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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」、「職業実践専

門課程に相応しい地域社会に特化したキャリアアップ実習・演習（課題解決）」及

び「医療・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していること、地域社会の予防医学的活動

に参加すること、地域課題を解決するための研究・発表など、地域社会の医療充

実に貢献しており高く評価されている。 

これらの実践を維持・推進するには、法人・学校の意志伝達・実践システム、

人材、機器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、地域社会に還元できる、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。 

平成 25 年度に、両学科共、文部科学大臣より職業実践専門課程に認定されたこ

とに伴って、一部カリキュラムの改革を行った。本学院は幸い 4 年制であるため、

認定学科に相応しい教育課程の再編が可能となった。平成 28 年度より地域社会の

ニーズにこたえるための内容となっており、カリキュラムの内容を更に磨いて行

く必要がある。 

 

 

最終更新日付 2018 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２９年度重点目標 達成計画・取組方法 

1.教育の質の更なる向上を図る。 

1)臨床実習の質の向上 

 

 

 

 

2)両学科における資格取得率 100％の達成 

 

 

 3) 授業の魅力化 

 

 4）教員の質の向上 

 

 

2.学生支援の充実を図る。 

1)就職支援・キャリア教育の充実 

 

 

 2）卒業生支援の充実 

 

3)休・退学率 3％以下の維持 

 

 

3.社会・地域貢献の充実 

 

 

 

 

1. 

1)・臨床実習到達度および学内における臨床実習前の到達度を明確化し、これ

を基に、臨床実習に関する学内科目の再調整を行う。加えて、臨床実習到達

度に関する実習指導者との意見交換会を実施し、指導方針の統一化を図る。 

 ・臨床実習外部講師の規定を作成し、一部臨床実習施設にて試行的に実施し、

質の高い臨床実習指導者確保の基礎を構築する。 

2）・国家試験における各分野の到達度の洗い出しを実施し、これを基に授業内

容を改善する。 

 3）・一部科目のアクティブラーニング化を推進する。 

  ・e-learning実施のための準備を整える。 

  4) ・教員の実務能力向上のため、実務研修先の拡大する。。 

・学生及び教員による授業評価結果を踏まえて、学生が理解しやすい授業行

うための研究授業を実施する。 

2. 

1）・就職満足度の向上につながるキャリア教育・就職支援の体系的整備を継続

する。 

 ・就職支援担当教員の資質向上のため、関連する研修会に参加させる。 

 ・病院・施設以外の行政・一般企業からの求人を確保する。 

 2）・卒業生支援担当教員を配置し、桜雪会（OB会）との連携を深め、桜雪会の

活性化を図るとともに、その活動を学内教育に反映させる。 

3）・平成 28年度に実施した休退学の要因調査の分析を実施し、休退学率低下の

ための取り組みを企画する。 

 ・校内カウンセラーによる 1年生から 3年生までの個別面談を実施する。 

3. 

  ・社会・地域貢献活動を学内教育として活用していく方針に則り、本年度は

奥出雲町の観光資源を利用した保健指導を学生主体で地域住民に行う授業科

目を企画し、試行的に実施する。 
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平成２９年度重点目標 達成計画・取組方法 

 

4.学生募集を強化し、作業療法学科入学生 20名を目標にする。 

 

 

 

4. 

 ・学生募集の活動範囲を、東京・大阪の都会地・中国地方の山口・広島に拡大

する。 

 ・学院案内・ポスター・簡易説明資料等の広報媒体の更なる改善を図る。 

・オープンキャンパス開催回数、ガイダンス参加回数を増加させる。 

・全教職員参加型の学生募集に関する会議を継続し、教職員一体となった学生 

募集活動を行う上での意識統一の一助とする。 

 ・学生募集業務に従事する職員を確保する。 

 

 

 
最終更新日付 2017 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、豊かな地域の分化と自然の中で磨かれた人間

性の上に構築される。 

医療・健康・福祉の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、随時

見直し・改善され、授業・実習・演習に反映されるよ

うに努めている。 

本学院は理学・作業療法士を養成する文部科学大臣

認定・職業実践専門課程を有する学校である。医療技

術・技能を獲得するため指定規則に定める基準以上の

実習を課しており、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得て充実した内容となって

いる。近年、社会的ニーズに則り、地域包括ケア―関

連の医療現場との連携を図り、職域を広げる実習・演

習内容も合わせて展開している。昨年度、島根県知事

より新規カリキュラムの承認を得たので、平成 28年度

より、職業実践専門課程に相応しい、実践型授業とし

て１教科（スポーツ理学療法学）と４つのキャリアア

ップ科目（介護予防・健康増進、リクリエーション、 

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、地域包括ケア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、実習現場における学

生同士の技術・知識・情報などの共有体制を築き、安

定した実習効果が得られるように実習実施計画を立て

る。ピアーラーニング方式を早期に取り入れる方針で

ある。 

療法士のより広い分野での活躍を目指し、他職種と

の連携を取り入れたカリキュラムを作成する必要があ

る。 

また、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社会に継続的に周知して

行く必要がある。 

 

