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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育理念・目的・育成人材像 特色 将来構想 

 

教育理念は開校当初より明文化され、教職員と生徒・保護者に学生便覧

等で周知されている。 

また、入学式、学生集会、卒業生講演会等の学校行事においても学校長

や職員から生徒や保護者に周知を行っている。 

本校は、教育基本法の精神に則り、専修学校の専門課程として、職業に

必要な能力及び創造的能力を育成し、また社会人としての教養の向上を図

り、地域に貢献することを目的としている。 

また、育成人材像については、学科毎に明確に定めらており、それを実

現するための具体的な計画・方法をカリキュラムやシラバスとして定める

とともに、関連の外部機関との協力・連携のもと、現場のニーズに即応で

きる人材の育成ができるよう見直しを行っている。 

 閉校までの残り３年間において生徒と教職員一体となって、教育理念に

基づき相互の信頼関係を高めながら社会に有為な人材の育成に努めていき

たい。 

 

【教育の理念】 

・愛は医の道の出発点である。愛の心を持って病める人の心と身体 

 を癒そう 

・和は社会人としての道の基本である。和の心は、人・社会・国に 

 平和を与える 

・「愛と和」の心を持ちこの学舎で共に学び医療にたずさわる者の 

 道を終生進もう 

 

【教育の方針】 

・本校はリハビリテーション医療を通じて、社会における医療・ 

 保健・福祉の分野に貢献できる理学療法士・作業療法士・言語 

 聴覚士を養成する 

 

【本校の沿革】 

・平成１２年４月に理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚療法 

学科を各々定員４０名、４年課程の昼間部で開学した。 

・平成１７年１２月に文部科学省から高度専門士称号付与並びに 

大学院入学資格付与の認定を受ける。 

・平成２７年２月に文部科学省から職業実践専門課程の認定を受け 

る。 

 

現在まで、卒業生は３学科で１０８０名に上り、全国の医療機関 

や福祉施設で活躍している。 

 

生徒数：理学療法学科３２名 作業療法学科２１名 計５３名 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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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 課題と今後の改善方策 参照資料 

1-1-1  理念・目

的・育成人材像

は、定められ、

生徒・保護者に

周知されている

か 

□理念等は文書化するな

ど明確に定めているか 

□理念等を生徒・保護者に

周知しているか 

 ４ 

（４） 

 

理念等は学生便覧や学校案内パンフレット

に文書化し、明確に定めている。 

また、入学式やオリエンテーション、学

生集会、保護者会等を通して、新入生・

在校生、保護者にも周知している。 

併せて、実習指導者会議等で外部の関係機

関等に周知するよう努めている。 

 

本校から送付する文書や保護者会の

資料にも教育理念を明記するなど、さ

らに周知を図る。 

今後も学校行事等において自治会

と教職員とさらに連携を深めながら

理念の浸透を図りたい。 

学生便覧 

ホームページ 

1-1-2  育成人材

像は専門分野に

関連する業界等

の人材ニーズに

適合しているか 

□課程（学科）毎に関連業

界等が求める知識・技術・

技能・人間性等人材要件を

明確にしているか 

□教育課程、授業計画（シ

ラバス）等の策定において

関連業界等からの協力を

得ているか 

□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 

 

４ 

（４） 

臨床実習指導者会議や教育課程編成委員会

等において関連業界との協力・連携を図っ

ている。 

 

県内の病院や福祉施設の協力の下、３１名

の非常勤講師に委嘱を行っている。 

また、外部実習においては実習先として県

内７９施設、九州内１０８施設の協力の下、

短期・長期の外部臨床実習を実施している。 

 

 

実習先の病院・施設、各協会との協

力・連携を深め、業界のニーズに適応

できる人材の育成に向けた意見交換

や情報交換を積極的に行っていく必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 （2/2） 
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小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課題と今後の改善方策 参照資料 

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 

□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 
３ 

（４） 

 

入学後１ヵ月間は、３学科合同の授業

を実施し、キャリアワークやスタディ

スキルの授業を通して、他職種への理

解、協調性を育む取り組みを行ってい

る。 

また各学年を通して、外部講師や卒業

生による特別講義を実施している。 

毎年見直しを行いながら、より時代に

即応した実践教育を行っていくことが

必要である。 

生徒間の良好な人間関係の構築、教員

と生徒のコミュニケーションを深める

ためのロングホームルームの活用を図

る。学生数も減少したため、生徒一人

ひとりと教職員との信頼関係を高め、

より充実した内容となるよう工夫し取

組んでいきたい。 

学生便覧 

ホームページ 

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 

□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 

 ３ 

（３） 

将来構想について学校運営上必要な場

合に、合同職員会議等において周知を図

っている。 

将来構想についての議論の場や将来構

想について定期的に周知する機会を設

けることが必要である。 

今後の取り組み等を生徒・保護者とし

っかりと共有できるよう文書でも周知

していきたい。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育理念等は文書化し、学生便覧、学校案内パンフレット、ホームページ等で学

生、保護者、外部の関係機関等に周知している。育成人材像については、病院や

福祉施設等の関連外部機関とも連携・協力しながら、現場のニーズに即した人材

の育成に努めている。本校の特色を出した実践教育のさらなる充実を図りたい。 

教育理念に基づいた学校運営・クラス運営に向け、学科を越えてコミュニケーシ

ョンを深め、教職員・生徒と協力・連携して取り組んでいる。 

言語聴覚療法学科の廃止に伴い在校生数も減少していくが教職員と生徒との信

頼関係を高め協力して教育活動に取り組んで行きたい。 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 



4 

 

基準２ 学校運営 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

運営方針 事業計画 組織運営 人事・給与  

意思決定 情報システム 

 

本校は、社会に信頼される学校であり続けるために開かれた学校づくりやコ

ンプライアンスの徹底、人権等に配慮した取組みに努めている。 

また、事業計画に基づいて、計画的かつ迅速な学校運営に努めている。 

学校運営方針や事業計画は事業計画書で定めており、隔週に開催する運営委

員会で進捗状況を確認している。 

 教職員に関しては、就業規則や給与規程の整備はされているものの、理解が

不十分であり、教職員向けの研修などで理解を深めていく必要がある。 

 

 

各学科において毎年、事業計画を策定しており、事業計画に基づ

いた運営を行っている。 

事業計画は、合同職員会議や教務会議等を通して、職員で共有し

ている。 

運営方針については姉妹校の熊本駅前看護リハビリテーション学

院と連携を図りつつ、本校の特色を活かしていきたい。 

今後は言語聴覚療法学科の廃止に伴い、在校生数が減少してく中

で教職員と生徒、保護者との協力・連携を高めていくことが必要で

ある。保護者会や代議員会等の機会を利用して保護者に学校運営に

ついての理解を深めてもらい信頼関係を高めていきたい。 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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2-2 （1/1） 

2-2 運営方針 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課題と今後の改善方策 参照資料 

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 

 

 ３ 

（４） 

運営方針は毎年、各学科の取組みについ

て文書化し明確に定めている。 

また、職員会議で教職員等に周知してい

る。 

運営方針については部内、科内の会

議を通じて、周知を図るとともに、

併せて議論、検証を深めていくこと

が必要である。 

事業計画書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

運営方針は、各学科において事業計画書において理念・目標を踏まえて定めており、

具体的内容については職員会議で概ね周知できている 

姉妹校の熊本駅前看護リハビリテーション学院と情報を共有し、運営方針に

ついて教職員への周知を徹底する。 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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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 課題と今後の改善方策 参照資料 

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 

□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・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  ３ 

（４） 

毎年、各学科について単年度の事業計画

を定め、事業計画には予算、事業目標等

を明示している。 

 

事業計画・予算の執行状況については改

革推進委員会や運営委員会等で進捗状

況の把握や見直しを行っている。 

事業計画の策定にあたっては、関係機

関の意見や現場のニーズも取り入れ

ながら、各部署で前年度の反省、見直

しについてさらに努力したい。 

事業計画書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事業計画、予算、事業目標については各学科内、部内で検討し、事業計画書とし

