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1 学校の理念、教育目標  

 

教 育 理 念 教 育 目 標 

本校は学校教育法第 124 条の趣旨に則り、豊かな教養と高い倫理観を備え、かつ科学的

探求心に富む人材の養成と理学療法学及び作業療法学の向上を目的として教育及び研究を

行うとともに、その成果をもって地域社会の発展に寄与し、人類の福祉に貢献することを

教育の基本理念とするが、これらは本校設立時の理念に謳われた「豊かな潤いのある自然

の中」で磨かれた人間性の上に構築される。 

これらの理念・目的等は、学生便覧や学校案内、年 2 回発行される保護者会便りや学院

ホームページなどを通じて周知し、学生が自らその理念を実践に移せるようにカリキュラ

ムを編成するとともに大学に匹敵する学校設備を整える一方、教職員は日々その理念を念

頭に置いて業務を行うよう心掛けている。 

理念・目的等は日々の学校運営に反映され、カリキュラムに於いては、医療専門職とし

ての知識・技術の獲得のための自然科学系教養、基礎医学科目はもとより、対人援助職の

土台となる人間教育について人文科学系教養、臨床系専門科目に力を注いでいる。そのた

め、島根大学の各学部や理学療法・作業療法の臨床現場から外来講師を多く招聘し、臨床

に即した質の高い授業を行っている。加えて、本校は開校以来、「地域社会に貢献をする力」

「人とのコミュニケーション能力と協調性」「自然環境や地域文化の豊かさに育まれた人間

性と倫理観」を備えたセラピストを育てるため、「協働力実習」「公衆衛生学での高齢者訪

問」「医療外の福祉施設等での臨床実習」など地域貢献を意識づける科目がカリキュラムに

組まれ、地域の協力を得て実施している。 

また、これまで 808 名の学生が本校を卒業し、様々な臨床現場で活躍することで周囲の

高評価を得ているが、全国の様々な地域のリハビリテーション活動に本校卒業生が貢献研

究協力の準備のあることを研究協力の準備のあることをし活躍することで、自ずと本校へ

の志願者が増えることが期待できるものと考えている。 

これらを実践するには、法人・学校の意志伝達・実践システム、人材、機材が効率よく

稼働する必要がある。幸い本校はシステムの骨子は出来ており、今後、その充実を図って

いくとともに、充実した機器が老朽化し陳腐にならぬよう維持管理し、教育と地域貢献の

手段として活用していくつもりである。 

 

理念に則り、科学者としての理学・作業療法士の育成を行うとともに、本校の「地域社

会に貢献をする力」「人とのコミュニケーション能力と協調性」「自然環境や地域文化の豊

かさに育まれた人間性と倫理観」を備えた理学・作業療法士を育てることとを柱とする。 

また、本校は地方自治体の発案により設置されたという特色を持つため、その設立動機

には地域に貢献する優秀なセラピストを養成することが含まれている。従って、本校での

教育は、前二者を踏まえたうえで、国家資格の取得は基より、専門的な知識・技術、実践

的なスキルを身に付けた理学・作業療法士の養成を目指す。 

これまでも、これらを目標として教育に当たってきたが、平成 25年度に、両学科共、文

部科学省より職業実践専門課程に認定され、よりそれに相応しい教育課程の再編に取り組

んでいる。 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 谷河 精規 
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2 本年度の重点目標と達成計画 

平成２７年度重点目標 達成計画・取組方法 

1. 学生の基礎学力向上とキャリア教育の充実を図る。 

1)職業実践専門課程に相応しい平成 28年度カリキュラムの申請とシラバス作成。 

 

2)国家資格取得率 100％を安定して達成できるようにする。 

 

 

3)各学年における到達レベルに遅れをとっている学生の早期発見と対応の充実。 

 

 

 

4)教員の教員による授業評価の実施。 

 

 

5)臨床実習中のトラブル防止を含めた、実習の質向上のために臨床実習施設評価を

実施する。 

 

 6)臨床実習システム改変 

2.学生支援の充実を図る。 

1)教員の業務分担を明確にする中で、担当者を配置し、就職活動の充実を図る。 

 

 

2)休・退学率の低下を図る。 

 

3.学内事務処理の効率化を促進し、業務の費用対効果の充実を図る。 

1)学生情報一元化システムの設計継続。 

 

4.学生募集対策 

 

 

5.教員の教育能力向上 

1. 

1）・今年度 9月末を目途に新カリキュラムの申請を行い、新規科目の具体的シラバスを

作成する。 

2)・1 年次より国家試験に向けての意識づけをするとともに、特に学習支援の必要な学

生を見出し、項目 3）の方法をもって対処する。 

 

3）・両学科 1～3年生に対して、平成 26年度に作成した特別枠カリキュラムを実施し、

学年ごとの到達度試験（60％正解率）を学年末に実施する。未到達者に対しは個別の

学習支援を行い、目標値を達成させる。 

 

4）・平成 26 年度に作成された計画に則り、専任教員の科目について各科目 4 名ずつの

教職員によって評価を行い、それぞれの科目担当にフィードバックする。 

 

5）・平成 26年度短期実習で試行した評価表に評価項目を追加して、平成 27年度長期臨

床実習、短期臨床実習で評価を実施する。 

  

 6) ・臨床実習施設のデータベース作成ならびに臨床実習施設選定システムを構築する。 

2. 

1）・ハローワークと連携し、学生の就労に関する社会的スキルの向上を目指すシステム

の構築と、求人のルート開拓を行う。 

 

2）・担当者を配置し、過去の事例を通じて、休・退学の原因分析を行い、対策を講じ、

退学率 3％以下を目指す。 

3. 

1）・学生記録簿、授業の出欠管理、時間割作成、教務日誌作成機能に加え、成績情報の

一元管理と授業評価のオンライン化を設定する。 

4. 

 ・学院ホームページ、学院案内、オープンキャンパスの内容の検討と修正。 

 ・新たなリーフレット、ちらしの検討・作成と配布。 

5.  

 ・各種教員教育研修会の参加と学院内教員教育研修会の実施。 

 ・近隣関連企業（施設）における教員教育研修の実施。 

  

 
最終更新日付 2015 年 3 月 31 日 記載責任者 平岡 千昭 
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3 評価項目別取組状況 
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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） 

本学院は学校教育法第 124 条の趣旨に則り、豊かな教養と

高い倫理観を備え、かつ科学的探求心に富む人材の養成と理

学療法学・作業療法学の向上を目指し教育及び研究を行うと

ともに、その成果をもって地域社会の発展に寄与し、人類の

福祉に貢献することを教育の基本理念とする。これらは本学

院設立時の理念に謳われた、豊かな自然の中で磨かれた人間

性の上に構築される。 

医療職、対人援助職のあるべき姿を念頭においた理念・目

的・育成人材像は学則・履修規定、育成人材像等に明確に定

められ、学院の将来構想とともに学院案内・学生便覧、学院

ホームページに明記し、学生・保護者・関連業界に周知して

いる。カリキュラムについては、教育課程編成委員会・FD

委員会やスタッフ会議（全体会議）で、社会的ニーズに対応

出来ているか否かを検証し、達成出来ていない部分は、見直

し・改善され、授業・実習・演習に反映されるよう努力して

いる。次年度に向けて、新規カリキュラムを開設すべく、県

へ申請し、承認を受けた。 

本学院は理学・作業療法士を養成する学校ゆえに、医療技

術・技能を獲得するため基準以上の実習を課している。その

内容は、医療機関をはじめ福祉分野の関連業界の協力をえて

充実した内容となっているが、今後、予防医療現場との連携

を図り、職域を広げる実習内容を展開して行きたい。 

実習は、理学・作業療法専門職に限られた業界のみではな

く、予防医学・医療を実践している他の分野と連携を図り、

より社会的ニーズに即応した人材育成のためのカリキュラ

ムの構築と共に、実践現場での実習システムの構築を図るこ

とが、有意義な実習を学生に体験させるためにも、職域を拡

大するためにも必須である。 

社会的ニーズの変化に対応するため、様々なメディアを通

して医療・保健・福祉の情報を収集することで、理念、目的、

育成人材像を継続的に検討し教育に反映して行くとともに、

既存ホームページ、パンフレットの見直し、ならびにリーフ

レット、チラシ等で本校の特色ある教育内容を周知してい

く。 

本学院は、「地域社会に貢献する力」、「人とのコミュ

ニケーション能力と協調性」、「自然環境や地域文化の

豊かさに育まれた人間性と倫理観」を備えたセラピス

トを育てること、特に「地域との交流を図り、コミュ

ニケーション能力を向上させ、人との協調を大切にす

ること」は、開校以来取り組んできた本学院の教育方

針である。 

本学院は、過疎や高齢化の進む中山間地に立地する

ので、地域住民との関わりは多く、臨床実習や卒業後

の臨床現場での患者さんとの良好なコミュニケーショ

ンの構築に役立っており、学生・卒業生に対する社会

の評価は高い。また、豊かな自然環境と地域文化は情

操教育に役立ち、4 年間の学業に取り組む姿勢が培わ

れる。本学院の学生の人間性に対する高評価はこれら

に負うところが大きい。 

また、本学院は 2 学科定員 60 名の小規模校なので、

時代の変化に即応した学院運営やカリキュラム再編成

を構想しやすい。開校当初より基準以上のカリキュラ

ム・施設・設備をもって教育に取り組んでいる。次年

度から教育課程編成委員会等の意見を参考に、社会的

ニーズと整合性のあるキャリアアップを念頭に置いた

問題解決型カリキュラムの改編を行い県の承認を得

た。 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 谷河 精規 
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1-1 理念・目的・育成人材像 

 

 

中項目総括 

 