本学院が位置する奥出雲町は、日本発祥の歴

史・分化ある自然豊かな地域であり、このような

環境は情操教育に役立ち、4 年間の学業に取り組

む姿勢が培われている。設立当初から、ボランテ

イア活動やアルバイト活動など、日常生活での地

域住民との関わりは多く、実習や卒業後の良好な

コミュニケーション能力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。 

一方、本学院は、少子・高齢化、人口減少が進

む中国地方の中山間地に位置するため、創設者

（奥出雲町）の趣旨として、「地域の活性化と地

域の福祉充実」が掲げられており、学院の理念に

も謳われている。高齢化率の進む地域社会を、都

市圏域では実施不可能な教育実践現場と捉え、教

育課程編成委員会の意見を参考に、平成 28 年度

には、行政、近隣中高等学校、企業、社会福祉協

議会、島根県アスレチック協議会と連携し、社会

的ニーズとキャリアアップを念頭に置いた、新た

な課題解決型カリキュラム（1 教科、4 科目）を

作成・実施した。 

本学院は 2 学科定員 60 名の小規模校なので、

個別教育指導しやすいことに加えて、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

想しやすいのが特徴と云える。 
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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） 

起業・マネジメントおよびアニマル・アートセラピー）

を設置・実施した。 

 

  

 

 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 谷河 精規 
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1-1 （1/6） 

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） 

特に地域社会のニーズに特化した医療職、対人援助職のあるべき姿を念頭に置

き、理念・目的・育成人材像及び中期目標は学則・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・演

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は、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、

県の認可を受け平成 28 年度より実施している。必要な部分は適時修正が加えら

れ、地域の医療現場及び行政や企業の協力を得て授業・実習・演習内容の幅を広

げている。 

主に実習は、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

となっているが、行政やより幅広い医療関連業界と本学院との連携が更に密にな

るようにカリクラムを改変して行く。 

本学院の教育特に実習・演習方針は、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、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、幅広い地域情報を聴取し、地域に特化したカリ

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、社会的ニーズに対応可能な理学・作業療

法士を育成する」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、地域社会の課題発見し、その課題を

自ら解決することに取り組む教育環境にある。また、学生と地域住民との関わり

が多く、臨床実習や卒業後の臨床現場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。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ことに加えて、

本校は2学科定員60名の小規模校なので時代と社会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。行政や関係業界の協力を得て、幅広い課題

解決型授業（アクテイブラーニング）を展開しており、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 2018 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

催と臨時開催があり、これら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、事業計画に関わる重点目標及びそ

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

校運営に反映している。 

教務部、事務部で共同して取り組む学生募集の課題

は、チーム体制とし連携実施している。 

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、教員の採用要件に

ついては、養成校設置基準の教員資格要件を遵守し、

さらに修士等の上位資格取得を推奨している。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、その取り組みとしている。 

情報システムについては、学内ネットワーク基本的

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整備する。 

学院運営について、今日的課題に対処するため重点

課題・具体的施策について常時検討を加え、各組織、

委員会等で評価、点検を受ける体制とともに、少子化

の将来課題を踏まえ理念・運営方針を具体化するため

の中長期的事業計画の策定も大切である。 

また、学校運営の質向上のために人事・給与制度に、

人事考課制度を反映させる一方、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

程に相応しい地域・医療福祉現場と連携したカリキュ

ラムの実施、計画的な実務研修派遣に取り組んでいる。 

少子高齢化、養成校競合の環境下において、他校と

の差別化をはかり、本学の魅力化を推進し、学生確保・

経営基盤の安定を確保し、社会的責任を保持すること

が重要である。大学化もその範疇に位置づけられる。 

 

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、各界各層、地域諸団体

から強い関心と協力が得られ、理事会、評議員会等に

おいて構成員として参画を受け、貴重な意見や提言が

なされている。 

上記のとおり本校の特色は、中国山地の山間部に立

地することによる自然と地域資源が豊かな恵まれた教

育環境にあり小規模校で小回りがきくこと、また、歴

史、伝統遺産、地域資源が直に学生生活に関わり、地

域コミュニテイとの人間性を育むための交流活動も豊

富である。 

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

積と隣接する運動公園など、普く施設、設備は充実し

ている。H29 年度は、職業実践専門課程の実績等を踏

まえ、教育の質的向上をはかり、実践的且つ応用的な

高度専門職人材の養成をめざし、専門職大学設置申請

を行った。 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 



９ 

 

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、また学校関係者評価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理解と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、課題もあるので少子化課題を含め継続的に取

り組むための計画策定が課題である。 

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、専任対応できない一面もある。 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2018 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い、昇格、異動は、理事長決裁により実施してい

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。 

 

 

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、審議意見は運営に反映している。 

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、当該自治体や多職種

な地域団体、地縁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。連携と交流、意思疎通を通して学院運営に関して、常に地域密

着型の学院運営を心がけている。大学化申請に向けては、その内部整備をしてい

く。 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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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。 

 

 

 

 

 

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 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2018 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している。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、教育課程編

成委員会、学校関係者評価委員会の意見及び社会のニ

ーズを参考に、FD 委員会で検証・企画され、スタッ

フ会議で承認される。これらの活動記録は、教育課程

編成委員会議事録、学校関係者評価委員会議事録、FD

委員会議事録、スタッフ会議議事録で管理している。

また、教育活動の成果は、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、保護者アンケート、就職先による卒業生評価

