析を実施している。 

特になし 
 

 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各学科の修業年限は異なるが、卒業時にはどの学科も国家試験を控えている。

学院としては、国家資格取得は 低の学習成果として位置づけており、入学者

の学力低下など厳しい部分も増える一方であるが、学校教育の核となる人とし

ての成長を促しつつ、まずは学ぶ楽しさを知ってもらいながら資格取得に繋が

る方法を模索していく必要がある。 

コロナ禍において、国家試験に臨めるよう感染に関して 大限の配慮を行

いスケジュールの立案を行った。 

 

終更新日付 2022.4/12 記載責任者 山﨑孝文 

 



4-15 退学率の低減が図られているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

4-15-5 退学率の低減

が図られているか 

４ 

成績の確認や出欠状況を確認し、担

任・学科長が学生と個別に対応をして

いる。場合によっては、保護者とも面

談を行っている。また、経済的支援

（奨学制度等）も紹介している。 
 出席状況は保護者へもメール配信や

電話連絡を行い、情報開示を行うこと

で、家族での意識改善を図っている。 
また、第３者も面接に入り、聞き取り

調査等を行い学院全体で考えている。 
 令和３年度は、理学療法学科では 1
年 2 年生を対象に外部講師の講話や第

3 者の面談を実施した。 
 作業療法学科では、1 年生の学習会

を強化した。 
 

退学の理由は多岐に渡っていること

と、多重であることから、全ての問題

解決は困難と思われるが、早期の情報

収集や対応を行う必要がある。 
基本は、担任が問題の早期把握につ

とめ、学生の担任への信頼関係の上で

問題解決にあることは言うまでもな

い。 

各学科の年度総括と次年度方針まとめ 
年報の作成 
運営会議 
学科会議 
 

4-15-6 入退学者数と

その推移に関する情

報を明確に把握して

いるか 
５ 

年度ごと、学科学年別に入学者数、在

校生数、退学者数、留年者数、進級

数、転科数の情報を教職員専用掲示板

で学籍移動として共有している。 

特になし 職員掲示板の学籍移動 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

退学希望者に対して、早期の関りや面談を持ち、２者面談や保護者を交えた

３者面談、上長も含めた 4 者面談など行っている。 
 また、第３者の面談通して学生の悩みや相談も受け、退学率の低減を図っ

ている。 

 
学校カウンセラー、元高校教諭のシステマティックな活用 

 

終更新日付 2022/4/12 記載責任者 山﨑孝文 

 

 

 

 

 
4-16 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

4-16-7 卒業生・在校

生の社会的活躍及び

評価を把握している

か 
４ 

在校生の活躍は、学科会議の報告に

て把握している。 
卒業生は同窓会、学会誌、職場等の

情報をもとに把握している。 
 同窓会主催による研修会を 3 回行っ

た。 

特になし 教員会議議事録 
年報 
学院案内 
学院 HP 
同窓会 HP 
各学会誌 

4-16-8 在学生や卒業

生の作品や発表が、

外部のコンテスト等

で評価されたか ４ 

在校生は、コロナ禍の中、専修学校

体育大会の開催が中止となり、対外的

なほとんど行えていない。 
卒業生おいては、各学会等でのオン

ラインでの発表等を行っている。 

特になし 教員会議議事録 
年報 
学院案内 
学院 HP 
同窓会 HP 
各学会誌 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

社会的評価については、高等学校・卒業生・臨床現場等からの意見をもと

に把握している。 
卒業生においては、学会発表等頑張っている学生も多い。 

 コロナ禍において、対外的活動が自粛となり、在学生においてはクラブ活

動も含め、ほとんど社会的活動ができなかった。 

 

終更新日付 2022/4/13 記載責任者 山﨑孝文 

 

 

  



基準５ 学生支援 
  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・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。 

・卒業後国家試験不合格者については 10 月より 終学年と合同で国家試験

対策を行ない再度国家試験に挑む体制を整えている。 
2,000 円／月の月謝と登下校の際の事故や授業等の事故等の補償としての学

生保険に加入。 
 
・他校同様に各種奨学金や学院独自の特待生制度を整えているが、学納金

の分割納付については他の学校では行なっていない 10 分割での納付を設け

て経済的支援を行っている。（在校生の３割強が 10 分割） 
・経済的支援として今後は交通費並びに家賃の補助についても取組みを行

っている。 
 
・スクールカウンセラーの先生に直接面談等の申込ができるように LINE の

QR コードを掲示し学生が気軽に相談できる体制を整えている。 

  

