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令和２年度 学校関係者評価報告書 
 

１ はじめに 

  

 学校法人青照学舎が運営するメディカル・カレッジ青照館の学校関係者評価委員会は、

学校評価に関する関連法令に基づき、令和 2 年度の自己評価報告を基本とした学校関係者

評価を実施いたしましたので、ここにご報告します。 

 学校関係者評価は、学校自らが選任した教育関係者、業界関係者、卒業生、保護者等の

学校関係者が、学校自らが実施した「自己評価」の結果について評価することを基本とし

て行う評価で、ホームページ等に公表いたします。 

 本校といたしましては、学校関係者評価の結果を踏まえ、今後も学校関係者と連携・協

力し、学校運営の改善・強化、教育の質の向上、教職員の資質・能力の向上を図って参り

ます。 

 

２ 学校関係者評価について 

（１）目的 

  学校関係者評価は、自己評価結果について、学校外の関係者による評価を行い、自己

評価結果の客観性・透明性を高め、また、生徒・卒業生、関係業界、職能団体、高等学

校、保護者・地域住民など、専修学校と密接に関係する者の理解促進や連携協力による

学校運営の改善等を図ることを目的とします。 

（２）評価のポイント 

  ① 自己評価結果の内容が適切か。 

  ② 自己評価結果を踏まえた今後の改善方策は適切か。 

  ③ 学校の重点目標や自己評価項目等が適切か。 

  ④ 学校運営の改善に向けた実際の取組が適切か。 

（３）評価期間 

  ２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日 

（４）評価結果の公表 

  ① 評価結果や今後の改善方策等を取りまとめ公表します。 

  ② 評価結果は、次年度の学校運営や教育活動等について具体的に改善を図ります。 

 

３ 学校関係者評価委員会について 

（１）活動内容 

  ① 自己評価結果の評価 

  ② 学校関係者評価委員会の開催 

  ③ 改善意見、助言 

  ④ 施設等の確認 



 

 

（２）学校関係者評価委員会の委員、事務局 

① 学校関係者評価委員 ７名 

委員氏名 所属名 役職名 

大脇 秀一 公益社団法人 熊本県理学療法士協会 専務理事 

青山 和美 一般社団法人 熊本県作業療法士会 理事 

上村 龍輝 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会みすみ病院 副技師長室 
副技師長 

財津 岳士 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会みすみ病院 リハビリテーション室 
係長 

山下 弘昭 熊本県立八代清流高等学校 教頭 

塩平 浩二 メディカル・カレッジ青照館後援会 会長 

宇野 晃輔 メディカル・カレッジ青照館卒業生 理学療法士 

 

  ② 学校関係者評価事務局（教職員） ６名 

氏 名 所属名 役職名 

高野 茂 メディカル・カレッジ青照館 学校長 

黒川 一也 メディカル・カレッジ青照館 副学校長 

瀧本 文博 メディカル・カレッジ青照館 教務部長 

楠本 敏文 メディカル・カレッジ青照館 理学療法学科長 

小野 厚美 メディカル・カレッジ青照館 作業療法学科長 

 

（３）評価項目 

  基準１  教育理念・目標・育成人材等 

  基準２  学校運営 

  基準３  教育活動 

  基準４  学修成果 

  基準５  生徒支援   

基準６  教育環境 

 



 

 

  基準８  財務 

基準９  法令等の遵守 

  基準 10  社会貢献・地域貢献 

    

（４）学校関係者評価委員会の開催状況 

  ① 回答期間 ：令和３年６月 1日（火）～６月 15日（火） 

  ② 開催方法 ：新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、一堂に会した開催を中止 

し、当該委員会については年１回の委員会開催が職業実践専門課程 

の認定要件として求められていることから、委員の皆様方のご意見 

を書面にて賜る形での開催に変更した。 

  ③ 回 答 者 ：学校関係者評価委員７名、学校関係者評価事務局５名 

 

４ 自己評価結果に対する学校関係者評価、委員の意見 

（１）自己評価結果に対する学校関係者評価委員の評価、意見等を実施状況に照らし、以

下の５段階で記載した。 

  ・適切（実施） 

  ・ほぼ適切（概ね実施） 

  ・普通（問題や課題はあるが一通り実施） 

  ・やや不適切（少し実施） 

  ・不適切（実施していない） 

 