て明示することができている。事業計画や予算の執行状況についても各委員会で

把握や見直しを行うことができている。 

各部署の事業計画は職員間にも周知、共有し、定期的に見直し、改善を行ってい

る。 

新型コロナウイルス感染防止対策のため、今後は柔軟な対応が求められる。 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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2-4 （1/1） 

2-4 運営組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課題と今後の改善方策 参照資料 

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 

（４） 

理事会、評議員会は、寄付行為に基づ

き定期に開催し、議事録を作成してい

る。 

特になし 理事・評議員会資料 

 

 

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 
□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 
□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 

（４） 

学校運営に必要な組織として、教務

部、事務部等の組織を整備し、各部署

の役割分担を明確にしている。 

また学校運営委員会、教務会議等の会

議等を開催し、各部署の連携を図って

いる。その議事録（記録）は、開催毎

に作成している 

特になし 学則 

校務分掌 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

運営組織については、理事会、評議員会、教務部、事務部等の運営組織を整備し、

その連携を図るための会議も適切に開催し運営することができている 

姉妹校である熊本駅前看護リハビリテーション学院と連携・協力し、効率的な会

議の運営を行っている 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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2-5 （1/1） 

2-5 人事・給与制度 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課題と今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与

に関する制度を

整備しているか 

□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 

□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 

 ３ 

（４） 

給与支給等に関する基準・規程を整備

し、運用している。 

人事考課制度についての明確な基準や

運用について検討していく必要があ

る。 

学習成績、生徒募集等における貢献度

等をしっかりと評価していく必要があ

る。 

就業規則 

給与規程 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

給与支給等に関する基準・規程を整備し、運用することができているが、人事考

課制度についての基準の明確化や運用については今後検討していく必要がある 

学校の理念を踏まえた職員個々の目標設定を行い、評価を行っていくなどの取組

も参考となる 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 



9 

 

2-6 （1/1） 

2-6 意思決定機能 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課題と今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定機

能は、効果的に確

立されているか 

□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 

□意思決定は、規則・規程等権

限等を明確にしているか 
 ２ 

（３） 

 

定期的に学校運営委員会、教務会議、

科長会議を実施し、業務についての意

思決定を行っている。 

 

教務・財務等の業務処理において、決

裁書等の文書において稟議制による意

思決定システムを整備している。 

 

急ぎの決裁が必要な場合は教職員間で 

協力して、持ち回り決裁等で迅速に対 

応できるよう努めている。 

 

決裁書の提出、決裁の迅速化を図ると 

ともに事前の打ち合わせなど意思決 

定がスムーズに行われるための努力 

が必要である。 

 

熊本駅前看護リハビリテーション学

院と協力・連携して意思決定について

の効率化を本校教職員への情報共有

に努めていきたい。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

意思決定機能は学校運営委員会や教務会議等において効果的に確立され機能し

ている。決裁書については決裁の迅速化を図るための検討と努力が必要である。 

医療の現場では電子カルテや電子決済のシステムも普及しているようであるが、

メリット・デメリット含めそれぞれの職場に適したシステムを検討・見直してい

く必要がある。本校と姉妹校との意思決定については、効率化と本校教職員への

情報共有に努めたい。 

決裁については、青照館と熊本駅前看護リハビリテーション学院間での書類のや

り取りもあり時間がかかる場合があるため、決裁期間のゆとりもって申請するよ

う努めている。また急ぎの場合は、持ち回り決裁や教職員間で協力して書類を迅

速にやり取りするよう努めている。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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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 課題と今後の改善方策 参照資料 

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 

□生徒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 
□生徒指導において、適切
に生徒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 
 

 ３ 

（２） 

生徒の個人情報や成績情報について成績

管理システムを構築し、生徒指導におい

て活用している。 

 
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。 
 
システムのメンテナンス及びセキュリテ

ィ管理は外部業者に委託しているが、情

報漏洩等の無いよう適切に行っている。 

生徒数は減少していくが、今後も

適正な情報管理に努める。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

生徒の個人情報や成績情報については成績管理システムを整備し、生徒指導にお

いて適切に管理、活用している。 

高等教育の修学支援新制度が始まるため、今後も成績情報等の適切な管理・運用

と業務の効率化が求められる。 

サーバーやシステムの効率化を図るため予算を考慮した上で、今後も改善に努め

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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基準３ 教育活動 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育課程 キャリア教育 授業評価 成績評価 

資格・免許取得 教員の資質 教員の組織体制 

 

教育目標や育成人材像は各業界からの要望等により人材ニーズを把握し、

学科の教育機関で達成可能なレベルとしている。 

 カリキュラムは教育課程編成委員会での外部委員からの意見を取り入れ、

カリキュラムの編成に反映させている。 

 教科ごとのシラバスも作成されており事前に生徒に配付し、初回講義にお

いて達成目標を説明している。 

 教員については、指導力育成や必要な知識・技能を修得するための研修等

に計画的に参加している。 

 成績評価・単位認定等は、明確に定められており、生徒に周知徹底されて

いる。 

 生徒のアンケートを基にした授業評価について、特に外部講師へのフィー

ドバックが課題となっている。 

年 2 回の教育課程編成委員会において、カリキュラムのみならず学

生教育等についても意見交換を積極的に行い、学内教育に反映させる

ようにしている。 

 

 専任教員においては、積極的に学外での学会や研修会への参加並び

に学術発表の機会を設けるように奨励している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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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 
課   題 

今後の改善方策 
参照資料 

3-8-1 理念等に沿

った教育課程の

編成・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 

（４） 

事業計画やシラバスを作成し、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。 

 

特になし 学生便覧 

シラバス 

 

 

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 

 ３ 

（４） 

シラバス等を通して、意義・目標を明

示し、常勤・非常勤講師と指導・評価

方法について連携・協力して、指導及

び支援を行っている。 

以前に比べて低学力の生徒が入学して

いる状況等も勘案し、目標到達に向け

た検証や取り組みを行っていく必要が

ある。また、非常勤講師との連携・協

力についても強化していく。 

シラバス 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育課程の編成方針や実施方針は学生便覧やシラバスで明確に定めており、本校

の理念に沿った職業教育に関する方針に基づき、学科ごとに目標を定め、資格取

得に向けた指導・支援体制を明確にしている。低学力の生徒の目標到達に向けた

検証と取り組みが必要である。コミュニケーションが苦手な生徒が増えており、

臨床実習や学習面で難しい傾向にある。今後も積極的に働きかけを行うととも

に、実習施設とも連携して支援を行いたい。 

各年次の到達目標を明確に設定し、目指すべき方向性が明確となるように示して

いる。 

学修成果の低い生徒に対しては、個別の学習指導と学習手段の再確認ができる働

きかけを積極的に行っている。 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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3-9 （1/2） 

3-9 教育方法・評価等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 
課   題 

今後の改善方策 
参照資料 

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 

□授業科目について授業計画

（シラバス・コマシラバス）が

作成され、活用しているか 

□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、適切な学習指導を提供して

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 

（４） 

学則及び学生便覧に修了に係る授業

時数、単位数を明示し、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。 
 
指定規則や学則、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、適切な時間と単位数

を確保している 

授業計画や各講義の内容がより分か

りやすいものになるよう、現行シラバ

スを全体的に見直しおよび改善する。 

学生便覧 

シラバス 

教育課程編成委員

会規則 

 

 

3-9-2 教育課程

について外部の

意見を反映して

いるか 

□教育課程を編成する体制は、

規程等で明確にしているか 

□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・就職先等の意見徴

収や評価を行っているか 

 ４ 

（４） 

 

教育課程編成委員会を開催し、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

い、反映させている 

 