終更新日付 2022/4/11 記載責任者 飯星雅朗 

 

 

 
 
 
 

5-17 就職・進学指導に関する体制は整備され、有効に機能しているか 
 

点検小項目 

*点検の 

進み具合 根拠 課題とその解決方向 参考資料 

5-17-1 学生の就職・進

学指導に関する体制は

整備され、有効に機能

しているか 
5 

担任が主となり就職サポートを行う

ので、いつでも相談できる環境であ

る。同時に就職指導担当が専門知識

を持って指導を実施している。 

学生毎に就職に対する意識の差がある。自

分で就職先を決められない。教員による指

導が必要である。 

求人票台帳 

パンフレット 

5-17-2 就職に関する説

明会を実施しているか 

4 

年２回（７月・10 月）長期実習の

間で実施している。今年度は新型コ

ロナウイルスの影響でオンラインで

の実施だった。 

 

教員の指示により動く傾向がある。自律的

に行動できるよう、日常的な指導、サポー

トが必要である。 

年報 

行事予定表 

パンフレット 

5-17-3 就職に関する学

生個別相談を実施して

いるか 5 
受験に際して、履歴書の指導、また

面接指導を一人ひとり徹底して実施

している。 

履歴書の書き方や面接指導、接遇など一般

常識やマナーにおいて学生間で理解度に差

がある。教職員のきめ細かい指導、サポー

トが必要である。 

パンフレット 

5-17-4 就職に関する情

報を学生に迅速に提供

しているか 5 

求人票を電子化し学生にメールで配

信し実習中でも携帯電話等で閲覧で

きるようにしている。 
学生の就職に対する関心度に差がある。積

極的に施設・求人情報を得るよう関心を促

す必要がある。 

求人票台帳 

パンフレット 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

求人票は迅速に電子化し、携帯等から自由に閲覧できるよう管理している。

また病院・施設の人事担当者に来院していただき就職説明会を年 2 回実施し

ている。希望する就職先がある場合は、担任や就職担当者による就職相談、

履歴書の添削、面接指導など個別にて対応している。 

求人票を即時にメール配信することで実習中でも希望する病院施設等の求人

情報を見逃さないようにしている。 

 
終更新日付 2022/04/08 記載責任者 島田一誠 



 

5-18 学生相談に関する体制は整備され、有効に機能しているか 

点検小項目 

*点検の 

進み具合 根拠 課題とその解決方向 参考資料 

5-18-5 学生相談に関

する体制は整備さ

れ、有効に機能して

いるか 

5 

①担任制の導入（学科により副担任も導入） 
②学生からのメール相談、電話相談、来室相談

に対応できるスクールカウンセラーの導入 

特になし。（現状の継続） 職員体制名簿 

5-18-6 学生からの相

談に応じる専用カウ

ンセラーがいるか 5 

学生からの LINE での相談、メール相談、電話

相談、来室相談に対応できるスクールカウンセ

ラーがいる。 
また、事故やトラブル全般に対して生活安全サ

ポーターが常勤している。 
 

特になし。（現状の継続） 職員体制名簿 

5-18-7 留学生に対す

る学生相談体制は整

備され、有効に機能

しているか 

4 

本学院の留学生は、日本語検定 N2 程度の語学

力を有しているが、担任は常に理解の状況を意

識しながら丁寧な対応を心掛けている。 

また、気軽に相談できるような関係づくりにも

努力している。 

現在、留学生の出身地は限られてい

るが、今後の多様化に備えて、細か

なニュアンスの違いなど、十分に意

思疎通ができるよう多国語対応を検

討する必要がある。 

介護福祉学科、国際介護学科の職

員体制名簿 

5-18-8 保護者と適切

に連携しているか 

5 
 

①各学科 欠席・遅刻等が続いた学生について

は、担任から連絡を入れ情報交換を実施、また

理学療法学科及び作業療法学科については、学

生の動向（欠席・遅刻・早退）を知らせるメー

ルが保護者の携帯電話等に届くシステムを確立

しており、効果が出ている。 
②各学科 定期的な保護者会の開催 
③各学科 前期・後期成績不良学生については 

三者面談などを実施  

特になし。（現状の継続） 保護者連絡システム 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

保護者との連絡については、十分な措置が出来ている。 欠席・遅刻・早退の保護者・担任への連絡メールシステムの運用 

 