により検証している。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、今年度から新たに本学院独自の科目

(キャリアアップ科目、スポーツ理学療法学、生活・

地域マネジメント論)を開講した。今後は、アクティ

ブ・ラーニング、e-Learning等の教育手法を導入し、

本学の育成人材像に明示しているように、課題解決能

力を育成する取り組みが不足している。また、臨床実

習の質の向上を図る学内・外の仕組みの整備を継続し

て実施するため、臨床実習教育における到達レベルの

明確化、文書化に取り組んでいる。今後は、臨床実習 

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。今年度は、アクテ

ィブ・ラーニング、e-Learningを試行的に教育に取り

入れる仕組みを整備して行く。また、臨床実習教育に

おける到達度を明確化し学内・学外に周知するととも

にカリキュラムに反映する。また、各科目のコアカリ

キュラムにおける到達度を明確化し、コマシラバスを

作成し、カリキュラム改善の基礎資料としていく。加

えて授業の質の向上を目的に、授業評価結果に基づい

た分析を行い PDCA サイクルに則って改善を図る。

さらに、キャリア教育では、教育効果の検証を行い、

さらなる授業の質向上に努める。また、キャリア教育

の一環として次年度からインターンシップ制度の規

定を策定し、協力施設との協定を結ぶ体制を整備して

いく。また、就職支援体制の整備として、第 1希望就

職先への就職率の向上を目的とした支援体制の強化

を図っていく。加えて、病院・施設以外の行政や一般

企業からの求人件数を増やす取り組みを継続して実

施していく。 

今年度から試行的に開始した、外部講師契約を結ん

だ施設におけるピアラーニングの効果検証を実施す

ると共に、外部講師契約施設の拡大をはかる。 

資格取得率の向上を図るため、国家試験出題分野の到

達度の洗い出しと、これを基にしたコアカリキュラム

の到達度への反映、国家試験対策カリキュラムの授業

資料の改善を推進する。今後の課題として、国家試験

に準ずる、適切な難易度の卒業試験の実施が挙げられ

る。 

授業科目のコンピテンシーの客観性を高めるため、 

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、今後の医療福祉

分野の職域の変化、求められる課題解決能力を育成す

るため、地域と連携した授業(キャリアアップ科目・

公衆衛生学・スポーツ理学療法学、生活・地域マネジ

メント論)など、本学院独自の科目を開講した。これ

らの科目の成果を検証し、FD 委員会を中心に新たな

カリキュラムを構築に取り組んでいる。臨床教育の質

の向上を目指すため、臨床実習指導者と外部講師契約

を締結し、本学院の臨床実習方針を理解した臨床実習

指導者を育成していることは、本学院独自の取り組み

であり、本学院と指導者との連携・協力体制の一層の

充実につながっている。更に臨床実習指導者研修会を

重ねることで、指導者の育成に力を注いでいる。 

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。 
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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） 

教育における到達度を学内外に周知し、コアカリキュ

ラムにおける各科目に反映することが必要である。ま

た、臨床実習指導者と外部講師契約を締結し、実習指

導者の育成につとめている。今後、その効果を検証し、

契約数を増加させる必要がある。更に、資格取得率の

向上を図るため、1 年次から 4 年次にかけて国試対策

カリキュラムを実施する体制を整備している。今後

は、国家試験出題分野の到達度の洗い出しと、これを

基にしたコアカリキュラムの到達度への反映、国家試

験対策カリキュラムの授業資料の改善を実施し、継続

的にカリキュラムの質の向上に努めなければならな

い。今後の課題として、国家試験に準ずる、適切な難

易度の卒業試験の実施が挙げられる。 

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。成績評価の基準は、

学科会議、進級判定会議を経て、スタッフ会議で最終

決定され、その基準を適切に運用している。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，編入学者、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

カリキュラムの教育効果を検証し、さらなる質の向上

に努めていく必要がある。 

教員の能力・資質等の向上のため、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。授業科目ごとの教員に求め

られるコンピテンシーは学科長によって判断されて

おり、より質の高いコンピテンシーの明確化につとめ

ている。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。今後は、大学

化に向けて、教員の研究能力を育成する必要がある。 

教員の研究業績、職歴、研修実績、資格、社会貢献活

動を一元管理する。また、組織的に研修会等に教員を

派遣する。加えて、来年度は大学化に向けて、教員の

研究能力を育成する必要があると考え、全ての教員に

週に 1 日の研究日を設けるよう、支援体制を整備す

る。 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 石倉 健一 
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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、カリキュラムポリシーとして HP 上に公開している。

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 HP 上に公開し、教

育到達目標を明示している。臨床教育における到達レベルの明確化、文書化に取り組

んでいる。 

今後は、臨床実習教育における到達度を学内外に周知し、コアカリキュラムにおける

各科目のコマシラバスに反映する。また、また、各科目のコマシラバスを作成し、コ

アカリキュラムにおける到達度を明確化し、カリキュラム改善の基礎資料として

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。

臨床実習の量だけでなく、質の向上が必須であると考え、今年度、臨床実習前学

内教育到達度および臨床実習到達度を学科毎に作成した。このうち臨床実習到達

度は、臨床実習指導者研修会で、指導者の意見を収集したうえで作成した。臨床

実習前学内教育到達度および臨床実習到達度を、学生に対しては、実習前オリエ

ンテーションにおいて明示する。また、臨床実習指導者に対しては、臨床実習指

導者会議において明示する。また、臨床実習前学内教育到達度を授業内容に反映

させていく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 
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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や学校関係者評価委員会の意見及び時代のニー