教育課程編成委員会の意見のみなら

ず、臨床からの意見等をより多く取り

入れ、反映させていく 
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3-9 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

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 
 

 ４ 

（４） 

教育課程編成委員会の意見は評価を取
り入れ、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。 
 
１年次にはキャリアワークやスタディ
スキル等の科目を設け、現場のニーズ
に応じたキャリア教育を実施してい
る。 

学内・学外（臨床実習など）教育を通

して、臨床が求める知識・能力を盛り

込んだ教育を実施する。 

 

職業観、職業意識の確立・社会性の確

立と共に、キャリアプラニング能力や

課題対応能力等の向上を図る。 

 

 

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 

□生徒に対するアンケー

ト等の実施など、授業評価

を行っているか 
□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 

（４） 

授業終了後に生徒に対するアンケート

を実施し、授業評価を行っている。 

また、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。 

授業アンケート内容を再編すると共

に、評価様式を新設して結果がより客

観視できるようにする。 

 

外部講師に対しても評価結果をフィー

ドバックして、今後の授業改善に活用

してもらう。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育課程の編成については、教育目標、授業計画を明確に定めるとともに教育課

程編成委員会等の外部からの専門的な意見を取り入れて、見直し、改善に取り組

んでいる。授業評価については、生徒へのアンケートを実施して専任教員のフィ

ードバックを行い授業改善に取り組んでいる。外部講師へのフィードバックが課

題となっている。 

基礎分野において 1年次にスタディスキルやキャリアワークを導入し、学習のあ

り方をはじめ、早期から職業意識を明確に持たせることで目指すべき方向性を明

確にしている。 

臨床実習は指定規則の時間数を超えて実施しており、臨床力強化や組織人として

のあり方等をより多く学ぶ機会としている。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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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 課題とその改善方策 参照資料 

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、生徒等に

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 

 ３ 

（４） 

成績評価の基準については、学則等に

規定するなど明確にし、かつ、生徒等

に明示している。 

 

成績評価の基準を適切に運用するた

め、教務会議や単位認定会議等を開く

など客観性・統一性の確保に取組んで

いる。 

 

入学前の他の教育機関での履修科目の

認定については、共通する科目に関し

ては単位の認定を行っている。 

特になし  

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価の基準については、学則や内規等で明確に定めるとともに、基準の運用

や単位の認定については教務会議や単位認定会議等を通して客観性・統一性を保

ち運用することができている。 

進級前の未取得単位については、年 2回の単位認定試験を実施し、確実な単位取

得に繋がるよう努力できる機会を設けている 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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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 課題とその改善方策 参照資料 

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 

（５） 

指定規則、学則等に基づいたカリキュ

ラムで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。 

 

 

資格・免許の取得の意義については明

確にしているものの、国家資格以外の

資格については十分とはいえない。よ

り明確な意識付けと働きかけを行う。 

 

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 

（５） 

 

国家試験全員合格を目標に国家試験対

策として過去問の徹底分析、模擬試験

や特別講義の実施を行っている。 

 

不合格者に対しては本学を学習の場と

して開放・提供し、次年度の国家試験

合格を目指し、現役生と一緒に国家試

験対策を実施している。 

特になし  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

目標とする資格の内容や意義については指定規則、学則等に基づいたカリキュラ

ムにおいて明確にされている。また国家資格取得に向けた指導体制は、各学科に

よる国家試験対策や不合格者への指導も含めて適切な運用ができている。 

各療法士の国家資格取得は当然であるが、その他にも在学中に資格取得のチャレ

ンジができるように教科を工夫している。住環境コーディネータ、手話といった

職種に関連するものやワード・エクセル検定といった資格の取得も設け、学習意

欲の向上に繋げられるようにしている。 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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3-12 （1/2） 

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 課題とその改善方策 参照資料 

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 

□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 

□教員の採用計画・配置計画を

定めているか 

 

 ４ 

（４） 

厚生労働省と公益財団法人医療研修

推進財団が主催する教員研修会への

参加や、研究大会への参加・発表など

を推奨し、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す

るよう努めている。 

学会・研修会での発表につながる取り

組みや研究を進めることで、教員のレ

ベル向上を図る。 

 

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 

□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 

（４） 

 

各学科において教員研修会や研究大

会への参加計画を定めるとともに、参

加が容易になるような予算配分等を

検討し、適切に運用している。 

各学科の要望に基づいた予算配分につ

いてさらに検討する必要がある。 
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3-12 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題その改善方策 参照資料 

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 

□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 

 

 ３ 

（３） 

 

学科毎に授業科目担当教員間で連

携・協力を行うとともに、教員と非常

勤講師との連携・協力を行い、授業内

容の充実と生徒の知識・技術の習得に

向けた効果的な指導方法の確立に努

めている。 

学科を問わず教科担当教員との連携・

協力を強固にし、常に教科内容とその

教授についての検討をしていく。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

資格要件を備えた教員を確保するとともに、学科ごとに教員組織体制を整備し、

授業内容等について検討や改善に取り組んでいる。教員の資質向上に向けた取り

組みについても、研修会への参加費を予算に計上し、参加計画を定めて運用して

いる。予算配分については学科の要望に基づいてさらに検討したい 

各学科の事業計画において学会・研修会等への参加を計画し、予算計上をして積

極的に参画できるようにしている。 

その他、教員個人で参加する研修についても奨励している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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基準４ 学修成果 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職率 資格・免許取得率 

 

令和元年度の求人数は、４６１７人であり、前年度より微増であった。 

就職内定率に関しては堅調に推移しており、国家試験合格者の医療・福

祉機関等への就職率は１００％である。 

令和元年度の学内就職ガイダンスについては、１２０件を超える病院・

施設等が参加している。 

 

国家試験合格率については、令和元年度の本校の合格率は理学・作業が

１００％、言語が全国平均並という結果であった。 

不合格者に対しては令和２年度での全員合格を目指し、国家試験対策に

取り組んでいる。 

 

例年、就職後 3ヶ月経過後に施設を訪問し、管理者、卒業生の双方からの

状況確認を行っている。併せて卒業生には役にたっている授業内容や学び

たかった内容等も聴取している。 

独自の取り組みで、一定の評価を施設からいただけている。 

 

就職先については、就職ガイダンスでの説明や情報により関東９名、関西

４名と九州外を選択した者が例年以上に多かった。ガイダンスの開催は生

徒の就職活動にとって貴重な情報収集の場となっている。 

 

 令和元年度国家試験合格率：本校（全国平均） 

  理学療法士：１００％（８６．４％） 

  作業療法士：１００％（８７．３％） 

  言語聴覚士：６５．４％（６５．０％） 

 

国家試験対策としての模擬試験は、業者模試・学内模試を複数回実施。 

 

 

 
 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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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 課題とその改善方策 参照資料 

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 

□就職説明会やガイダン

スを開催するなど、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 

（４） 

 

最終学年である４年担任による指導及

び個別面談等を通して病院や福祉施設

等への就職活動・就職状況を把握してい

る。 

 

姉妹校である熊本駅前看護リハビリテ

ーション学院と共催で「就職説明会」を

行い、毎年、１００を超える病院や福祉

施設の採用担当者に参加していただき、

生徒に直接に面談形式で就職情報を提

供していただいている。 

 

生徒が希望する就職先に就職でき

るよう、学科内でも求人情報の共有

を図る。また、生徒に対しても随時

情報を提供していく。 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職率は国家試験の合格者においては毎年１００％を達成しており、国家試験の

合格率の向上に努める必要がある。また、毎年、就職ガイダンスを実施し、採用

情報の提供や雇用環境についての情報を提供していただいており、生徒の就職活

動について医療機関等と連携した取り組みができている。 

生徒の第１希望の就職先へ確実に就職できるよう今後も指導・支援を行ってい

く。 

求人状況については、求人票が常に閲覧できるよう、地域別にファイリングして

いる。病院・施設のパンフレットも同時に閲覧可能な状況にして進路室で管理し

ている。実習期間中においても生徒が求人情報を随時知りえるよう、情報提供シ

ステムの整備が必要である。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 



21 

 