終更新日付 2022/4/11 記載責任者 飯星雅朗 

 

 

 

 

5-19 学生の経済的側面に対する支援が全体的に整備され、有効に機能しているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

5-19-9 学生の経済的

側面に対する支援が全

体的に整備され、有効

に機能しているか 
5 

学生に対し年度初めに学生調査表を書い

てもらい、経済的側面の把握を実施し面

談を通して一人一人にあった支援を提供

している。 

担任、副学科長、学科長を含め、学科

会議で検討している。 
学生調査表 
アルバイト調査表 
学科会議議事録 
会計記録（学納金） 
学納金管理システム 

5-19-10 学費の分納制

度等、学生を経済的に

支援する制度が整備さ

れ、有効に機能してい

るか 

5 

・学費分納納入制度 
（一括、二分割、十分割） 
・学費一部免除制度 
・日本学生支援機構による奨学金制度 
・給付型奨学金制度 
・各種法人による奨学金制度 

学校独自の制度、公の制度、一般の法

人からの制度などがあり、今後も学生

に有益な制度を取り入れる。 

学院パンフレット 
学院ホームページ 
公な機関の規約 
各種法人による規約 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生の経済的支援に対する支援として、多岐にわたり整備されている。特に学

費の一括納入が厳しい学生は、学費分納納入制度や日本学生支援機構、法人奨

学金制度などの支援を受けることが出来る。その後の手続きやサポート体制も

充実している。 

介護福祉学科の留学生に対しては、学費全額に加え生活費の支援も頂いてお

り、学業に専念できている。 

 
終更新日付 2022/4/11 記載責任者  飯星雅朗 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5-20 学生の健康管理、生活サポートを担う組織体制があり、有効に機能しているか 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠         課題とその解決方向 参考資料 

5-20-11 定期的に健康

診断を行うなど学生の

健康面への支援体制は

あるか 

5 

年に 1 回、定期健康診断を行っている。

また、新入学生を対象に感染症抗体検査

も義務付けている。 
保健室は各建物に設置。 

今後も学生の心と体の健康管理に十分留意

し、支援を行う。 
健康診断表 
疾患履歴一覧（新入生） 

5-20-12 学生からの健

康相談等に専門に応じ

る医師・看護師等がい

るか 
5 

各担任を主として、相談等があれば医

師・看護師免許をもつ教職員が対応して

いる。またｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰや生活安全サポー

ターによる相談も対応。 

今後も学生の相談等に対応出来る様、学生サ

ポート委員会や教職員全体で支援していく。 
学校基本調査 
各教員の履歴書（免許・資格） 
学生生活のしおり 

5-20-13 スポーツ等

のクラブ活動、ボラン

ティア活動その他、課

外活動に対する支援体

制は整備され、有効に

機能しているか 

5 

毎年、学生団体設立・所属者一覧を提出

させ、各顧問の教員が支援。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活

動も活動ごとに院外活動申請書を提出さ

せ担当教員で把握。活動中の怪我などに

も学生保険で対処出来る。金銭面では後

援会からの支援もある。 

運動場を整備し、活動の場所として提供して

いる。 
学生団体設立・内容変更願 
院外活動申請書 
学生生活のしおり 
学生保険加入者証 

5-20-14 遠隔地出身

者のための学生寮等、

学生の生活環境への支

援は行われているか 

4 

学生寮等はなく、相談があれば付近の住

居の紹介は行っている。留学生について

は希望を募り紹介して、後日家庭訪問を

実施している。 

遠方から通学する学生に対して交通費を、一

人暮らしする学生には住居費用の一部援助を

行っている。 

学生調査書 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生の健康管理は、毎年健康診断を実施している。各学科担任制を採用してお

り学生の不安や健康相談などすぐに対応が出来ている。また、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰや医

師・看護師などもおり随時相談可能である。ｽﾎﾟｰﾂ活動等における支援体制は運

動場が整備されている。生活環境支援に関しては、交通費の支給をしている。 

特になし 

 

 
終更新日付 2022/4/11 記載責任者 飯星雅朗 

 