特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

医療職、対人援助職のあるべき姿を念頭においた理念・目的・育成人材像は学則・履修規定

等に明確に定められ、学校の将来構想とともに学校案内・学生便覧、学院ホームページ等に明

記し、学生・保護者・関連業界に周知している。それらを充実させるために学院内では FD 委

員会、スタッフ会議（全体会議）でカリキュラムが検討され、授業・実習に反映されている。

また、時代の変化に即応すべく教育課程編成委員会で提案された事項について検討され、必要

な部分は修正が加えられ、現在、職業実践専門課程に相応しい新規カリキュラムを構築し、県

に申請し許可を得たので、次年度から実施する予定である。 

実習は、医療をはじめ福祉分野の関連業界の協力をえて充実した実習体系となっている。今

後、より幅広い医療関連業界と学校との連携が密になるように、近隣の実習施設の確保・実習

内容の充実を図って行く。 

本学院の教育方針は、近隣関連業界から委員として参加して頂いている教育課程編成委員会

の意見を参考にして、FD委員会およびスタッフ会議（全体会議）で決定される。今後、施設・

病院のみならず、異なった分野から教育課程編成委員として加わって頂き、有意義なご意見を

頂くことで、カリキュラムの充実を図っていく。 

本学院の特徴は、「地域社会に貢献をする力」、「人とのコミュニケーション能力と協調

性」、「自然環境や地域文化の豊かさに育まれた人間性と倫理観」を備えたセラピストを育

成することと「充実した教育施設や機器・備品を備え、これらを活用し最新の医療技術・

技能を備えたセラピストを育成する」ことである。特に「地域との交流を図り、コミュニ

ケーション能力を向上させ、人との協調を大切にすること」に開校以来取り組んでいる。 

過疎や高齢化の中山間地に立地するので、地域住民との関わりが多く、臨床実習や卒業

後の臨床場面での患者さんとのコミュニケーション能力向上に役立っており、学生・卒業

生に対する社会の評価は高い。また、豊かな自然環境と地域文化は情操教育に役立ち、学

業に取り組む姿勢が培われる。加えて、本校は 2学科定員 60名の小規模校なので時代の変

化に即応した学校運営やカリキュラム再編成を構想しやすい。今年度は、関係業界の協力

を得て、問題解決型授業（アクテイブラーニング）を試行的に開始するなど、社会的ニー

ズとカリキュラムとの整合性を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2016年 3月 31日 記載責任者 谷河 精規 
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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） 

学院の運営方針・事業計画は、目的・目標に基づき理事会

及び評議員会で承認・決定される。それに基づき、学院内の

スタッフ会議をはじめとする各種委員会や会議において、具

体的な対策が練られ、それを実施し、成果は理事会及び評議

委員会で報告され、次年度の事業計画に生かされる。具体的

な学院運営に関わるスタッフ会議及び教務会議及び学生委

員会は、定期開催と臨時開催がある。これら全ての議事内容

については、議事禄を残し、学院で保管している。 

また、運営方針、事業計画及びその実践については、年 2

回開催される学校関係者評価委員会で評価を受け、指摘事項

及び提案については学校運営に反映させている。 

これら理事会及び評議員会、各委員会、会議についての組

織体系、組織図は、学則及び学生便覧等に明記し、基本的な

指示命令系統、職務分掌は確立している。しかし、教職員の

職務分掌の細部について、整理し明確化する必要がある。 

昇進・昇格、賃金の各制度ならびに教職員の採用要件につ

いては、就業規則に規定し、特に教員の採用要件については、

専修学校設置基準及び養成校指定施設の教員資格要件を遵

守している。人事考課制度については、教員の年間教育目標

設定と達成度把握から、その取り組みを始めている。 

情報システムについては、学内ネットワークによる基本情

報の共有、事務処理システム、グループウェア導入等、基本

的な分野は構築済みである。更に学生情報の管理について、

セキュリティに考慮しながら逐次管理内容の拡充を進めて

いる。 

学院運営について、今日的課題に対処するため具体的運営

方針について常時検討することと、各組織、委員会等の密な

る連携を強化し、運営方針を具体化するための中長期的事業

計画を策定する仕組みを作る。 

また、学校運営の質向上のために人事・給与制度に、人事

考課制度を導入する一方、教員の資質の向上を図るため、年

次的な研修機会の設定、職業実践専門課程に相応しい医療現

場と連携した計画的な研修派遣に取り組む。 

そのほか、一部に業務が偏らないように業務分担、権限の

明確化をすること、教育支援のための学生情報等の一元化に

努める。 

 

 

 

地元自治体の主導により設立されて以来、今日まで自治体

との関係は、変わらぬ連携と支援が継続されている。 

地域の住民はもとより、各階各層から強い関心と協力が得

られており、理事会、評議員会等においても貴重な意見や提

言も活発に発言されるなど、緊張した学校運営となってい

る。 

本校の特色は、小規模校で小回りがきくこと、また、中山

間地に立地することによる自然豊かな恵まれた教育環境に

あり、人間性を育むための交流活動の豊富さにある。 

学校規模が小さいことで教職員が複数の委員を兼務する

ことが多いが、結果として運営方針・計画等多くの情報につ

いて身近に知ることができ、連携して取り組む体制となって

いる。 

また、本校はゆとりのある十分な教室数など建物面積は広

く施設、設備は充実している。 

 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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2-2 運営方針 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の理念、目標に基づき理事会・評議員会で審議・決定された学校運営方針について、

スタッフ会議をはじめとする学院内の各会議・委員会において周知徹底を図っている。 

小規模校であるため、教職員が複数の委員を兼務していることから速やかな意思の疎通

が図られている。また、スタッフ会議は教職員全員参加で開催しており、運営方針につい

て共通認識が図られている。 

 

 

 

 

 

2-3 事業計画 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

予算や事業目標等の事業計画については、理事会、評議員会、スタッフ会議等で審議・

決定・承認され、業務分担等により遂行され、適宜見直ししている。単年度では解決、改

善できない問題、課題もあるので継続的に取り組むための中期計画の策定が課題である。 

小規模の養成校の特徴として教職員間の意思の疎通や、共通認識の共有等、課題に対し

迅速に取り組める組織体制となっている。反面、職員数が限られることから兼務の業務が

多く、深く対応できないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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2-4 運営組織 

 

 

 

 

2-5 人事・給与制度 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

人事については、各役職の規定に則り、理事長の決定の下、教職員の資格・能力・経験

等に基づいて適切な異動及び配置を行っている。給与に関しては、法令を順守し、学院の

給与規定に従って支給している。 

教職員数が少人数であるため、各個人の能力や適性が把握し易く、適材適所の人事配置

が継続できている。 

 

 

 

 

2-6 意思決定システム 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

理事会・評議員会決定事項を、学院内意思決定組織であるスタッフ会議をはじめ各委員

会で実践しており、学則及び各種規則に明記している。 

小規模校であるがゆえに、小回りの効く会議・委員会運営や、臨時の会議・委員会開催

も比較的行いやすく、臨機応変の対処ができる。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

設置法人による組織運営、学校運営を適切に行うための組織並びに規則、規程等は整備

されている。会議・委員会の内容は議事録として文書化され、法人及び学校組織の基本的

な指示命令系統は確立している。学校関係者評価委員会や教育課程編成委員会は順調に機

能している。 

自治体の全額出資により設立された設置法人であるため、当該自治体や多様な地域組織

との連携が深く、学院運営に関して幅広い提案や助言を仰ぐことができる。そのため学院

内の各組織は、学院運営に関して、常に地域密着型の学院運営を心がけている。 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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2-7 情報システム 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

開学以来随時電算化を図り、財務・給与システム、グループウェア導入、求人情報閲覧

システム、学内情報のデータベース化等に取り組んできた。さらに、学生教育支援のため

の更なるシステムの構築、業務の効率化および質の向上を目的としたシステム構築のため、

H25 年度は、学生の高校情報・学内成績・出席状況・面談結果のデータベース化による一

元管理化とそれに伴う情報共有化を手がけた。H26 年度には時間割・出席の一元管理とそ

れに伴う情報の共有化を行った。H27年度も各管理システムの内容追加及び改善を行った。 

定型業務には会計事務所提供ソフトウェアと流通市販ソフトウェアを使用し、学内の個

別業務には学内開発のシステムで対応している。学内ＬＡＮ構築等は専門業者に依頼して

いる。ウィルス対策及びファイアーウォール装置を導入し、セキュリティ管理に努めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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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） 

本学院のカリキュラム編成方針は、カリキュラムポリシ

ーとしてホームページ上に公開されている。これらのカリ

キュラムは、学科ごとに学科長を中心に実施されている。

また、理念をもとに作成された育成人材像、ディプロマポ

リシーをホームページ上で公開し、教育到達目標を明示し

ている。カリキュラム編成は指定規則をもとに、教育過程

編成委員会、学校関係者評価の意見を参考に、FD 委員会で

検証・企画され、スタッフ会議にて承認される。これらの

活動記録は、FD 委員会議事録、スタッフ会議議事録で管理

している。授業科目の一覧は学生便覧に、各授業科目の単

位・時間・到達度はシラバスで学生に周知している。また、

職業実践能力の向上を目的とし、指定規則以上の臨床実習

時間を確保している。加えて、今後の急速な社会変化に対

応する能力の育成も重要であると考え、地域と連携した授

業(地域連携問題解決型授業)など、本学院独自の科目も編

成している。更に、資格取得率の向上を図るため、1年次か

ら 4 年次にかけ国試対策カリキュラムを実施する体制を整

備している。また、これらのカリキュラムの成果を、資格

取得率、就職率、留年・退学率・授業評価結果、学生満足

度調査、卒業生アンケート、就職先による卒業生評価によ

り、検証している。 

学則に順じて、授業科目を履修し、その試験に合格した

者には、所定の単位を与える。入学前に取得した単位は他

の高等教育機関との互換性を持たせ、入学者，在校生に対

して単位を認定している。 

1年から4年次にかけた体系化されたキャリア教育カリキ

ュラムを整備し、かつハローワークなどの外部資源を活用

し、キャリア教育の質の向上に努めている。 

教員の資質向上のため、研修費、学会費、図書費を補助、

学士・修士・博士の学位取得のための奨学金制度を設けて

いる。 

カリキュラムの質の向上を継続的に図っていくべく、定

期的な見直しを行っていく。次年度から始まる新カリキュ

ラムの問題点の洗い出し、改善を図っていく。またアクテ

ィブラーニングの体系的実施のための整備を進める。さら

に、授業の質の更なる向上を図るため、外部関係者による

授業評価を充実する仕組みの整備を進めていく。 

更なるキャリア教育の充実を図るため、外部資源の活用

を促進する。さらに、1年から 4年次にかけ体系化されたキ

ャリア教育カリキュラム効果を検証する。 

H29年度を目標に、専門科目の授業科目ごとの教員に求め

られるコンピテンシーの検証を実施できる仕組みの整備を

継続する。 

臨床実習指導者に対しては指導者会議を年 1 回開催し、

学院の教育方針を示すとともに、指導者間の情報交換も行

っているが、未だ理念を共有できていない実習地も少なく

ないと考えている。臨床実習先の指導者との連携を強化す

べく、臨床実習指導者会議の内容の改善、臨床実習指導者

研修会の開催を行っていく。 

 

 

職業実践能力の向上を目的とし、指定規則以上の臨床実

習時間を確保している。加えて、職業実践に重要な社会性

や人間性を高めることも重要であると考え、地域と連携し

た授業(キャリアアップ科目・公衆衛生学)など、本学院独

自の科目も編成している。 

教員の資質向上のため、研修費、学会費、図書費を補助、

学士・修士・博士の学位取得のための奨学金制度を設けて

いる。 

非常勤講師担当の科目に担当の専任教員を配置してお

り、非常勤講師と密な連携が可能となっている。 

 