4-14 （1/1） 

4-14 資格・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 課題とその改善方策 参照資料 

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
る目標を設定し、合格実績、
合格率について全国水準と
の比較をおこなっているか 
□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 

□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 

（５） 

 

国家試験全員合格に向け、過去問の徹底

分析や弱点補強のための特別講義等国

家試験合格に向けての国家試験対策も

実施している。 

 

合格実績、合格率、全国水準との比較を

行い、国家試験対策の検証を行ってい

る。 

 

生徒個々の能力を把握し、それに応

じた個別指導を徹底する。 

国家試験の新傾向に合わせた対策

を早期から実施し、受験者全員を国

家試験合格レベルに到達させる。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

外部臨床実習に向けた学習支援や国家試験対策等に取り組んでいる。合格実績や

合格率等は他校との比較を行い、情報交換等を行いながら、毎年検証を行ってい

る。生徒個々の能力を把握し、個別指導を徹底する等国家試験の合格率向上のた

めのさらなる努力が必要である。 

国家試験対策の特別講義や学習内容の復習が可能となるセミナー等での知識の

整理、各種模擬試験結果をデータ分析することによる到達度の確認を行ってい

る。読解力が求められる傾向の問題も増加しており、新傾向に対応できる対策を

早期から徹底していく必要がある。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 瀧本 文博 
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基準５ 生徒支援 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

進路支援組織体制 退学率 生徒相談 経済的支援体制 生徒健康管理 

課外活動 保護者との連携体制 卒業生・在校生 

 

生徒の進路支援については学科、担任において個別指導を行う体制をとり

就職内定率も堅調に推移している。 

生徒相談に関しては、カウンセラーが個別に相談に応じている。 

生徒の経済的な支援は、分割納入制度や各種奨学金、法人独自の奨学金制

度を創設しているが、今後は大規模災害や家計急変による相談・支援体制も

整備していく必要がある。 

生徒の健康管理については、毎年健康診断を実施しており、また、予防措

置等を図っている。 

保護者との連携は、電話連絡で日常的に行っているほか、三者面談や保護

者会を開催し学校の取組みと就職状況などを報告している。 

また成績不振者を対象とした保護者会も開催している。 

卒業生との連携を深め、卒業生講演会等を通して、生徒の啓発を進めてい

きたい。 

４年間の学校生活の中では、学業成績や人間関係等で悩みを抱える生徒

もいるため、学科長、担任、カウンセラー等と連携して、学生の相談に

当たっている。 

県外や遠方からの生徒はアパートで生活をしており、保護者とも連携し

て情報を共有しながら地域での生活を見守っていく必要がある。 

クラブ（運動部やボランティア部）の活動についても本校及び後援会か

ら大会参加費等の支援を行い、課外活動への積極的な参加を促してい

る。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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5-15 （1/1） 

5-15 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 課題とその改善方策 参照資料 

5-15-1 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 

□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 

（５） 

 

各学科において、生徒が就職試験を受け

るにあたり、事前に履歴書の書き方の指

導や、病院の過去の面接試験情報などを

参考に面接対策を実施している。 

 

生徒の希望や適性に応じた就職先を紹

介するなど個々の生徒の希望や適性を

尊重した指導を行っている。 

 

事務では、求人票の取りまとめや就職案

内冊子の配布、ハローワークへの情報提

供、就職ガイダンスの実施について協力

しており、教務と事務と連携して生徒の

就職を支援している。 

個々の担任だけでなく、学科全体で

生徒個々の就職活動についての情

報を共有し、求人情報の共有や個別

指導に取り組んで行く必要がある。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各学科において担任を中心に就職支援を行っており、就職試験の前には個別に出

願や試験対策等についての指導を行っている。進路相談では生徒の希望や適性に

応じた指導を行い、就職内定率も毎年堅調に推移している。 

就職活動については教務と事務で連携して生徒への支援を行っている。 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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5-16 （1/1） 

5-16 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 課題とその改善方策 参照資料 

5-16-1 退学率の

低減が図られて

いるか 

□指導経過記録を作成し、
中途退学の要因、傾向を分
析しているか 
□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 

（４） 

 

中途退学の要因、傾向、各学年における
退学者数等はデータ化し把握している。 
 

退学希望者への指導は担任が適宜行い、

指導経過記録を適切に保存している。 

 
担任による個別面談の実施や月２回専
任のカウンセラーを設置し、外部機関と
も連携をとるなど学生の相談・支援体制
を整えている 

中途退学の減少に向け、出身高校と

の連携も図るなど、学生の学習面、

心理面でのサポート体制をさらに

充実させていく必要がある。 

 

生徒の不安や悩みが大きくなる前

に、早め早めに対応できるよう担任

が中心となり各学科で生徒の日常

生活の様子に気を配っていく必要

がある。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

退学者の低減に向け、各学科で中途退学の要因や傾向を分析して、減少に向けた

取り組みに生かしている。担任による個別面談やスクールカウンセラーの積極的

な活用、出身校との連携も図っている。今後も学習面、心理面からより充実した

サポート体制を検討していく必要がある。 

学習面、人間関係等で悩みを抱える生徒にも担任を中心に支援を行っているが、

より迅速に、充実したサポートができるよう検討していく必要がある。 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 



25 

 

5-17 （1/1） 

5-17 生徒相談 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

5-17-1 生徒相談

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 

□生徒に対して、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 

 

 ４ 

（５） 

 

担任による個別面談の実施、月に２回専

任カウンセラーを校内に配置し、生徒が

相談できる体制を整備するとともに、相

談記録は適切に保存している。 

 

教務会議や学科を越えて情報共有を

行い、カウンセラーと連携して、面談

を行うよう取り組んでいる。 

問題が深刻化する前に早期に相談

できるよう学生情報の共有や教職

員の連携をさらに深める必要があ

る。 

生徒相談の現状について、カウンセ

ラーを講師にして教職員向けの研

修会を開催する。 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

担任による個別面接の実施や専任カウンセラーによる相談体制を整備し、生徒の

相談に対応している。相談記録を適切に保存し、カウンセラーとの情報も共有す

ることができている。生徒が抱える問題が深刻化する前に早期に把握できるよう

些細な変化に注意し、面談の実施やカウンセリングにつなげていくことが必要で

ある。病院等では、新卒者で就職後にうつ病（新型うつ）を発病するケースがみ

られるなど、本校においても卒業後もカウンセリングなどを利用できる等のサポ

ート体制を検討したい。 

生徒が安心して相談できるよう日頃から、教員と生徒の信頼関係作りに努めてい

る。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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5-18 （1/2） 

5-18 生徒生活 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

5-18-1 生徒の経

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
や分割納付制度等を整備
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 
□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 
 

 ４ 

（４） 

初年度学納金から６０万円を免除する
制度、兄弟姉妹入学金半額免除制度、学
内優秀者奨学生制度、本校の後援会長表
彰制度を実施し、学納金の免除や奨励金
の支給を行っている。 
 
学納金の納入が厳しい生徒及び保護者
には公的支援制度や銀行や信販会社の
教育ローンを紹介している。 
 
学納金の納入についても保護者の相談
に応じ、分納や延納を適宜認めている。 
 
※次年度に向けて 
次年度から実施される高等教育修学支
援新制度の適用校として認定を受けた。 
来年４月から一定の基準を満たす入学

生・在校生の学費の一部無償化を実施す

る。 

経済的に困窮している生徒のため

に２年次以降の学費の支援制度を

検討していく必要がある。 

 

大規模災害発生時及び家計急変時

に対応する相談体制を整備してい

く必要がある。 

 

5-18-2 生徒の健

康管理を行う体

制を整備してい

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 
□心身の健康相談に対応
する専門職員を配置して
いるか 