5-21 卒業生への支援体制はあるか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

5-21-15 同窓会が組

織化され、活発な活

動をしているか 

2 

コロナ窩のため総会の開催は出来てい

ないが、下記の活動は行っている。 
・役員会議（月１回 ｵﾝﾗｲﾝにて） 
・入会案内および会費徴収 
・国家試験受験激励会 

・コロナ禍において、状況をみながら活動を

再開していく。 
・同窓生数は確実に増加しているが、卒後の

会開催参加者はなかなか増えない。 
⇒・同窓会の役員の選出と協力の要請 
 ・配信を有効に行っていく。 
 ・学科毎卒業生と在校生を繋ぐ機会を設 

ける。 

 

5-21-16 卒業生をフ

ォローアップする体

制が整備され、有効

に機能しているか 
5 

整備され機能している 
・会員研究活動サポート 
・再就職やキャリア育成の相談 
・会員向け勉強会（ｵﾝﾗｲﾝにて） 

特になし  

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各学科卒業生に対する支援は年々充実している。また、卒業生自身も第 1 期

卒業生が卒後 12 年経過しており、それぞれの分野で中堅、更には若手のリー

ダーとして活躍している卒業生も多い。色々な意味でこれからが、卒業生が

主体となって同窓会自体を発展させていくよう力を発揮していくに違いな

い。学院としてその動きを見守り、継続して支援していく。 

令和 3 年度は、コロナ感染症の影響により一部の活動自体を自粛せざるをえなか

った。 

 

終更新日付 2022/4/11 記載責任者 飯星雅朗 

 

 

 

 

 

 



基準６ 教育環境 

  

点検大項目総括 特記事 

項（特徴・特色・特殊な事情等） 

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 

【防災に対する体制】 
 ・台風や大雨の際、経時的局所の気象予報を参考に、前日に休講や登  下校 

時刻の変更等、学生及び教職員（非常勤講師）へ通知している ・白川に隣  

接しているため、河川の氾濫に備え、警戒レベル３に達し  た時点で下校  

させる体制をとっている。 
 ・夜間部を開設しており、特に早い段階で対応を決定し学生の安全を確保して 

いる。 
 ・教職員の自衛消防隊、各学科毎に学生の自衛消防隊を編成し、有事へ備えて 

いる。 
【感染に対する体制】 
 ・感染対策委員会の設置 
 ・適時、委員会の開催 
 ・全学科、事案の報告と情報の共有（メール及び報告書の作成） 
 ・任意を前提にワクチン接種の推奨（教職員・学生） 
   倫理的配慮（実習や学修） 
 ・学生全員へ周知・注意喚起・対処法をメール配信。 
 ・教職員と学生全員、登校前の体温チェックとメールでの体調報告と把握 
 ・リスクレベルに応じた感染予防対策の実施 
  （3 密回避・マスク装着・手指消毒・状況に応じゴーグルやフェイスシール 

ド装着・分散登校・黙食の徹底・行動規制と行動履歴の報告と確認など） 
 ・必要時、抗原検査及び PCR 検査の実施（検査キットの確保）確認と報告 

  

 

終更新日付            2022/4/18 記載責任者 福山貴美子 

  

 

 

 

  

6-22 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか 
 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

6-22-1  施設・設備

は、教育上の必要性に

十分対応できるよう整

備されているか ４ 

設置基準を満たす整備はなされている。

また、「新型コロナ感染」状況が長引く

中、ICT 教育の必要性や頻度も高まり、

特に新 1 年生が困らないように配慮しネ

ット環境など確認と細やかに対応を行っ

た。 

「感染や災害」といった状況も含め、常に学生達安

心して安全に学べる場所として、定期的に点検・整

備を行っていく。また、不測の事態に対してもこれ

迄同様に迅速に対応できるよう、準備していく。 

学生生活のしおり 
学院案内 
備品台帳 

6-22-2 施設・設備の

メンテナンス体制が整

備され、有効に機能し

ているか 
５ 

施設における定期点検は専門業者にて定

期的に実施している。また、不具合が発

見された場合は速やかに整備され機能し

ている。 

点検結果に応じ、計画的に修理や備品の購入など行

っている。 
巡回日誌 
会議議事録 

6-22-3 施設・設備の

更新に関する計画を立

て、計画通りに更新し

ているか 
４ 

施設毎に計画をたて計画通りに更新して

いる。 
 

各棟 10 年以上経過するので、経年劣化も含め更に計

画を見直し、細やかに更新していく。 
学院案内 
決算資料 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

