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本書の使い方
1 本書は平成 25 年 3 月、文部科学省が策定・公表した「専修学校における学校評価ガイドライン」(以下、
「ガイドライン」という。
）に示された
「項目別の自己評価表(例)イメージ」及び「自己評価における評価指標・観点・参考資料一覧表(イメージ案）
」などを参考に全体を構成しました。
また、評価項目は、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構(以下「機構」という。
）がガイドラインに準拠して制定した「専門学校等
評価基準書 Ver4.0」を適用しています。
2 従来の「評価項目別取組状況」に「学校の理念・教育目標」
、
「年度の重点目標と達成計画」
、
「年度の重点目標達成についての自己評価」を加え
ることにより、ガイドラインに示されている PDCA を活用した自己評価を進めることができるようになっています。
3 ガイドラインでは、
「項目別の自己評価表(例)イメージ」において取組状況を 1 から 4 の評語を用いて自己評定する様式を例示しています。この
ことから、本書でも「評価項目別取組状況」の小項目毎に評定欄を加えました。評語の考え方の例は、以下のとおりです。但し、評定については学
校ごとの考え方により実施しない学校においては評定欄を削除してお使いください。
※評語の意味
4 適切に対応している。課題の発見に積極的で今後さらに向上させるための意欲がある。
3 ほぼ適切に対応しているが課題があり、改善方策への一層の取組みが期待される。
2 対応が十分でなく、やや不適切で課題が多い。課題の抽出と改善方策へ取組む必要が
ある。
1 全く対応をしておらず不適切。学校の方針から見直す必要がある。

4 本書は、学校関係者評価を円滑に進めるために、記述のうち「学校の理念・教育目標」
、
「年度の重点目標と達成計画」
、
「年度の重点目標達成に
ついての自己評価」など部分的にピックアップして評価を行うことができるように構成していますので、学校関係者評価実施においても活用できま
す。
5 本書はワード形式で作成しています。学校の考え方により適宜変更して使用してください。ご不明な点につきましては、機構事務局までお問い
合わせください。
連絡先 03-3373-2914 info@hyouka.or.jp

１

1 学校の理念、教育目標
教 育 理 念

教 育 目 標

上尾中央医療専門学校は、未来が求める「人」を育成します。
人としての基本的態度を土台に、医療人としての礼節と社会人として必要
とされる能力(社会人基礎力)を持ち合わせ、専門的な知識・思考、技術を用い
て対象者に治療提供できる。また、自己を内省し、問題解決ができる療法士
を育成します。

４つの教育理念
【社会人・医療人としての精神】
社会人としての礼節を基盤に、心身を病む人を思いやり、自己の役割と責
任を担う力を育成する。
【高度な自己学習能力】
生涯にわたって発展させるべき自己学習能力を育成する。

社会人としての礼節と自覚、医療人としての共感的態度を持ち、倫理に基づ
いた思考・活動ができる能力を養う。
内省的視野を持つことで自己の問題に気づき、それを解決する能力を養う。
広い視野を持ち、絶えず向上しようとする発展的自己学習能力を養う。
専門職として必要な知識、思考過程、技術を修得し、科学的根拠に基づいた
問題解決能力を養う。
保健・医療・福祉の関連性や連携を意識し、チームの一員としての役割と責
任が果たせる能力を養う。
また、常に社会情勢に目を向けニーズを把握し、将来起こりうる変化へ対応
できる能力を養う。

【質の高い治療】
治療者として必要な基礎知識、思考、技術を有し、臨床に応用できる能力
を育成する。
【時代に即応できる人財】
治療技術のみでなく保健・医療・福祉各分野で広い視野を持ち、社会のニ
ーズに即応できる臨床家を育成する。

最終更新日付

２

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2 本年度の重点目標と達成計画
平成 28 年度重点目標
年度重点目標
１）
「教育の質」の継続的な向上

２）学生生活支援のさらなる質の向上

３）安心して学べる環境の維持・改善

４）社会貢献・地域貢献の推進

５）組織運営のさらなる円滑化

６）学生募集活動の安定（受験者数の増加）

達成計画・取組方法
達成計画・取組方法
１）
「教育の質」の継続的な向上
①平成 28 年度版 新カリキュラム始動
②外部委員を含めたカリキュラム委員会の継続
③教育手法向上活動の推進
④キャリア教育の基盤を完成させ平成 29 年度から新キャリア教育始動
⑤国家資格取得に向けた指導の効果判定を含めた、指導方法の見直し
⑥卒業生の活躍を把握
⑦教員における研究活動の更なる推進
⑧実習指導者教育の継続
２）学生生活支援のさらなる質の向上
①作業療法学科 奨学金制度の開始
②経済的支援の検討
③健康に関する更なる啓発
④学生のニーズに応じた学内環境整備
３）安心して学べる環境の維持・改善
①建物・敷地などハード面の修繕
②安全管理体制（個人情報保護、ハラスメント含む）の見直しと運用
４）社会貢献・地域貢献の推進
①地域貢献・社会貢献に関する規程の整備と運用
②上尾市と連携した地域貢献の推進
③ボランティア等の活動結果の共有
５）組織運営のさらなる円滑化
①校務分掌を見直し、意思決定システムをより適切に運用
②あらたな教員資格に対応しうる人財育成基盤の整備（規程、運用等）
③更なる情報公開の推進
６）学生募集活動の安定
①高等学校の教職員に対する入学説明会の実施
②募集活動全般における工夫
(1)資料請求数アップに関すること
(2)イベント参加者増加に関すること
(3)受験者数の増加に関すること
(4)その他募集活動に関すること
③入学試験の継続した吟味
最終更新日付

３

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

3 評価項目別取組状況

４

基準１ 教育理念・目的・育成人材像
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・理念・目標・人材育成像を明確し、関連業界とも連
携を図りながらその実現に向けて活動が行えている。

・学生や保護者、関連業界へ説明を実施しているが、
よりよい理解を得る為に時期、説明内容や方法を今後
も継続的に検討する。
・教育・理念・人材育成像について、適宜見直しを実
施できる検討責任部署を明確化すると共に、計画を検
討する。

・理念・目標・人材育成について、学生はもとよ
り、保護者に対しては 6 月の保護者会・学校公開
日、高校教諭に対する説明会を通し理解を図って
いる。また、関連業界へも会議等を通じて適宜行
い、理解と協力を得ている。

・学生・保護者・関連業界等とより密接な連絡を図る
為に、理念・目標・人材育成像の理解浸透を図ってい
くことが必要である。また、将来構想の周知について
今後検討していくことが必要である。

・平成 29 年度に中長期将来構想を再度検討する。ま
た、わかりやすい形で明文化すると共に、学生・保護
者・関連業界への周知方法を検討する。

・より質の高い教育の提供の為、継続的に検討が必要
である。

・関連業界協力のもと、各種関連委員会の活動を継続
し検討・検証していく。

最終更新日付

５

２０１７年２月２８日

記載責任者

神山 真美

1-1 （1/2）

1-1 理念・目的・育成人材像
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

1-1-1
理念・目
的・育成人材像
は、定められてい
るか

☑理念に沿った目的・育成人
材像になっているか
☑理念等は文書化するなど
明確に定めているか
☑理念等において専門分野
の特性は明確になっている
か
☑理念等に応じた課程（学
科）を設置しているか
☑理念等を実現するための
具体的な目標・計画・方法を
定めているか
☑理念等を学生・保護者、関
連業界等に周知しているか
☑理念等の浸透度を確認し
ているか
☑理念等を社会等の要請に
的確に対応させるため、適
宜、見直しを行っているか

4

・理念・目標・育成人材
を明文化し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
専門職としての特性も加
味している。
・理念を実現するために
学年ごと段階的に目標設
定している。
・学生便覧、ホームペー
ジ・実習要綱等に明文化
し、学生に対してはクラ
ス内掲示と随時説明を実
施。業界関係者へは会議
等、保護者に対しては、
入学式や保護者会(年 1
回)や文書を通じて説明
を実施している。
・学校アンケートで浸透
度を確認している。
・平成 26 年度に見直し平
成 27 年度改定した。

1-1-2 育成人材像 ☑課程（学科）毎に関連業界
は 専 門 分 野 に 関 等が求める知識・技術・技
連 す る 業 界 等 の 能・人間性等人材要件を明確
人 材 ニ ー ズ に 適 にしているか
☑教育課程、授業計画（シラ
合しているか
バス）等の策定において関連
業界等からの協力を得てい
るか

4

課

題

今後の改善方策

参照資料
・学生便覧(学則)
・学校ホームページ
・パンフレット
・実習要綱
・募集要項
・保護者会資料

・理念・目標・人材育成
像を更に浸透度を上げる
ことが必要である。
・年 1 回程度に見直しが
適宜実施できる計画が必
要である。

・学生や保護者、関連業
界へ説明を実施している
が、よりよい理解を得る
為に時期、説明内容や方
法を継続的に検討する。

・教育課程表
・授業科目
・時間割

・適宜、見直しを実施で
きる検討責任部署を明確
化し計画を検討する。
・学生便覧
・実習要綱
（カリキュラムポリシー、

・関連業界(カリキュラム
委員会)の協力を得て、平
成 28 年度より新教育課程
へ改編した。

６

ディプロマポリシー）
・カリキュラム委員
会会議議事録資料
・カリキュラム委員
依頼承諾書

1-1 （2/2）
小項目
1-1-2 続き

1-1-3 理念等の達
成に向け特色あ
る教育活動に取
組んでいるか
1-1-4 社会のニー
ズ等を踏まえた
将来構想を抱い
ているか

チェック項目
☑専任・兼任（非常勤）にか
かわらず教員採用において
関連業界等からの協力を得
ているか
☑学内外にかかわらず、実習
の実施にあたって、関連業界
等からの協力を得ているか
☑教材等の開発において、関
連業界等からの協力を得て
いるか
☑理念等の達成に向け特色
ある教育活動に取組んでい
るか
☑特色ある職業実践教育に
取組んでいるか
☑中期的（3～5 年程度）視
点で、学校の将来構想を定め
ているか
☑学校の将来構想を教職員
に周知しているか
□学校の将来構想を学生・保
護者・関連業界等に周知して
いるか

評定

4

3

現状の取組状況

課

題

今後の改善方策

参照資料

・専任教員・兼任教員採用
について協力を得ている。

・講師委嘱契約書

・関連業界の協力を得て臨
床実習を計画的に実施し
ている。

・実習施設登録書
・臨床実習承諾書

・カリキュラム委員会で授
業見学および教育方法に
ついて検討を行っている。
・8 つの特長を掲げ実施し
ている。
・関連業界と連携を図り
実務知識・経験を教育へ
反映している。
・将来構想を定め中期事
業計画を定めている。
・教職員対象に説明会を
実施し共有している。

中項目総括
・理念・目標・人材育成像を明確し、関連業界とも連携を図りながらその実現に
向けて活動が行えている。
・学生・保護者・関連業界等とより密接な連絡を図る為に、理念・目標・人材育
成像の理解浸透を図っていくことが必要である。また、将来構想の再検討および
周知について今後検討していくことが必要である。
・より質の高い教育の提供の為、継続的に検討が必要である。

・関連業界協力のもと学
習効果の高い教育手法に
ついて今後も検討してい
く。

・更に質の高い職業実践
教育を目指す必要があ
る。
・関連法規の変更も予測
され、再度検討が必要で
ある。
・学生・保護者・関連業
界への周知方法について
検討が必要である。

・関連委員会の活動を継
続し検証していく。

・カリキュラム委員
会資料・会議議事録

・パンフレット
・ホームページ
（施設概要紹介）

・平成 29 年度に中長期将 ・中期事業計画書
来構想について再度検討
する。また、併せて学生・
保護者・関連業界への周
知方法を検討する。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

７

２０１７年２月２８日

記載責任者

神山 真美

基準２ 学校運営
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・理念・目標を踏まえた運営方針を定め、それを周 ・適切な運営方針を定めて周知する取り組みについ
知しており、浸透については職能要件面談や普段
ては現状を継続
の業務において確認している。

・理念に沿った運営方針は、本校の母体グループで
ある上尾中央医科グループとも連動するものとな
っている

・理念・目標を達成するための事業計画を中期・単
年とも定め、計画の執行体制を明確にしている。
事業計画に対する進捗は会議や書面にて適宜確
認している。

・専門職業大学（仮）の動向や理学療法士作業療法
士養成施設指定規則の改変などの大きな動きを常
に確認し、中期事業計画を適時見直す

・定めた事業計画を基に年度ごとに組織を見直し、 ・重点事業を絞り、不測の事態に対応できる程度の
業務量となるよう検討
目標達成に見合う組織編制を行っているが、業務
量については検討の余地がある。
・設置法人の運営については学事課に適宜相談し、
寄付行為の見直し含め実行している
学校運営に必要な組織はおおむね整備している
が、事務職員の意欲向上に向けた取り組みは引き
続き検討。

・寄付行為一部変更（平成 28 年より）

・事務職員の意欲向上に向けた取り組みは次年度よ
り、年間計画を立案して進行

・人事・給与に関する規程と運用は特に問題なし
・意思決定システムについて整備はなされているが
十分な浸透まで継続した確認と徹底が必要

・継続した確認と徹底

・情報システムは活用できているが、時代や内容に
応じた管理体制か再確認が必要

・情報管理規程の再確認について取組中

最終更新日付

８

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2-2 （1/1）

2-2 運営方針
小項目

チェック項目

評定

2-2-1 理念等に沿
った運営方針を
定めているか

☑運営方針を文書化するな
ど明確に定めているか
☑運営方針は理念等、目標、
事業計画を踏まえ定めてい
るか
☑運営方針を教職員等に周
知しているか
☑運営方針の組織内の浸透
度を確認しているか