３ 

（４） 

 

毎年４月に定期健康診断を実施して記

録を保存している。 

 

担任が日ごろから生徒の健康状態には

気を配り、体調の変化がある場合は早期

の病院受診を勧めるなど生徒の健康状

態には特に注意して指導を行っている。 

特になし  
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5-18 （2/2） 

 

 

 

 

 

 

                            

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

5-18-3 課外活動

に対する支援体

制を整備してい

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 

３ 

（４） 

 

教員を各クラブの顧問として配置し、ク
ラブ活動等の団体の活動状況や大会実
績を把握している。 
 
顧問の教員が大会へ引率し、学校及び保
護者後援会から参加費や用具の購入費
などの具体的な支援を行っている。 
 

学生数の減少に伴うクラブ数も減

っている。ボランティアクラブ活動

以外の活動とも引き続き支援を行

っていく。 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

定期健康診断の実施や担任による健康状態の把握など生徒の健康管理体制をと

ることができている。クラブ活動等の課外活動に対しては十分な支援ができてい

る。経済的側面については入学時の授業料等免除は十分な支援ができているが、

今後は在学中の家計急変や大規模災害等への相談・支援体制の整備が必要であ

る。 

入学時の授業料免除や学内優秀者奨励金支給制度等を実施するとともに、生徒や

保護者の相談に応じながら、経済的な面でのサポートを実施している。授業料等

学納金の延納願にも柔軟に対応している。 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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5-19 （1/1） 

5-19 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 課題とその改善方策 参照資料 

5-19-1 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 

□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 

（４） 

 

毎年６月に後援会代議員会、４月と９月

に保護者会を開催し、学校の教育活動に

関する情報提供を行っている。 

 
出席日数の不足、学力不足、心理面等の
問題のある生徒には担任から保護者に
連絡し、必要であれば保護者面談、三者
面談を行い、解決に向けて、保護者と連
携を図っている 

特になし  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

後援会代議員会や保護者会などを定期的に開催し、学校の教育活動についての情

報提供ができている。 

保護者面談や三者面談等も適宜行っており、保護者との良好な関係と連携ができ

ている。 

県外出身の学生でアパート生活をしている生徒もいるため、学校生活のみなら

ず、私生活面においても保護者と情報共有し、指導を行っている。 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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5-20 （1/1） 

5-20 卒業生・在校生 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

5-20-1 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 

□卒業生の就職先の病

院・施設等を訪問するなど

して卒後の実態を調査等

で把握しているか 

□卒業生・在校生の学会等

での発表状況など、社会的

活躍を把握しているか 

３ 

（４） 

 

卒業生については実習地訪問や就職先

訪問、臨床実習指導者会議、同窓会活動

を通じて活動状況を把握するよう努め

ている。 

 

毎年、各方面で活躍している卒業生を講

師として招聘し、卒業生講演会を実施

し、在校生への啓発に努めている。 

今後も卒業生の研究活動等の把握

を進めるため、同窓会と学校との連

携を深めていきたい。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒業生の社会的な活躍及び社会的評価については、実習先や就職先のお礼訪問、

同窓会活動等を通して活動状況等を把握している。 

また、現場で活躍する卒業生を講師として招いて卒業生講演会を実施し、生徒の

啓発にも努めている。 

１０００名を超える卒業生が全国で活躍しており、卒業生の実績・活躍を把握し

て、在校生にも活躍を紹介していきたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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基準６ 教育環境 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

施設・設備・教育用具 学外実習 防災体制 安全管理体制 

 

施設・設備・教育用具等については、常に使用状況等の確認を行っており、

使用不能（不良）の場合に対応するため、計画的に予算化し、修繕等を実施し

ている。 

学外実習については、カリキュラム上明確に位置付けられているとともに、

成績評価の基準を明確に定め、実習指導者との連携体制の下、評価を行ってい

る。 

また、学外実習については、臨床実習指導者会議や担任教員による計画的な

実習地訪問を実施し、関係機関との連携を常に図っている。 

消防計画に基づき定期的な消防訓練を実施している。 

生徒の安全対策では、警察やＪＲと連携しながら、防犯対策を実施している。 

  

  

開校２０年目を迎え、機材等の不良による修繕等については計画的に予算化

し実施していく必要がある。 

 

学外実習については、指導者との信頼関係のもと、連携して学生指導・支援

を行っている。 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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6-21 （1/1） 

6-21 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 課題とその改善方策 参照資料 

6-21-1 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 

□図書室の図書は専門分野

に応じ充実しているか 

□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 

 

３ 

（４） 

図書室、実習室など、生徒の学習支援

のための施設を整備している。 

 

各学科で予算を設け、授業に必要な

教材用具・機材を購入している。 

 

エアコンの修繕等は迅速に対応して

いる。 

 

今後も設備や機器の老朽化に伴う修繕

等を実施してく必要がある。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

施設・設備・機器類は設置基準や関係法令等に適合したものとなっている。専門

分野の図書の購入についても毎年計画的に実施している。 

今後も機材の老朽化に伴う修繕や図書の充実を図っていく必要がある。 

必要な機材は予算に計上して、修繕、購入するよう努めている。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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6-22 （1/1） 

6-22 学外実習 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

6-22-1 学外実習

の実施体制を整

備し、関係機関

との連携が図ら

れているか 

□学外実習について、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

議の機会を確保するとと

もに教育効果を確認して

いるか 

 

４ 

（４） 

 

学外実習について、成績評価基準を明確

にしている。 

 

外部臨床実習については、実習中に教員

が実習先へ訪問し、生徒と面談を行うと

ともに、実習指導者との情報交換を行い、

学生への指導・支援を行っている。 

 

実習の教育効果を向上させるため、臨床

実習指導者会議を毎年開催し、生徒との

面談や情報交換などを行っている。 

 

特になし  

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学外臨床実習はカリキュラム上、明確に位置付けられている。実習指導者会議や

実習地訪問等を通して実習指導者と連携を図り、実習の教育効果の向上に向けて

取り組むことができている。学外実習の成績評価については明確な基準に基づい

て行っている。 

実習先の指導者との関係はおおむね良好で、連携して生徒指導・支援に取り組ん

でいる。 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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6-23 （1/2） 

6-23 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 
課   題 

課題の改善方策 
参照資料 

6-23-1 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 

□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 
 

４ 

（４） 

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。 
 
防災（消防）計画を策定するとともに、
防災訓練を定期的に実施し、記録を保存
している。 
 

消防訓練・防災訓練の内容について

検討していく必要がある。 

 

6-23-2 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  

□学校安全計画を策定し

ているか 

□生徒の生命と学校財産

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 

４ 

（４） 

 

近隣で発生した事件や事故等は警察と

連携をとりながら学生の安全と防犯対

策を行っている。 

 

セコムの防犯システムを導入している。 

 

生徒の玄関口に防犯カメラを設置して

いる。 

警察との連携を図りながら防犯体

制の検討・見直しを行っていきた

い。 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

消防計画を策定し、それに基づいて、消防設備点検を年２回実施するとともに消

防訓練（消火訓練・避難訓練）も実施している。防犯対策については警察や JR

との連携を取りながら、防犯対策に取り組んでいる。 

消防計画の策定と消防訓練、防犯対策について前年の反省をふまえ毎年改善に取

り組んでいる。 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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基準７ 生徒の募集と受入れ 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

高等学校等情報提供 生徒募集活動 入学選考 学納金 

 