施設・設備は教育上の必要性に十分対応できるよう整備されている。 特になし 

 

 
終更新日付 2022/4/21 記載責任者  福山貴美子 

 
 
 
 



6-23 防災に対する体制は整備されているか 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠 課題とその解決方向 参考資料 

6-23-4 防災に対する体

制は整備され、有効に

機能しているか ５ 

防火管理規定があり整備されている。整

備に関する保守管理は専門業者へ委託し

ている。 

特になし 防火管理規定 
学生生活のしおり 

6-23-5 災害時、迅速な

学生・教職員の安否確

認体制は十分か 
５ 

学生・教職員の安否確認に関しては、学

院からの一斉メールによる確認体制が整

っている。各学科教職員の緊急連絡網作

成しており、また担任は学生の緊急連絡

先を把握している。更に学科毎「学校携

帯」学科長持参しており、学生個々の不

測の事態にも対応している。 

特になし 緊急連絡網 

6-23-6 実習時等の事故

防止の体制は十分か 
５ 

各学科毎に、実習前に事故防止について

オリエンテーションしている。また、万

が一、事故発生時の対処や連絡方法は施

設も含め連絡網を作成し説明している。

特になし 各学科「「実習要綱」 

6-23-7 万が一の災害が

起きた場合に備えた保

険等の処置は十分なも

のとなっているか 

５ 

今年度から「Will」へ全学生加入してい

る。（「新型コロナウイルス感染」に関

連する自身と実習施設への保障も含まれ

る内容）学校も保険加入済み 

特になし 学生のしおり 
「Will]（一般社団法人日本

看護学校協議会共済会） 

6-23-8 防災訓練を実施

しているか ５ 

各学科にて実施している。1/年 
新 1 年生対象に、避難経路の確認実施

（4 月）避難場所（グランド） 

学院全体の防火訓練が実施できていない。 教科外活動計画（時間割） 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 28 年に「熊本地震」を経験し、防災意識は学院あげて高いものがあ

る。しかし、温暖化に基づく急激な気象の変化並びに対象学生は代わってい

くため、風化しないよう更に感染対策も含め引き続き、定期的に実施してい

く 

特になし 

 
終更新日付 2022/4/18 記載責任者 福山貴美子 

 

 

基準７ 学生の募集と受け入れ 
  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

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。  

 

平成 30 年度より理学療法学科夜間部を 4 年課程から早く資格取得

出来るよう 3 年課程に変更し募集を行っている。夜間部の特性とし

て高卒の学生より、社会人経験者や、大学卒の方が資格取得を目的

として入学するケースが多いため、県内の大学や企業を訪問し募集

活動を行っている。 

  

終更新日付      2022/04/08 記載責任者 島田一誠 

 
 
 
 



7-24 学生募集活動は、適正に行われているか 

点検小項目 
*点検の 
進み具合 

根拠  課題とその解決方向 参考資料 

7-24-1  学生募集活動

は、適正に行われてい

るか 
5 

コロナウィルス感染症のため、例

年通りの広報活動、高校訪問、進

路ガイダンス、オープンキャンパ

ス等に制限があった。 

オンライン（ＺＯＯＭ）の活用や人数

制限のオープンキャンパス、個別の学

院説明会等実施した。 

パンフレット 
学院 HP 
募集要項 

7-24-2 学校案内等は、

志望者・保護者等の立

場に立った分かり易い

ものとなっているか 

5 

学校の特色がより分かりやすい構

成になっている。 
特になし パンフレット 

学院 HP 
募集要項 
 

7-24-3 志望者等の問い

合わせ・相談に対応す

る体制があるか 
4 

随時の学院説明会やメール、電話

による問い合わせ等、迅速かつ丁

寧な対応を行っている。 

オンラインや SNS、個別説明会の内容

の充実を図る。 
パンフレット 
学院 HP 
募集要項 
 

7-24-4 募集定員を満た

す募集活動となってい

るか 
4 

新型コロナウィルス感染拡大のた

め例年通りの募集活動は出来なか

ったが、概ね定員を充足すること

ができた。 

このような時代だからこそ医療福祉の

重要性を啓蒙しつつ、他校との差別化

を明確にし、選ばれる学院づくりをす

る必要がある。 

パンフレット 
ホームページ 
募集要項 
 

7-24-5 学生募集におい

て、就職実績、資格取得

実績、卒業生の活躍等の

教育成果は正確に伝えら

れているか 4 

就職実績、資格取得実績などの教育

成果は毎年度データで把握し、パン

フレットやホームページ等に掲載し

ている。特に就職率・就職実績につ

いては入学希望アンケートにおいて

も関心が高く、学生募集の中でも重

要な要因であると認識している。 

教育効果の広報においては、入学希望

者の参考になる情報提供をするという

観点から、個別に受けた相談において

事実を正確に伝えている。 

 