４

現状の取組状況

課

題

今後の改善方策

運営方針等を文書化し、 定期的な見直しが必要
年度初めに周知してい である。
る。その後各部署や委員
会において、随時方針確
認をしている。

中項目総括
・理念・目標を踏まえた運営方針を定め、それを周知している。
・浸透については職能要件面談や普段の業務において確認している。

取り組みの継続

参照資料
・中期事業計画
・キックオフミーテ
ィング資料（ミッシ
ョンビジョン、年度
目標、事業計画と到
達指標、組織編制）
・各組織事業計画書

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
理念に沿った運営方針は、本校の母体グループである上尾中央医科グループ
とも連動するものとなっている

最終更新日付

９

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2-3 （1/1）

2-3 事業計画
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

2-3-1 理念等を達
成するための事
業計画を定めて
いるか

☑中期計画（3～5 年程度）
を定めているか
☑単年度の事業計画を定め
ているか
☑事業計画に予算、事業目標
等を明示しているか
☑事業計画の執行体制、業務
分担等を明確にしているか
☑事業計画の執行・進捗管理
状況及び見直しの時期・内容
を明確にしているか

４

中期事業計画と連動し
た単年度事業を計画す
るとともに、それぞれの
数値目標と業務分担を
明確にし、年度初めに周
知している。
また、事業進捗確認書を
用いて執行・進捗管理を
行い、半期ごとの確認と
見直しを行っている。

課

題

事業計画からくる業務
量の多さより、いくつか
の業務を職員がかけも
ちしており、進捗が滞る
ことがある

今後の改善方策

参照資料

重点目標に焦点を当て
た事業計画、目標の立案
（マンパワーに見合っ
た事業計画）

・中期事業計画書
・平成 28 年度事業
計画および目標数
値
・組織図
・事業進捗確認書
・【中間報告】事業
報告及び計画

中項目総括
特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・
「未来が求める人」を育成するため、実践教育の中に時代への即応も含め、 ・専門職業大学（仮）の動向や理学療法士作業療法士養成施設指定規則の改
それを達成するための事業計画を定めている。
変などの大きな動きを常に確認し、中期事業計画と照らし合わせる。
・定めた事業計画を基に年度ごとに組織を見直し、目標達成に見合う組織編
制を行っているが、業務量については検討の余地がある。
・中間評価を実施し、理念・目標と連動した運営方針に対する結果確認を行
った。

最終更新日付

１０

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2-4 （1/2）

2-4 運営組織
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

2-4-1 設置法人は
組織運営を適切
に行っているか

☑理事会、評議員会は、寄附
行為に基づき適切に開催し
ているか
☑理事会等は必要な審議を
行い、適切に議事録を作成し
ているか
☑寄附行為は、必要に応じて
適正な手続きを経て改正し
ているか

４

・法人の理事会、評議員
会は、定期開催は年 3 回
行われており、寄付行為
に基づき適切に運営さ
れている。
・寄付行為は一部改訂中
（評議員の要件を中心
に）

2-4-2 学校運営の
ための組織を整
備しているか

☑学校運営に必要な事務及
び教学組織を整備している
か
☑現状の組織を体系化した
組織規程、組織図等を整備し
ているか
☑各部署の役割分担、組織目
標等を規程等で明確にして
いるか
☑会議、委員会等の決定権
限、委員構成等を規程等で明
確にしているか
☑会議、委員会等の議事録
（記録）は、開催毎に作成し
ているか
☑組織運営のための規則・規
程等を整備しているか
☑規則・規程等は、必要に応
じて適正な手続きを経て改
正しているか

４

・事務局および教育部に ・部署ごとの目標につい
て組織を整備し、組織図 て検討や見直しが必要
を作成・周知している。
・会議や委員会の役割や
規定を整備し、所掌事項
を明確にしている。
・委員会の決定権限が明
確になっている
・会議、委員会は開催ご
とに議事録を作成し、速
やかにイントラネット
で公開し情報共有を図
っているとともに、毎月
の職員会議で進捗報告
を実施。
・教職員教育委員会に
て、職員全員を対象とし
た資質向上のための取
り組みを検討中。

１１

課

題

・特になし

今後の改善方策

参照資料

・適宜見直しを行い、係 ・法人寄付行為
る 法 令 に 見 合 っ た 運 ・理事、監事、評議
用を継続
員名簿
・理事会議事録

・適宜見直しを行う

・学則（組織編制）
・組織図
・校務分掌（見直し
中）
・委員会分担
・各種会議規定
・稟議書
・各種会議議事録
・就業規程（人事含
む）
・学則、細則

2-4 （2/2）
小項目
2-4-2 続き

チェック項目
☑学校の組織運営に携わる
事務職員の意欲及び資質の
向上への取組みを行ってい
るか

評定

現状の取組状況

課

題

今後の改善方策

・経理、総務、奨学金等 ・意欲向上への具体的な
取り組みは個別面談
の研修を受講し、業務
を実施中。更なる取り
に反映されている
組みを検討
・意欲向上への取り組み
については現状把握
から実施中

参照資料

・次年度より、年間計画
を立案して進行

中項目総括
特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
設置法人の運営については学事課に適宜相談し、寄付行為の見直し含め実行 寄付行為一部変更（平成 28 年より）
している
学校運営に必要な組織はおおむね整備しているが、事務職員の意欲向上に向
けた取り組みは要検討

最終更新日付

１２

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2-5 （1/1）

2-5 人事・給与制度
小項目

チェック項目

評定

2-5-1 人事・給与
に関する制度を
整備しているか

☑採用基準・採用手続きにつ
いて規程等で明確化し、適切
に運用しているか
☑適切な採用広報を行い、必
要な人材を確保しているか
☑給与支給等に関する基
準・規程を整備し、適切に運
用しているか
☑昇任・昇給の基準を規程等
で明確化し、適切に運用して
いるか
☑人事考課制度を規程等で
明確化し、適切に運用 して
いるか

４

現状の取組状況

課

題

・上尾中央医科グループ ・特になし
の人事規程を基本とし、
本校の教員採用規程を
整備・運用している。
・給与規定や昇格規程に
より、明確に定められ運
用している。
・人事考課制度があり、
時期ごとの評価と面談
がなされている。

中項目総括
・人事・給与に関する規程を整備し、適切に運用している

今後の改善方策

参照資料

・適宜見直しを図り、取 ・就業規則、人事規
り組みを継続
定、給与規定、昇
給昇格制度
・教員採用規程
・教員名簿
・人事考課規定

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

１３

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2-6 （1/1）

2-6 意思決定システム
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

2-6-1 意思決定シ
ステムを整備し
ているか

☑教務・財務等の業務処理に
おいて、意思決定システムを
整備しているか
☑意思決定システムにおい
て、意思決定の権限等を明確
にしているか
☑意思決定システムは、規
則・規程等で明確にしている
か

４

・各部署や委員会の立ち
位置ならびに、上位組織
を明確にしている。
・意思決定は規定をもと
になされ、各部署や委
員会での決定事項と
上位会議での決定事
項が明確に定義され
ている。

中項目総括
・システムの整備はなされているが、十分な浸透まで継続した確認と徹底が
必要

課

題

規定に沿った運用は引
き続き確認が必要

取り組みの継続

参照資料
・組織図（意思決定
システム説明）
・稟議書
・議事録
・決定事項の集約
（凡例）

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

１４

今後の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

2-7 （1/1）

2-7 情報システム
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

2-7-1 情報システ
ム化に取組み、業
務の効率化を図
っているか

☑学生に関する情報管理シ
ステム、業務処理に関する
システムを構築しているか
☑情報システムを活用し、
タイムリーな情報提供、意
思決定が行われているか
☑学生指導において、適切
に学生情報管理システムを
活用しているか
☑データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか
☑システムのメンテナンス
及びセキュリティー管理を
適切に行っているか

４

学生に関する情報は学
外に持ち出すことを厳
禁とし、イントラネッ
トと紙媒体で学生情報
を管理。必要に応じて
閲覧できるよう整備し
ている。
さらにセキュリティー
管理の一環として、閲
覧権限は役職に応じて
取り決められている。

中項目総括
情報システムは整い、活用することで業務の効率化が図られているが、使用
するシステムや時代に応じた規程となっているか、現在見直し中である。

課

題

・システム構成図、運
用、運営規定などは
未整備

・適宜見直しを図る

参照資料
・情報管理規程
・入試管理システム
・成績管理システム
・office サイボウズ
・学籍簿
・学生ファイル（面談
記録等）

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

１５

今後の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

基準３ 教育活動
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・理念に基づき、各学科・学年における目標、ならびにポ
リシー（アドミッション・カリキュラム・ディプロマ）
を定め、教育を実践している

・より質の高い教育の実践のために、常に社会・
臨床ニーズを捉え、定期的にポリシー、目標、
教育課程、教育方法等の見直し、検討を実施し
ていく
・教育課程に関して、定期的に在校生・卒業生・
就職先等への意見聴取や評価を実施していく

・下記の本校 8 つ特色を掲げ、教育を実践している
『徹底した情意教育』
『効果の高い学習方法の実践』
『充実した実習と効果的な配置』
『早期からの確実な就職支援』
『手厚い学生支援』
『上尾中央医科グループを基盤とした
教育システム』
『卒後教育の充実』
『3 年間の最短学習』

・カリキュラム委員会を設置し、規程を定め、教育課程編
成に関る事項を継続して検討している
・カリキュラム委員会、学校関係者評価委員会にて、教育
課程に対する、外部の意見聴取や評価を実施している
・キャリア教育に関する方針を策定している
・就職支援、資格取得支援等、教育活動全般をとおして、
様々なキャリア形成の支援を実施している
・キャリア教育の効果について、卒業生・就職先等の意見
聴取や評価が未実施である
・学生自身の自己理解、キャリアプランニング能力等を高
めていく支援が必要である
・学生および教員間による授業評価を実施しており、その
結果は教員にフィードバックしている
・学則、学則施行細則にて成績評価、進級・卒業の基準を
明確にし、学生便覧にて明示しているとともに、学科内
検討、進級・卒業判定会議を実施し、客観性・統一性を
確保している
・本分野における作品、技術等の発表の場はない、また、
在学中における学会発表等は実施していない
・理学療法士、作業療法士の養成校として、目標とする免
許は、教育課程上で、明確に位置づけており、すべての
科目が免許取得に必要となるとともに、各授業でその意
義について伝えている
・免許の取得について、指導体制を整備しているとともに、
不合格者に対しては卒業後、現役生の国家試験対策に無
償で参加できる体制をとっている

・キャリア教育の効果について、今後、卒業生・
就職先等の意見聴取や評価を実施していく
・学生自身の自己理解、キャリアプランニング能
力等を高めていく支援を継続して実施していく
・授業評価結果のより効果的な活用について、継
続して検討していく
・現状の体制を維持し、継続して運用していく

１６

総括と課題

今後の改善方策

・資格の内容・取得の意義について継続して学生に伝えて
いく必要がある
・国家試験対策ならびに 3 年間の教育活動を定期的に振り
返り、検討、改善していく必要がある
・職能要件を定め、教員としてあるべき姿を明確にし、定
期的に評価を実施している
・採用規程を策定している
・専任・兼任の教員構成を明示しているが、その教員一覧・
教員名簿の提示方法及び情報公開について見直し、検討
が必要である
・教員間、学生による授業評価の実施、職能要件・面談に
よる評価を実施している
・各教員の専門性（取得資格・学位・研究実績等）を把握・
評価する必要があるとともに、教員一覧・教員名簿の提
示方法及び情報公開について見直し、検討が必要である
・研修参加、研究活動の実施に関して、各教員間でばらつ
きがある
・設置基準及び指定規則に則り、教員を配置している
・各学科会議、教育幹部会等において連携・協力体制を構
築している
・各学科会議、教育幹部会、カリキュラム委員会、教育手
法向上員会等にて、授業内容・教育方法の改善に取り組
んでいる
・校務分掌の見直しを実施する必要がある
・兼任（非常勤）教員と、本校理念・目標・ポリシー、科
目の学習目標、授業内容、試験等に関する情報を共有し
ている
・専任・兼任（非常勤）教員間のさらなる連携・協力体制
の強化に向けて、継続して取り組んでいく必要がある

・資格の内容・取得の意義について継続して学生に
伝えていく
・国家試験対策ならびに 3 年間の教育活動を定期
的に振り返り、検討、改善していく
・職能要件の活用を継続して実施していく

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・専任・兼任の教員構成に関する、教員一覧・教員
名簿の提示方法及び情報公開について見直し、検
討を実施している段階である

・各教員の専門性（取得資格・学位・研究実績等）
を把握・評価する必要があるとともに、教員一
覧・教員名簿の提示方法及び情報公開について見
直し、検討を実施している段階である
・研修計画に沿った研修参加を徹底する
・各教員がテーマをもち能動的に研究に取り組む
・適宜研修、研究実績の把握、共有を実施する

・校務分掌の見直しを実施している

・専任・兼任（非常勤）教員間のさらなる連携・協
力体制の強化に向けて、継続して取り組んでいく

最終更新日付

１７

２０１７年２月２８日

記載責任者

白石 和也

3-8 （1/1）

3-8 目標の設定
小項目

チェック項目

評定

現状の取組状況

3-8-1 理念等に沿
った教育課程の
編成方針、実施方
針を定めている
か

☑教育課程の編成方針、実施
方針を文書化するなど明確
に定めているか
☑職業教育に関する方針を
定めているか

４

・理念に基づき、各学科・ ・定期的にポリシーの見
学年における目標、な
直し、検討を実施して
らびにポリシー（アド
いく必要がある
ミッション・カリキュ
ラム・ディプロマ）を
定め、教育を実践して
いる