毎年、高等学校の進路指導主事等を対象とした学校説明会を開催し、学

校の現状や国家試験対応（合格・不合格結果を含む。）、就職状況等を情報

提供している。 

また、広報部を設置し、広報業務全般について組織的に取り組んでいる。 

学校案内パンフレットや学生募集要項を制作し、ホームページにも学校

情報を掲載している。 

定期的に高等学校訪問を実施し、学校案内やイベント情報を進路指導担

当の先生方に周知するとともに、進路ガイダンスへの参加、オープンキャ

ンパスや入試情報の提供など学生募集に向けた全学的な取組みを行って

いる。 

少子化と大学進学志向の高まりにより、専門学校進学者が減少傾向にある。 

セラピストの仕事のやりがいについて、高校生や保護者に対して広く啓発してく

必要がある。 

志願者の減少により、入学者を選抜できない状況にある中で、コミュニケーショ

ンや学習能力が低い生徒に対する対応をより充実させていく必要がある。 

 

 令和元年度入学生 

 理学療法学科   １１名 

 作業療法学科    ９名 

言語聴覚療法学科 １９名  計  ３９名 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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7-24 （1/2） 

7-24 生徒募集活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

7-24-1 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 

（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校内やその他の会場で行われる

進学説明会に参加し、高校生に対し教育

活動や入試情報等の情報提供を行って

いる。 

 

毎年６月に熊本県内の高等学校等の教

職員に対する入学説明会を実施してい

る。 

 

 

 

 

 

大学進学志向の高まりにより、専門

学校の志願者が減少している中で、

高校生や保護者へ職業の理解を深

め、志願者の掘り起こしが必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-24 （2/2） 

 

パンフレット 

学生募集要項 

7-24-2 生徒募集

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

始して生徒募集活動を行

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 

 

３ 

（５） 

入学時期に照らし、専修学校団体が行う

自主規制に即した適切な時期に願書の

受付を開始している。 

（１０月１日より願書受付開始） 

 

学校案内パンフレットは毎年見直しを

行っており、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

するよう努めている。 

 

オープンキャンパスも毎年複数回実施

し、実施内容の工夫など行うとともに、

募集要項説明や保護者対応、個別相談を

通して、志願者等からの入学相談に適

切に対応している。 

 

特になし パンフレット 

学生募集要項 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校案内パンフレットや学生募集要項を作成するとともに、定期的な高校訪問、

進路ガイダンス、高校教諭向けの説明会の実施など適正に募集活動を行ってい

る。オープンキャンパスの内容は、広報部や各学科内で検討や工夫を重ね、志願

者の興味を高めるとともに、入学相談についても適切に対応できている。近隣に

病院もあり、宇城市三角の地域とのコラボを前面に出せる環境にある。地域のく

らしに密着した専門学校として、病院、小中学校とも連携していきたい。 

少子化と大学志向の高まりや、人手不足による高校生の就職率の上昇等により志

願者が減少している中で、職業を広く啓発していく必要があるとともに、より魅

力・特色を高めた教育活動を実施していく必要がある。 

 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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7-25 （1/2） 

7-25 入学選考 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

7-25-1 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 

（３） 

入学選考基準、方法は、入学試験規定、

合否判定要領で明確に定めている。 

また入学選考は、入試委員会を開催し、

規定等に基づき公平かつ適切に運用し

ている。 

志願者数の減少により、定員確保の

ため選考基準を下げざるを得ない

状況になっている。 

 

来年度の理学療法学科、作業療法学

科の募集を停止している状況であ

る。 

 

7-25-2 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 

（３） 

少子化の傾向により、志願者数の減少、
入学生の低学力化を踏まえ、新入生宿泊
研修やキャリアワーク、スタディスキ
ル、特別講義等を取り入れ、学習意欲を
向上させるための工夫を行っている。 
 
授業の方法等について教員と非常勤講
師等が学生情報を共有し、より効果的な
指導が行えるよう努めている。 
 
財務等の計画数値は応募者数の予測値

をもとに策定しており、整合性が図られ

ている。 

高校の調査書の情報をもとに、生徒

の高校時代の成績等を把握し、生徒

個々の成績を高められるよう個別

指導や、授業改善に今後も取組んで

いきたい。 
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7-25 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学選考基準や方法は、規定に明確に策定し、入試委員会を開催して適切に運用

している。志願者の減少により、コミュニケーション能力や学力の低下傾向が高

まっているため、それを踏まえた授業対応や改善策が必要である。 

 

 

志願者の減少により、志願者数の予測や入学者の選抜が難しい状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 



39 

 

7-26 （1/1） 

7-26 学納金 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

7-26-1  学 納 金

は、教育内容や

生徒及び保護者

の負担感等を考

慮し、妥当なも

のとなっている

か 

□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 

（４） 

 

学納金の内容については「学生募集要

項」並びに「入学手続きのご案内」、ホ

ームページでも告知している。 

 

学納金等の徴収する金額は、授業料等の

他に教科書代、白衣・シューズ代等の金

額を明示している。 

特になし  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学納金は学生募集要項や入学手続きのご案内に明示するとともに、ホームページ

でも周知している。学納金等の徴収する金額は年度や学科によって異なるができ

るだけ細かく明示するようにしている。 

現在の学納金は年間１０５万円（授業料・実験実習費・施設充実費）であり、学

納金や必要諸経費は他校と比較して安価で妥当なものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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基準８ 財 務 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務基盤 財務分析 単年度予算・中間計画 執行管理 監査 財務情報公開 

 

 財務状況に関しては、予算に対応して適切な執行が行われている。しかしながら、

入学者の減少や退学者などにより、年々年収が減少してきている。 

 財務状況の改善への取り組みとして、収入に関わる学生募集に関しては、広

報活動及びオープンキャンパスなどの内容の改善などに努めている。また、支

出に関しては、経費支出状況の見直し、消耗品の購入方法の検討など、部署毎

の節約への取り組みの積み重ねを励行している。 

 情報公開に関しては、毎年度決算情報を学校ホームページにて公開しており、

平成３０年度分からは内容を増加し、今後も継続して行っていく。 

 

  

 メディカル・カレッジ青照館は令和４年度までで閉校となり、これに伴って 

令和元年度は言語聴覚療法学科の熊本駅前看護リハビリテーション学院への移

行準備が行われ、それに伴う経費が発生している。 

 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 5 月 14 日 記載責任者 菊竹 悠介 
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8-27 （1/2） 

8-27 財務基盤 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

8-27-1 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 
□事業収支計算書の各支
出においてマイナスとな
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 

（３） 

収入と支出のバランスは概ね取れてお

り、問題ない。ただし、入学者数及び定

員充足率は年々減少しており、１８歳人

口が減少傾向にあるため、入学者を増加

させるための対策を学校全体で取り組

んでいる。設備投資に関しては、令和４

年のメディカル・カレッジ青照館の閉校

に伴い、令和元年度は発生していない

が、言語聴覚療法学科の熊本駅前看護リ

ハビリテーション学院への移動に伴い、

言語聴覚訓練室の移設費用が発生した。 

また、借入金に関しては、令和元年１０

月をもって借入金の返済が完了した。令

和２年３月に予定されていた作業療法

学科の実習指導者会議が新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴い中止している

ため、実習開拓費の経費が減少してい

る。 

 

学生数の減少や退学者に伴う学納

金等の収入の減少が目下の課題で

ある。 

入学者を増加させるために、学校の

魅力を掘り起こし高校生のみなら

ず社会人にも伝えていくことが必

要である。また、退学者を減らして

いくために、教員やスクールカウン

セラーによる積極的な学生のフォ

ローを行っている。 

資金収支計算書 

事業活動収支計算書 

貸借対照表 

8-27-2 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 年間の収支状況

（消費収支または事業活

動収支・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 

（４） 

財務分析に関しては、年度ごとに収支の

状況を把握し、補正予算の作成を行う際

に行っている。また、毎月予算の執行状

況の分析を行う会議を開催しており、各

種財務資料を提示することで、部署ごと

の財務状況の管理を促している。 

学校の財務状況を正確に把握し、今

後の学校運営に活かしていく為に、

財務諸表をもとに経年での財務分

析を行っていく必要がある。 

平成３０年度より単年度財務諸表

だけでなく、３年間の推移表を作成

し、単年度の分析と併せて行ってい

る。 

資金収支計算書 

事業活動収支計算書 

貸借対照表 

現預金残高推移表 

財産目録 

 