ズを参考に、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、教育課程編成委員会議事録、学校関係者評価委員会議事録、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。教育課程表および、各授

業科目の単位・時間・到達度を明記した学生便覧を学生に配布し、周知している。

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。

また、質の向上を図る学内・外の仕組みを整える必要があるため、臨床実習指導

者と外部講師契約を締結し、本学院の教育方法を理解した実習指導者の育成につ

とめている。今後も、外部講師契約先を拡大し、臨床教育の充実につとめる。更

に、臨床実習の到達レベルを明確にし、学内外に周知する。 

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(地域連携課題解決型授業)など、本学院独自の科目キャリアアップ科目、

スポーツ理学療法学、生活・地域マネジメント論)を開講しており、今後は教育効

果の検証を行っていく必要がある。 

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。また FD委員会主催で各授業評価結果に基づく教員研修会

（分析と取組み）を実施し、教員間で情報交換をしながら、教育内容・方法・教

材等の新たな開発につなげている。 

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。今後は更にキャリア教育の質の向上を図

るために、卒業生・就職先等の意見や評価を本学院のキャリア教育カリキュラム

に反映することである。また、行政や一般企業等、就職先の拡充を図っていく必

要がある。 
 

本学院は中山間部にあり、高齢化と医療の過疎化が進む地域であるため、町（行

政）との連携が強い。この環境を教育に活かすべきと考え、キャリアアップ科目、

スポーツ理学療法学、生活・地域マネジメント論など、地域の資源を利用したカ

リキュラム開発を行政の協力を得ながら実施している。更に、社会の変化に対応

すべく、教育課程編成委員会、学校関係者評価委員会等、外部からの意見を積極

的に取り入れ、FD委員会を中心にカリキュラム開発を継続して実施している。 

 臨床教育の質の向上を目指すため、臨床実習指導者と外部講師契約を締結し、

本学院の臨床実習方針を理解した臨床指実習導者を育成していることは、本学院

独自の取り組みであり、本学院と指導者との連携・協力体制の一層の充実につな

がっている。 
 

 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 
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3-10 （1/2） 

3-10 成績評価・単位認定等 

 

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。成績評価の基準は、学科会議、進級判定会議を経て、スタッフ会議で最

終決定され、その基準を適切に運用している。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。 

 

 

 

 

 

 

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） 

本学院は、全学生の国家資格取得を目標としている。この目標は、カリキュラム構成

および編成の基本方針に示している。理学療法士および作業療法士の関連資格であ

る住環境コーディネーター認定資格、障害者スポーツインストラクター認定資格を、希望

者が取得可能な環境を整備し、これらの資格取得を推奨している。これに加えて、今年

度はからレクリエーションインストラクター資格、キネシオテーピング協会認定トレーナー

資格(理学療法学科学生対象)の取得を可能とした。 

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、既卒生を対象とした国試対策カリキ

ュラムを企画、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、

目標とする資格取得に対するサポートは充実している。加えて関連資格取得可能

な環境を整備している。 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 
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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 6 名、作業療法学科 6 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、適切と考えられる能力・資質、資格を有する教員を配置するよう

努めている。また、授業科目のコンピテンシーの客観性を高めるため、教員の研究業

績、職歴、研修実績、資格、社会貢献活動を一元管理し、教員の能力・資質等を向上さ

せるため、組織的に研修会等に派遣している。しかしながら授業科目を担当する教員

に求める必要な資格等の基準を明確化し、教育の質を担保する体制整備が必要で

ある。 

職業実践専門教育に相応しい教育を実施するために教員を積極的に実務研修に派

遣し、最新の知見を得ることで、教員の知識・技術・技能レベルが関連業界等の水準に

適合するようつとめている。 

教員の採用にあたっては、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。専任・兼任等の教員構

成は、学生便覧・パンフレット・HP等で明示している。 

教員の資質向上のため、研修費、学会参加費、図書購入費を補助し、本学院独自で

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る。 

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おり、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。科目担当教員間

で、授業内容・教育内容の改善をはかる連携・協力体制は、朝礼や学科会議等を通じ

て行われている。更に FD 委員会主催の定期的な教員研修会を開催し、組織的な取り

組みも行っている。 

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。連携を更に強化すべく、臨床実習指導者と

外部講師契約を締結し、指導者研修会を開催し、連携・協力体制の強化をはかってい

る。 

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。 

臨床実習指導者との外部講師契約を推進し、教員・指導者間の連携・協力体制

のより一層の強化をはかる取り組みは、本学院独自の取り組みであり、更に臨床

実習指導者研修会をかさねることで、指導者の育成に力を注いでいる。 

 