 

 

 



１１ 

 

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） 

教員の授業における業務分担・責任体制、協力体制は学

生便覧、業務分掌表、担当授業一覧表、外部講師担当者一

覧で明確化されている。 

  

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 
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3-8 目標の設定 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本学院のカリキュラム編成方針は、学生の効率的な資格取得の援助、および地域と連携

しながら職業実践能力の向上を図ることであり、これはカリキュラムポリシーとして HP上

に公開されている。これらのカリキュラムは、学科ごとに学科長を中心とし、実施されて

いる。 

また、理念をもとに作成された育成人材像、ディプロマポリシーをホームページ上に公

開し、教育到達目標を明示している。 

今後は、カリキュラムの質の向上を継続的に図っていくべく、定期的な見直しを行って

いく。またアクティブラーニングを取り入れた授業の編成などの取り組みの充実を図る必

要がある。 

職業実践能力の向上を目的とし、指定規則以上の臨床実習時間を確保している。加えて、

職業実践に重要な社会性や人間性を高めることも重要であると考え、地域と連携した授業

(キャリアアップ科目・公衆衛生学)など、本学院独自の科目も編成している。 

本学院は町との連携が強く、地域資源を利用したカリキュラム開発が比較的容易である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 
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3-9 教育方法・評価等 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

カリキュラム編成方針はカリキュラムポリシーにて明示し、その編成は指定規則をもと

に、教育過程編成委員会、学校関係者評価、時代のニーズを参考に、教務会議・FD委員会

で検証・企画され、スタッフ会議にて承認される。これらの活動記録は、FD委員会議事録、

スタッフ会議議事録にて管理されている。授業科目の一覧は便覧に、各授業科目の単位・

時間・到達度はシラバスにて学生に周知している。また、職業実践能力の向上を目的とし、

指定規則以上の臨床実習時間を確保している。加えて、今後の急速な社会変化に対応する

能力の育成も重要であると考え、地域と連携した授業(地域連携問題解決型授業)など、本

学院独自の科目も編成している。更に、資格取得率の向上を図るため、1 年次から 3 年次

にかけ国試対策カリキュラムを追加して実施する体制を整備している。また、これらのカ

リキュラムの成果を、資格取得率、就職率、学生満足度調査、卒業生アンケート、就職先

による卒業生評価により、検証している。今後は、定期的に見直しを継続するとともに、

アクティブラーニングの体系的整備を進めていく。 

授業評価は、学生による授業評価に加え、教員による授業評価、外部関係者による授業

評価を実施し、その結果を教員にフィードバックすることにより、教育の質向上に努めて

いる。今後は、外部関係者による授業評価を定期実施できる仕組みの整備を進めていく。 

本学院のキャリア教育の方針は、全学生が自らの適性を生かした就職先を見つけること

が出来るよう援助していくこと、早期より職業理解を深める機会を与え資格取得の動機付

けとすることである。1 年から 4 年次にかけた体系化されたキャリア教育カリキュラムを

整備し、かつハローワークなどの外部資源を活用し、キャリア教育の質の向上に努めてい

る。履歴書の書き方・面接指導・就職活動の基本的考え方・流れ等の説明は担任およびハ

ローワークが行っている。また資格取得の動機付けとして、1 年次よりグループワークの

授業時間を設け、加えて病院・施設見学を実施している。その他の活動として、平成 26年

度は、税務署による税理指導等をおこなった。今後は、ハローワークとの連携を進化して

いく。さらに、1 年から 4 年次にかけた体系化されたキャリア教育カリキュラムの整備を

進める。 

 

本学院は山間部にあり、かつ町との連携が強いため、地域資源を利用したカリキュラム

開発が比較的容易である。H26 年度は、地域と連携し職業実践能力を高めるための授業科

目の開発、および、それに伴うカリキュラム改編を進め、無事認可された。H28 年度は、

新たなカリキュラムを実施し、その問題点お洗い出しと改善を図っていく。 

 

 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 
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3-10 成績評価・単位認定等 

 

 

 

 

 

 

3-11 資格・免許取得の指導体制 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

理学・作業療法士国家資格取得は養成校の責務である。1～4年次の 4年間を通じ体系的

な国試対策カリキュラムを整備している。両学科教員が学科の垣根を越え、得意とする担

当分野を両学科の学生に講義する形となっている。また、年次ごとに学習支援が必要な学

生の早期洗い出しを目的とした到達度試験を実施している。不合格者の国試対策の効果向

上、効率化を図るため、両学科の学生を 1 クラスとして管理し、理学・作業療法学科の全

体規格としたカリキュラムを実施している。今後も効果検証・改善を継続していく。 

本校は、理学療法士及び作業療法士の国家資格取得を目的とした養成校であり、目標と

する資格および資格取得のサポートは充実している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学則に順じて、授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。

取得した単位は他の高等教育機関との互換性を持たせ、入学者，在校生に対して単位を認

定している。また、コンテスト参加を積極的に勧め、受賞状況を把握している。養成課程

の集大成として卒業論文を課している。それらは、研究論文として学院内に保存し、かつ

口述発表を課し、評価を行っている。 

国内外での活躍を支援するため、英語版成績証明書も作成している。 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 



１５ 

 

 

3-12 教員・教員組織 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

現在、理学療法学科 5 名、作業療法学科 5 名の教員を確保している。全ての教員が国家

資格を有し、臨床経験５年以上である。授業科目の担当教員は、学科長がシラバスの到達

度から求める能力・資質、資格を判断し、相応のものを配置するよう努めている。授業科

目のコンピテンシーの客観性を高めるため、平成 27年度、専門科目の授業科目ごとの教員

に求められるコンピテンシーの検証を行う担当者を設置し、H29 年度に検証を完了する長

期計画を立てている。 

教員の採用に当たっては、ホームページや教員の人脈等を利用し、関係業界から広く公

募し、学歴，職歴，業績を参考に、理事長が決定している。 

教員の資質向上のため、研修費、学会費、図書費を補助、学士・修士・博士の学位取得

のための奨学金制度を設けている。教務部長を中心に現状を踏まえた研修の長期計画を立

て実施していく。 

教員の授業における業務分担・責任体制、協力体制は学生便覧、業務分掌表、担当授業

一覧表、外部講師担当者一覧で明確化されている。授業科目担当教員間での連携や必要な

協力体制は日々の朝礼や学科会議にて図られている。また、非常勤講師の科目に担当の専

任教員を配置し、非常勤講師との連携をとっている。臨床実習指導者に対しては指導者会

議を年 1 回開催し、学院の教育方針を示すと共に、指導者間の情報交換も行っているが不

十分と考えている。今後は、臨床実習先の指導者との連携を強化すべく、臨床実習指導者

会議の内容の改善、臨床実習指導者研修会の開催を行っていく。 

 

学院は教員の研修費，学会費，図書費の補助、また、学士、修士、博士の学位取得のた

めの奨学金制度を設けて、教授力及び専門性の向上を支援している。     

非常勤講師が担当する全科目に担当の専任教員を配置し、非常勤講師と連絡を取り、授

業が円滑に進むよう調整を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 



１６ 

 

 

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） 

キャリア教育の方針は、全学生が自らの適性を生かし、希

望とする職場への就職が出来ることを援助していくことと

し、就職率 100％を数値目標としている。これらのことは、

カリキュラム編成の基本方針で明示している。現状では、就

職率 100％となっている。学生の就職活動の把握は担任が行

っている。学生は、施設見学、履歴書の送付、就職試験の際

は、その実施前後で担任に報告・相談する仕組みをとってい

る。その結果は、担任が文書にて記録している。なお、年度

ごとの学生の就職活動の経過の把握、就職先の情報の収集は

担任が行っており、最終結果は事務が管理している。就職支

援担当者が一括して、就職活動状況を管理できるようにし、

就職活動の質向上の取り組みをしやすい環境整備が必要で

ある。 

国家試験の結果は FD 委員会で年度ごと分析され、改善方

法を企画している。4 年間を通じた体系的な国家試験対策カ

リキュラムを実施している。更なる国家資格取得率の向上を

図るため、H27年度より各学科に分かれ実施していた対策を、

両学科教員が学科の垣根を越え、得意とする担当分野を両学

科の学生に講義するカリキュラムを実施している。また、年

次ごとに学習支援が必要な学生の早期洗い出しを目的とし

た試験を行っている。不合格者の国試対策は、両学科の学生

を 1クラスとして管理し、理学・作業療法学科の全体規格と

してカリキュラムを組み実施している。 

卒業生の社会的活躍・評価は卒業生・在校生の意欲向上、

ひいては教育効果の向上につながるため、重要である。卒業

生アンケート、臨床実習指導者会議、就職先による卒業生評

価にて卒後の実態の調査としている。アンケート項目の見直

しは、定期的に実施する必要がある。 

また、年度ごとに、卒業生の受賞状況・研究業績を学会誌、

研修会冊子等で把握に努めている。今後は OB 会との連携を

深め、情報収集の拡大とデータ化に努めていく。 

就職に関し、全学生の希望に沿えたのか、その満足度等を

把握できているとは言えない。また、本学院では県内就職を

希望する者が多いが、県内就職ができなかったものも少なく

ない。全学生が希望に沿った職場に就職できたのかを分析す

る手段として、その満足度等をアンケート等で把握する仕組

みを整備する。県内求人の拡充を図るため、ハローワーク等

の外部資源の利用の促進を図り、学校に寄せられていない求

人を発掘する。加えて、面接・履歴書の書き方等の指導の強

化を行い、県内就職率の向上を図る。就職支援担当者が一括

して、就職活動状況を管理できるようにし、就職活動の質向

上の取り組みをしやすい環境整備を行う。 

国試対策以外の授業の質を高め、国試対策の時間の縮小を

図り、他の教育の質の向上に関する取り組みの充実に当てる

ことを長期の目標としている。今後はコアカリキュラムおよ

び国試対策の講義の質の向上、学習支援が必要な学生に対す

る個別指導スキルの向上を図っていく。また、教員の指導方

法の質を、学生の到達度試験結果、ヒアリングから検証でき

る仕組みを整備する必要がある。今後、これらの取り組みを

実施し、適時その効果を検証していく。 

卒業生の実態を調査すべく、今後は OB会との連携を深め、

OB会を利用した情報収集の拡大とデータ化に努めていく。 

 

 