 



42 

 

8-27 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

8-27-2 続き □キャッシュフローの状

況を示すデータはあるか 

□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 

 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務基盤を安定的なものにするためには、収入の大部分を占める学納金に係わる

部分の課題改善が必要となる。入学者を増加させ、退学者を減少させる取り組み

を学校全体が一丸となって行う必要がある。また、現在の学校の収支の状況及び

経費支出の分析を単年度ではなく、経年的に細かく行い、教職員間で情報共有す

ることで、部署レベルでの経費削減を行っている。  

 

 

最終更新日付 2020 年 5 月 14 日 記載責任者 菊竹 悠介 
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8-28 （1/1） 

8-28 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 課題とその改善方策 参照資料 

8-28-1  年 度 予

算、中期計画は

学校がおかれた

現状を踏まえて

妥当なものを策

定しているか。 

□予算編成に際して、収支

の現状を踏まえたものに

なっているか 

□予算編成過程及び決定

過程は明確になっている

か 

５ 

（４） 

中間計画に関しては、収入が減少傾向に

ある状況を踏まえて、問題の改善及び収

入の補填手段の模索を行いつつ策定し

ている。単年度予算は、事業計画をもと

に各部署が科目ごとの詳細なものを起

案し、内容を精査した上で策定してい

る。また、令和４年度末のメディカル・

カレッジ青照館の閉校に向けて段階的

な予算作成を行っている。 

入学者の減少などによって年々収

入が減少している。収支のバランス

が取れた予算の策定を行う必要が

あり、支出に関しては必要性、緊急

性などを考慮し計画的な予算を策

定しなければならない。 

収入を増加及び経費の節減双方向

での具体的な解決策を検討してい

く。 

予算書 

補正予算書 

決算書類 

事業計画書 

8-28-2 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 
□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 

（４） 

予算の執行状況に関しては、月ごとに試

算表を基に確認を行っており、適切な執

行はできている。予算と決算の乖離はほ

とんどないが、新型コロナウイルスの感

染拡大に伴い、一部行事関連を縮小・中

止しているため、経費が減少している。

１月下旬より補正予算の作成を行い、理

事会にて承認を得ている。 

学校がおかれている状況や社会情

勢に合わせて経理規定の再整備を

行う必要がある。また、単純な予算

の執行だけではなく、経費の節減に

対する意識を教職員全体で共有し

て取り組む必要がある。 

経理規定の再整備を行うこと、ま

た、学校の財務状況を教職員それぞ

れが把握して経費の節減に取り組

んで行くことが必要である。 

予算書 

補正予算書 

決裁書類 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育目標、中期計画に沿った年度予算の作成を行うことができており、各部署が

予算の原案の作成に携わることで、財務状況の共有化を図っている。今後の課題

として、スムーズな予算の執行が行えるように経理規定を再整備すること、また

予算執行状況の周知を行い経費の節減につなげていく必要がある。 

２０２０年度予算に関しては、熊本駅前看護リハビリテーション学院の言語聴覚

療法学科の開設に伴う教材・設備関連の予算が計上されている。 

 

 最終更新日付 2020 年 5 月 14 日 記載責任者 菊竹 悠介 
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8-29 （1/1） 

8-29 監査 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

8-29-1 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 
 

５ 

（５） 

寄付行為に基づいて監事による決算監査
を行っている。また、監事に監査報告書
を作成してもらい、理事会・評議員会に
て報告を行っている。 
 

監事による決算監査以外は、経理

関連部署による自己点検のみと

なっている。定期的な内部監査を

行うことが必要である。 

定期的に内部監査を行うことで、

会計関連の透明性を担保してい

く。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

私立学校法及び寄付行為に基づき適切な監査を今後も行っていく。また、会計関

連に関して定期的な内部監査を実施することを今後検討する必要がある。 

 

 

 
最終更新日付 2020 年 5 月 14 日 記載責任者 菊竹 悠介 
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8-30 （1/1） 

8-30 財務情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 
課   題 

課題の改善方策 
参照資料 

8-30-1 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 

５ 

（５） 

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。 

特になし ホームページ 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務情報は、ホームページに情報公開のページを設け、公開している。今後も積

極的な情報公開に取り組んでいく。 

２０２０年度より開始される「高等教育無償化の制度」で求められる、機関要件

の確認申請に伴い、より詳細な財務情報の公開を行う予定である。 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 5 月 14 日 記載責任者 菊竹 悠介 
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基準９ 法令等の遵守 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

設置基準等の遵守 個人情報保護 自己評価 学校関係者評価 

教育情報の公開 

 

個人情報の管理は、システム上におけるセキュリティの強化を図ってい

る。 

教職員が、人権研修会等へ積極的に参加して、入学試験における不適切

質問等が無いように努めるとともに、日ごろの教育活動においても人権意

識をもって業務にあたっている。 

学校内でのコンプライアンスの徹底を図り、学校としての社会的評価を

高めるよう努めている。 

個人情報保護並びに生徒に対するハラスメント教育を充実させていく

必要がある。 

自己評価結果はホームページで公開しているが、全教職員についても再

度周知を行い、改善に向けて取り組んでいきたい。 

コンプライアンスの徹底を図るため、外部講師を招聘したセミナーや研修の成

果等をフィードバックさせる等職員と生徒双方の教育の充実に努めたい。 

 

ハラスメントについては、教職員間、教職員と生徒間では、ハラスメント委員

を選任し、日ごろからハラスメントの防止について教職員の意識を高めることが

できている。 

 

非常勤講師や外部実習指導者等の本校と関わりを持つ学校関係者にも意識を高

めてもらうために注意喚起を行っていく必要がある。 

 外部実習先の指導者によるハラスメント事例もあるため、臨床実習指導者会議

等を通じて、ハラスメント防止に努めていきたい。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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9-31 （1/1） 

9-31 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 
課   題 

課題の改善方策 
参照資料 

9-31-1 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、生徒に対し、法

令遵守に関する研修・教育

を行っているか 

３ 

（４） 

 

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。 

適正な学校運営のために、関係法令の制

定・改廃には注意し、迅速に対応するよ

う努めている。 

 

熊本県専修学校各種学校連合会の職員

研修等を通して、関係法令、人権につい

ての意識を高めている。 

 

教職員に対しては職員会議や教務会議

において注意喚起と研修を実施すると

ともに、ハラスメント委員を任命し、相

談体制を整えている。 

生徒に対しては、各担任による指導、実

習前の全体指導を通して教育を行って

いる。 

 

今後も関係団体等の研修会等に積

極的に参加し、関係法令や人権につ

いて学びを深めていく必要がある。 

 

外部実習先の指導者によるハラス

メント等の防止についても実習指

導者会議等を通じて徹底していき

たい。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

関係法令、設置基準に基づいた学校運営を行うことができている。 

教職員に対しては各種研修会等を通して、コンプライアンスの徹底、人権意識の

高揚、法令違反・ハラスメント防止に努めている。 

 

研修会や職員会議等を通じて、教職員・生徒のコンプライアンス意識をさらに高

めていく必要がある。外部実習先の指導者のハラスメント防止についても徹底し

たい。 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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9-32 （1/1） 

9-32 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 課題とその改善方策 参照資料 

9-32-1 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 

□生徒・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 

４ 

（４） 

 

個人情報管理に関する啓発及び指導を

行い、知りえた個人情報については日ご

ろから特に意識して取り扱いを行って

いる。 

 

知りえた個人情報は書類庫やデータフ

ァイル等で適正に管理している。 

 

不要となった個人情報は、シュレッダー

で廃棄するか、専門業者に委託して、漏

洩がないよう適正に廃棄している。 

 