パンフレット 
ホームページ 
OC 配布資料 
募集要項 
 
 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

今後も新型コロナウィルス感染は続く（変異株を含む）と思われる。しかし

アンケートでは来校型での学院説明を求める声が多数である。そこでそのニ

ーズに応えるべく、様々な感染防止対策を徹底した上で、可能な限り対面で

の説明会を実施する必要がある。合わせて昨年度同様、オンライン説明会や

SNS の活用と充実が必要である。 

特になし 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者 島田一誠 

 

 

7-25 入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われているか 

 

点検小項目 
*点検の 
進み具合 

根拠  課題とその解決方向 参考資料 

7-25-6 入学選考は、適

正かつ公平な基準に基

づき行われているか 
5 

入学選考については募集要項に

記載している基準により、適正

かつ公正に入学試験実施及び入

試判定会議を行っている。 

特になし 募集要項 
 

7-25-7 入学選考に関す

る情報とその推移を学

科ごとに正確に把握し

ているか 
5 

全職員が入試情報とその結果を

閲覧できる状態になっており、

試験に関する正確な情報を共有

している。 

特になし。 
入学試験結果一覧 
選考結果資料 
願書台帳 
 

7-25-8 学納金は、教育

内容、学生および保

護者の負担感等を考

慮し、妥当なものと

なっているか 
5 

他の医療系専門学校と差もさほ

どなく、学納金は適正に設定さ

れている。学費分割納入制度や

特待生制度など学院独自のサポ

ート制度も整っている。 

特になし。 
パンフレット 
募集要項 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学選考は募集要項に準じて実施され、入試判定会議にて適正かつ公正

に審査している。 
学納金についても学費サポートシステムが整っており、金銭的負担を軽

減できるような配慮もなされている。 

入学選考については、医療・福祉に携わる者としての資質を重要視し、

全ての試験において面接試験を実施している。 

 

終更新日付 2022/04/08 記載責任者  島田一誠 

 



基準８ 財務 

  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

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。 

私学共済から提供されている自己診断チェック(エクセル）に、決算

書の数字や学生数・教職員数、学校で設定する目標値を入力するこ

とにより、財務比率等に関するデータの推移（過去 5 年）を確認す

ることができる。経常収支差額比率、人件費率等のほか、受験生の

志願倍率、充足率、専任教員一人当たりの学生数等、普段数値化す

ることのない項目の推移を確認できる。 
今後はこのデータを用いて中長期的な財政に関する会議（経営会

議）等の開催の実施、活用に生かしたい。 

  

  

終更新日付 2022/04/22 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 
 
 
 

8-26 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

8-26-1 中長期的に学校

の財務基盤は安定して

いるといえるか ５ 

学生の定員充足率も一時期に比べ安

定しており現状においては財政基盤

は安定していると考えられる。 

今後は新卒学生数の減少により学科の編

成並びに定員数の削減等もいずれ検討す

べき時期が来るものと思われる。 
退学者数を減らす工夫も必要と思われる 

・決算資料 

8-26-2 主要な財務数値

に関する情報とその推

移を正確に把握してい

るか 
５ 

会計ソフトを用いて前年度比、予算

比を確認することができ、正確な主

要財務数値の把握は出来ている 

特になし ・決算資料 
・資金収支計算書等 
・会計ソフト 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

一時期に比べ入学する学生数も増加に転じ定員充足率も僅かであるが上昇し

てきており、それにより財政基盤も安定している。財務諸表については会計

ソフトにより予算、前年度の対比並びに推移を確認できている。 

私学共済の自己診断チェック（エクセル）を用いて、経常収支差額比

率、人件費率、専任教員一人当たりの学生数など細かな分析を行い、

年度ごとの推移を把握できる。 

 
終更新日付 2022/04/20 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-27 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