当学院では教職員や学生の資質向上を図るため、教育企画

開発委員会（以下 FD 委員会）を立ち上げ、教育改善を進め

ている。資格取得率向上のために、FD委員会を中心として国

家試験対策計画を立て、集中講義や小テスト、模擬試験を実

施し、これらの結果を教員間で共有かつ成績低迷者に対する

個別対応も行っている。H27 年度より各学科に分かれ実施し

ていた対策を、両学科教員が学科の垣根を越え、得意とする

担当分野を両学科の学生に講義するカリキュラムを実施し

ている 

卒業生の社会的活躍・評価については、キャリア教育の一

環として毎年１年生を対象に新入生研修会を開催し、卒業生

に社会活動等の報告・発表を行ってもらっている。 

 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 



１７ 

 

 

4-13 就職率 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

全学生が自らの適性を生かし、希望とする職場への就職が出来ることを援助していくこ

とをキャリア教育の方針、就職率 100％を数値目標とし、カリキュラム編成の基本方針で

明示している。現状では、就職率 100％となっている。全学生の希望に沿えたのか、その

満足度等を把握できているとは言えない。また、本学院では県内就職を希望する者が多い

が、県内就職ができなかったものも少なくない。全学生が希望に沿った職場に就職できた

のかを分析する手段として、その満足度等をアンケート等で把握する仕組みを整備する。 

県内求人の拡充を図るため、ハローワーク等の外部資源の利用の促進を図り、学校に寄

せられていない求人を発掘する。加えて、面接・履歴書の書き方等の指導の強化を行い、

県内就職率の向上を図る。学生の就職活動の把握は担任が行っている。学生は、施設見学、

履歴書の送付、就職試験の際は、その実施前後で担任に報告・相談する仕組みをとってい

る。その結果は、担任が文書にて記録している。なお、年度ごとの学生の就職活動の経過

の把握、就職先の情報の収集は担任が行い、最終結果は事務が管理している。就職支援担

当者が一括して、就職活動状況を管理できるようにし、就職活動の質向上の取り組みをし

やすい環境整備が必要である。 

求人数は、学生１人に対し約 20倍あり、充足しているといえる。 

 

 

 

 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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4-14 資格・免許の取得率 

 

 

 

 

4-15 卒業生の社会的評価 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒業生の社会的活躍・評価は卒業生・在校生の意欲向上、ひいては教育効果の向上につ

ながるため、重要である。卒業生アンケート、バイザー会議、就職先による卒業生評価に

て卒後の実態の調査としている。アンケート項目の見直しは、定期的に実施する必要があ

る。 

また、年度ごとに、卒業生の受賞状況・研究業績を学会誌、研修会冊子等で把握に努め

ている。今後は OB会との連携を深め、情報収集の拡大とデータ化に努めていく。 

当学院では毎年１年生を対象に新入生研修会を実施し、その中で卒業生に社会活動等の

報告・発表を行ってもらっている。また学院には、在学生への地域のイベント行事のボラ

ンティア依頼が多くきている。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

理学・作業療法士の国家資格取得率の向上は、本学院の主要な目的の一つであり、両学

科ともに 100％の合格率を目標としている。しかし、平成 27 年度は、OT 学科は 100％で

あったが、PT 学科は 84％であった。国家資格取得率の向上を図るため、H27年度より各学科

に分かれ実施していた対策を、両学科教員が学科の垣根を越え、得意とする担当分野を両学科

の学生に講義するプログラムを実施している。また、年次ごとに学習支援が必要な学生の早期洗

い出しを目的とした試験を行っている。不合格者の国試対策は、両学科の学生を 1 クラスとして管

理し、理学・作業療法学科の全体規格として学習プログラムを組み実施している。資格取得者数

等の情報把握は、今後の国家試験対策の指標として重要であり、年度ごとに把握・管理し、定例

のスタッフ会議にて報告・周知されている。分析と対策は、FD 会議を中心に、年度ごとに実施し、

指導方法の改善を図っている。 

長期の目標は、国試対策以外の授業の質を高め、国試対策の時間の縮小を図り、他の教育の

質の向上に関する取り組みの充実に当てることとしている。今後はコアカリキュラムおよび国試対

策の講義の質の向上、学習支援が必要な学生に対する個別指導スキルの向上を図っていく。ま

た、教員の指導方法の質を、学生の到達度試験結果、ヒアリングから検証できる仕組みを整

備する必要がある。今後、これらの取り組みを実施し、適時その効果を検証していく。 

H27 年度より各学科に分かれ実施していた対策を、両学科教員が学科の垣根を越え、得意と

する担当分野を両学科の学生に講義するプログラムを実施している。 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 



１９ 

 

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） 

就職支援について、求人は事務窓口を経て教職員に回覧さ

れ、学内に掲示するとともに、学院ホームページで閲覧可能

とし、学生の就職活動状況は事務・教務部門双方で共有する

体制をとっている。しかし、担任、就職担当者間での情報の

流れを強化する必要がある。また、就職支援部門やハローワ

ークによる就職説明会を開催するほか、担任による個別指導

に加えハローワークの個別相談も受けることができる。 

学校生活に支援の必要性がある学生には、担任が相談に応

じ指導を行うが、必要に応じて他教員や学生相談室のカウン

セラーの支援を仰ぐ。これについての情報は学生記録簿に記

載され、教職員は常時閲覧可能とし、情報を共有している。

休・退学希望者については、経緯・経過報告書を作成し、そ

れをもとに学生委員会、教務会議、スタッフ会議で協議する

ことで再発防止に努めている。休退学の要因について分析を

行った結果、1 年次での退学傾向が明らかとなったが、原因

分析をさらに継続していく。 

相談室の利用方法は、島リハ広場、校内掲示等で周知する

とともに、個別に担任から伝えられる。また、相談室は学生

だけでなく、卒業生など学校関係者、近隣住民も利用可能で

あるが、相談室カウンセラーとの連携はさらに工夫を凝らし

ていきたい。 

経済支援としては、奨学金制度や学費分納制度、自動車免

許取得費用の補助などを整備しているが、学費未納者が発生

しており、今後経済面での支援をさらに検討する必要があ

る。 

健康保持のためには、健康診断を年１回行い、担任が必要

に応じて指導を行うほか、安心して学業に励めるように保健

室や相談室を整備している。また、サークル活動や過剰なア

ルバイトによる心身不調を予防するために、サークル活動、

アルバイトについての状況把握と指導を目的とした体制整

備を行った。 

 

就職活動の充実のため、履歴書の書き方、面接等の研修会

の実施、地元就職を希望する学生の就労先の確保を、ハロー

ワークと連携して強化する。また、担任と就職担当者間での

情報共有強化のための仕組みを整える。 

学校生活に支援の必要性がある学生への支援について、相

談室カウンセラーとの連携は十分とはいえず、学生への個別

相談の実施と教職員に向けた事例検討会や講義を実施する。 

学生のアルバイトについて、状況把握と指導を目的とした

体制整備を行ったが、心身不調は休退学につながる可能性も

あり原因について、さらに調査を行っていく。また、健康管

理指導は重要課題だが、小規模校でマンパワーが劣るので、

隣接町立病院との連携を継続する。 

今年度は、サークル活動の実態調査等の体制整備を行っ

た。今後さらに充実した活動が可能となるように、サークル

活動計画・報告を提出してもらい年度毎の状況把握を行う。 

学生宿舎は地域に点在し、地域住民との融和が大切である

ので、地域との共生を目的とした奉仕活動を行っている。学

院・学生が主体となり企画し、活動を継続していく。 

今後も保護者との連携体制強化を維持していく必要があ

り、保護者面談と成績表の郵送を継続すること、保護者との

連携を密にするために、常時、保護者面談が可能であること

を周知し、面談機会を増やすことで保護者とのコミュニケー

ションを強化する。また、学生家族の経済的安定も学生生活

には大きな要素になるので、奨学金制度等の支援に関して更

に見直しが必要であり、加えて、担任が学生の経済情報を得

やすいように改善する。 

休退学の防止については、引き続き分析担当者を配置し、

休退学者数の推移、休・退学理由の分析を行い、教職員間で

情報を共有し、今後の退学率の低減を図る。 

 

本学院の特徴は中山間地に立地していることであり、市街

地と比較すると利便性において劣る面があるが、地域に密着

した教育が展開できるという利点がある。この利点を教育に

生かし、サークル活動・ボランティア活動を通じて、地域と

の交流を図っている。また、自宅通学が困難な学生は学生宿

舎で一人暮らしをするが、宿舎生活は、社会人としての自覚

と他者との協調性を学ぶ場として、教育の一環に位置付けて

いる。また、通学の利便性の確保と学生生活の安定のために、

開学時より、交通費、自動車免許取得のための経費など、移

動手段に関わる資金援助、奨学金や貸付金など、就学、日常

生活のための資金援助を、近隣養成校に先駆けて行ってき

た。 

開校当初に組織した「桜雪会（同窓会）」については、活

動を支援するほか、図書室の開放などにより卒後学習を支援

している。また、国家試験不合格者に対しては、合格に向け

た支援を行ってきた。 

事務に 1名、教員に 1名担当者を配置し、事務・教務一体

となった就職支援体制を整える一方、ハローワークとの連携

を図ることで、就職支援の充実に努めている。 

休・退学者について、経緯・経過報告書を作成し、それを

もとに、学生委員会、教務会議、スタッフ会議で協議を行い

再発防止に努めている。加えて、平成 25 年度からは学生記

録簿によって、全ての教職員が学生の情報を共有できるよう

になり、学生指導が容易になった。 
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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） 

遠隔地出身者のためには廉価な学生宿舎を提供し、学生が

地域に速やかに溶け込めるよう、宿舎に学生責任者を配し、

地域との共生を目的とした奉仕活動を行っている。 

学生支援には保護者との連携が重要となるが、保護者会を

組織し、総会、役員会や懇親会を定期開催するほか、年 2回、

保護者会便りを発行している。加えて、定期保護者面談を全

学年で行うとともに、学生、保護者の承諾を得て、学業成績

の保護者への郵送を開始したほか、保護者アンケートの結果

報告書を作成し公表した。 

卒業生支援については、卒業生組織の会員名簿の管理、同

会が主催する研修会の開催などに支援を行うほか、図書室を

開放し卒後学習を支援している。加えて、近隣施設の職員や

卒業生との共同研究にも取り組んでいるが、これらは十分と

は言えないので、卒業生の学院に対するニーズを把握するた

め、卒業生と教職員との懇談会やアンケート調査を実施し

た。卒業生の中には通学困難な国家試験不合格者も若干お

り、その者達に対して、合格に向けた支援を工夫する必要が

ある。 

県理学療法士会・作業療法士会が行う実務者研修に参画し

ているが、学院独自の関連業界・職能団体等との共同開発に

よる再教育プログラムの設定はないので今後の課題である。 

社会人入学者については、過去取得した科目の単位認定

は、規則に従って行い、就学の負担軽減を図っているが、長

期履修制度は未実施である。 

 