3-8-2 学科毎に修
業年限に応じた
教育到達レベル
を明確にしてい
るか

☑学科毎に目標とする教育
到達レベルを明示している
か
☑教育到達レベルは、理念等
に適合しているか
☑資格・免許の取得を目指す
学科において、取得の意義及
び取得指導・支援体制を明確
にしているか
☑資格・免許取得を教育到達
レベルとしている学科では、
取得指導・支援体制を整備し
ているか

４

・理念に基づき、各学科・ ・定期的に目標の見直し、 ・定期的に目標の見直し、 学科別 3 年間目標、
学年における目標を定
検討を実施していく必
検討を実施していく
カリキュラムポリシ
め、明示している
要がある
ー、ディプロマポリ
・カリキュラムポリシー、
シー、教育課程表、
ディプロマポリシーに
シラバス、本校の養
則り、教育を実践して
成課程全体像
いる

中項目総括
・理念に基づき、各学科・学年における目標、ならびにポリシー（アドミッショ
ン・カリキュラム・ディプロマ）を定め、教育を実践している
・より質の高い教育の実践のために、常に社会・臨床ニーズを捉え、定期的にポ
リシー、目標の見直し、検討を継続して実施していく

課

題

今後の改善方策

参照資料

・定期的にポリシーの見
直し、検討を実施して
いく

カリキュラムポリシ
ー、職業教育に関す
る方針（ポリシー）

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・本校 8 つ特色を掲げ、教育を実践している

最終更新日付

１８

２０１７年２月２８日

記載責任者

白石 和也

3-9 （1/4）

3-9 教育方法・評価等
小項目

チェック項目

評定

3-9-1 教育目的・
目標に沿った教
育課程を編成し
ているか

☑教育課程を編成する体制
は、規程等で明確にしてい
るか
☑議事録を作成するなど教
育課程の編成過程を明確に
しているか
☑授業科目の開設におい
て、専門科目、一般科目を
適切に配分しているか
□授業科目の開設におい
て、必修科目・選択科目を
適切に配分しているか
☑修了に係る授業時数、単
位数を明示しているか
☑授業科目の目標に照ら
し、適切な教育内容を提供
しているか
☑授業科目の目標に照ら
し、講義・演習・実習等、
適切な授業形態を選択して
いるか
☑授業科目の目標に照ら
し、授業内容、授業方法を
工夫するなど学習指導は充
実しているか
☑職業実践教育の視点で、
科目内容に応じ、講義・演
習・実習等を適切に配分し
ているか

４

現状の取組状況

課

題

・カリキュラム委員会を ・定期的に教育課程およ
設置し、規程を定め、
び教育方法の見直し、
教育課程編成に関る事
検討を実施していく必
項を継続して検討して
要がある
いる
・指定規則・指導要領に
則り、基礎分野、専門
基礎分野、専門分野の
科目を配置している
・学則、教育課程表にて
修了に係る授業時数、
単位数、条件を明示し
ている
・卒業時、各学年の目標
から、各科目の目標、
各授業の目標を設定し
ている
・科目の目標を到達する
ための内容を担保して
いるとともに、その検
討においては、理学・
作業療法士協会、教育
ガイドラインを参考に
している
・より質の高い教育の実
践のために、教育・授
業の方法・内容・形態・
教材等に関して各学
科、各委員会にて検討
し、実践に繋げている

１９

今後の改善方策

参照資料

・定期的に教育課程およ
び教育方法の見直し、
検討を実施していく

カリキュラム委員会
規程、カリキュラム
委員会議議事録、学
則、教育課程表、シ
ラバス、本校の養成
課程全体像

3-9 （2/4）
小項目

チェック項目

3-9-1 続き

☑職業実践教育の視点で教
育内容・教育方法・教材等
について工夫しているか
□単位制の学科において、
履修科目の登録について適
切な指導を行っているか
☑授業科目について授業計
画（シラバス・コマシラバ
ス）を作成しているか
☑教育課程は、定期的に見
直し、改定を行っているか

3-9-2 教育課程に
ついて外部の意
見を反映してい
るか

☑教育課程の編成及び改定
において、在校生・卒業生
の意見聴取や評価を行って
いるか
☑教育課程の編成及び改定
において、関連する業界・
機関等の意見聴取や評価を
行っているか
☑職業実践教育の効果につ
いて、卒業生・就職先等の
意見聴取や評価を行ってい
るか

評定

現状・具体的な取組等

課

題

課題の改善方策

参照資料

・定期的に在校生・卒業
生・就職先等への意見
聴取や評価を実施して
いく（キャリア教育の
効果の評価とともに実
施）

卒業生・臨床セラピ
ストアンケート調査
結果、カリキュラム
委員会（外部委員含
む）会議議事録・そ
の他資料

・科目のシラバスおよび
各授業の学習目標を作
成しているとともに、
各学科で定期的に内容
の確認、改善を実施し
ている
・常に社会・臨床ニーズ
を捉え、教育課程の見
直し、検討を実施して
いる
・平成 28 年度入学生から
新しい教育課程へ移行
・全て科目を必修科目と
しており、登録作業、
選択科目はなし

４

・卒業生・臨床セラピス
トに対し、教育課程、
教育の効果に関するア
ンケート調査を実施
し、教育課程改定、教
育の質向上に活用して
いる
・カリキュラム委員会に
て、外部委員として関
連する業界・機関等の
セラピストを迎え、会
議を実施している

２０

・定期的に在校生・卒業
生・就職先等への意見
聴取や評価を実施して
いく必要がある

3-9 （3/4）
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-9-3 キャリア教
育を実施してい
るか

☑キャリア教育の実施にあ
たって、意義・指導方法等
に関する方針を定めている
か
☑キャリア教育を行うための
教育内容・教育方法・教材
等について工夫しているか
□キャリア教育の効果につ
いて、卒業生・就職先等の
意見聴取や評価を行ってい
るか

３

・キャリア教育に関する
方針を策定している
・就職支援、資格取得支
援等、教育活動全般を
とおして、様々なキャ
リア形成の支援を実施
している

3-9-4 授業評価を
実施しているか

☑授業評価を実施する体制
を整備しているか
☑学生に対するアンケート
等の実施など、授業評価を
行っているか
☑授業評価の実施におい
て、関連業界等との協力体
制はあるか
☑教員にフィードバックす
る等、授業評価結果を授業
改善に活用しているか

４

・各科目において学生お
よび教員間による授業
評価を実施している
・カリキュラム委員会、
学校関係者評価委員会
にて、外部委員による
授業見学、意見交換を
実施している
・各々の授業評価の結果
は、教員にフィードバ
ックされ、より質の高
い教育活動に実践、検
討に活かされている

２１

課

題

課題の改善方策

参照資料

・キャリア教育の効果に
ついて、卒業生・就職
先等の意見聴取や評価
が未実施である
・学生自身の自己理解、
キャリアプランニング
能力等を高めていく支
援が必要である

・キャリア教育の効果に
ついて、今後、卒業生・
就職先等の意見聴取や
評価を実施していく
・学生自身の自己理解、
キャリアプランニング
能力等を高めていく支
援を継続して実施して
いく

キャリア教育に関す
る方針、教育課程表、
シラバス、卒業生・
臨床セラピストアン
ケート調査結果

・授業評価結果のより効
果的な活用について、
継続して検討していく
必要がある

・授業評価結果のより効
果的な活用について、
継続して検討していく

教員間講義評価の流
れ、学生および教員
間による授業評価実
績、評価結果の分
析・活用を示す資料、
カリキュラム委員会
会議議事録・その他
資料、教員へのフィ
ードバック体制

3-9 （4/4）
中項目総括
・カリキュラムポリシーを定め、教育を実践している
・理念に基づき、各学科・学年における目標を定め、明示している
・カリキュラム委員会を設置し、規程を定め、教育課程編成に関る事項を継続し
て検討している
・より質の高い教育の実践のために、常に社会・臨床ニーズを捉え、定期的にポ
リシー、目標、教育課程、教育方法等の見直し、検討を実施していく
・カリキュラム委員会、学校関係者評価委員会にて、教育課程に対する、外部の
意見聴取や評価を実施している
・教育課程に関して、定期的に在校生・卒業生・就職先等への意見聴取や評価を
実施していく
・キャリア教育に関する方針を策定している
・就職支援、資格取得支援等、教育活動全般をとおして、様々なキャリア形成の
支援を実施している
・キャリア教育の効果について、今後、卒業生・就職先等の意見聴取や評価を実
施していく必要がある
・学生自身の自己理解、キャリアプランニング能力等を高めていく支援を継続し
て実施していく
・学生および教員間による授業評価を実施しており、その結果は教員にフィード
バックしている
・授業評価結果のより効果的な活用について、継続して検討していく

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・本校 8 つ特色を掲げ、教育を実践している

最終更新日付

２２

２０１７年２月２８日

記載責任者

白石 和也

3-10 （1/1）

3-10 成績評価・単位認定等
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-10-1
成 績 評
価・修了認定基準
を明確化し、適切
に運用している
か

☑成績評価の基準について、
学則等に規定するなど明確
にし、かつ、学生等に明示し
ているか
☑成績評価の基準を適切に
運用するため、会議等を開く
など客観性・統一性の確保に
取組んでいるか
☑入学前の履修、他の教育機
関の履修の認定について、学
則等に規定し、適切に運用し
ているか

４

・学則、学則施行細則に
て成績評価、進級・卒
業の基準を明確にし、
学生便覧にて明示して
いるとともに、学科内
検討、進級・卒業判定
会議を実施し、客観
性・統一性を確保して
いる
・他校で取得した単位は
既修得単位認定の規程
を設けている

3-10-2 作 品 及 び
技術等の発表に
おける成果を把
握しているか

☑在校生のコンテスト参加
における受賞状況、研究業績
等を把握しているか

４

・本分野における作品、
技術等の発表の場はな
い、また、在学中にお
ける学会発表等は実施
していない

中項目総括
・成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用している
・現状の体制を維持し、継続して運用していく
・本分野における作品、技術等の発表の場はない、また、在学中における学会発
表等は実施していない

課

題

・現状の体制を維持し、
継続して運用していく
必要がある

参照資料

・現状の体制を維持し、
継続して運用していく

学則、学則施行細則、
成績評価基準、実習
評価基準、進級判
定・卒業判定会議資
料、試験実施要綱、
ディプロマポリシー
等

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

２３

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

梅津 聡

3-11 （1/1）

3-11 資格・免許の取得の指導体制
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-11-1 目 標 と す
る資格・免許は、
教育課程上で、明
確に位置づけて
いるか

☑取得目標としている資
格・免許の内容・取得の意
義について明確にしている
か
☑資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか

４

・理学療法士、作業療法
士の養成校として、目
標とする免許は、教育
課程上で、明確に位置
づけており、すべての
科目が免許取得に必要
となるとともに、各授
業でその意義について
伝えている

3-11-2 資格・免許
取得の指導体制
はあるか

☑資格・免許の取得につい
て、指導体制を整備してい
るか
☑不合格者及び卒後の指導
体制を整備しているか

４

・免許の取得について、 ・国家試験対策ならびに 3 ・国家試験対策ならびに 3
指導体制を整備してい
年間の教育活動を定期
年間の教育活動を定期
るとともに、不合格者
的に振り返り、検討、
的に振り返り、検討、
に対しては卒業後、現
改善していく必要があ
改善していく
役生の国家試験対策に
る
無償で参加できる体制
をとっている

中項目総括
・目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づけている
・資格・免許取得の指導体制は整備されている
・資格の内容・取得の意義について継続して学生に伝えていく必要がある
・国家試験対策ならびに 3 年間の教育活動を定期的に振り返り、検討、改善して
いく必要がある

課

題

・資格の内容・取得の意
義について継続して学
生に伝えていく必要が
ある

参照資料

・資格の内容・取得の意
義について継続して学
生に伝えていく

時間割、教育課程表、
シラバス、カリキュ
ラムポリシー

国家試験対策資料、
卒後の指導体制に関
する資料等

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

２４

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

梅津 聡

3-12 （1/3）

3-12 教員・教員組織
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-12-1 資格・要件
を備えた教員を
確保しているか

☑授業科目を担当するため、
教員に求める能力・資質等を
明確にしているか
☑授業科目を担当するため、
教員に求める必要な資格等
を明示し、確認しているか
☑教員の知識・技術・技能レ
ベルは、関連業界等のレベル
に適合しているか
☑教員採用等人材確保にお
いて、関連業界等と連携して
いるか
☑教員の採用計画・配置計画
を定めているか
☑専任・兼任（非常勤）
、年
齢構成、男女比等など教員構
成を明示しているか
☑教員の募集、採用手続、昇
格措置等について規程等で
明確に定めているか
☑教員一人当たりの授業時
数、学生数等を把握している
か

３

・専修学校設置基準第四
十一条（教員の資格）
及び理学療法士作業療
法士学校養成施設指定
規則に則り、教員を配
置している
・職能要件を定め、教員
としてあるべき姿を明
確にし、定期的に評価
を実施している
・採用規程を策定してい
る

２５

課

題

課題の改善方策

・専任・兼任の教員構成 ・専任・兼任の教員構成
を明示しているが、そ
に関する、教員一覧・
の教員一覧・教員名簿
教員名簿の提示方法及
の提示方法及び情報公
び情報公開について見
開について見直し、検
直し、検討を実施して
討が必要である
いる段階である
・職能要件に沿った、系 ・職能要件の活用を継続
統別な能力開発、また、
して実施していく
適切かつ効果的な教職
員評価・教育を実施し、
教育の質の向上を図る
必要がある