 
最終更新日付 2018 年年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 
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基準４ 学修成果 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職率の数値目標を 100％、就職満足度 70％以上と

する。担任は、学生に対して、就職活動に関する情報

を必ず報告するよう指導しており、学生の就職活動状

況を把握、管理している。また、内定状況は報告書と

して提出させ、その情報を就職支援担当者が管理して

いる。 

本学院は開学以来、就職率は 100％である。また、

就職満足度調査の結果、高い満足度を得ている。しか

しながら、第 1希望就職先への就職率は 67％であるこ

とから、第 1希望就職率の向上が課題である。また、病

院・施設にとどまらず、一般企業や行政等へと就職先

を拡大する具体的な企画の立案と実施が必須である。

加えて、更にキャリア教育を推進し、就職活動につな

げる取り組みが必要である。 

本学院の使命は、地域社会で活躍する人材を育成す

ることであり、卒業生の社会的評価は、教育効果を検

証するために重要な情報である。卒業生アンケート、

就職先による卒業生評価は現在 3年に 1回実施してい

るが、実施時期及びアンケート項目の見直しを行い、

適切に実施していく必要がある。 

国家試験の結果は FD委員会で分析され、改善方法が検

討され、4 年間を通じたより効果ある体系的な国家試

験対策カリキュラムが検討されている。更なる国家資

格取得率の向上を図るため、理学・作業療法学科に分

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講義するカリキュラムを

実施している。資格取得率の向上を図るため、1 年次

から 4 年次にかけて国試対策カリキュラムを実施する

体制を整備している。今後は、国家試験出題分野の到

達度の洗い出しと、これを基にしたコアカリキュラム 

就職率 100％、就職満足度 70％以上を維持するため、

キャリア教育および就職支援の効果検証を行う。また、

第 1 希望就職先への就職率向上のための就職支援策を

企画・実施する。さらに、病院・施設にとどまらず、

一般企業や行政等への就職先を拡大する。加えて、就

職先による卒業生評価の実施時期及びアンケート項目

の見直しを行い、教育効果を検証する。また、キャリ

ア教育の一環として次年度からインターンシップ制度

の規定を策定し、協力施設との協定を結ぶ体制を整備

していく。 

各授業の質を高め、国試対策に係る授業時間の縮小

化を図り、実習・演習の質の向上に関する取り組みに

当てることを中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。各教員の低学力者に対する指導能力を検証し、

優れた指導方法を共有すべく、教員による指導内容と

履歴を月ごとに検証・管理する仕組みを作成し、実施

していく。 

資格取得率の向上を図るため、1 年次から 4 年次にか

けて国試対策カリキュラムを実施する体制を整備して

いる。今後は、国家試験出題分野の到達度の洗い出し

と、これを基にしたコアカリキュラムの到達度への反

映、加えて国家試験対策カリキュラムの授業資料の改

善を実施し、継続的にカリキュラムの質の向上に努め

る。 

本学院では、キャリア教育、就職支援を担当する教

員を配置し、キャリア教育や就職支援の充実を図って

いる。開学以来、就職率は 100％を維持している。就

職満足度調査を毎年実施しているが、高い水準を維持

している。 

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つつ

成績低迷者に対する個別対応も行っている。各学科に

分かれ実施していた対策を、より効果あるものとする

ために、両学科教員が学科の垣根を越え、得意とする

担当分野を講義するカリキュラム実施体制を取ってい

る。これらは、少人数制（各学科定員 30名）の学校ゆ

えに可能となっている。 
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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） 

の到達度への反映、国家試験対策カリキュラムの質の

向上に努めなければならない。 

  

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 
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4-13 就職率 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

全ての学生が適性を生かし、希望とする職場へ就職が可能となるように援助し

ていくことを方針として、就職率 100％を目標としており、開学以来、この目標

は達成できている。 

希望就職ができているか否かの指標として就職満足度調査を実施しているが、

更なる満足度の向上を図るための取り組みが必要である。そのためにも、病院・

施設以外の行政・一般企業からの求人を増やしていく必要がある。 

学生の就職活動の把握は担任と就職支援担当教員が行っている。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・就職支援担当教員

に報告・相談する仕組みをとっている。内定結果は、報告書として提出させ、事

務で管理している。 

目標値である就職率 100％は、開学以来達成できており、平成 29年度の就職満

足度は満足、やや満足を合わせ 87％と高い結果であった。 

 

 

4-14 資格・免許の取得率 

 

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、本学院の主要な目標の一つであり、両学

科ともに 100％の合格率を目指している。平成 29年度は、OT学科は 87.5％、PT学科は 95.5％

であり、残念ながら両学科とも 100％を達成することが出来なかった。国家資格取得率の

向上を図るため、両学科に分かれ実施していた国家試験対策を、H28 年度からは両学科教

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

い、早期からの個別指導に役立てている。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、教務会議及びスタッフ会議（全

体会議）で報告・周知されている。分析と対策は、FD会議を中心に、年度ごとに反省と、

指導方法の改善を図っている。今後、各教員の成績低迷者に対する指導能力を検証し、よ

り優れた指導方法を共有する。 

コアカリキュラムおよび国試対策の講義の質の向上と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。各教員による指導内容と履歴を月ごとに管理し、共有

