
  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 メディカル・カレッジ青照館 

設置者名 学校法人 青照学舎 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 
収支計算書又は損益計算書 http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 
財産目録 http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 
事業報告書 http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 
監事による監査報告（書） http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

 

【理学療法学科】 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 理学療法学科  ○ 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

4年 昼 

3270 

単位時間 

1590 

単位時間 

690 

単位時間 

990 

単位時間 

0 

単位時間 

0 

単位時間 

3270単位時間 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

160人 32人 0人 3人 25人 28人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 
授業内容については、教育課程編成委員会での意見を踏まえ、各教員が十分に検討し、各

学科内で他教科との関連性等検討を加え、その内容をシラバスに解りやすく明記する。授

業目標（GIO）や行動目標（SBO）を明確に定め、授業計画に反映させている。成績評価に

ついてはその手段を明記し、学生にとってもより明確となるようにしている。年度シラバ

ス集は３月に完成し、新年度４月の初日オリエンテーションにおいて全学生に配布した

うえで講義初回に学生に対し説明している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 
成績評価の方法についてはシラバスの成績評価欄に記載しており、定期試験、実技試

験、小テストやレポートなどの課題遂行状況により評価を行う。 

各科目１００点を満点として、１００～８０点を「優」、７９～７０点を「良」、６９

～６０点を「可」、５９点以下を「不可」として６０点以上が単位取得となる。 

不可は再試験を実施し、６０点以上の場合は一律６０点「可」とし、単位取得となるが、

６０点未満の場合、単位未取得となり、再度の受講もしくは単位認定試験の対象となる。 

また、全受験科目の総得点を受験科目数で除算し、平均点を算出することで学生の学科

内評価を行っている。 



  

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

本校においては、学則第１条にある「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、言語聴覚士を育成する」

という目的の基、卒業認定方針（ディプロマ・ポリシー）に定めるとおり、①愛と和の心

を持ち、自発的に考え行動ができる人 ②対象者と対象者を取り巻く人達が、その人らし

く生きるために科学的根拠に基づいた支援ができる人 ③生涯に渡って自己研鑽できる

人を養成するため、学則に定める所定の修業年限以上在学し、全教科目の単位を修得する

ことを卒業の要件としている。 

詳細については、「学則」の他「履修規程」に規定しており、学生の卒業認定についても

これらの規定に従い適切に実施している。 

学修支援等 

（概要） 

担任制をとっており、学生との個別面談を行い、学生の出身校とも連携をとっている。

スクールカウンセリングを配置し、学生の希望があれば面接を行っている。1 年次の宿泊

研修による学科を越えた繋がりや学年学科間での交流を深めるための取り組みも実施し

ている。学習支援を要する学生に対する学習会の実施している。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 11人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

9人 

（  81.8％） 

2人 

（  18.2％） 

（主な就職、業界等） 

 病院、介護老人保健施設、福祉施設 

（就職指導内容） 

 個別面談、学内就職ガイダンス等の実施 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

国家試験受験資格、高度専門士、大学院入学資格、手話検定、赤十字救急法救急員 

 住環境コーディネーター 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  46人 3人  6.5％ 

（中途退学の主な理由） 

家庭都合 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

担任による個別面談の実施、三者面談の実施、スクールカウンセリング等 

 



  

【作業療法学科】 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 作業療法学科  ○ 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

4年 昼 

3240 

単位時間 

1380 

単位時間 

780 

単位時間 

1080 

単位時間 

0 

単位時間 

0 

単位時間 

3240単位時間 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

160人 21人 0人 4人 22人 26人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 
授業内容については、教育課程編成委員会での意見を踏まえ、各教員が十分に検討し、各

学科内で他教科との関連性等検討を加え、その内容をシラバスに解りやすく明記する。授

業目標（GIO）や行動目標（SBO）を明確に定め、授業計画に反映させている。成績評価に

ついてはその手段を明記し、学生にとってもより明確となるようにしている。年度シラバ

ス集は３月に完成し、新年度４月の初日オリエンテーションにおいて全学生に配布した

うえで講義初回に学生に対し説明している。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 
成績評価の方法についてはシラバスの成績評価欄に記載しており、定期試験、実技試

験、小テストやレポートなどの課題遂行状況により評価を行う。 

各科目１００点を満点として、１００～８０点を「優」、７９～７０点を「良」、６９

～６０点を「可」、５９点以下を「不可」として６０点以上が単位取得となる。 

不可は再試験を実施し、６０点以上の場合は一律６０点「可」とし、単位取得となるが、

６０点未満の場合、単位未取得となり、再度の受講もしくは単位認定試験の対象となる。 

また、全受験科目の総得点を受験科目数で除算し、平均点を算出することで学生の学科

内評価を行っている。 

 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 
本校においては、学則第１条にある「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、言語聴覚士を育成する」