参照資料
資格・要件等採用基
準に関する文書（指
定規則・指導要領、
採用規程、職能要
件）
、関連業界等への
適合性に関する資
料、教員一覧・教員
名簿、専任・兼任授
業時間数などの資料

3-12 （2/3）
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

3-12-2 教 員 の 資
質向上への取組
みを行っている
か

☑教員の専門性、教授力を把
握・評価しているか
☑教員の資質向上のための
研修計画を定め、適切に運用
しているか
□関連業界等との連携によ
る教員の研修・研究に取組ん
でいるか
☑教員の研究活動・自己啓発
への支援など教員のキャリ
ア開発を支援しているか

３

・教員間、学生による授
業表の実施、職能要
件・面談による評価を
実施している
・各教員が研修計画を定
めている
・テーマを持ち研究に取
り組んでいる
・教職員研修規程を定め
運用している

3-12-3 教 員 の 組
織体制を整備し
ているか

☑分野毎に必要な教員組織
体制を整備しているか
☑教員組織における業務分
担・責任体制は、規程等で明
確に定めているか
☑学科毎に授業科目担当教
員間で連携・協力体制を構築
しているか
☑授業内容・教育方法の改善
に関する組織的な取組があ
るか
☑専任・兼任（非常勤）教員
間の連携・協力体制を構築
しているか

４

・設置基準及び指定規則 ・校務分掌の見直しを実
に則り、教員を配置し
施する必要がある
ている
・専任・兼任（非常勤）
・各学科会議、教育幹部
教員間のさらなる連
会等において、連携・
携・協力体制の強化に
協力体制を構築してい
向けて、継続して取り
る
組んでいく必要がある
・各学科会議、教育幹部
会、カリキュラム委員
会、教育手法向上員会
等にて、授業内容・教
育方法の改善に取り組
んでいる
・兼任（非常勤）教員と、
本校理念・目標・ポリ
シー、科目の学習目標、
授業内容、試験等に関
する情報を共有してい
る

２６

課

題

・各教員の専門性（取得
資格・学位・研究実績
等）を把握・評価する
必要があるとともに、
教員一覧・教員名簿の
提示方法及び情報公開
について見直し、検討
が必要である
・研修参加、研究活動の
実施に関して、各教員
間でばらつきがある

課題の改善方策

参照資料

・各教員の専門性（取得
資格・学位・研究実績
等）を把握・評価する
必要があるとともに、
教員一覧・教員名簿の
提示方法及び情報公開
について見直し、検討
を実施している段階で
ある
・研修計画に沿った研修
参加を徹底する
・各教員がテーマをもち
能動的に研究に取り組
む
・適宜研修、研究実績の
把握、共有を実施する
・校務分掌の見直しを実

教員一覧・教員名簿、
研修計画・実績、関
連業界との連携によ
る研修会実績、研究
業績一覧、自己啓発
への支援制度（教職
員研修規程）

施している
・専任・兼任（非常勤）
教員間のさらなる連
携・協力体制の強化に
向けて、継続して取り
組んでいく

指定規則・指導要領、
組織図、校務分掌、
意思決定等規程、学
科会議・教育幹部
会・各委員会議事録

3-12 （3/3）
中項目総括
・職能要件を定め、教員としてあるべき姿を明確にし、定期的に評価を実施して
いる
・採用規程を策定している
・専任・兼任の教員構成を明示しているが、その教員一覧・教員名簿の提示方法
及び情報公開について見直し、検討を実施している
・職能要件の活用を継続して実施していく
・教員間、学生による授業表の実施、職能要件・面談による評価を実施している
・各教員の専門性（取得資格・学位・研究実績等）を把握・評価する必要がある
とともに、教員一覧・教員名簿の提示方法及び情報公開について見直し、検討
を実施している
・研修計画に沿った研修参加を徹底する必要がある
・各教員がテーマをもち能動的に研究に取り組む必要がある
・適宜研修、研究実績の把握、共有を実施していく
・指定規則・指導要領に則り、教員を配置している
・各学科会議、教育幹部会等において連携・協力体制を構築している
・各学科会議、教育幹部会、カリキュラム委員会、教育手法向上員会等にて、授
業内容・教育方法の改善に取り組んでいる
・校務分掌の見直しを実施している
・兼任（非常勤）教員と、本校理念・目標・ポリシー、科目の学習目標、授業内
容、試験等に関する情報を共有している
・専任・兼任（非常勤）教員間のさらなる連携・協力体制の強化に向けて、継続
して取り組んでいく必要がある

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・本校 8 つ特色を掲げ、教育を実践している

最終更新日付

２７

２０１７年２月２８日

記載責任者

白石 和也

基準４ 学修成果
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

【就職率】
本校は上尾中央医科グループの１施設であり、就職に
関するセミナーおよび面接試験については、上尾中央
医科グループ協議会人事部の指導を受ける機会を設け
ている。

【就職率】
世の中における理学療法、作業療法の需要を維持でき
るように優秀な卒業生を輩出し続ける。

【就職率】
3 年課程の 2 年生 9 月、現場の職員と学生の交流会を
持ち、就職希望の定め方や臨床実習にいてのアドバイ
スを頂く会を実施している。2 年生の 3 月には上尾中
央医科グループ軽井沢保養所にて学生と上尾中央医科
グループ各施設の所属長が交流する機会を設けてい
る。3 年生 4 月上旬には上尾中央医科グループ各施設
が本校講堂に一堂に会して説明ブースを展開しての就
職説明会が開かれている。また、上尾中央医科グルー
プの施設に就職を希望するものについては 4 月の 1 次
試験、5 月の 2 次試験を経て、6 月には上尾中央医科
グループ内施設から内定を受けている。

【国家試験対策】
1 年生～3 年生の授業内容は国家試験出題レベルに準
拠している。また、3 年生時には 4 ヶ月間の国家試験
対策を実施している。しかし、卒業生全員合格には到
っていない。

【国家試験対策】
国家試験対策のふりかえりを行い、対策の精度を高め
る。
【卒業生の社会的活躍】
グーグルフォームの利用などのアンケート形態の工夫
により回収率を高め可能な限り多くの卒業生の現況を
把握する。

【卒業生の社会的活躍】
上尾中央医科グループ内の施設病院に入職した卒業生
とは、各種会議で直接顔を合わせることも多いため状
況を把握しやすい。
反面、上尾中央医科グループ外の施設に入職したもの、
上尾中央医科グループから上尾中央医科グループ外に
職場を移した者については情報を捕捉する手段が希薄
であり現況把握ができていない卒業生もある。

【資格取得対策】
合格率のホームページへの掲示については合格率のみ
ならず受験者数を明記し透明性を高めている。
左記の対策に加えて、国家試験不合格者に対しては卒
業後、現役生の国家試験対策（3 年生）に無償で参加
できる体制をとっており成果を上げている。
【卒業生の社会的活躍】
上尾中央医科グループに就職した者に関しては、卒後、
グループ内の各種会議で直接顔を合わせることも多い
ため状況を把握しやすい。

最終更新日付

２８

２０１７年２月２８日

記載責任者

梅津 聡

4-13 （1/1）

4-13 就職率
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

4-13-1 就職率 の
向上が図られて
いるか

☑就職率に関する目標設定
はあるか
☑学生の就職活動を把握し
ているか
☑専門分野と関連する業界
等への就職状況を把握して
いるか
☑関連する企業等と共催で
「就職セミナー」を行うな
ど、就職に関し関連業界等
と連携しているか
☑就職率等のデータについ
て適切に管理しているか

４

就職率は 100％を目標に
設定している。全学生の
就職活動を把握してい
る。業界の就職状況は求
人数などを通じて把握し
ている。関連企業と合同
で就職セミナーや就職説
明会を実施している。就
職率等のデータは学内の
サーバに保管している。

中項目総括
本校は上尾中央医科グループの１施設であり、就職に関するセミナーおよび
面接試験については、上尾中央医科グループ協議会人事部の指導を受ける機
会を設けている。

課

題

なし

課題の改善方策
なし

参照資料
過去 3 年間卒業者就職者
数・就職率データ、過去
3 年間の求職者就職者
数・就職率データ、過去
3 年間の専門就職者・就
職率データ、就職活動の
目標達成に関するデー
タ、学生の就職活動報告
書、採用試験の受験状況
資料、就職対策講座の案
内・就職活動を支援する
ための冊子、関連業界棟
との連携・協力について
の組織、協定等の資料。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
3 年課程の 2 年生 9 月、現場の職員と学生の交流会を持ち、就職希望の定め方
や臨床実習にいてのアドバイスを頂く会を実施している。2 年生の 3 月には上
尾中央医科グループ軽井沢保養所にて学生と上尾中央医科グループ各施設の
所属長が交流する機会を設けている。3 年生 4 月上旬には上尾中央医科グルー
プ各施設が本校講堂に一堂に会して説明ブースを展開しての就職説明会が開
かれている。また、上尾中央医科グループの施設に就職を希望するものにつ
いては 4 月の 1 次試験、5 月の 2 次試験を経て、6 月には上尾中央医科グルー
プ内施設から内定を受けている。
最終更新日付

２９

２０１７年２月２８日

記載責任者

梅津 聡

4-14 （1/1）

4-14 資格・免許の
資格・免許の取得率
・免許の取得率
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

4-14-1 資格・免許
取得率の向上が
図られているか

☑資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか
☑特別講座、セミナーの開
講等、授業を補完する学習
支援の取組はあるか
☑合格実績、合格率、全国
水準との比較など行ってい
るか
☑指導方法と合格実績との
関連性を確認し、指導方法
の改善を行っているか

４

国家試験の合格率につい
ては 100％を目指してい
る。国家試験対策の一環
として外部講師の特別講
義（解剖学、生理学）を
実施している。合格率の
推移、全国平均との比較
を毎年行い、結果をホー
ムページ上で公開してい
る。国家試験対策につい
ては例年事後のふりかえ
りを実施している。

課

題

卒業生全員合格には到
っていない。

課題の改善方策

参照資料

国家試験対策の振り返
りの充実

各学科の目標資格一覧、
特別講座、特別授業開設
一覧表、卒業後の指導体
制に関する資料、学生用
に周知するための印刷
物（学生便覧・履修案
内・学生ガイド等）、過
去 3 年間の各学科の資格
取得率データ、合格実
績・合格率（推移、全国
平均との比較表等にお
いて、水準や取組結果と
の関連が確認できる資
料。

中項目総括

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

1 年生～3 年生の授業内容は国家試験出題レベルに準拠している。また、3 年
生時には 4 ヶ月間の国家試験対策を実施している。

合格率のホームページへの掲示については合格率のみならず受験者数を明記
し透明性を高めている。
左記の対策に加えて、国家試験不合格者に対しては卒業後、現役生の国家試
験対策（3 年生）に無償で参加できる体制をとっており成果を上げている。

最終更新日付

３０

２０１７年２月２８日

記載責任者

梅津 聡

4-15 （1/1）

4-15 卒業生の社会的評価
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

4-15-1 卒業生の社
会的評価を把握し
ているか

☑卒業生の就職先の企業、
施設・機関等を訪問するな
どして卒後の実態を調査
等で把握しているか
☑卒業生のコンテスト参
加における受賞状況、研究
業績等を把握しているか

３

臨床実習の際の実習施
設訪問にて卒業生に関
する情報が入手できて
いる。研究実績等はアン
ケートにて把握してい
る。

中項目総括
本校は上尾中央医科グループの１施設であり、上尾中央医科グループ内の会
議等で臨床現場の職員と教員の接触がもたれており、顔の見える関係が維持
されている。このため卒業生の活躍などの情報が臨床現場からもたらされる
ことが多い。

課

題

現在、臨床実習における
実習施設訪問や各種会
議の際に把握した卒業
生の実態を記録に残し、
職員間で共有できるシ
ステムが構築できてい
ない。
研究実績等についての
アンケートの回収率が
低い。

課題の改善方策

参照資料

今後、臨床実習施設への
訪問、各種会議の際に把
握した卒業生の実態を
記録に残し、職員間で共
有できるシステムを構
築していく。
本校ホームページの「卒
業生ページ」を活用し、
アンケートの回収率向
上を図る。
ＯＢ会の協力を得て、イ
ンターネットでのアン
ケート実施を検討中。

卒業生の社会での活躍
や評価のデータまたは
書類・資料、卒業生の活
躍記事等の印刷物、活躍
を紹介した学校案内用
印刷物（入学案内・学校
案内等）、学生用印刷物
（学生便覧・履修案内・
学生ガイド等）、卒業生
の外部コンテスト等の
実績

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
卒後、上尾中央医科グループ内の各種会議で直接顔を合わせることも多いた
め状況を把握しやすい。
反面、上尾中央医科グループ外の施設に入職したもの、上尾中央医科グルー
プから上尾中央医科グループ外に職場を移したものについての情報を捕捉す
る手段が希薄であるため現況を把握できていない卒業生もある。