する仕組みを整え、運用している。 

両学科の各教員が得意とする担当分野を決定し、両学科合同のプログラムに則

って講義を実施している。教員負担が減少し、その分個別指導に対応でき、一定

の効果が表れている。 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 



２１ 

 

 

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） 

本学院の使命は、地域社会で活躍する人材を育成することであり、卒業生の社

会的評価は、教育効果を検証するために重要な情報である。卒業生アンケート、

就職先による卒業生評価は現在 3 年に 1 回実施しているが、実施時期及びアンケ

ート項目の見直しを行い、適切に実施していく必要がある。 

また、卒業生の受賞状況・研究業績等は卒業生会である桜雪会と連携し把握に

努めている。 

現在、卒業生はおよそ 880 名となり、島根県内外に多くの卒業生を排出してい

る。本学は卒業生会である桜雪会の活動を積極的に支援し、連携強化に努めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 木村 愛子 
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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、県内の病院、施設関連の雇用先

の絶対数は限られており、医療や福祉以外の雇用先に

ついても、求人情報の収集に努めてきた。又、一般企

業等からの雇用先を確保するため、就職担当教員を中

心に、一般企業や行政に働きかけた。しかし、就職満

足度の向上につながる就職支援体制の体系的整備が継

続的に必要であり、就職支援担当教員の資質向上が課

題である。又、病院、施設以外の行政、一般企業から

の求人の確保も必要である。キャリア教育を全学年に

取り組んできたが、その効果が明らかになっていない。 

中途退学への対応については、退学率の低減に向け、

今年度、休退学における詳細な原因調査の必要性があ

り、在校生を対象にした休退学要因調査分析を行った。

結果、授業欠席が多いほど休退学になりやすく、支援

者と学生の関わりが重要性であることが分かった。学

生相談について、今年度は新入生に加え、在学期間中

節目となる専門課程に入る前、臨床実習に出る前の 2，

3 年生全員の個別面談を行った。結果、多くの学生に

相談室を身近に感じてもらう機会になった。中途退学

への対応及び学生相談について、保護連携が重要で保

護者に対し、青年期心理の教育や専任カウンセラー、

相談室の存在を認識してもらうことが課題となる。 

学校生活に関する留学生相談体制については、現在、

在籍実績はないが、担当教員を 1 名配置し、今年度も

研修会等に参加し、受け入れの準備を整えた。留学生

の受け入れに向け、指導記録の準備が必要である。又、

担当職員の追加が必要と考えている。 

 

就職満足度向上につながる就職支援体制構築に向

け、担当者の資質向上に向けた研修会への参加、特に

行政や一般企業の求人数拡大に向けた多職種との情報

収集を行っていく。キャリア教育については、教育成

果を検証していく。 

退学率の低減、学生相談に関する体制を整備、保護

者との連携体制については、支援者である保護者に専

任カウンセラーの存在を身近に感じてもらうことや、

保護者教育といった共通の課題があがり、保護者向け

研修会の開催を企画している。学生状況の記録につい

ては、学生記録簿のセキュリティ強化および留学生を

受け入れる際に活用できるよう整備していく。 

留学生受け入れについては、法務局との連携も必要

となり、事務担当職員の配置および留学生向け学生記

録簿管理の準備を行っていく。 

学生の経済的側面に対する支援について次年度は、

学費減免特待生制度について、試行的に 1 名に対し実

施していく。 

健康管理については、学校保健計画に健康に関する

啓発や教育の充実を組み込み、学生へ促しを行うこと

や、栄養指導に関する講演会を企画している。 

 

本学院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、地域との交流を図り、コミュニケーショ

ン能力向上等に役立てている。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、宿舎費用については助成

している。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行

っている。 

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、全体会議で協

議を行い再発防止に努めている。加えて、休退学防止

に向けた調査や学生記録簿の使用、教職員のスキルア

ップを目的とした研修会を開催し、日頃から教職員が

退学防止を意識している。 

就職支援については、事務に 1名、教員に 1名担当

者を配置し、ハローワーク、ジョブカフェ島根との連

携、キャリア教育を実施している。 

「桜雪会（OB・OG 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

けた支援を行っている。 

 



２３ 

 

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） 

学生の経済的支援として、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が、奨学金申請者全

てへの対応が困難な状況である。 

健康管理については、年１回の健康診断や保健室、

相談室を整備している。今後は生活環境から学生の心

身の不健康状態を防止する為の啓発・教育について更

なる充実が必要である。 

生活環境支援体制については、入居を希望する学生

全員分の学生用宿舎が確保し、入居状況を把握できて

いる。今後も地域住民との共生に向けた努力が継続的

に必要である。 

課外活動については、各サークルに対し実状を調査

し、年度ごとの更新制としているが、サークルによっ

て活動状況が不明確なものもある為、再整備が必要と

なる。 

保護者連携について、今年度は学力不足、心理面等

への支援が必要な学生において、必要に応じて保護者

への報告や介入を行い、随時、保護者面談が実施でき

るように調整した。しかし、定期保護者面談時には保

護者からの相談も多く、保護者との更なる連携が必要

である。 

卒業生支援として、今年度も研修会を実施した。卒

業生で構成される『桜雪会』が組織されているが、学

院側のサポート充実が課題である。又、研究支援につ

いては、学院ホームページを通じて、研究協力ができ

ることを公表している。しかし、卒業生の研究を支援

するサポート体制構築は充分とはいえず継続した課題

である。 

 