そのほか、通学困難な国家試験不合格者に対し、通信教育

など、更なる指導体制の徹底を図ること、卒業生の研究活動

支援ならびに「桜雪会」の運営や活動についてのサポートを

推進することに加え、関連業界・職能団体等との再教育プロ

グラム、現在、未実施の長期履修制度を検討する。 

 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 平岡 千昭 
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5-16 就職等進路 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事務に 1 名、教員に 1 名担当者を配置し、求人は全て、事務窓口を経て担任をはじめ教

職員に回覧され、学内に掲示するとともに、学院ホームページで閲覧可能とし、学生の就

職活動状況は事務・教務部門双方で共有する体制をとっている。しかし、担任、就職担当

者間での情報の流れが不十分であり、今後情報の流れの仕組みを整える必要がある。 

一方、就職支援部門やハローワークによる就職説明会を設け、履歴書の書き方等の説明

を行っている。今後、説明会の内容の改善、ハローワークによる説明会を増やす。 

個別指導は、担任が中心となり実施するが、ハローワークの個別相談も受けることがで

きる体制を整備している。 

事務に 1 名、教員に 1 名担当者を配置し、就職支援体制を整える一方、ハローワークと

の連携を図ることで、就職支援の充実に努めている。 

 

 

 

 

 

5-17 中途退学への対応 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校生活に特に支援の必要性がある学生には、担任が相談に応じ、生活指導を行うが、

必要に応じて他教員や専門の心理カウンセラーの支援を仰ぐ体制をとっており、これらの

情報は学生記録簿に記し、教職員間で共有している。休・退学者希望者についての指導記

録は逐次学生記録簿に記載され、教職員が情報を共有するとともに、経緯・経過報告書を

作成し、それをもとに学生委員会、教務会議、スタッフ会議で原因究明と対策について協

議し、再発防止に努めている。 

今年度は、休退学の要因について分析を行った結果、1 年次の退学傾向が明らかとなっ

た。しかし、原因分析は十分とは言えず、引き続き担当者を配置し、学習面、生活面、経

済面に関し、在校生を対象にした調査から検証する必要がある。 

休・退学者経緯・経過報告書を作成し、それをもとに、学生委員会、教務会議、スタッ

フ会議で協議を行っている。また、平成 25年度より LAN上の学生記録簿によって、全ての

教職員が学生の情報を共有できる体制ができた。平成 26、27年度にシステムは更新され、

より利用しやすくなった。 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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5-18 学生相談 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 24 年年度より、校内の一角に学生相談室を開設し、専任カウンセラーが月 2 回来校

し、相談に応じており、相談記録は、相談室の施錠された書庫に保存され情報漏えいを防

止している。 

相談室の開設情報と利用方法は、島リハ広場、校内掲示等で周知するとともに、個別に

担任から伝えられる。また、相談室は学生のみならず、卒業生など学校関係者、近隣住民

も利用可能である。 

しかし、専任カウンセラーとの連携強化に向けた取り組みは十分とはいえず、学生への

個別・集団精神療法の実施と教職員に向けた事例検討会や講義を実施していく。 

現在留学生の受け入れは行っておらず、その方向性も定まっていない。 

専任カウンセラーとの連携を更に強化ために、教職員を対象とした研修会を実施してい

く。 

 

 

 

5-19 学生生活 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各種奨学金制度の他、学費の分納制度などを整備している。学費未納者が発生しており、

今後経済面での支援をさらに検討する必要がある。 

健康診断を年１回受診し、結果は担任が確認した後、必要に応じて学生指導を行ってい

る。また、保健室や相談室を有しており安心して学業に励めるように環境を整備している。

過剰なアルバイトによる心身の体調不良を予防するために学生のアルバイトについて状況

把握と指導を目的とした体制整備を行った。心身の体調不良は休退学につながる可能性も

あり原因についての調査を行っていく。 

今年度は、サークルが活動の実態調査等の体制整備を行った。今後さらに充実した活動

が可能となるように支援の強化を図るためにも、サークル活動計画等、年度毎の状況把握

に努める。 

学生宿舎を準備し、遠隔地出身者のための宿舎提供を行っている。また、通学の面では

バスによる通学費の援助や、自動車免許取得費用の補助を行っている。地域との共生を目

的とした奉仕活動を今年度行った。活動が継続できるように、学院・学生が主体となり企

画をしていく。 

開学時より、交通費、自動車免許取得のための経費など、移動手段に関わる資金援助、

奨学金や貸付金など、就学、日常生活のためのしきん援助を、近隣養成校に先駆けて行っ

てきた。また、病院が隣接しており、この環境を活かし連携体制の構築を図っていきたい。 

地域の活動への参加など、地域と協調した生活を行うことは、人間としての成長にとっ

て重要であり、教育の一環として捉えている。奉仕活動等の継続した実施を行っていく。 

                            

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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5-20 保護者との連携 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

保護者会を組織し、保護者会を組織し、総会、役員会や懇親会を定期開催するほか、年

2回、保護者会便りを発行している。今年度は、定期保護者面談を全学年で行うとともに、

学生、保護者の承諾のうえ、学業成績の保護者への郵送を開始した。また、平成 26年度の

実施した保護者アンケートの意見に対する経過報告書を作成した。今後も保護者との連携

体制強化を維持していく必要があり、継続した保護者面談と成績表の郵送を行うことで、

保護者との接点を増やしていく。 

全学年を対象とした保護者面談を実施している。 

 

 

 

 

 

 

5-21 卒業生・社会人 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

同窓会組織として『桜雪会』が組織されているが学院側のサポートが十分に行えてなか

ったので、運営や活動についてサポートしていく。 

卒業生には図書室を開放して便宜を図ほか、桜雪会による学院研修会開催、研究を行う

者を支援しているほか、国家試験不合格者に対して、通学、通信による教育指導を実施し

ている。今年度は研究協力等の支援の周知を行ったが、十分とはいえず、更に啓発を行っ

ていく。 

県理学療法士協会・作業療法士会が行う実務者研修に参画する一方、近隣施設の療法士

との共同研究を行っているが、学院独自の関連業界・職能団体等との共同開発による再教

育プログラムの設定はないので今後の課題である。臨床実習指導者会議を利用し、臨床実

習における指導方針の統一を図る検討会を実施する。 

社会人入学者が過去取得した科目の単位認定は、規則に従って行っている。また、社会

人の学校施設の利用、就職進路相談には、適宜対応しているが、現在、長期履修制度はな

いので、今後検討する。 

卒業生の同窓会組織も 1期生から組織した。 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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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） 

施設設備は設置基準を遵守し、学生数と教育上の必要性に

十分対応できる施設と設備数を有している。学生が自由に利

用でき、障害者も利用できるよう設計している。卒業生も利

用できる体制を整えている。図書環境は、専門書の充実に努

め、19時まで開放している。学生の休憩・食事のスペースは

教室以外に専用の空間を確保し、手洗い設備は、日常的に衛

生管理をしている。 

施設設備は計画的に点検を行い、随時補修・改善を行って

いるが、創設 19年を迎え、老朽化が目立ってきた。 

学外実習である臨床実習科目の意義や位置づけ、また評価

基準等は、実習要綱に明記されている。年に１回開催される

臨床実習指導者会議で協議、意見交換がなされ、実習教育の

質向上に寄与している。臨床実習の教育効果は、評価表及び

臨床実習ゼミ（実習報告会）で確認している。課題として、

臨床実習施設ごとの課題量・指導方針の差異があることが挙

げられ、指導者教育の充実を図る必要がある。実習中は、適

宜電話で十分な連絡をとり、必要に応じて施設訪問できるよ

う体制を整えている。その他、キャリアアップ科目の中で、

地域と連携した PBLを実施している。 

学院行事には学生も参画させ取り組み、関係企業、同窓会、

保護者などに案内している。 

防災に対し、消防計画及び緊急連絡網の作成など体制を整

え、法令に基づき防災設備の保守点検を行っている。学生、

教職員に対しては毎年火災訓練や交通安全講習会を実施し

ている。町の防災マップに沿って対応しており、今後、学院

独自の防災マニュアルを作成する。防犯に関しては、17時半

以降の有人警備を行い、夜間は機械警備を行っている。 

万が一の事故に備え保険加入を行っている。学外実習等の

安全管理としては担当教員を配置し、学生に対し実習前オリ

エンテーションにて教育している他、臨床実習における安全

管理に関しては、臨床実習指導者会議で指導者に周知してい

る。今後、学校安全計画を策定する。 

備品管理の担当者を設置し、定期的なメンテナンスに留ま

らず、随時点検及び補修を行う。 

学生がより図書室利用がしやすいように休日利用につい

て検討していく。 

臨床実習指導者の資質向上のため、臨床実習指導者会議の

内容の改善、県士会と連携した研修会の開催、臨床実習地と

共同した方針の作成を行っていく。 

防災・安全管理として、学校安全計画の策定をはじめ、防

災マニュアル、事故等におけるマニュアルを作成し、教職員

に周知徹底する。 

 

 

福祉用具プラザ、その他医療福祉施設での早期研修に加

え、キャリアアップ科目の中で、地域と連携した問題解決型

授業を実施している。 

本学院は山間部に立地するため、自家用車通学が主流であ

るので、交通安全指導を徹底しているほか、防犯訓練も実施

している。授業等学業に伴う事故に備えた保険加入など整備

している。 

 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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6-22 施設・設備等 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

施設設備は設置基準を遵守し、学生数と教育上の必要性に十分対応できる施設と設備数

を有している。学生が自由に利用でき、障害者も利用できるようバリアフリー設計となっ

ている。卒業生も利用できる体制を整えており、より広く利用していただくために、アナ

ウンスを行う。図書環境は、専門書の充実に努め、19時まで開放している。休日利用がで

きないため、今後検討していく。学生の休憩・食事のスペースは教室以外に専用の空間を

確保し、手洗い設備は業者への委託も含め、日常的に衛生管理をしている。 

施設設備は計画的に点検を行い、随時補修・改善を行っているが、創設 18年を迎え、老

朽化が目立ってきた。引き続き点検・補修を継続する。 

施設設備は施設基準を遵守し、学生数や教育上の必要性に十分対応できる広さや数を有

している。学生が自由に利用できるよう開放している他、卒業生も利用できる体制を整え

ている。 

 

 

 

 

6-23 学外実習、インターンシップ等 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本学院での学外実習は、3～4 年次の臨床実習科目であり、その意義や位置づけ、また評