最終更新日付

３１

２０１７年２月２８日

記載責任者

梅津 聡

基準５ 学生支援
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

１）就職に関しては上尾中央医科グループを母体と ・学業不振による退学者の減少を目指して、より個 ・心身の健康相談は作業療法学科教員が専門性を活
しているため、両学科とも就職率 100％が維持でき
かして実施する。
別指導の強化を図っていく。また、経済的な理由
ている。
からの退学に関しては公的制度の紹介を含めて
・留学生は受け入れ実績なし
また、協議会・関連施設とも連携しながら就職に必
個別対応していく。
要な知識・技術のトレーニングが提供できている。 ・経済支援の強化方法については委員会を立ち上げ
・寮の整備は今後も実施しないが、物件紹介は継続
２）退学者に関しては、毎年数名いるが学業不振が
たので、そこで今後の方策を検討していく。
理由となることが多い為、個別指導を強化しながら
対応している。
３）学生相談は規程を設けて運用している。カウン
セラーの雇用は難しく、心理士の非常勤講師へアド
バイスを求める。
４）学生生活に関して、減免制度や大規模災害時の
対応が未整備となっている。作業療法学科の奨学金
制度は 28 年度より開始となった。また、寮の整備
は難しく物件の紹介を継続していく。
５）保護者とは密な連携が図られている。また、保
護者会の開催や、アンケートなどにより連携を強化
している。
６）卒業生の卒後教育研修は OB 会との連携により
実施している。
７）社会人独自の対応は昼間部で同一で行っている
関係上、既修得単位認定以外の対策は難しい。

最終更新日付

３２

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

5-16 （1/1）

5-16 就職等進路
就職等進路
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

5-16-1 就職等 進
路に関する支援
組織体制を整備
しているか

☑就職など進路支援のため
の組織体制を整備している
か
☑担任教員と就職部門の連
携など学内における連携体
制を整備しているか
☑学生の就職活動の状況を
学内で共有しているか
☑関連する業界等と就職に
関する連携体制を構築して
いるか
☑就職説明会等を開催して
いるか
☑履歴書の書き方、面接の
受け方など、具体的な就職
指導に関するセミナー・講
座を開講しているか
☑就職に関する個別の相談
に適切に応じているか

４

・2 年次より就職に関す
るガイダンスを実施
・上尾中央医科グルー
プ施設の職員との交
流会の設定
・希望施設や内定状況
について定期的に学
内で共有
・就職説明会の開催
（履歴書の添削、面
接指導）
・就職に関する個別相
談（教員による）

中項目総括
就職に関する体制は十分取れている。就職の実績に関しても両学科とも 100％
を維持できている。
進路に関する考え方をガイダンス資料の中に明記した。

課

題

・就職に関するフロー
で書類記載方法が明
確化していない個所
がある

参照資料

書類記載の内容につい
て検討する

就職状況一覧
就職ガイダンス
交流会（春・秋）資料
就職説明会資料
学科会議議事録
就職オリエンテーショ
ン資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

３３

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

5-17 （1/1）

5-17 中途退学への対応
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

5-17-1 退学率 の
低減が図られて
いるか

☑中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか
☑指導経過記録を適切に保
存しているか
☑中途退学の低減に向けた
学内における連携体制はあ
るか
☑退学に結びつきやすい、
心理面、学習面での特別指
導体制はあるか

４

・退学の原因として学
業不振が多かったの
で、個別指導を強化
・学生の個別相談の記
録は閲覧可能
・気になる学生は定期
的に会議において共
有

中項目総括
現状として、退学者なしではないが退学の原因把握と対策をより強化する。

課

題

・より効果的な個別指
導の方法の模索
・退学者の原因と対策
の検討、共有ができ
ていない時がある

・教育手法向上員会に
て検討し、情報共有
を図る
・各学科会議にて原因
分析と対策の検討と
共有の強化

参照資料
面談記録
学科会議議事録
退学者数の推移
（キックオフ資料）
要因別推移

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

３４

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

5-18 （1/2）

5-18 学生相談
学生相談
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

5-18-1 学生相 談
に関する体制を
整備しているか

☑専任カウンセラーの配置
等相談に関する組織体制を
整備しているか
☑相談室の設置など相談に
関する環境整備を行ってい
るか
☑学生に対して、相談室の
利用に関する案内を行って
いるか
☑相談記録を適切に保存し
ているか
☑関連医療機関等との連携
はあるか

４

・相談室規程は整備さ
れている（周知含
め）
。
・上尾中央医科グルー
プを母体としている
学校法人のため、関
連施設とは連携でき
ている。
・作業療法学科教員の
サポート

☑留学生の相談等に対応す
る担当の教職員を配置して
いるか
□留学生に対して在籍管理
等生活指導を適切に行って
いるか
□留学生に対し、就職・進
学等卒業後の進路に関する
指導・支援を適切に行って
いるか
□留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか

非
該当

5-18-2 留学生 に
対する相談体制
を整備している
か

・留学生の受け入れの
実績がない
・専属の担当はいない
が運営会議にて検討

３５

課

題

課題の改善方策

参照資料

・より効果的な心理面
へのサポート体制

・非常勤講師（臨床心
理士）への相談

学生相談に関する規程
上尾中央医科グループ
の施設一覧

・学年担当以外の相談
記録が不足している

・記録方法やフォーマ
ットの見直し

組織図

5-18 （2/2）
中項目総括
学生相談の規程は整備し、周知されているが学生からの相談がない。ファー
ストコンタクトは学年担当に行くことがほとんどで、学年担当で問題解決が
図られている。心理系の専門職との連携を強くしていく必要がある。
非常勤講師（臨床心理士）への相談

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
留学生の受け入れ実績はないが、該当者が出た場合には運営会議にて検討し
ていく。

最終更新日付

３６

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

5-19 （1/2）

5-19 学生生活
学生生活
小項目

チェック項目

5-19-1 学生の 経
済的側面に対す
る支援体制を整
備しているか

☑学校独自の奨学金制度を
整備しているか
□学費の減免、分割納付制
度を整備しているか
□大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか
☑全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか
☑公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか
☑全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか

5-19-2 学生の 健
康管理を行う体
制を整備してい
るか

☑学校保健計画を定めてい
るか
☑学校医を選任しているか
☑保健室を整備し専門職員
を配置しているか
☑定期健康診断を実施して
記録を保存しているか
☑有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか

評定

現状・具体的な取組等

３

・学費は元々前後期の ・学費の減免や分割納
分納にしている。
付、さらには大規模
・作業療法学科のみだ
災害時の支援体制が
が学校独自の奨学金
整備できていない
制度を開始。
・特段の事情がある場
合に学費の延納を認
めている。
・経済的な支援に関す
る相談には事務長が
個別に対応
・奨学金制度に関する
説明会は定期的に開
催している。
・元々学費を低く設定
しているので、さら
なる減額は厳しい
・学校保健計画の策定。
・定期検診は年 1 回実
施し、有所見者には
再受診を促し、再受
診の結果を提出させ
ている。
・健康情報に関する啓
発

４

３７

課

題

課題の改善方策

参照資料

・経済的支援に関して
委員会を立ち上げて
検討している（さら
なる分割や条件）
・今後の方針を検討

委員会の議事録
延納願フォーマット
奨学金説明資料
経済支援の利用実績
（日本学生支援機構の
ホームページ）
上尾中央医科グループ
奨学金貸与規程

学校保健計画
掲示物（啓発資料）
健康診断書コピー
上尾中央医科グループ
の施設一覧
健康診断実施要項
保健室利用規程
学校医契約書

5-19 （2/2）
小項目
5-19-2 続き

5-19-3 学生寮 の
設置など生活環
境支援体制を整
備しているか

5-19-4 課外活 動
に対する支援体
制を整備してい
るか

チェック項目
☑健康に関する啓発及び教
育を行っているか
☑心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か
☑近隣の医療機関との連携
はあるか
□遠隔地から就学する学生
のために寮を整備している
か
□学生寮の管理体制、委託
業務、生活指導体制等は明
確になっているか
□学生寮の数、利用人員、
充足状況は、明確になって
いるか
□クラブ活動等の団体の活
動状況を把握しているか
☑大会への引率、補助金の
交付等具体的な支援を行っ
ているか
☑大会成績など実績を把握
しているか

評定

現状・具体的な取組等

課

題

課題の改善方策

参照資料

・上尾中央医科グルー
プを母体としている
ので、近隣にある関
連施設とは連携でき
ている。
・掲示物にて啓発
非
該当

・物件の紹介
・生活指導は学年担当
を中心に職員全員で
実施している

・寮が未整備

・寮の整備に伴う諸問
題が解決困難な為、
今後も整備は困難
・物件紹介の継続

紹介物件資料

３

・学内のサークル活動
に関しては担当教員
をつけて活動状況を
把握している。
・大会がある場合は教
員が同行し、怪我な
どの対応も実施

・活動実績の把握が十
分できていない

・総会資料への活動状
況の記載の徹底など
の方法を検討

自治会総会資料（支援
資料）
教員の引率実績（勤務
表）
学生団体設立変更解散
届

中項目総括
経済的支援については大規模災害や減免などの整備が追い付いていない。今
後の方針を検討する。寮については整備が難しい状況である。また、健康相
談にのる専門職員の雇用についても難しいので、近隣の関連施設への受診を
促している。クラブ活動の活動実績の把握を実施する必要がある。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

３８

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

5-20 （1/1）

5-20 保護者との連携
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

5-20-1 保 護 者 と
の連携体制を構
築しているか

☑保護者会の開催等、学校
の教育活動に関する情報提
供を適切に行っているか
☑個人面談等の機会を保護
者に提供し、面談記録を適
切に保存しているか
☑学力不足、心理面等の問
題解決にあたって、保護者
と適切に連携しているか
☑緊急時の連絡体制を確保
しているか

４

・半期ごとに成績表送
付の際に状況報告の
文書を同封。
・再試験該当者には保
護者連絡
・年 1 回、保護者会を
開催し、クラスの状
況報告と個別相談の
時間を設けている。
・保護者の緊急連絡先
は入学時に聴取
・保護者との面談記録

中項目総括
保護者との連携は密に取れている環境である。また、再試験が 1 科目でも該
当した場合には連絡を入れている。実習においても進行が滞っている場合は
保護者に一報を入れている。精神面でも不安がある場合には保護者と相談し
ながらサポートしている。

課

題

参照資料
保護者会の議事録
成績管理システム
（緊急連絡先）
保護者への送付文
保護者会の資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

３９

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

5-21 （1/2）

5-21 卒業生・社会人
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

5-21-1 卒業生 へ
の支援体制を整
備しているか

☑同窓会を組織し、活動状
況を把握しているか
☑再就職、キャリアアップ
等について卒後の相談に適
切に対応しているか
☑卒業後のキャリアアップ
のための講座等を開講して
いるか
☑卒業後の研究活動に対す
る支援を行っているか

４

・OB 会を組織し、運営 ・OB 会運営がまだ未成
熟なため、運営方法
に関する相談窓口を
について介入が必要
設けている。
・OB 会と連携しながら ・キャリアアップ講座
の開催頻度が少ない
卒後教育の一環とし
（年 2 回）
ての研修会を開催
・研究や再就職に関し
てもサポートしてい
る。

5-21-2 産学連 携
による卒業後の
再教育プログラ
ムの開発・実施に
取組んでいるか

☑関連業界・職能団体等と
再教育プログラムについて
共同開発等を行っているか
☑学会・研究会活動におい
て、関連業界等と連携・協
力を行っているか

４

・学会発表などの研究
活動は実施している
・職能団体からの依頼
での研修会開催
・職能団体の活動への
参加

5-21-3 社会人 の
ニーズを踏まえ
た教育環境を整
備しているか

☑社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する
取扱いを学則等に定め、適
切に認定しているか
□社会人学生に配慮し、長
期履修制度等を導入してい
るか
□図書室、実習室等の利用
において、社会人学生に対
し配慮しているか
□社会人学生等に対し、就
職等進路相談において個別
相談を実施しているか

非
該当

・入学前に既修得単位
の認定を実施してい
る。オープンキャン
パスや説明会などで
個別相談を実施して
いる。
・夜間がないので、社
会人と現役生は区別
なし

４０

課

題

課題の改善方策

参照資料

・相談窓口の教員が運
営に介入しながら適
切な運営が自律でき
るようにサポートし
ていく。
・研修会の開催頻度の
検討
・支援体制の体系化を
検討していく

OB 会会則
総会資料
事業計画書
収支報告
研修会資料
スポーツ大会資料
学会抄録（研究活動支
援資料）
卒後研修の案内・資料
学会抄録
委嘱状（県士会）
県士会の委員名簿
県士会の組織図

・社会人だけ別枠で図
書室や実習室の規程
を設けてはいない

学生便覧
既修得単位認定に関す
る規程（学則）

5-21 （2/2）
中項目総括
卒業生に対するキャリアアップの講座の開催は OB 会と連携して実施してい
る。研究活動や再就職に関するサポートを体系化したものにしていく。既修
得単位認定以外は社会人だけ別対応するような規程は整備していない。
（昼間
部のみで現役・社会人の扱いが同一の為）

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

４１

２０１７年２月２８日

記載責任者

加藤 研太郎

基準６ 教育環境
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・建築時より校内はバリアフリー化の対策が済んでい
るが開校 11 年目を迎え、経年劣化等による修理箇所が
増えて来ている。
・施設・設備・機器類等は予算計画を作成し、執行し
ている。
・図書については、指定規則に準じ整備並びに年々充
実を図っている。
・学外実習では年 3 回の実習指導者研修会等を実施し
指導者との交流を深めると共に学生指導の問題共有を
図っている。
・消防計画、危険等発生時対処要領を作成し整備して
いる。

・日常点検、定期点検の記録をし、補修についてはそ
の都度対応している
・中長期目標に照らし合わせながら、予算編成を行い
整備して行く。
・購入計画に従い購入して行く。