生活環境支援体制については、地域清掃作業やごみ

の分別説明会を年 1 回企画し、学院や学生が主体とな

った清掃活動を実施していく。 

課外活動については、サークル更新時に活動報告と

次年度計画の提出を促し、活動状況の把握に努める。 

保護者連携に向け、学生相談室や専任カウンセラー

を身近に感じてもらうことが必要となることから、保

護者向け研修会を開催する。 

卒業生への支援体制を整備については、学院から担

当者を継続して配置し、「桜雪会」の運営サポートを継

続する。 

また、研究支援体制に向けた相談窓口の設置や指導

教員の選定など検討していく。 

社会人への支援については、臨床実習指導者研修会

の企画・運営に向け、職能団体との連携し、研修会や

情報共有を図っていく。また、社会人の長期履修制度

については、他の養成校等を参考に情報収集に努めて

いく。 

 

 



２４ 

 

 

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） 

社会人への支援について、今年度は臨床実習指導者

会議で臨床実習における指導方針の統一を図る検討会

を実施した。又、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。今後、指定規則の改正に伴う臨床実習指導者

育成が課題となる。又、社会人入学者における長期履

修制度に現在、対応していないことから、今後、検討

の必要性がある。 

  

 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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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 1 名、教員 1 名の就職支援担当者を配置し、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てい

る。また、学生の就職活動状況は担任と就職支援担当者で分析したものを管理し、全体会

議で報告し、教職員全員の情報共有を図っている。就職活動に必要な知識や履歴書の書き

方指導や情報提供については、就職支援やハローワークによるセミナー及び説明会で学生

に提供している。今年度は、全学年に対しキャリア教育を行っている。就職担当教員は、

そのスキルの向上をはかるため、キャリアサポーター養成講習会に参加、認定資格を取得

した。 

県内の病院、施設関連の雇用先の絶対数は限られており、医療や福祉以外の雇用先につ

いても、求人情報の収集につとめてきた。また、一般企業等からの雇用先を確保するため、

就職担当教員を中心に、一般企業や行政に働きかけた。 

しかし、就職満足度の向上につながる就職支援体制の体系的整備が継続的に必要であり、

就職支援担当教員の資質向上が課題である。病院、施設以外の行政、一般企業からの求人

の確保が課題である。 

次年度は、就職満足度向上につながる就職支援体制構築に向け、担当者の資質向上に向

けた研修会への参加、特に行政や一般企業の求人数拡大に向けた多職種との情報収集を行

っていく。 

事務 1 名、教員 1 名の担当者を配置し、就職支援体制を整える一方、H28 年度からはハ

ローワークに加えてジョブカフェ島根との連携を図り、就職支援を充実させている。 

就職満足度調査を行い、現状把握と課題を見つけることにより、学生の希望する就職支

援ができるように努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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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） 

休退学に至る可能性がある学生は、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いる。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

いては休退学に至った経緯・経過報告書を作成し、学生委員会、教務会議、全体

会議で報告される。教職員の知識の向上に向け専任カウンセラーを講師に研修会

を開催し、日常的に職員全員が休退学防止に努めている。 

今年度は、休退学における詳細な原因調査の必要性があり、在校生を対象にし

た休退学要因調査分析を行った。結果、授業欠席が多いほど休退学になりやすく、

支援者（教員・友人・保護者）と学生の関わりが重要性であることが分かった。

また、学生記録簿のセキュリティ強化が課題となる。 

次年度は保護者向け研修会の開催と学生記録簿のセキュリティ強化に取り組

む。 

教職員間の休退学防止に向けた学科内での取り組みや連携、教職員間の休退学

防止への意識向上に向けた研修会の開催を行っている。 

休・退学要因調査を行ったことで、授業欠席が増えることで休退学につながる

傾向があることや保護者との連携が更に必要であることなど、具体的な要因が明

らかとなった。 

 

 最終更新日付 2018 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 年度より、校内の一角に学生相談室を開設した。専任カウンセラーが月

2 回来校し、相談に応じている。相談記録は、専任カウンセラーの責任のもと相

談室の施錠された書庫に保存されている。相談室の利用方法等は、島リハ広場、

校内掲示等で周知するとともに、担任から伝えられる。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。 

今年度はカウンセリングが必要と思われる学生の相談室利用が少なく、心理的

ストレスが高くなりやすい時期の相談室利用への促しが課題であった。そこで、

新入生に加え、在学期間中節目となる専門課程に入る前、臨床実習に出る前の 2，

3 年生全員の個別面談を行った。結果、多くの学生に相談室を身近に感じてもら

う機会になった。しかし、相談室の利用を促す上で、教職員のみならず保護者へ

の認識も必要であることが課題となる。 

次年度へ向け保護者向け研修会の開催により、保護者にも専任カウンセラーの

存在を身近に感じてもらうよう努力する。 

留学生については、現在、在籍実績はないが、担当教員を 1 名配置し、受け入

れの準備を整えている。 

今年度は日本語学校や「専門学校留学生受け入れ担当者協議会」に出席し、情

報収取を行った。しかし、担当者 1 名では留学生受け入れに向けた体制整備に限

界がある。 

次年度に向け、事務担当職員の配置および留学生向け学生記録簿管理の準備を

行っていく。 

学校生活などの学生個人に関わる相談内容は、他者へ呈示する際に心理的な抵

抗が高い。そのため、日頃より専任カウンセラー、教職員と学生間で面談等によ

る接触機会を増やしている。また、専任カウンセラーと教職員間の連携が円滑に

進むよう研修会の開催などに取り組んでいる。 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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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） 