価基準等は、実習要綱に明記されている。年に１回開催される臨床実習指導者会議では、

実習教育に関する協議、意見交換がなされ、実習教育の質向上に寄与している。臨床実習

の教育効果は、評価表及び実習終了後に学院で行われる臨床実習ゼミ（実習報告会）にて

確認している。課題として、臨床実習施設ごとの課題量・指導方針の差異があることが挙

げられ、指導者教育の充実を図る必要がある。実習要綱の見直しを行い、さらなる教育方

針の明確化を図り周知を行うとともに、適正な評価が行われるために評価表の見直しも行

う。実習中においては、適宜電話で十分な連絡をとり、必要に応じて施設訪問できるよう、

連携体制を整えている。SNS などの活用により連携体制強化を図る。 

その他、福祉用具プラザ、その他医療福祉施設での研修に加え、キャリアアップ科目の中

で、地位域と連携した PBL を実施している。 

学院行事はオープンキャンパス、入学、卒業式などが挙げられ、学生も参画させ取り組

み、関係企業、同窓会、保護者などに案内している。 

キャリアアップ科目の中で、地位域と連携した PBL を実施している。 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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6-24 防災・安全管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

防災に対し、消防計画及び緊急連絡網の作成など体制を整え、法令に基づき防災設備の

保守点検を行っている。学生、教職員に対しては毎年火災訓練や交通安全講習会を実施し

ている。古くからある備品の転倒防止措置は不十分であり、今後整備をし、安全管理を徹

底する。学院独自の防災マニュアルは無く、町の防災マップに沿って対応している。今後

学院独自の防災マップを作成する。 

防犯に関しては、17：30以降の友人警備を行い、夜間は機械警備を行っている。 

学校安全計画は現在策定していないが、消防計画や教職員緊急連絡網の作成により対応

し、万が一の事故に備え保険加入を行っている。今後、学校安全計画を策定し、教職員に

周知徹底する。また、授業中の事故等に対する対応マニュアルは現在作成されていないた

め、今後作成し周知徹底する。 

学外実習等の安全管理としては担当教員を配置し、実習前オリエンテーションにて教育

している。臨床実習に関しては、臨床実習指導者会議で指導者に周知している 

本学院は山間部に立地するため、自家用車通学が主流であるので、交通安全指導を徹底

しているほか、防犯訓練も実施している。授業等学業に伴う事故に備えた保険加入など整

備している。 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 



２７ 

 

 

基準７ 学生の募集と受入れ 
 

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） 

少子化に加え、養成校新設が相次ぎ、定員を満たすことが

厳しくなってきている。H27 年度より、全職員参加型の学生

募集検討委員会を開催し、学院の魅力の整理、効果的な学生

募集について検討し、改善を図ってきた。 高校から要請さ

れる進学説明会、高校訪問、高校教員対象の説明会は、主に

渉外部で対応している。現状のままでは、本学院の魅力が十

分に伝わっていないと判断している。学院案内やホームペー

ジには、本学院の特色、教育課程や講師、就職状況、卒業生

の活動状況、宿舎の様子、学費や学生支援、サークル活動等

を掲載している。H27 年度は、学院の魅力を細分化し、魅力

ごとに資料を作成し、対象者の要望に合わせ情報を提供でき

るようにした。加えて、学院案内、ホームページのリニュー

アルを実施した。オープンキャンパスは、学校の特徴・教育

課程・学生生活の説明や体験学習を盛り込んだ内容となって

いる。また、H27 年度は保護者や受験生とコミュニケーショ

ンをとる時間を多く設け、質問や意見に対応し、高い満足度

を得ている。志望者のバックグラウンドに応じた入試を行う

べく、推薦・一般・学士及び社会人入試の 3種を用意してい

る。しかし、オープンキャンパスの参加者、受験者数は年々

減少しており、問題となっている。 

学生募集に関する手続きは入試委員会、スタッフ会議にて

審議され、募集、願書受付とも適正時期に行われる。入学選

考に関する情報は、今後の受験生・入学者の動向を知る重要

な情報源として、受験生・入学者の動向や傾向、合格率や辞

退率等の分析を行うとともに厳重に保管している。 

学納金については、運営経費を基本に、中国管内同種専門

学校との均衡を考慮し定めるが、教育活動の充実が図られる

よう、決算報告は役員のほか全教職員に周知している。平成

18年度文部科学省通知に従い、入学辞退者に授業料などを返

還するほか、募集要項に、入学金以外の授業料の返還につい

ての定めを掲載している。 

H28 年度は、H27 年度の学生募集検討会の検討を踏まえ作

成された新たな学生募集戦略に基づき、学生募集活動の効果

の向上を図っていく。 

高校訪問・ガイダンスへ内部教員が積極的に参加し、教育

理念やカリキュラムの魅力、学生カルテをもとにした学生の

状況を説明し、高校に提供する本学院に関する情報の質を向

上させていく。 

また、H27 度作成した資料に加え、対象者別に本学院の魅

力を説明できる資料の充実を図っていく。 

オープンキャンパスは 15 回に増やし、入学試験は学士及

び社会人入試を 1回、一般入試を 3回ずつ増やす他、入試会

場を増やすことで入学者増加を狙う。加えて、日本語学校に

対する推薦入学試験を新たに設立する他、2 年次からの学士

編入学も検討していく。 

広報資料のさらなる整備を進め、学生募集活動の効果を向

上させていく。 

また、高校生に直接情報が提供できる機会を増やすべく、

学院紹介動画を作成する。 

学納金については、納入が滞る家庭が散見されるようにな

ったため、今後も検討を重ねていく。 

応募者の受験機会を増やすために、H19 年度から推薦・一

般・社会人入試に加えて、学士(大学卒)入試を実施している。 

受験生を地域別にみると、県外の養成校増加のためか県外

からの受験生が減少し、県内出身受験生の占める割合が高ま

っている。募集広報の手段としては、学院ホームページによ

る紹介、複数の受験雑誌への掲載を行っている。学院案内等

の資料請求者には、資料送付の際に学院の特色についての細

かい情報も提供している。 

県下で活躍する学院卒業生は多く、その姿は各出身高校で

評価されている。学院の広報活動に対しても、これらの卒業

生の積極的な協力を得ている。 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 



２８ 

 

 

7-25 学生募集活動 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

高校から要請される進学説明会、高校訪問、高校教員対象の説明会は、主に渉外部で対

応している。現状のままでは、本学院の模力が十分に伝わっていないと判断しており、H28

年度は高校訪問・ガイダンスへ内部教員が積極的に参加し、教育理念やカリキュラムの魅

力、学生カルテをもとにした学生の状況を説明することとしている。 

また、志望者・保護者の質問や意見は様々で異なる部分も多いので、教員、保護者など、

対象者別に本学院の魅力を説明できる必要があった。そのため、H27 年度は学院の魅力を

細分化し、魅力ごとに資料を作成し、対象者の要望に合わせ情報を提供できるようにした。

H28年度は、更なる資料の充実を図っていく。学院案内や HPには、本校の特色、教育課程

や講師、就職状況、卒業生の活動状況、宿舎の様子、学費や学生支援、サークル活動等を

掲載している。H27 年度は学院案内、HP のリニューアルを実施した。オープンキャンパス

は年 7 回、リハビリ体験学習会は年 1 回行われ、学校の特徴・教育課程・学生生活の説明

や体験学習を盛り込んだ内容となっている。また、H27 年度は保護者や受験生とコミュニ

ケーションをとる時間を多く設け、質問や意見に対応した。しかし、オープンキャンパス

参加者が徐々に減少しており、H28年度は開催回数を 15回に増やし、参加者の増加を図る。

志望者のバックグラウンドに応じた入試を行うべく、推薦・一般・学士及び社会人入試の

3種を用意しているが、応募が少ない。H28年度より、入試回数を社会人・学士を 1回、一

般を 3 回増やす他、入試会場を増やす。また、日本語学校を対象とした推薦入試を開始す

る他、2年次学士入学も検討している。 

養成校新設が相次ぎ、定員を満たすことが厳しくなってきている。H27年度より、全職員

参加型の学生募集検討委員会を開催し、学院の魅力の整理、効果的な学生募集について検

討し、改善を図ってきた。H28 年度は、この検討を踏まえ作成された新たな学生募集戦略

に基づき、学生募集活動の効果の向上を図っていく。 

H27年度より、全職員参加型の学生募集検討委員会を開催し、学院の魅力の整理、効果的

な学生募集について検討している。 

本学院は地理的に不利な地域に設立されているので、オープンキャンパスへの参加者を

バスで送迎している。そして、教職員と在学生がそれぞれ役割分担して学院の特色や教育

課程、学生生活などの説明、施設・設備の見学、更には理学・作業療法の体験学習などを

実施している 

島根県下で活躍する卒業生は極めて多く、その活躍は、母校の高校で好印象である。広

報活動には、これら卒業生も非常に協力的である。 

 

 

 最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 



２９ 

 

 

7-26 入学選考 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入試委員会規定に則り選考基準を定め、選考方法を作成している。選考は、推薦・一般・

学士及び社会人入試の入試種別ごとに行い、選考基準に則り、入試委員会にて選考別に合

否案を作成し、スタッフ会議に諮り、決定している。少子化のため学生数が減少している

中、新たな基準を設ける必要がある。今後、編入学について、学士以上の編入学が制度上

可能か、カリキュラムの対応が可能かを模索する。 

入学選考に関する情報は、今後の受験生・入学者の動向を知る重要な情報源として、受

験生・入学者の動向や傾向、合格率や辞退率等の分析を行うとともに厳重に保管している。 

全入時代に入り入学者の学力、社会性の向上を図る必要があり、正規授業への導入カリ

キュラムやキャリア教育の充実、国試対策の強化を図っている。 

応募者の受験機会を増やすためと入学生の確保のために、従来の推薦・社会人と一般入

試の他に、平成 19年度より学士(大学卒)入試を加え、さらに、今日までの入試の実態を踏

まえ、毎年度指定校推薦枠を適宜見直すなど、選考方法の検討を重ねている。 

 

 

 

 

 

7-27 学納金 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学納金は、学院の運営経費を基本に、中国管内同種専門学校との均衡を考慮し定めてい

るが、学納金の滞る家庭が散見されるようになった。学納金について、今後も検討を重ね

ていく。 

平成 18 年度文部科学省通知の趣旨に沿い、入学辞退者に対して、適正に授業料などを返

還するほか、募集要項に、入学金以外の授業料の返還についての定めを掲載している。 

学納金の推移について、教育活動の充実が図られるよう、毎年決算報告は役員のほか、

全職員に周知している。今後も、推移を継続的に把握し、適正に処理される体制を維持し

ていく。 

学納金は、学院の運営経費を基本に、中国管内同種専門学校との均衡を考慮し定め明示

している。 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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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） 