8-27-3 年度予算、中期

計画は、目的・目標に

照らして、有効かつ妥

当なものとなっている

か 

５ 

毎年度、当初予算、補正予算を作成し

ており、期中に大きな支出等が発生す

る際には更に補正予算を作成を行って

いる。 

施設・設備等十数年経過しているため計画的に改

修・補修・購入等を行わなければならない。 
・事業計画 
・理事会資料 
・評議員会資料 
・決算書 

8-27-4 予算は計画に従

って妥当に執行されて

いるか ５ 

原則、当初予算並びに補正予算に従っ

て運営を行っている。早急な教育環境

改善や施設・教育設備、備品等の必要

性が高いものの導入については他の勘

定科目のバランスを見ながら対応を行

っている。 

特になし ・事業計画 
・理事会等資料 
・決算書等 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

年度予算、中期計画は有効なものになっており予算計画に基づき学校運営は

行われている。設備や教育備品等は十数年が経過し急な補修や買い替えが生

じる場合は、支出のバランスを見ながら教育に支障が出ないように対応を行

っている。 

 

 
終更新日付 2022/04/22 記載責任者 石崎聖英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-28 財務について会計監査が適正におこなわれているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

8-28-5 財務について会

計監査が適正におこな

われているか ５ 

決算については監事による会計監査を受

け、理事会、評議員会で承認されてい

る。 

特になし 決算書 

8-28-6 私立学校法にお

ける財務情報公開の

体制整備はできてい

るか 
５ 

財務情報として貸借対照表、収支計算

書、事業報告書、監査報告書などホーム

ページ上に公開している。 

特になし ホームページ 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

 

 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

決算時は監事による監査を受けており、適正かつ計画通りに実施されている。

ただ、月次決算は担当者のみで対応している為会計や経理に携わる職員が内容

を把握出来るような体制をとる必要がある。また、年次決算時以外の定期的な

監事による内部監査を検討する。 

 

 

 

 
終更新日付 2022/4/19 記載責任者 宅島里美 

 

 

 

 
 
 



基準９ 法令等の遵守 

  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

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。 

 

新制度や規定の改定、各種届になど多角的にチェックし法令等を運営会議

等で順守している。必要に応じては、法律の専門家にも相談している。ま

た、第三者機関である学校関係者評価委員会によって評価・改善を行って

いる。今後も本校が適正な運営を継続するため、引き続き教職員の法令順

守に関する意識の醸成に努めていく。 

  

  

終更新日付 2022/04/28 記載責任者 野島謙一郎 

 

 

 

 

 

 

9-29 法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

9-29-1 法令や専修学校

設置基準等が遵守さ

れ、適正な運営がなさ

れているか 

4 

専修学校としての法令や設置基準は遵

守されており、体制についても整って

いる。また、ハラスメント防止対策に

関する指針を作成し明確化している。 

関係法令及び設置基準等を十分理解し、

学校運営を行っている。法令や設置基準

の遵守に対する方針を示した文章は完全

ではない。 

学生生活のしおり 

ハラスメント防止対策に関する

指針 

9-29-2 法令や専修学校

設置基準等の遵守に関

して、教職員・学生等

に対する啓発活動を実

施しているか 

4 

教職員に関しては、県や各所属する機

関等による研修会等に参加し、設置基

準の変更や改正点などの情報を共有し

ている。 

学生に対する啓発活動は行われていない

が、特定の講義を通して法令等について

一部発信している。 

シラバス参照 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

管理運営に関するカリキュラムが取り入れられた事で、学生教育に随時反映

されて強化されている。また、多様化するハラスメント防止対策に関して指

針の作成は出来ているが、今後、学内で研修会など実施することも必要であ

る。 

特になし。 

 
終更新日付 2022/4/28 記載責任者 野島謙一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-30 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

9-30-3 志願者、学生や

卒業生および教職員等

学校が保有する個人情

報に関し、その保護の

ための対策がとられて

いるか 

4 

個人情報保護方針に対策は取られてお

り、学校で取り扱う各種個人データは

厳正に取り扱うように努めているが万

全でない。 

ネットワークの共有化により、管理者以

外の教職員が常時アクセス可能である。

また、書類は所定のガキ付きのキャビネ

ットに保管管理をしているが、必ずしも

万全とはいえない。今後、個人情報保護

に関する研修会等が必要である。 

個人情報保護規定 

マイナンバー規定資料 

9-30-4 個人情報に関し

て、教職員・学生等に

対する啓発活動を実施

しているか 4 

学生に対してポスター掲示やガイドブ

ックの配布、実習前のオリエンテーシ

ョンでの個人情報の取扱いの指導を行

っている。 

教職員に対する啓発活動の実施が必要で

ある。 

実習先との契約書 

個人情報取り扱いのガイドブック 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校評価については、学則や規定を整備し、適切に実施している。学院とし