・災害発生時におけるより具体的な行動マニュアルを
作成中。

最終更新日付

４２

２０１７年２月２８日

記載責任者

真下 博子

6-22 （1/2）

6-22 施設・設備等
施設・設備等
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

6-22-1 教育上の
必要性に十分対
応した施設・設
備・教育用具等を
整備しているか

☑施設・設備・機器類等は設
置基準、関係法令に適合し、
かつ、充実しているか
☑図書室、実習室など、学生
の学習支援のための施設を
整備しているか
☑図書室の図書は専門分野
に応じ充実しているか
☑学生の休憩・食事のための
スペースを確保しているか
☑施設・設備のバリアフリー
化に取組んでいるか
☑手洗い設備など学校施設
内の衛生管理を徹底してい
るか
☑卒業生に施設・設備を提供
しているか
☑施設・設備等の日常点検、
定期点検、補修等について適
切に対応しているか
☑施設・設備等の改築・改
修・更新計画を定め、適切に
執行しているか

４

・指定規則、関係法令等
を遵守し、基準より多い
数量、種類を備えている
・指定規則に準じ整備し
ている。
・図書については年々充
実を図っている。
・普通教室、ラウンジに
て確保している。
・開校時よりバリアフリ
ー化されている。
・外部委託の清掃員によ
る清掃を１日数回おこな
っている。
・施設利用規程を定め、
必要に応じ提供している
・日常点検、定期点検の
記録をし、補修について
はその都度対応している
・予算計画を作成し、執
行している。また、早急
に補修が必要なものから
おこなっている。

４３

課

題

課題の改善方策

参照資料
【施設・設備一覧】
・備品台帳
・竣工図
（建築・設備・電気）
【施設・設備の利用状況に
関する資料】
・施設使用に関する事項
（学生便覧）
・図書目録

・施設利用許可願
【施設・設備・機器類の点
検・管理体制資料】
・施設・設備類の契約書
・学校日誌
・物品管理週間実施要項
【改築・改修・更新計画と
実施状況資料】
・予算計画書
・実施報告書

6-22 （2/2）
中項目総括
教育上の必要性に対応する施設・設備・機器類を備え、基準より多い数量、
種類の教育用具の充実を図っている。
校内は建築時よりバリアフリー化の対策済み。
希望する卒業生には、施設・設備を提供している。
施設・設備の安全管理に関する点検をし、補修をしている。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
竣工から 11 年目をむかえ、施設・設備・備品の経年劣化による故障や不具合が
増えてきている。

最終更新日付

４４

２０１７年２月２８日

記載責任者

真下 博子

6-23 （1/2）

6-23 学外実習、インターンシップ等
小項目

チェック項目

評定

6-23-1 学外実習、
インターンシッ
プ、海外研修等の
実施体制を整備
しているか

☑学外実習等について、意
義や教育課程上の位置づけ
を明確にしているか
☑学外実習等について、実
施要綱・マニュアルを整備
し、適切に運用しているか
☑関連業界等との連携によ
る企業研修等を実施してい
るか
☑学外実習について、成績
評価基準を明確にしている
か
☑学外実習について実習機
関の指導者との連絡・協議
の機会を確保しているか
☑学外実習等の教育効果に
ついて確認しているか
☑学校行事の運営等に学生
を積極的に参画させている
か
☑卒業生・保護者・関連業
界等、また、学生の就職先
等に行事の案内をしている
か

４

現状・具体的な取組等

課

・学外実習はカリキュラ ・特になし
ムに位置づけているとと
もに、養成課程の特長を
踏まえた効果的な時期に
配置している。
・在学期間を通じた実習
要綱を完備し、どの学年
においてもすべての実習
についていつでも確認で
き、またこれまでの経験
や実習状況も集約され、
ポートフォリオの役割も
果たしている。
・実習指導者会議を設け、
指導者への説明と協議の
場としている。また実習
中は電話連絡に加え長期
実習必ず実習訪問を行い
状況把握に努めている。
・海外研修を 2 年次に設
定している（アメリカ）
・卒業生への行事案内は
ホームページの卒業生ペ
ージを活用して実施して
いる。

４５

題

課題の改善方策
・継続的な見直し

参照資料
・学則（教育課程表）
・実習要綱および評価
冊子
・実習承諾書
・実習指導者会議議事
録
・実習訪問記録

・オープンキャンパス
実施マニュアル
・学校説明会実施マニ
ュアル
・クリーンデー実施要
綱
・文化祭実績
・卒後教育実施記録
・入学式卒業式ご招待
一覧
・ホームページ（卒業
生ページ）

6-23 （2/2）
中項目総括
・学外実習について、学校の近隣（埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県を中
心に）に依頼し、日頃よりコミュニケーションが取りながら適切に連携し実
施している。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・養成課程の特色（理学療法士作業療法士）から、学外実習そのものがイン
ターンシップの特色をそなえている。
・上尾中央医科グループと連携した実習体制の一環として、実習指導者に向
けた研修会を年 3 回開催し開催している実習指導の質向上に努めている。

最終更新日付

４６

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

6-24 （1/2）

6-24 防災・安全管理
防災・安全管理
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

6-24-1 防災に対
する組織体制を
整備し、適切に運
用しているか

☑学校防災に関する計画、
消防計画や災害発生時にお
ける具体的行動のマニュア
ルを整備しているか
☑施設・建物・設備の耐震
化に対応しているか
☑消防設備等の整備及び保
守点検を法令に基づき行
い、改善が必要な場合は適
切に対応しているか
☑防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか
□備品の転倒防止など安全
管理を徹底しているか
□教職員・学生に防災研
修・教育を行っているか

３

・消防計画、危険等発生
時対処要領を作成し整備
している。

☑学校安全計画を策定して
いるか
☑学生の生命と学校財産を
加害者から守るための防犯
体制を整備し、適切に運用
しているか
□授業中に発生した事故等
に関する対応マニュアルを
作成し、適切に運用してい
るか

３

6-24-2 学内にお
ける安全管理体
制を整備し、適切
に運用している
か

・新耐震基準施行後に建
築認定を受けた校舎であ
るため対応している。
・設備及び保守点検を法
令に基づき年２回実施し
ている。
・消防署にも参加要請を
し、年に一度実施してい
る。
・教具類は転倒防止対策
済み。書棚等について順
次進めている。
・消防訓練・研修はおこ
なっているが、防災訓練
は実施できていない。

課

題

・災害発生時におけるよ
り具体的な行動マニュ
アルが必要。

参照資料

・学校安全委員会にて取
組中。

【防災計画、発生時対応ﾏﾆｭｱﾙ】
・消防計画
・危険等発生時対処要領
（具体的な行動ﾏﾆｭｱﾙも含む）
【耐震化を示す資料、計画等】
【保守点検、改善、補修に関す
る資料】
・消防設備等点検結果報告書

・転倒の可能性があるも
のは対策が必要。
・防災訓練実施の必要が
ある。

・書棚類の転倒防止対策
を今年度中に実施予定。
・地震→火災を想定した
防災訓練を３月に予定
している。

【防災訓練実施要項、実施記
録】
・消防訓練実施計画（結果）報
告書
【設備・備品の転倒防止などの
安全管理対策】
・安全管理対策一覧
【防災教育の実施状況】

【学校安全計画、担任体制等資
料】
・学校安全計画
【防犯体制に関する資料】
・危険等発生時対処要領

・年間の学校安全計画を
策定している。
・危険等発生時対処要領
を作成している。

・事故発生時のより具体
的なマニュアルの整備
と職員への周知。

４７

課題の改善方策

【事故対応マニュアル】

6-24 （2/2）
小項目
6-24-2 続き

チェック項目
□薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェック
を行うなど適切に対応して
いるか
☑担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか

評定

現状・具体的な取組等
・薬品関係は保有してい
ない。危険物の管理は備
品台帳している。

課

題

・刃物類等の危険物につ
いて定期的なチェック
がされていない。

課題の改善方策
・危険物管理規程及び定
期的なチェック体制を
定め今年度中に対応予
定。

【危険物の管理状況】

【学外実習等の安全管理に関
する資料】
・保険加入証

・学外実習、海外研修時
等、万が一事故が起こっ
てしまった場合に備え、
保険加入及び連絡体制を
整えている。

中項目総括
災害発生時における、より具体的な行動マニュアルを作成中。
消防設備点検は、法令に基づき実施している。
転倒防止対策（安全管理）について、順次取組み中。
学校の実情に応じた、学校安全計画を策定している。

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
職員を対象に、不審者侵入時の対応研修（主にさすまたの使用方法）を実施。

最終更新日付

４８

２０１７年２月２８日

記載責任者

真下 博子

基準７ 学生の募集と受入れ
総括と課題
・接続する教育機関に対し、説明会の実施や訪問に
よる説明、ホームページやパンフレットなどを活
用し、積極的に情報提供を行っている。

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・安定した学生募集を目的に、引き続き活動

・学生募集を効果的に実施する体制として、本年度
より学生募集委員会を立ち上げ、現状の課題点整理
と効果的な募集活動について検討し随時実施して
いる

・保護者向けの学校案内についてはホームページ、
保護者会等で入学に向けた説明を行っている
・入学選考および試験実施については、基準やマニ
ュアルを用いて適切に運用している
・教員や保護者向けの学校案内を作成
・入学選考に関する実績を授業に活かす取り組みに
ついては、取組中
・経費内容に対応した学納金を算定しており、協議
を経て適切に決定されている
・入学辞退者に対する対応は適切である

最終更新日付

４９

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

7-25 （1/2）

7-25 学生募集活動
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

7-25-1 高等学 校
等接続する教育
機関に対する情
報提供に取組ん
でいるか

☑高等学校等における進学
説明会に参加し教育活動等
の情報提供を行っているか
☑高等学校等の教職員に対
する入学説明会を実施して
いるか
☑教員又は保護者向けの
「学校案内」等を作成して
いるか

４

・高等学校や予備校、会
場ガイダンスなどにお
ける進路説明会に参加
し、積極的に情報提供
を行っている。またホ
ームページにガイドラ
インに準拠した情報公
開をしている。
・高校教員対象の職業お
よび学校説明会を実
施。
・教員や保護者向けの学
校案内を作成。

7-25-2 学生募 集
を適切、かつ、効
果的に行ってい
るか

☑入学時期に照らし、適切
な時期に願書の受付を開始
しているか
☑専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか
☑志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか
☑学校案内等において、特
徴ある教育活動、学修成果
等について正確に、分かり
やすく紹介しているか
☑広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か

４

・4 月の入学時期に合わ 特になし
せ、前年度の 10 月よ
り募集を開始している
・埼玉県専修学校各種学
校協会が行う自主規制
に従った募集形態とし
ている
・志願者の入学相談は電
話、個別、各種イベン
トなどで適時対応して
いる
・パンフレットを刷新し、
8 つの特長について整
理して伝えているとと
もに、ホームページに
も明記している

５０

課
・特になし

題

課題の改善方策

参照資料

・取組の継続

・進路説明会参加実績
・高校教員向け説明会
参加者名簿および説
明資料
・高校教員向け説明会
アンケート結果
・学校公開日資料
・教員保護者向け資料

取り組みの継続

・募集要項、学校案内（パ
ンフレット）
・志願者等に対する相談
体制資料（イベント時
の個別相談、イベント
以外の個別対応）
・オープンキャンパス、
学校説明会、体験入学
での配布資料
・広報関係のチェック体
制の資料
・各イベント参加者アン
ケート
・入学試験区分別入学実
績

7-25 （2/2）
小項目
7-25-2 続き

チェック項目
☑体験入学、オープンキャ
ンパスなどの実施におい
て、多くの参加機会の提供
や実施内容の工夫など行っ
ているか
☑志望者の状況に応じて多
様な試験・選考方法を取入
れているか

評定

現状・具体的な取組等
・オープンキャンパス
は 5 月から月 2 回程
度実施。体験入学は
高校生の夏休みに合
わせて 6 回実施して
いる。
・志望者のこれまでの
経験に大きく左右さ
れるような入試問題
は避け、アドミッシ
ョンポリシーに合致
した人財を選考する
ための入試を幅広い
視点で実施している

中項目総括
・接続する教育機関に対し、説明会の実施や訪問による説明、ホームページ
やパンフレットなどを活用し、積極的に情報提供を行っている。
・保護者向けの学校案内についてはホームページ、イベントでの保護者会等
で入学に向けた説明を行っている。
・教員や保護者向けの学校案内を作成。
・広報や学生募集活動におけるチェック体制について、そのあり方から確認
する必要がある

課

題

・体験入学の希望者が
多く、満員となり希望
者が参加できないこと
がある

課題の改善方策

参照資料

・体験入学の在り方、
定員等について今後検
討

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・学生募集を効果的に実施する体制として、本年度より学生募集委員会を立
ち上げ、現状の課題点整理と効果的な募集活動について検討し随時実施し
ている

最終更新日付

５１

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

7-26 （1/2）

7-26 入学選考
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

課

7-26-1 入学選 考
基準を明確化し、
適切に運用して
いるか

☑入学選考基準、方法は、
規程等で明確に定めている
か
☑入学選考等は、規程等に
基づき適切に運用している
か
☑入学選考の公平性を確保
するための合否判定体制を
整備しているか

４

入学試験においては外
部の採点官や面接官を
依頼し公平性を担保し
ているとともに、入学
選考に当たっては基準
を定め、会議にて合議
の上決定している。

特になし

取り組みの継続

・学則
・入学試験実施要綱
・募集要項
・入学試験判定会議議
事録

7-26-2 入学選 考
に関する実績を
把握し、授業改善
等に活用してい
るか

☑学科毎の合格率・辞退率
などの現況を示すデータを
蓄積し、適切に管理してい
るか
☑学科毎の入学者の傾向に
ついて把握し、授業方法の
検討など適切に対応してい
るか
☑学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか
☑財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか

４

・学科ごとの進級率、
留年・退学状況、国
家試験合格率を年ご
とに記録し、共有サ
ーバーにて管理して
いる
・入試の点数や偏差値
などを把握し、個別
指導など教育に活か
している
・応募者数の予測数値
を算出している（学
科別ではない）
・予算書作成の際、受
験者数や入学者数の
予測を活かしている

特になし

取り組みの継続

・入学試験結果
・入学者の傾向分析デ
ータ
・教育方法の検討資料
（各会議議事録）
・入学者等予測データ
資料
・予算・収支計画と応
募者数予測の比較資
料

５２

題

課題の改善方策

参照資料

7-26 （2/2）
中項目総括
・入学選考については基準を用いて総合的に判断し、適切に運用している
・入学試験実施に当たってはマニュアルを完備し、関わる職員が厳正に対応
できるよう徹底している
・入学選考に関する実績を授業に活かす取り組みについては、入学試験委員
会およびカリキュラム委員会にて取組中

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

５３

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

7-27 （1/1）

7-27 学納金
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

7-27-1 経費内 容
に対応し、学納金
を算定している
か

☑学納金の算定内容、決定
の過程を明確にしているか
☑学納金の水準を把握して
いるか
☑学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか

４

・教育機関として必要
な経費から学納金を
算定しており、学内
検討を経て理事会に
て決定している。
・他校の学納金の把握
から、その水準につ
いて把握している
・学納金以外にかかる
費用については学生
募集要項に明記する
とともにホームペー
ジにも掲載してい
る。

・特になし

7-27-2 入学辞 退
者に対し、授業料
等について、適正
な取扱を行って
いるか

☑文部科学省通知の趣旨に
基づき、入学辞退者に対す
る授業料の返還の取扱いに
対して、募集要項等に明示
し、適切に取扱っているか

４

通知の主旨を理解し、
入学前の手続き者には
入学辞退者には入学金
以外を返還している。
またその旨を学生募集
要項に明記している。

特になし

中項目総括
・教育上必要な経費から学納金を算定しており、検討を経て理事会にて協議
決定がなされている
・入学辞退者に対する対応は適切である

課

題

参照資料

・継続的な見直し

・理事会議事録（学納
金変更時のもの）
・学納金一覧
・学生募集要項

取り組みの継続

・学生募集要項

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

５４

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

高島 恵

基準８ 財 務
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

本校は作業療法士、理学療法士養成校として平成
18 年に開校以来、入学志願者に恵まれ財務基盤は安
定している。法人としては横浜に横浜中央看護専門
学校を平成 26 年 4 月に開校した。
背景に上尾中央医科グループという医療関連グル
ープを持つ為、ほぼ自前で実習施設の確保ができる
など経費も抑えられている。

全国的な学生数の減少については本校も例外で
はない。毎年の学生募集と定員の確保については地
元の高校を中心に今後も進めて行きたい。
開校後 10 年経った為、校具・教具については早急
に、それ以外のものについては計画的に修繕計画を
立て行う。

最終更新日付

５５

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

8-28 （1/2）

8-28 財務基盤
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

8-28-1 学校及 び
法人運営の中長
期的な財務基盤
は安定している
か

☑応募者数・入学者数及び
定員充足率の推移を把握し
ているか
☑収入と支出はバランスが
とれているか
☑貸借対照表の翌年度繰越
収入超過額がマイナスにな
っている場合、それを解消
する計画を立てているか
☑消費収支計算書の当年度
消費収支超過額がマイナス
となっている場合、その原
因を正確に把握しているか
☑設備投資が過大になって
いないか
☑負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか

４

・受験者数、入学者数、
定員充足率等について
は、年度初めに全教職員
で情報を共有している。
・収入と支出のバランス
は問題なくとれている。
・翌年度繰越収入超過額
にマイナスは発生してい
ない。
・本校は黒字であるが同
法人内にマイナスが発生
している。原因を把握し
改善中である。
・設備投資は適切におこ
なわれている。
・負債はない。

☑最近 3 年間の収支状況
（消費収支・資金収支）に
よる財務分析を行っている
か
☑最近 3 年間の財産目録・
貸借対照表の数値による財
務分析を行っているか

４

8-28-2 学校及 び
法人運営に係る
主要な財務数値
に関する財務分
析を行っている
か

・最近 3 年間の財務分
析を行っている。
・最近 3 年間の財産目
録・貸借対照表の数値
による財務分析を行っ
ている。

５６

課

題

課題の改善方策

・毎年見直しを行い、
課題が発生した場合、
随時対応していく。

・法人内の他校は開校
３年が経ち改善計画を
策定中である。

・毎年見直しをし、課
題が発生した場合、随
時対応していく。

参照資料
・過去３年間の
資金収支計算書
消費収支計算書
財産目録
貸借対照表
・当該年度の予算書

・改善計画の進捗を見
守る

・法人寄付行為
・理事会議事録、中長
期計画
・財務分析結果
・主要な財務数値と全
国平均との比較表

8-28 （2/2）
小項目
8-28-2 続き

チェック項目

評定

☑最近 3 年間の設置基準等
に定める負債関係の割合推
移データによる償還計画を
策定しているか
☑キャッシュフローの状況
を示すデータはあるか
☑教育研究費比率、人件費
比率の数値は適切な数値に
なっているか
☑コスト管理を適切に行っ
ているか
☑収支の状況について自己
評価しているか
☑改善が必要な場合におい
て、今後の財務改善計画を
策定しているか

４

現状・具体的な取組等

課

題

課題の改善方策

・負債はない。

・過去３年間の学校基
本調査票
・過去３年間の法人基
本調査票
（計算書類と年度が一
致した調査票）

・キャッシュフローの
状況を示すデータはあ
る。
・教育研究費比率、人
件費比率の数値は適切
な数値になっている。
・コスト管理を適切に
行っている。
・収支の状況について
自己評価している。
・改善が必要な場合は
今後、財務改善計画を
策定する。

中項目総括

参照資料

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

財務基盤は安定している。

最終更新日付

５７

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

8-29 （1/1）

8-29 予算・収支計画
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

8-29-1 教育目 標
との整合性を図
り、単年度予算、
中期計画を策定
しているか

☑予算編成に際して、教育
目標、中期計画、事業計画
等と整合性を図っているか
☑予算の編成過程及び決定
過程は明確になっているか

４

8-29-2 予算及 び
計画に基づき、適
正に執行管理を
行っているか

☑予算の執行計画を策定し
ているか
☑予算と決算に大きな乖離
を生じていないか
☑予算超過が見込まれる場
合、適切に補正措置を行っ
ているか
☑予算規程、経理規程を整
備しているか
☑予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど適
切な会計処理行っているか

４

・予算編成に際して、教
育目標、中期計画、事業
計画等と整合性を図って
いる。
・予算の編成過程及び決
定過程は明確になってい
る。
・予算の執行計画を策定
している。
・予算と決算に大きな乖
離を生じていない。
・予算超過が見込まれる
場合、適切に補正措置を
行っている。
・予算規程、経理規程を
整備している。
・予算執行にあたってチ
ェック体制を整備するな
ど適切な会計処理行って
いる。

中項目総括
収入と支出のバランスを考えた計画を実行していく。

課

題

課題の改善方策

参照資料

・毎年見直しを行い、
課題が発生した場合、
随時対応していく。

・緊急修理など今後計
画通り行かない場合も
想定される。

・予算書（当該年度及
び前年度分）
（前年度分は予算と決
算が比較できる資料）
・経理規定

・補正予算などで対応
していく。

・補正予算書（補正前
後）
・議事録
・予算・経理規定
・予算審議理事会議事
録

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

５８

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

8-30 （1/1）

8-30 監査
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

8-30-1 私立学 校
法及び寄附行為
に基づき、適切に
監査を実施して
いるか

☑私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか
☑監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか
□監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか
☑監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか

３

・私立学校法及び寄附行
為に基づき、適切に監査
を実施している。
・監査報告書を作成し理
事会等で報告している。
・監事の監査に加えて、
監査法人による外部監査
は実施出来ていない。
・監査時における改善意
見について記録し、適切
に対応している。

中項目総括
監事は 2 名とも公認会計士である。

課

題

・公認会計事務所による
監査を実施しているが
監査法人による監査を
実施出来ていない。

課題の改善方策

参照資料

・公認会計事務所による
監査以外が必要か検討
する。

・過去３年間の監査報告
書
・報告審議理事会議事録
・監査法人による監査報
告書
・財務改善計画書

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

５９

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

8-31 （1/1）

8-31 財務情報の
財務情報の公開
小項目

チェック項目

評定

8-31-1 私立学 校
法に基づく財務
情報公開体制を
整備し、適切に運
用しているか

☑財務公開規程を整備し、
適切に運用しているか
☑公開が義務づけられてい
る財務帳票、事業報告書を
作成しているか
☑財務公開の実績を記録し
ているか
☑公開方法についてホーム
ページに掲載するなど積極
的な公開に取組んでいるか

４

現状・具体的な取組等

課

題

課題の改善方策

・財務公開規程を整備し、 ・特になし。
適切に運用している。
・公開が義務づけられて
いる財務帳票、事業報告
書を作成している。
・財務公開の請求実績は
ない為、記録はない。
・ホームページに公開し
ている。

中項目総括
財務情報についても公開している。

参照資料
・情報公開規定
・公開する財務帳票、
事業報告書
・財務公開実績
・学校ホームページ

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

６０

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

基準９ 法令等の遵守
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・関係法令及び設置基準等に基づき、学校運営を適切
に行っている。
・寄附行為、学則を定め、適切に運用している。
・学生相談に関する規程に基づき、相談窓口を設置し
ている。
・学則及び細則を周知する為、学生便覧を配布し確認、
指導している。

・セクシャルハラスメント防止のための方針を策定し
ているが、対応マニュアルの見直しが必要。
・教職員に対する学校運営に関わる関係法令等の研
修・教育を検討する必要がある。

・学校教育法
・私立学校法
・専門学校設置基準
・学校保健安全法
・専門士の称号の付与に関する規程
・理学療法士及び作業療法士法
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律
（ビル管理法）

最終更新日付

６１

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

9-32 （1/1）

9-32 関係法令、設置基準等の遵守
関係法令、設置基準等の遵守
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

9-32-1 法令や 専
修学校設置基準
等を遵守し、適正
な学校運営を行
っているか

☑関係法令及び設置基準等
に基づき、学校運営を行う
とともに、必要な諸届等適
切に行っているか
☑学校運営に必要な規則・
規程等を整備し、適切に運
用しているか
☑セクシュアルハラスメン
ト等の防止のための方針を
明確化し、対応マニュアル
を策定して適切に運用して
いるか
☑教職員、学生に対し、コ
ンプライアンスに関する相
談窓口を設置しているか
☐教職員、学生に対し、法
令遵守に関する研修・教育
を行っているか

３

・学校教育法、理学療法
士及び作業療法士法等に
基づき、適切に行ってい
る。
・寄附行為、学則を定め、
適切に運用している。
・セクシャルハラスメン
ト防止のための方針を策
定し個別面談時に確認し
ている。
・学生相談に関する規程
に基づき、相談窓口を設
置している。
・学生に対し、学生便覧を
配布し、オリエンテーショ
ンなどで確認、指導してい
る。教職員には会議、朝礼
等で啓発している。

中項目総括
関係法令及び設置基準等に基づき、学校運営を適切に行っている。また、寄附行
為、学則を定め、適切に運用している。
セクシャルハラスメント防止のための方針を策定し、個別面談時に確認している
が、対応マニュアルの見直しが必要。
学生相談に関する規程に基づき、相談窓口を設置している。
周知のため学生便覧を配布し確認、指導している。教職員に対する学校運営に関
わる関係法令等の研修・教育を検討する必要がある。

課

題

参照資料
・学則変更や実習地の追
加等の所轄庁への届出
書類
・理事会・評議員会議事
録
・学則及び規程

・対応マニュアルの見直
しが必要である。

・全教職員に対する学校
運営に関わる関係法令
等の研修・教育を検討し
ていく必要がある。

・委員会において対応マ
ニュアルの見直しをお
こなっており、年度内に
運用を開始予定。

・教職員の不祥事に関す
るマニュアル（作成中）
（セクハラ・パワハラ対
応マニュアル）

・年 12 回実施している
教職員全体会議の中に
計画し実施していく。

・学生相談に関する規程
（コンプライアンスに
関する相談体制資料）
・学生便覧
・法令遵守の研修・教育
実績

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

６２

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

9-33 （1/1）

9-33 個人情報保護
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

9-33-1 学校が 保
有する個人情報
保護に関する対
策を実施してい
るか

☑個人情報保護に関する取
扱方針・規程を定め、適切
に運用しているか
□大量の個人データを蓄積
した電磁記録の取扱いに関
し、規程を定め、適切に運
用しているか
☑学校が開設したサイトの
運用にあたって、情報漏え
い等の防止策を講じている
か
☑学生・教職員に個人情報
管理に関する啓発及び教育
を実施しているか

３

・個人情報保護管理規程
及び方針を策定してい
る。
・電磁記録については持
ち込み、持ち出しの禁止
は周知している。
・個人情報データ取得時
のセキュリティー対策と
して、暗号化通信を導入
している。
・教職員には会議や朝礼
で啓発し、学生には、SNS
における個人情報取り扱
いガイドブック及び実習
要綱を活用し、指導して
いる。