財務基盤の安定は、健全な資金収支と消費収支の継続から

始まる。 

近年、学生数の減少に伴い学納金収入が下降していくなか

で、財務基盤の安定を維持することは容易ではない。財務的

に安定していた設立以来の 15 年間とは異なり、今後は最大

限の危機感を持った財務管理が必要である。 

H27 年度は、消費収支計算書の当年度消費収入超過額がマ

イナスとなった。H28 年度以降も財務基盤の安定維持のため

に、学生募集活動に対して正確な目標値を提示していかなけ

ればならない。 

中長期的な収支計画の作成に当たっては学生数の推測が

難しいが、健全な経営持続のために必要な学生数を明確にし

て、募集活動に繋げる。 

施設設備の改修及び補充のための所要資金の割当を計画

する。 

引き続き管理経費の節減に努め、予期せぬ支出に対しては

必要性に応じて、即時対応と長期対応に分けて対処する。 

今後とも財務管理のあり方について税理士の助言及び指

導を仰ぐ。 

現在の財務情報公開規程、形式を継続し、必要が生じれば

改正していく。 

地方自治体の全額出資により設立された本学院では、開設

当初の借入金が比較的少額であったことから、現在では全額

の返済が終わり、健全な資金収支を維持している。 

また、月次決算によって予算の消化状況を細かく把握して

おり、安定した決算が行えている。 

但し、今後の学納金収入の見込みについては厳しい状況が

続くと思われ、引き続き財務基盤の安定について重視してい

く。 

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 荒木 茂利 

 



３１ 

 

8-28 財務基盤 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務基盤の安定には、先ず各年度において健全な資金収支及び消費収支を維持し、更に中

長期的な各収支の推移予測を行い、常に実情を把握し、問題が予想される場合には早めの対策

を講じていくことが重要である。 

総定員 240 名という小規模校であるため、社会環境の変化により、学生数に大きな影響を受け

易い。学生募集が最重要課題である。 

 

 

 

 

8-29 予算・収支計画 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

予算・収支計画は教育研究部門と管理部門に分け、細分化のうえ適正化しており、収支状況

を確実に把握している。今後、教育関連の予算確保は当然のことながら、施設設備の修繕や補充

にも留意しながら予算及び収支の計画を進めていく必要がある。 

建築後１8年を経過した今、施設設備の改修及び補充計画策定の必要性がある。 

 

 

 

8-30 監査 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

決算から会計監査、評議員会及び理事会での報告並びに承認まで、寄附行為に従って厳正

に処理している。 

監査は決算後 2カ月以内に、寄付行為に規定された部外者 2名の監事が、経理責任者立会

の下、財務諸帳簿・預金通帳等の確認や事業実績の監査を行い、監査報告書を作成のうえ、

評議員会及び理事会で報告し、承認を得る。 

H26年度決算より税理士による財務処理を開始し、財務についての助言を得る体制をとっ

た。 

財務管理の多様化や厳密化に備えて、税理士へ会計業務の委託を行った。 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 荒木 茂利 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 荒木 茂利 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 荒木 茂利 



３２ 

 

 

8-31 財務情報の公開 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

H20 年度に財務情報公開規程を制定し、情報公開請求があった場合は速やかに公開する

体制を整えた。公開の対象となる財務文書、公開の対象者、公開の方法などを規定してい

る。H26年度からは財務情報を学院ホームページ上にも掲載している。 

職業実践専門課程の認定課程校として学院のホームページ上に財務状況を公開してい

る。 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 荒木 茂利 
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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） 

学校設置・運営については、専修学校設置基準をはじめ文

科省法令等を遵守している。教育課程については、厚労省指

定規則を遵守し、その基本ルールを寄付行為に定め、それに

基づき、他の規則を定めている。セクシュアルハラスメント

についても規定に従い委員会を設け、他のハラスメントも含

め、その防止と問題発生時に対応している。また、コンプラ

イアンスに関する相談受付窓口を設置し、諸事案の内容に応

じて、解決にあたっている。コンプライアンスに関する研

修・教育は、学生委員会・スタッフ会議等で企画され、研修・

教育活動に取り組んでいる。 

個人情報保護に関しては、個人情報保護に関するガイドラ

イン（文科省）に基づいて運用している。個人情報を用いる

場合に、その都度承諾書を用いて同意を得るようにしてい

る。また、成績等の個人データの取扱いについては、アクセ

ス権を設定し、特定の教職員のみ扱えるようにしている。個

人情報保護に関する取扱い方針・規定、電磁記録の取扱いに

関する規定を設けることが課題である。 

学院のサイト運営については、専門業者に委託している。

個人情報管理に関する啓発及び教育活動は、各種委員会・会

議で行っている。学生には、授業等を通じて個人情報に関す

る教育を行っている。 

 自己点検評価は、ＦＤ委員会が中心となって、全教職員が

関わる体制を整備し、取り組んでいる。また、学校関係者評

価委員会の規定を設け、それに従い委員を選任している。委

員会は、年 2回以上開催し、委員による評価を実施している。

自己点検・学校関係者評価の結果に基づいて、毎年度、重点

目標と達成計画を定め、学校改善に努めている。中長期的視

点に立ち、優先順位を定め、重点目標と達成計画に反映して

いる。評価結果及び重点目標と達成計画は、学院ホームペー

ジに公開している。 

 

 関係法令及び設置基準に基づいた学校運営を継続してい

く。学校運営に必要な新たな規則・規定が生じた場合には、

速やかに理事会で規定・規則等を定め、適切に運用する。ま

たセクシュアルハラスメント等のハラスメント防止に関す

る規則の適切な運用を継続する。コンプライアンスに関する

研修・教育活動を継続実施する。 

 個人情報保護に関する方針・電磁記録の取扱いに関する規

定を定め、個人データ等の取り扱い規定を整備する。個人情

報管理に関する啓発及び教育活動を継続し、意識啓発を促す

活動を継続していく。 

 自己点検評価の実施に関しては、各種規定等を遵守し、現

行の実施体制を基盤とし、重点目標・達成計画を定め取り組

む。FD委員会・スタッフ会議で、定期的に進捗・改善状況を

検証する。自己点検評価結果は、毎年度報告書を作成し、学

院ホームページ等で公表するシステムを継続する。 

 学校関係者評価は、毎年度継続実施する。学校関係者評価

委員会を年 2回以上開催し、評価結果に基づいて報告書を作

成し、学院ホームページ等で公表するシステムを継続する。 

 教育情報の公開については、継続的・積極的に公開できる

ように学院案内・学院ホームページ等を更新する。また、更

に広く公開するため、リーフレット等を作成する。 

 

 関係法令及び設置基準等に基づき、学校運営に必要な各種

規則・規定を適切に整備しており、学院内におけるセクシュ

アルハラスメント、コンプライアンス違反等に関する諸事案

が生じていない。 

 個人情報保護に関して具体的な指導を徹底している。臨床

実習では、個人情報の守秘義務を遂行する契約書類を実習病

院施設と取り交わしている。倫理委員会を設置し、学外の有

識者の検証も踏まえ、個人情報が保護される体制を整備して

いる。 

H17 年度に自己点検評価と外部評価を取り入れ、H18 年度

にその結果を報告書として出版した。また、H23年度からは、

FD委員会が中心となって、全教職員で継続的に取り組める体

制を整備した。H25年度より、学校関係者評価委員会を設け、

行政・医療・福祉・教育・保護者・卒業生の各関連分野から

委員を選任している。   

自己点検評価及び学校関係者評価結果については、学院ホ

ームページに公開している。 

教育情報の公開については、積極的に行っており、学院案

内、学院ホームページはもとより、その他の公開媒体を活用

し、積極的に広く社会に公開するための方法を取り入れてい

る。 
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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） 

教育情報は、学院案内、学院ホームページ、保護者会便り、

島リハ広場（学生向け機関紙）に公開している。希望者には、

授業も公開している。また、最新情報を継続的・積極的に公

開できるよう努めている。学院案内・学院ホームページ等に

限らず、公開媒体を広げるため、リーフレット等の作成に取

り組んでいる。 

  

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 石倉 賢一 

9-32 （1/1） 
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9-32 関係法令、設置基準等の遵守 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校設置・運営については専修学校設置基準をはじめ文科省法令等、教育課程について

は厚労省指定規則を遵守し、その基本となるルールを寄付行為に定め、それに基づき、他

の規則を定めている。専任教員における 1名の欠員は、公募を行い、現在内定を得ている。 

セクシュアルハラスメントについても規定に従い委員会を設け、他のハラスメントも含

め、その防止と問題発生時に対応している。また、コンプライアンスに関する相談受付窓

口を設置し、諸事案の内容に応じて、解決にあたっている。コンプライアンスに関する教

育・研修は、学生委員会・スタッフ会議等で企画され、研修・教育活動に取り組んでいる。 

 関係法令及び設置基準等に基づき、学校運営に必要な各種規則・規定を適切に整備して

おり、学院内におけるセクシュアルハラスメント、コンプライアンス違反等に関する諸事

案が生じていない。 

 

 

 

 

 

9-33 個人情報保護 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個人情報保護に関するガイドライン（文科省）に基づいて運用している。個人情報を用

いる場合に、その都度承諾書を用いて同意を得るようにしている。また、成績等の個人デ

ータの取扱いについては、アクセス権を設定し、特定の教職員のみ扱えるようにしている。

個人情報保護に関する取扱い方針・規定、電磁記録の取扱いに関する規定がないことが課

題となっている。 

学院のサイト運営については、専門業者に委託している。個人情報管理に関する啓発及

び教育活動は、各種委員会・会議で行っている。学生には、授業等を通じて個人情報に関

する教育を行っている。 

医療職養成施設であるので、その養成課程の一環である臨床実習施設での実習において、

個人情報の守秘義務を遂行する契約書類を実習病院施設と取り交わしている。 

 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 石原 菜美 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 石原 菜美 
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9-34 学校評価 

 

 

 

 

 

 

9-35 教育情報の公開 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の概要、教育内容、教職員等教育情報は、学院案内、学院ホームページ、保護者会

便り、島リハ広場（学生向け機関紙）に公開している。希望者には、授業を公開している。

また、最新情報を継続的・積極的に公開できるようつとめている。学院案内・学院ホーム

ページ等に限らず、公開媒体を広げるため、リーフレット等の作成に取り組んでいる。 

 

 教育情報の公開については、積極的に行っており、学院案内、学院ホームページはもと

より、その他の公開媒体を活用し、積極的で広く社会に公開するための方法を取り入れて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