て 低限必要と考える個人情報保護に努めている。また、書類の保管・デー

タの管理等、充分注意を払っているが、業務遂行上、教職員が自由にアクセ

ス可能であるため万全ではない。 

万一に備えて、個人情報漏洩保険に加入している。 

 
終更新日付 2022/4/28 記載責任者 野島謙一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9-31 自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか 
 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

9-31-5 自己点検・自己

評価を定期的に実施

し、問題点の改善に

努めているか 
4 

自己点検及び自己評価については、学則

第５条に趣旨と実施について定め、毎

年、定期的に実施している。 

評価の低い箇所については、体系的に実施し

改善していく必要がある。 

学則 

自己点検・自己評価実施規定 

学校関係者評価委員会規定 

 

9-31-6 自己点検・自己

評価に関する方針は

確立されているか 
5 

確立されている。 特になし 学校関係者評価委員会規定 

自己点検・自己評価実施規定 

学院ホームページ 

9-31-7 自己点検・自己

評価結果は適切に公

開されているか 5 

学院のホームページに自己点検・自己評

価の結果及び第３者からの学校関係者評

価委員会の議事等も公開されている。 

特になし 自己点検・自己評価実施規定 

学院ホームページ 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

今後も積極的に自己点検・自己評価を行い、学院運営の改善に努めなければ

ならない．他校との情報交換も行い改善項目の検証が必要である。 

 

 
終更新日付 2022/4/28 記載責任者  野島謙一郎 

 

 



基準１０ 社会貢献 

  

点検大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

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。 

 

  

  

終更新日付 2022/4/11 記載責任者 川窪昭子 

 

 

 

 

10-32 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか 

点検小項目 
*点検の 

進み具合 
根拠  課題とその解決方向 参考資料 

10-32-1  学校の施設開放

他、広く教育機関、企業・

団体、および地域との連

携・交流を図っているか 

３ 

新型コロナウイルス感染症により、学校の施設

開放や地域との連携、交流の機会が減少した。 

今後はオンライン等使用して、新

たな方策を検討していく。 

講師派遣依頼   学

院パンフレットホーム

ページ   学院 SNS 

10-32-2 学校の資源を活用

し、生涯学習事業や附帯

教育事業を行っているか 
５ 

学院同窓会主催の勉強会（オンライン）を実施

している。 

介護福祉学科においては、実務者研修、国家試

験対策（外部向け）等を開講している。 

特になし 学院パンフレット 

年報 

施設使用願 

10-32-3 重要な社会問題に

ついて、啓蒙活動を行っ

ているか ３ 

世界中でも重要な取り組みがなされている SDGs

などの啓蒙活動については十分ではないと考え

る。 

学院内での講義、講演会などを企

画し、社会貢献への取り組みを行

っていきたい。 

学生掲示板 

学院ブログ 

10-32-4 学校として重要な

社会問題に具体的に取り

組んでいるか 
４ 

医療・社会福祉等に関する社会問題について

は、メールや掲示板を活用し、対応している。 

また、年に数回特別講演会を開催し、意識啓発

を図っている。 

今後は社会問題について、具体的

に教育分野における対応など図り

たい。 

学院パンフレット 

ホームページ 

10-32-5 学生のボランティ

ア活動を奨励、支援して

いるか 
５ 

熊本市文化スポーツ財団との連携により、健康

運動指導士講習会に学生ボランティアとして、

教員とともに参加した。 

随時学生のボランティアを促し、

さらに地域貢献を果たしていきた

い。 

院外活動申請書 

学院パンフレット 

学院ホームページ 

* 5.完璧 4.かなり進んでいる 3.普通 2.やや足りない 1.ほとんど進んでいない NA.当てはまらない 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

新型コロナウイルス感染症により、地域交流やボランティアなどが制限され

ることが多かった。しかし、新たな連携事業が開始させるなどプラス面も見

られた。 

 

 

終更新日付 2022/4/12 記載責任者 川窪昭子 

 