中項目総括
個人情報保護管理規程及び方針を策定しているが、規程、方針の見直し及び適切
な運用が必要。
個人情報データ取得時のセキュリティー対策として、暗号化通信を導入している。
学生に対しては、SNS における個人情報取り扱いガイドブックを活用し、指導を
行っている。教職員に対しては、個人情報取り扱いに関する研修・教育の検討が
必要。

課

題

参照資料

・規程、方針の見直し及
び適切な運用。

・規程及び方針を見直
し、適切に運用する。

・電磁記録の取扱いに関
する規程の見直し及び
適切な運用。

・電磁記録の取扱いに関
する規程の見直し及び
適切な運用を年度内に
おこなう予定。

・全教職員に対する個人
情報取り扱いに関する
研修・教育を検討してい
く必要がある。

・年 12 回実施している
教職員全体会議の中に
計画し実施していく。

・個人情報保護管理規程
セキュリティポリシー
等
・個人情報保護に関する
組織体制、会議録
・事故発生時マニュア
ル、対応の記録
・個人情報保護に関する
研修・教育実施記録
・SNS における個人情報
取り扱いガイドブック
（日本看護学校協議会
共済会 発行）
・実習要綱

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

６３

課題の改善方策

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

9-34 （1/2）

9-34 学校評価
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

9-34-1 自己評 価
の実施体制を整
備し、評価を行っ
ているか

☑実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か
☑実施にかかる組織体制を
整備し、毎年度定期的に全
学で取組んでいるか
☑評価結果に基づき、学校
改善に取組んでいるか
☑評価結果を報告書に取り
まとめているか
☑評価結果をホームページ
に掲載するなど広く社会に
公表しているか

4

・学則及び学校評価実施
規程を策定し、実施して
いる。
・学校評価委員会を設置
し、毎年度取り組んでい
る。
・毎月の委員会で継続取
組の確認を行っている。
・自己評価報告書を作成
している。
・自己評価結果を本校の
ホームページに掲載して
いる。

・毎年度見直しを行い、 ・毎年度見直しを行い、 ・学則及び学校評価実施
課題が発生した場合は、 課題が発生した場合は、 規程
随時対応していく必要 随時対応していく。
・評価の為の組織体制に
がある。
関する資料

☑実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か
☑実施のための組織体制を
整備しているか
☑設置課程・学科に関連業
界等から委員を適切に選任
しているか
☑評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか
☑評価結果を報告書に取り
まとめているか
☑評価結果をホームページ
に掲載するなど広く社会に
公表しているか

4

・学則及び学校評価実施
規程を策定し、実施して
いる。
・学校評価実施規程で組
織体制、委員の構成を策
定している。

・毎年度見直しを行い、 ・毎年度見直しを行い、 ・学則及び学校評価実施
課題が発生した場合は、 課題が発生した場合は、 規程
随時対応していく必要 随時対応していく。
・評価の為の組織体制に
がある。
関する資料
・評価委員名簿

9-34-2 自己評 価
結果を公表して
いるか

9-34-3 学校関 係
者評価の実施体
制を整備し評価
を行っているか

9-34-4 学校関 係
者評価結果を公
表しているか

4

4

・毎月の委員会で継続取
組の確認を行っている。
・学校関係者評価報告書
を作成している。
・学校関係者評価報告書
を本校のホームページに
掲載している。

６４

課

題

課題の改善方策

参照資料

・毎年度見直しを行い、 ・毎年度見直しを行い、 ・自己評価報告書
課題が発生した場合は、 課題が発生した場合は、 ・公表内容、本校ホーム
随時対応していく必要 随時対応していく。
ページ
がある。

・毎年度見直しを行い、 ・毎年度見直しを行い、 ・学校関係者評価報告書
課題が発生した場合は、 課題が発生した場合は、 ・本校ホームページ
随時対応していく必要 随時対応していく。
がある。

9-34 （2/2）
中項目総括
学則及び学校評価実施規程を策定し、自己評価および学校関係者評価を実施して
いる。評価結果については、本校のホームページに掲載している。
評価結果に基づく改善取組については、毎月の委員会で継続取組の確認を行って
いる。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

６５

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

9-35 （1/1）

9-35 教育情報の公開
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

9-35-1 教育情 報
に関する情報公
開を積極的に行
っているか

☑学校の概要、教育内容、
教職員等教育情報を積極的
に公開しているか
☑学生、保護者、関連業界
等広く社会に公開している
か

4

・情報提供等への取り組
に関するガイドラインに
基づき、本校ホームペー
ジ等で公開している。

中項目総括
情報提供等への取り組みに関するガイドラインに基づき、本校ホームページ
等で公開している。また、提供する情報が古いものとならないように最新の
情報提供を継続して努めている。

課

題

・提供する情報が古いも
のとならないよう、最新
の情報提供に努める。

課題の改善方策

参照資料

・提供する情報が古いも
のとならないよう、最新
の情報提供に努める。

・専門学校における情報
提供等への取り組に関
するガイドライン
・本校ホームページ、学
校案内

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
進学サイト、進学情報誌においても情報提供を行っている。

最終更新日付

６６

２０１７年２月２８日

記載責任者

目谷 昭

基準１０ 社会貢献・地域貢献
総括と課題

今後の改善方策

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

・平成 28 年 8 月に方針・規程を策定した。
・キャリア教育及び職業教育、地域への公開講座を
通じた貢献が可能となりつつある。

・方針・規程に基づき、教職員への浸透を図る。
・今後も活動を継続して行う。

・教職員・学生に対し重要な社会問題に関する研修
と教育について検討が必要である

・教職員・学生に対し重要な社会問題に関する研修と
教育について、実施の有無及び方法について検討する。
3 月に教職員と学生を対象とした認知症サポーター養
成講座を開催予定。平成 29 年度は年 2 回の研修・教育
の機会を計画している。

・学生へのボランティア推奨について、3 年課程で学
業が過密スケジュールとなっている為、実際に参加す
ることが難しい状態である。

・学生のボランティア支援を円滑に行う為、支援体
制の見直し及び規程策定した。

・学生のボランティア支援について、今後も継続し
て行う。

最終更新日付

６７

２０１７年２月２８日

記載責任者

神山 真美

10-36 （1/2）

10-36 社会貢献・地域貢献
社会貢献・地域貢献
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

10-36-1 学校の教
育資源を活用し
た社会貢献・地域
貢献を行ってい
るか

☑産・学・行政・地域等との
連携に関する方針・規程等を
整備しているか
☑企業や行政と連携した教
育プログラムの開発、共同研
究の実績はあるか
☑国の機関からの委託研究
及び雇用促進事業について
積極的に受託しているか
☑学校施設・設備等を地域・
関連業界等・卒業生等に開放
しているか
☑高等学校等が行うキャリ
ア教育等の授業実施に教員
等を派遣するなど積極的に
協力・支援しているか
☑学校の実習施設等を活用
し高等学校の職業教育等の
授業実施に協力・支援してい
るか
☑地域の受講者等を対象と
した「生涯学習講座」を開講
しているか
☑環境問題など重要な社会
問題の解決に貢献するため
の活動を行っているか
□教職員・学生に対し、重要
な社会問題に対する問題意
識の醸成のための研修、教育
に取組んでいるか

3

・方針・規程等を策定し
た。

課

題

・カリキュラム委員会、
関連企業への教員派遣等
を通じ教育方法について
検討協力している。
・職能団体および上尾市
等行政からの委託事業は
積極的に受託している。
・職業団体(県士会)、関
連業界、卒業生が開催す
る研修会や勉強会、研究
活動に対し施設利用を支
援している。
・上尾中学校、高校等へ
教員派遣し職業説明や模
擬授業を実施している。
・学内見学・体験授業を
実施している。
・10 月に一般市民を対象
として公開講座を開催。
次回 3 月を予定している。
・省エネ・ゴミ分別など
資源削減の為に、節電や
美化活動を行っている。

６８

課題の改善方策

参照資料

・学校教育資源を活用し
た社会貢献・地域貢献に
ついて、今後も継続して
実施していく。

・社会地域貢献規程
・カリキュラム委員
会承諾書・会議議事
録
・委嘱書

・施設等使用に関す
る規程
・施設利用願・許可
書
・ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ等参加実績
表

・教職員・学生に対し重
要な社会問題に関する研
修と教育について検討が
必要である。

・教職員・学生に対し重
要な社会問題に関する研
修と教育方法について検
討準備している。
・3 月に学生教職員を対象
とした「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養
成講座」を開催予定であ
る。
・平成 29 年度より年 2 回
開催予定である。

・委員会議事録
・活動報告書
・参加者一覧

10-36 （2/2）
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

10-36-2 国際交流
に取組んでいる
か

□海外の教育機関との国際
交流の推進に関する方針を
定めているか
□海外の教育機関と教職員
の人事交流・共同研究等を行
っているか
□海外の教育機関と留学生
の受入れ、派遣、研修の実施
など交流を行っているか
□留学生の受入れのため、学
修成果、教育目標を明確化
し、体系的な教育課程の編成
に取組んでいるか
□留学生の受入れを促進す
るために学校が行う教育課
程、教育内容・方法等につい
て国内外に積極的に情報発
信を行っているか

-

・2 年次にハワイ研修とし
てリハビリ専門病院、ク
リニック、介護老人保健
施設、専門職養成校など
の視察と交流を実施して
いる。

課

題

非該当

課題の改善方策
非該当

参照資料
・研修パンフレット
・事前・事後学習報
告書

・留学生受入のための教
育課程および体系的な体
制はとっていない。

中項目総括
・方針・規程については平成 28 年 8 月に策定済み。
・キャリア教育及び職業教育、地域への公開講座を通じた貢献が可能となりつつ
ある。
・教職員・学生に対し重要な社会問題に関する研修と教育について検討が必要で
ある。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）

最終更新日付

６９

２０１７年２月２８日

記載責任者

神山 真美

10-37 （1/1）

10-37 ボランティア活動
小項目

チェック項目

評定

現状・具体的な取組等

10-37-1 学生のボ
ランティア活動
を奨励し、具体的
な活動支援を行
っているか

☑ボランティア活動など社
会活動について、学校とし
て積極的に奨励しているか
☑活動の窓口の設置など、
組織的な支援体制を整備し
ているか
☑ボランティアの活動実績
を把握しているか
□ボランティアの活動実績
を評価しているか
☑ボランティアの活動結果
を学内で共有しているか

4

・学業に影響がない範
囲で活動への参加を推
奨している。
・支援体制を見直し手
続きフローを作成済
み。
・学生参加状況を把握
している。
・委員会を中心に活動
結果を整理し、学内内
で共有を図っている。

中項目総括
・学生のボランティア支援を円滑に行う為、支援体制の見直し及び規程策定を行
った。

課

題

課題の改善方策

参照資料

・今後も教職員内周知
を図り、継続した活動
支援と評価を行う。

・社会地域貢献規程
・学生ボランティア支
援体制
・ボランティア参加実
績一覧
・委員会議事録・資料

・年度末に委員会内で
活動実績の評価を実施
していく必要がある。

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）
・3 年課程で学業が過密スケジュールとなっている為、推奨はしても実際に参加
することが難しい状態である。

最終更新日付

７０

２０１７年２月２８日

記載責任者

神山 真美

4 平成２８年度重点目標達成についての自己評価
平成２８年度重点目標達成についての自己評価
平成２８年度重点目標
平成２８年度重点目標
１）
「教育の質」の継続的な向上
①国家試験合格率
②就職率
③進級率
④教員の研修参加率
⑤教員研究

100％
100％
90％以上
全員 60％以上
1 人１研究実施

２）学生生活支援のさらなる質の向上
学校アンケート「学校の施設・設備は十分に
整っている」における肯定回答率 80％以上

３）安心して学べる環境の維持・改善
学校アンケート「学校の防災設備は十分に整
っている」における肯定回答率 80％以上

４）社会貢献・地域貢献の推進
予定事業の確実な実施

５）組織運営のさらなる円滑化
職員意識調査における B 項目「病院・組織の運
営」において項目全体の平均 4.0 以上

達成状況

１）①国家試験合格率
教員の研修参加、研究活動についてばらつきがある
PT 総合 95.3％（41/43）新卒 100％（36/36）
OT 総合 91.7％（33/36）新卒 94.3％（33/35）
②就職率 PT100％（36/36）
OT100％（35/35）
③進級率 1 年 PT92.5％（37/40）OT92.5％（37/40）
2 年 PT97.8％（44/45）OT96.4％（27/28）
3 年 PT97.3％（36/37）OT94.6％（35/37）
退学者： P1：3 名、P2：1 名、P3：1 名
O1：3 名、O2：2 名、O3：1 名
④PT 78.0％（16.7~100％） OT 37.3％（0~100％）
施設設備の課題（学校開校時間、実技練習、無線 LAN
⑤PT 100％
OT 37.5％
など）

２）肯定回答率
学生 72％、保護者 89％
３）肯定回答率
学生 86％ 保護者 90％

達成

４）
・職業紹介実施（上尾中学校 6 月 18 日（土）
）
・公開講座実施 ①10 月 29 日 参加者 15 名
② 3 月 25 日 参加者 10 名
・認知症サポーター養成講座実施
3月9日
参加者 122 名
・クリーンデイ実施（各学年 年 1 回）
・上尾市地域ケア会議参加
・上尾市アッピー体操第 2 弾 検討委員
５）意識調査実施後確認

６）学生募集活動の安定（受験者数増加） ６）①資料請求者数 1337 件

①資料請求者総数
1200 件
②イベント参加者（本人） 576 人
③受験者数（PO 合計）150 人（延べ人数）

今後の課題

②イベント参加者（本人） 602 人
③受験者数（PO 合計） 142 人（PT77、OT65）

７１

学生募集については継続課題