ＳＮＳによる個人情報漏洩がないよう

生徒、教職員への指導を行っている。 

個人情報の重要性を踏まえ、今後も

教職員・生徒に対しての啓発を行っ

ていく必要がある。 

 

外部実習先で知り得た個人情報等

の漏洩がないよう今後も指導を徹

底したい。 

 

今後もＳＮＳの利用については継

続的に生徒に注意を促していきた

い。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個人情報保護についての意識を高め、SNS を介した情報漏洩等には特に注意して

いる。廃棄についても専門業者に委託して、適正に廃棄している。 

成績管理、日本学生支援機構の奨学金関連等で個人情報を得る機会が多いため、

取り扱いには特に注意している。また生徒が外部実習先で知り得た個人情報等の

扱いについては実習の前後で厳しく指導している。 

またＳＮＳの利用には特に注意を払うよう、今後も継続的な指導を行う。 

 

 最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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9-33 （1/2） 

9-33 学校評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課題とその改善方策 参照資料 

9-33-1 自己評価

の実施体制を整

備し、評価を行

い、その結果を

公表しているか 

□実施に関し、学則及び規
程等で組織体制を整備し、
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 

（４） 

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。 

高等教育修学支援新制度が始まり、

機関要件の更新を行う上で、学校関

係者評価を６月頃までに実施して

いく必要があり、自己評価も年度当

初に早期に実施する必要がある。 

自己評価報告書 

9-33-2 学校関係

者評価の実施体

制を整備し評価

を行い、その結

果を公表してい

るか 

□実施に関し、学則及び規

程等で関連業界等から委

員を選任するなど組織体

制を整備し、取組んでいる

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 

（５） 

設置課程・学科に関連した外部の専門

家、有識者の方に評価委員として就任し

ていただいている。 

 

評価結果はホームページで公表してい

る。 

 

評価結果に基づく学校改善に努めてい

る。 

 

高等教育修学支援新制度が始まり、

機関要件の更新を行う上で、学校関

係者評価を６月頃までに実施して

いく必要があるため、早期の取り掛

かりと日程調整が必要である。 

学校関係者評価報告書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

評価結果はホームページに掲載しており、広く社会に公表することができてい

る。 

学校関係者評価委員は外部の医療・福祉業界の専門家、有識者を選任している。 

評価結果に基づく学校改善に今後も努めていく必要がある。 

高等教育の修学支援新制度等諸制度の施行に伴い対象校に認定されたことによ

り、前年度の学校評価は年度当初６月頃までに実施し、ホームページで公表する

必要がある。 

  

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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9-34 （1/1） 

9-34 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 課題とその改善方策 参照資料 

9-34-1 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 

□生徒、保護者、関連業界

等広く社会に公開してい

るか 

 ４ 

（４） 

学校の概要、教育内容等を生徒、保護者、

関連病院等に積極的に公開している。 

新入生説明会、保護者会、後援会代議員

会臨床実習指導者会議、高校教諭対象学

校説明会、就職ガイダンス等の機会を利

用した周知も図っている。 

 

教育内容の公表が学校のＰＲに

もつながるため、シラバス等の教

育内容も公開していく必要があ

る。 

シラバス 

ホームページ 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の概要や教育内容は、生徒、保護者、関連病院に会議等を通じて周知するこ

とができている。 

高等教育修学支援新制度の機関要件としてシラバスの公開が挙げられており、認

定を受けるにあたり、各学科のシラバスをホームページで公開している。（2019

年 7月） 

学校の概要や状況については今後もホームページや会議を通じて情報を公開

していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 

総括と課題 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

社会貢献 地域貢献 ボランティア活動 

 

高校と連携し、本校の職員が高校に出向く出前授業の実施や本校

内での見学や体験授業等のインターンシップの依頼については積極

的に受け入れている。 

また地域のイベントにボランティアとして積極的に参加するとと

もに、青照祭（学園祭）では地域住民を招待するなど地域との交流

や連携を深めている。 

ボランティア部の生徒をはじめ、生徒が積極的にボランティア活

動に参加している。 

毎年、生徒の自治会を中心とした近隣海岸の清掃活動も行ってい

る。 

今後は、日頃から地域の方々との交流を深めていくことが必要で

ある。 

地域に根付いた学校としての特色ある取り組みを検討していきた

い。 

三角西港が世界遺産に登録されるなど観光地として観光客誘致の

機運が高まっている中で、宇城市や JR と連携したボランティア活動

の機会が増えていくと思われ、参加を積極的に促したい。 

 

試験期間、実習機関との兼ね合いで、参加できないボランティアの

依頼もあるが、空き時間や、夏休み等の休みの日を利用したボランテ

ィアには積極的な参加を促している。 

 

今後は、言語聴覚療法学科の廃止により在校生が減少しするため学

園祭や地域貢献の社会貢献のあり方を再検討する必要がある。 

 

 
最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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10-35 （1/1） 

10-35 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 課題とその改善方策 参照資料 

10-35-1 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 

□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 

 

４ 

（４） 

 

高等学校等がキャリア教育の一環とし

て行う職業理解のための出前授業では

積極的に教員を派遣して職業への啓蒙

活動に努めている。 

 

学校の実習施設等を活用した高等学校

の職業教育等の授業実施（インターン

シップ）については積極的に受け入れ

を行っている。 

 

本校の学園祭である「青照祭」では地

域の方々への案内を積極的に行い、地

域の子どもやお年寄りの参加も増えて

きている。 

卒業生の施設の利用について積極的に

受け入れていく必要がある。 

 

学園祭だけでなく、日頃から地域との連

携を深める機会を増やしていく必要が

ある。 

 

在学生の減少していく中で、地域貢献の

あり方を検討していく必要がある。 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校の教員が高校に出向いてセラピストの仕事の内容ややりがいについて高校

生や保護者に説明する機会（出張講義、出前講義）は、積極的に参加している。 

本校内での講義（インターンシップ）も積極的に受け入れている。 

学園祭では地域住民を招いて、学科体験、太鼓演奏、出店やビンゴゲームなど交

流を深める場を設けることができている。 

地域に根付いた学校として、リハビリを含めた予防・介護という視点から小中学

校や老人会等との交流を深めることで魅力ある学校作りにも繋がっていく。今後

もさらに交流を深めていきたい。 

日頃から地域に根差した取り組みができるよう老人会や婦人会等地区の方々と

交流・連携を図っていきたい。今後は言語聴覚療法学科の廃止に伴い、在校生の

数も減少するため学園祭や地域との交流の在り方も検討していく必要がある。少

人数ではあるが地域に貢献できる活動を行っていきたい。 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 
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10-36 （1/1） 

10-36 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 課題とその改善方策 参照資料 

10-36-1  生徒の

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、学内で共有し

ているか 

 

４ 

（４） 

 

 

本校の生徒が組織するボランティア部

には１３名の生徒が登録している。その

他の生徒も学校の紹介によるボランテ

ィアにも積極的に参加している。 

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。 

 

作業療法学科では夏休みを利用して福

祉施設でのボランティア活動を行って

いる。 

 

保護者後援会からも交通費等の一部補

助を行っている。 

 

授業や定期試験の時期とボランテ

ィアの要請が重なるときは難しい

ため、空き時間や土日、夏休みなど

を活用したボランティア活動には

積極的に参加を促していく必要が

ある。 

言語聴覚療法学科の廃止により、ボ

ランティア部の人数も減少してい

るが地域・社会活動への貢献度を高

めていきたい。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校のボランティア部の生徒をはじめ、様々なボランティア活動に積極的に参加

している。学校としてもボランティア活動への参加も奨励し、保護者会からも交

通費の一部補助を行っている。 

福祉施設でのボランティアも作業療法学科で実施している。今後も地域のイベン

トや福祉施設、小中学校の行事などにも積極的に参加していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2020 年 4 月 21 日 記載責任者 辻本 幸之助 