（２）委員の意見 

 学校関係者評価委員会での意見を各項目毎（基準毎）にまとめた。 

 

５ 評価項目毎の状況 

 評価項目の基準１～基準１0 までの状況は以下のとおりである。 

 

 

基準１ 教育理念・目標・育成人材像 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・企業が求めている人材とはどういう人材かを具体的に文字や言葉で学生に伝えるといい

のではないか。 

 →医療人を目指す者としてだけではなく、社会人としての素養も育めるように日頃から 

教育に取り組んでいる。また、求められる人材像についても日頃の教育に取り入れて

いるが、学生がより理解できるように伝えていきたい。 

 

 



 

 

基準２ 学校運営 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・システム整備が行われ評定も上がっている。ＰＤＣＡがしっかり回っている。 

 →運営委員会や科長会議、職員会議を通して意思決定の迅速化と透明性の確保に努めて

いる。また、稟議書やその他書類等の処理速度を早める取り組みとして、姉妹校の熊

本駅前看護リハビリテーション学院とのメール便システムを強化している。 

 

・人事考課制度について、具体的に導入の予定はあるか。 

 →駅前校との一本化に向けて、従来の基準等の再編に向けて取り組んでいる状況である。 

 

 

基準３ 教育活動 評価 普通 

 

【委員の意見】 

・外部からの意見を取り入れ反映するのもいいが、周りからの意見に左右されず、学校が 

掲げる立派な基本理念があるため、左右されずに行ってみるのはどうか。 

 →当校における教育の根幹には教育理念があり、開校以来大事に伝えてきている。同時

に、時代に即した教育となるよう、外部からの意見についても十分吟味し、必要と判

断できるものは取り入れていきたい。 

 

・昨年度の自己評価報告書では、課題として「低学力の学生の目標到達」が挙げられ、対 

策として「検証・取り組み・働きかけ・実習施設との連携支援」が挙げられていたが、 

今回は何を行い、どう変化したのか等（評定が３→４になっているが）記述がない。評 

定も挙がっているので、根拠となる報告書があればいい。 

 →令和４年度末の閉校を見据えた場合、原級留置者を出させない状況にあると考えてい

る。そのため、低学力の学生への自主性を尊重した学習から、教員が個別により深く

関与し、学習不振の原因を共に分析して意識を一つにしての支援に変更した。弱点を

指導することにより学習における成功体験に繋がり、学習意欲の向上に繋がっている。 

 

・学生へのアンケートはとてもいい取り組みだ。併せて学生へのアンケートのフィードバ 

ックはどのように行っているのか。住環境コーディネーター試験への取り組みも学習意 

欲を高めるにはいい。 

 →アンケートの結果について教員それぞれがデータを分析し、以後の講義についての修

正・改善の参考にしている。また、学生とのより具体的な意見交換を取れ入れるなど、

講義に対する双方の考えの差異を解消できるように努めている。 

 

 



 

 

基準４ 学修成果 評価 普通 

 

【委員の意見】 

・国家試験について、取得率が大幅に下がっているのに、評定が４（おおむね達成）とい

う判断が報告内容から読み取れない。改善方策が１００％の年と全く同じ内容である。

評定４と判断した根拠及び改善方策（大幅に下がっている原因分析）について記述して

ほしい。 

→令和２年度の４年生は入学時より成績が厳しい生徒が多く認められていたため、早期

より積極的に学習への介入をしていたが、低空飛行状態で進級していた。標準化され

た国家試験対策ではかなり厳しい成績となることが予測されたため、弱点教科対策セ

ミナーの頻度を増し、個別指導の時期を前倒しするなどの積極的な介入を行った。当

初の校外模擬試験のデータからの予測合格率では、理学 25％、作業 28％であったが、

最終的に 58.3％ 71.4％まで引き上げることができたことが評定に反映されたと思

われる。しかしながら、合格率１００％が達成目標であるため、次年度に反省を活か

したいと考える。 

 

・合格率低下に対する対策が求められるのではないか。 

→４月は長期臨床実習の準備期間としていたが、国家試験対策開始も並行してこの時期

から開始することにした。また、令和２年度の対策で効果が得られた弱点教科対策セ

ミナー、到達度別学習、個別指導の前倒しといった取り組みを有効に活用する。また、

より効果的な働きかけの開発にも努める。 

３年生に対しても講義において国家試験問題に触れる機会を持つことで国家試験が求

める内容を明確に意識させて行く。 

 