という目的の基、 卒業認定方針（ディプロマ・ポリシー）に定めるとおり、①愛と和の

心を持ち、自発的に考え行動ができる人 ②対象者と対象者を取り巻く人達が、その人ら

しく生きるために科学的根拠に基づいた支援ができる人 ③生涯に渡って自己研鑽でき

る人を養成するため、学則に定める所定の修業年限以上在学し、全教科目の単位を修得す

ることを卒業の要件としている。 

詳細については、「学則」の他「履修規程」に規定しており、学生の卒業認定についても

これらの規定に従い適切に実施している。 

学修支援等 

（概要） 
担任制をとっており、学生との個別面談を行い、学生の出身校とも連携をとっている。

スクールカウンセリングを配置し、学生の希望があれば面接を行っている。1 年次の宿泊

研修による学科を越えた繋がりや学年学科間での交流を深めるための取り組みも実施し

ている。学習支援を要する学生に対する学習会の実施している。 

 



  

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 12人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

11人 

（  91.7％） 

1人 

（  8.3％） 

（主な就職、業界等） 

 病院 

（就職指導内容） 

 個別面談、学内就職ガイダンス等の実施 

（主な学修成果（資格・検定等））  

国家試験受験資格、高度専門士、大学院入学資格、手話検定、赤十字救急法救急員 

 住環境コーディネーター 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  34人 1人  2.9％ 

（中途退学の主な理由） 

 進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

担任による個別面談の実施、三者面談の実施、スクールカウンセリング等 

 

 

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

理学療法学科 300,000円 600,000円 470,000円 

その他内訳 

入学検定料  20,000円 

実験実習費 200,000円 

施設充実費 250,000円 

作業療法学科 300,000円 600,000円 470,000円 

その他内訳 

入学検定料  20,000円 

実験実習費 200,000円 

施設充実費 250,000円 

修学支援（任意記載事項） 

【学校法人独自の貸与奨学金制度】 

対象者：本学に在籍し、学費支弁が困難な者。 

貸与額等：20万円～50万円（各学年 5名程度） 

 



  

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

本校においては、学校関係者評価委員会規則第 3条の規定に基づき、（1）業界団体・

専修学校団体・職能団体・専門分野別の関係団体等の関係者、（2）所轄庁・自治体の関

係部局職員、（3）中学校・高等学校等の教職員、（4）生徒、（5）卒業生、（6）保護者、

（7）地域住民のうち、（1）～（2）から少なくとも 1名、（3）～（7）から少なくとも

2名の委員を選出することになっており、現在、職能団体役員 3名、関係団体役職員 3

名、高等学校教職員 1名、保護者 1名、卒業生 1名、事務局 7名（計 16名）で構成さ

れる学校関係者評価委員会を組織し、学校の教育水準の向上を図り、かつ社会的使命

を達成するため、それぞれの知見を活かした学校運営・教育活動・生徒指導・教育環境

等の項目についての評価を実施する。 

学校関係者評価委員からの意見は、理事会、学校運営委員会、教育課程編成委員会

などで報告するとともに、学校の諸問題を解決するために教職員に周知し、学校運営

の改善・円滑化、教育の質の確保・向上に取り組んでいくこととしている。 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

公益社団法人 熊本県理学療法士協

会 

2019.8.24～2021.8.23 職能団体 

一般社団法人 熊本県作業療法士会 2019.7.31～2021.7.30 職能団体 

一般社団法人 熊本県言語聴覚士会 2019.4.1～2021.8.4 職能団体 

社会福祉法人 恩賜財団 

済生会みすみ病院 在宅介護支援室 

2018.7.26～2020.7.25 企業等委員 

社会福祉法人 恩賜財団 

済生会みすみ病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 

2019.4.1～2020.7.25 企業等委員 

社会福祉法人 恩賜財団 
済生会みすみ病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 

2018.7.27～2020.7.26 

 

企業等委員 

熊本県八代清流高等学校 2019.4.1～2020.7.17 高等学校 

メディカル・カレッジ青照館 

後援会 

2019.4.1～2020.7.21 保護者 

社会福祉法人 熊本厚生会 

介護老人保健施設 青海苑 

2018.8.1～2020.7.31 

 

卒業生 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 

 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 



  

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

http://www.seishoukan.ac.jp/public/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