自己点検評価の実施にあたり、ＦＤ委員会が中心となって、全教職員が関わる体制を整

備し、取り組んでいる。また、学校関係者評価員会の規定を設け、それに従い委員を選任

している。委員会は、年 2回以上開催し、委員による評価を実施している。 

自己評価・学校関係者評価結果に基づいて、毎年度、重点目標と達成計画を定め、学校

改善に努めている。中長期的視点に立ち、優先順位を定め、重点目標と達成計画に反映し

ている。評価結果及び重点目標と達成計画は、学院ホームページに公開している。 

本学院では、H17年度に自己点検評価と外部評価を取り入れ、H18年度に、その結果を報

告書として出版した。また、H23 年度からは、ＦＤ委員会が中心となって、全教職員で継

続的に取り組める体制を整備した。H25 年度より、学校関係者評価委員会を設け、行政・

医療・福祉・教育・保護者・卒業生の各関連分野から委員を選任している。自己点検評価

及び学校関係者評価結果については、学院ホームページに公開している。 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 石倉 健一 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 石原 菜美 



３７ 

 

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） 

社会・地域貢献活動について、産・学・行政等との連携

を学院基本理念に謳い、教育課程編成員会で企業や行政か

ら意見を聴取し、カリキュラム作成の参考にするほか、共

同開発のカリキュラムも作成している。また、近隣施設と

の共同研究も実施するほか、問題解決型学習推進事業等の

委託研究は積極的に受託している。 

学院施設・設備は、卒業生に限らず地元地域、企業等に

開放するほか、高校、小学校からのキャリア教育への協力

要請には、教員の派遣、生徒来校時のリハビリテーション

の体験学習指導等、積極的に協力しているが、なお一層の

協力を模索しているところである。 

そのほか、地域交流活動など地域住民が参加する活動へ

の取り組みや、介護予防事業等に人的資源として教員を派

遣するなど地域貢献に努めているが、地域や社会のニーズ

に即した貢献を行うには、社会情勢に関心を持たなくては

ならない。授業を通して、卑近な社会問題を学生に投げか

けることや、交通安全、飲酒運転防止、禁煙運動、租税な

どの研修会を行うことで、社会問題への意識の醸成も図っ

ている。そのためには、情報を逐次広く収集することが必

要なので、今後、各教職員の持つ情報を集約する仕組みが

必要である。 

また、現代のグローバル化を踏まえ、教員が可能な範囲

で国際学会等に出席するほか、外国語雑誌を図書室に常備

し、教育課程編成に役立てるほか、海外出身者の入学につ

いて、教育課程、日本語学校向けのパンフレットを検討し

た。 

 

 

キャリア教育をより充実するために、本学院の出前授業紹

介、人的資源等、キャリア教育協力に関する案内をホームペー

ジ等で行うほか、高校生等のキャリア教育のイベント運営に協

力する。 

 社会情勢については、学院が新聞、インターネット等で直

接情報収集するほか、各教員が入会している理学・作業療法

士協会・県理学・作業療法士会、その他の学会等の機関紙、

また各団体から郵送される印刷物で情報収集し、それを集約

する。 

海外留学生受け入れには、諸外国の学校等と連携を行って

いる近隣養成校より情報収集を継続するとともに、学院から

情報を発信にするために、学院案内の作成について議論を進

めているが、加えて、受け入れ後、履修可能な教育課程を検

討する。 

また、ボランティア参加率の向上に向けて、週末はできる

だけ講義を入れないこと、また、意識を高める為に、学生へ

の個別の声掛け、活動内容の紹介、活動後の礼状・賞状など

を学内機関紙の記事や掲示でアピールする。 

 

 

社会・地域貢献活動として企業等との連携を図り、それを

教育にも取り入れている。これらの取り組みを通じ、地域に

根差した学校としての存在意義を高め、学生自身にとっても

コミュニティのあり方について考える機会となることを期

待している。 

また、学院の性質上、介護保険施設や福祉施設の行事につ

いてボランティア依頼が多い。ボランティア経験が、将来、

対人援助職を志す学生にとって重要なコミュニケーション

スキル、対人援助スキル、協業スキルのトレーニングにつな

がっている。 
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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） 

ボランティア依頼は掲示するとともに、担当教員、他の

教職員、ボランティアサークルより個別に学生を勧誘して

いる。活動は窓口の担当教員を経て学生委員会の承認後、

実施される。実績は書面で報告され、担当者が保管し、常

時閲覧可である。これらは、掲示、機関紙、ホームページ

などによって、学院内外に周知するとともに、優秀な者を

卒業式で表彰する。しかし、ボランティア当日に講義が重

なることや、意識が十分醸成されておらず参加率が低迷し

ている。 

  

 
最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 平岡 千昭 

10-36 （1/3） 
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10-36 社会貢献・地域貢献 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

産・学・官との連携を基本理念に謳い、教育課程編成員会の意見を参考にカリキュラム作

成するほか、共同開発のカリキュラムや共同研究、委託研究を行っている。施設・設備は、

卒業生のほか地域に開放し、高校等のキャリア教育へは、教員派遣、生徒来校時の体験学

習指導を行っているが、これらの充実のために、本学院の出前授業紹介、人的・物的資源

の紹介をホームページ等で行うほか、高校生等のキャリア教育のイベント運営に協力する。 

現在、地域住民が参加する活動を行うほか、介護予防事業等に教員を派遣している。社

会情勢に応じた地域貢献ができるよう、授業の中で社会問題を学生に投げかけたり研修会

を行ったりすることで、その意義の啓発を図っている。情報は逐次広く収集することが必

用なので、既存メディアによるものだけでなく、各教員が入会している学会の機関紙等で

情報を収集・集約する。 

また、グローバルなカリキュラム作成のため、可能な限り国際学会等に出席するほか、

図書室に外国語雑誌を常備しているほか、日本語学校学生の受け入れのために、諸外国の

学校等と連携している近隣養成校から情報を得ながら、教育課程、日本語学校向けのパン

フレットを検討した。 

社会・地域貢献活動として企業等との連携を図り、それを教育にも取り入れている。こ

れらの取り組みを通じ、地域に根差した学校としての存在意義を高め、学生自身にとって

もコミュニティのあり方について考える機会となることを期待している。 

 

 

 

 

10-37 ボランティア活動 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

ボランティア依頼は掲示するとともに、担当教員、他の教職員、ボランティアサークル

より個別に学生を勧誘している。活動は担当教員が窓口経て学生委員会の承認後、実施さ

れる、実績は書面で報告され、担当者が保管し、常時閲覧可である。これらは、掲示、機

関紙、ホームページなどによって、学院内外に周知するとともに、優秀な者を卒業式で表

彰する。しかし、当日に講義が重なることや、意識が十分醸成されておらず参加率が低迷

している。また、ボランティア参加率の向上に向けて、週末はできるだけ講義を入れない

こと、また、意識を高める為に、学生への個別の声掛け、活動内容の紹介、活動後の礼状・

賞状などを学内機関紙の記事や掲示でアピールする。 

学院の性質上、介護保険施設や福祉施設の行事についてボランティア依頼が多い。ボラ

ンティア経験が、将来、対人援助職を志す学生にとって重要なコミュニケーションスキル、

対人援助スキル、協業スキルのトレーニングにつながっている。 

 

 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 金弦 敬子 

最終更新日付 2016 年 3 月 31 日 記載責任者 金弦 敬子 



４０ 

 

4 平成２７年度重点目標達成についての自己評価 

平成２７年度重点目標 達成状況 今後の課題 

1.学生の基礎学力向上とキャリア教育の充実を図る。 

1)職業実践専門課程に相応しい平成 28年度カリキュラム

の申請とシラバス作成。 

 

2)国家資格取得率 100％を安定して達成できるようにす

る。 

 

3)各学年における到達レベルに遅れをとっている学生の

早期発見と対応の充実。 

 

 

4)教員の教員による授業評価の実施。 

 

 

5)臨床実習中のトラブル防止を含めた、実習の質向上の

ために臨床実習施設評価を実施する。 

 

6)臨床実習システム改変 

 

2.学生支援の充実を図る。 

1)教員の業務分担を明確にする中で、担当者を配置し、

就職活動の充実を図る。 

 

2)休・退学率の低下を図る。 

 

3.学内事務処理の効率化を促進し、業務の費用対効果の

充実を図る。 

1)学生情報一元化システムの設計継続。 

 

4.学生募集対策 

 

 

5.教員の教育能力向上 

 

・カリキュラムは平成 27年度中に申請・承認された。 

 

 

・両学科共全国平均を上回る合格率で、作業療法学科におい

て、新卒は 100％を達成した。 

 

・学年ごとの到達度未達成者に対する個別カリキュラムを作

成し、各科目の単位取得と到達度試験での基準達成を試み、1、

2年次の留年者は各 1名に留めた。 

 

・専任教員の全科目の評価を行い、結果を各教員にフィード

バックし、授業の質向上に役立てている。 

 

・現状の臨床実習施設評価を行うことより、臨床実習方針の

共有化のほうが、質向上に有利と判断した。 

 

・同上 

 

 

・教員業務を再考し業務分掌を作成した。それにより就職担

当の責任が明確となり、計画的に支援できるようになった。 

 

・本学院の休退学の過去のデータを検証した結果、入学後間

もない 1,2年次に休退学傾向が強かった。 

 

 

・時間割管理と授業評価を PC上で行えるようにした。 

 

・学生募集に関わる特別委員会を設置し、新たな学生募集対

策として、オープンキャンパスの内容充実や学生募集 HPの整

備、また DM発送を開始した。 

 

・学院内教員研修会の実施や小児理学・作業療法の臨床研修、

教員の研究活動・自己啓発への支援、自己評価を行った。 

 

・キャリアアップ科目を 1～3 年生に実施し、新カリキュラ

ム各授業の質の向上を図る。 

 

・作業療法学科の専門基礎分野の実力向上、既卒者の国試対

策、両学科 100％の合格率達成のための対策の充実を図る。 

 

・学習成果を理由とする留年者を無くす。 

 

 

 

 

 

 

 

・臨床実習施設を現行よりさらに近隣で確保するとともに、

臨床実習指導者会議で指導方針や内容について検討する。 

 

 

 

 

・教職員の就職に関する意識向上と、キャリア教育の充実を

図る。 

 

・休退学の原因分析をさらに行うことと、学生相談室の活用

を図る。 

 

 

 

・前値度の実績を踏まえ、オープンキャンパス等の充実、新

たな営業システムの構築、広報、広告媒体の充実を図り、県

外ならびに海外留学生も対象に学生を確保する。 
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