 

基準５ 生徒支援 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・退学者０名はすばらしい。これまでも貴校の学生への関わり方に感銘を受けてきたが、

年々難しくなっているこの問題において、０名という結果は卒後を担う就職施設へ是非、

その取り組みについてご教授いただきたい。 

 →基本的な取り組みとして、１）各学期の冒頭の個人面談（学生の学習面においての目

標や課題の確保、生活状況の把握を行う）、２）朝礼・終礼の実施（学生の状況確認と

教員との接点増加）、３）学科を超えた学生と教員の交流、などを通して学生の不安や

課題などを早期に把握し速やかな対応につながるようにしている。 

また、成績不良が退学につながることが多いため、成績不振者に対する定期的な学習

会を実施している。その際、参加に対するインフォームドコンセントを確実に図るこ

とで、自主的な参加につなげている。 



 

 

・新型コロナ関連で実際に困窮している学生はいるのか。 

 →困窮学生には学納金の延納、日本学生支援機構の給付型奨学金を利用といった対応と

なっている。必要な支援にかかる情報は適宜提供するようにしている。 

 

・在校生が少なく、様々な活動が行い難しい中でサポートに尽力されている。在校中の縦

横の繋がりが減少しているので、同窓生として同窓会や様々な活動を通して繋がりを作

っていく取り組みを促進していけばいい。 

 →在校生の減少により活動の種類や範囲が減少している中、横の繋がりに大きな変化は

ないが、縦の繋がりは従来に比較すると減少している。そのため、学科・学年に関わ

らず、合同での実技講習を実施しているが、これに臨床で活躍する卒業生に関わって

もらうことも考えていきたい。 

 

  

基準６ 教育環境 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・外部実習の際、実習先の担当者と先生の面接をされた方がいいのではないか。中にはと

んでもない、パワハラ担当者がいると思うので、学生への被害が出ないようにしていた

だきたい。 

 →実習期間中は定期の訪問を行い、学生、実習指導者双方と面談を実施している。また、 

学生とは常に連絡が取れる状態にしており、不安や悩みなど相談できる体制をとって

いる。今後もパワハラ被害などないようにしていきたい。 

 

 

基準８ 財務 評価 適切 

 

【委員の意見】 

・質疑、意見なし 

 

 

基準９ 法令等の遵守 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・新型コロナウイルスワクチン接種は、医療従事者は絶対に受けなければならないという

空気が職場に蔓延している。中には接種したくないが、半強制的に打つ人も見られる。

厚生労働省によると、接種する、しないは本人の自由としており、会社のパワハラに対

する対処方法を教えていただきたい。 

 →ワクチン接種については個人の意志が尊重されるので、臨床実習の際にキャリアとな



 

 

らないことや国家試験を控えた４年生については感染によるリスク回避など接種の必

要性について説明するが、学校から接種の強制をすることはない。 

  

・最近、ハラスメントが社会的に問題として取り上げられていることが増えているが、貴

校で問題となった事例はあるのか。 

 →ハラスメント対策委員を２名（男女）置き、窓口としている。学内における事例は挙

がってきていない。臨床実習においての相談は過去に挙がったことがあり、臨床実習

指導者会議でハラスメントについての確認やお願いをしたことがある。 

 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 評価 ほぼ適切 

 

【委員の意見】 

・医療機関の職場はどこも奉仕作業がある。職場を辞めた後ＳＮＳで、あの会社はとんで 

もないブラック企業だったなど書き込みがある。学校で奉仕作業があるので早く慣れて 

もらえるので、安心できる。 

 →当校における美化作業は奉仕作業という意味合いではなく、学校理念の『愛と和』に

基づいて実施している。自らの学校に愛情を持ち、他者と協力して作業に取り組むと

いう体験ができるよう、学生の負担が大きくならない範囲で今後も取り入れていきた

い。 

 

 

6 総括 

今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にての開催ということになったが、

委員の皆様方によるご意見やご提案は、今後の課題解決に向けて大変貴重なものとなった。 

今後は学校の諸課題を解決するために、学校関係者委員の意見を参考に教職員自らが改

善に向けて活動し、学校運営の改善・円滑化、教育の質の確保・向上に向けて取り組んで

いきたい。 

 

 

 

以  上 