学生の経済的側面に対する支援体制として、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。近年、奨学金申請者全てに対応が困難であることが課

題である。次年度に向け、学費減免特待生制度について、試行的に 1 名に対し実

施していく。 

学生の健康管理については、健康診断を年１回受診し、必要に応じて担任より

再健診の促しを行っている。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。生活環境から学生の心身の不健康状態を防止

するための啓発・教育について更なる充実が課題である。次年度は、学校保健計

画に健康に関する啓発や教育の充実を組み込み、学生へ促しを行っていく。また、

栄養に関する講演会を企画している。 

学生寮の設置など生活環境支援体制については、入居を希望する学生全員分の

学生用宿舎が確保し、入居状況を把握できている。地域住民との共生に向けた努

力が継続的に必要である。次年度においても、地域清掃作業やごみの分別説明会

を年 1回企画し、学院や学生が主体となった清掃活動を実施していく。 

課外活動に対する支援体制については、各サークルに対し実状を調査し、年度

ごとの更新制としている。また、各サークルに対し補助金を援助している。しか

し、サークルによって活動状況が不明確なものもあるため、再整備が必要となる。

次年度は、サークル更新時に活動報告と次年度計画の提出を促し、活動状況の把

握に努める。 

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。平成 28年度は、奥出雲町と協議し、更なる宿舎の家賃減

額（￥25,900から￥20,900）を図った。学生の経済的側面に対する支援体制につ

いては、支援強化に努めている。 

健康診断を年 1回実施し、学生の健康管理を促している。 

開学時より学生寮がある地域住民と交流を図ることで共生に努めてきた。 

サークル活動は低迷下しつつあったが、近年、新規に設立されるサークルも増

えている。 

最終更新日付 2018 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） 

保護者との連携体制については、保護者会を組織し、総会、役員会や懇親会を

定期開催する他、保護者会便りを発行している。定期保護者面談を全学年で行う

とともに、学力不足、心理面等への支援が必要な学生においては、必要に応じて

保護者への報告や介入を行い、随時、保護者面談が実施できるようにしている。

定期保護者面談時の保護者からの相談より、保護者との更なる連携が課題である。

次年度は保護者向け講演会の開催を企画している。 

全学年を対象とした保護者面談を実施している。また、学生支援に向け、保護者

との連携が必要な場合には、随時、保護者面談を実施している。 

 

 最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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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

行えていないことが課題である。次年度に向け、運営や活動についてサポートの

充実を図っていく。 

卒業生には図書室を開放して便宜を図っているほか、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。また、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。 

研究支援については、学院ホームページを通じて、研究協力ができることを公

表している。しかし、卒業生の研究を支援するサポート体制構築は充分とはいえ

ず継続した課題である。今後、研究支援体制に向けた相談窓口の設置や指導教員

の選定など検討していくことが求められる。 

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。今後、指定規則の改正に伴う臨床

実習指導者育成が課題となる。次年度から各療法士会と連携し、研修会や情報共

有を図っていく。 

社会人への支援について、今年度は臨床実習指導者会議で臨床実習における指

導方針の統一を図る検討会を実施した。 

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、他の養成校等を参考に情報収集に努めていく。 

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。 

卒業生の同窓会組織による研修会を開催している。 

近隣施設の療法士との共同研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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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。管

理担当責任者を設置し、設置基準に指定された備品に

ついて、年 1 回の定期的な点検・管理を実施し、管理

運営方法を統一している。 

図書室を整備し専門図書の充実に努めている。校舎

内は学生の休憩スペースを設け、衛生管理も徹底して

いる。今後学生がより快適に過ごせるよう、改修が必

要である。また、校舎内は車いすで移動できるように

建設され、教育環境は卒業生にも提供している。 

本学院の学外実習である臨床実習の意義や位置づ

け、評価基準等は、実習要綱に明確に記載されている

が、指導者が教育方針を十分理解していないことや、

評価のばらつきが大きいことが課題となっている。 

関連企業と連携した研修会は、年 1 回の臨床実習指

導者会議で研修会を実施しており、それとは別に臨床

実習指導者研修会を開催している。島根県の理学療法

士会や作業療法士会と情報交換を行い、指定規則改定

に対応した研修会について、関連業界と連携し計画す

る必要がある。 

実習教育に関する協議、意見交換は臨床実習指導者

会議で行っているほか、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、連携

体制を整えている。ピアラーニング方式での実習教育

を試行的に導入する予定であり効果や課題の検証が必

要である。 

臨床実習の教育効果は、評価表及び学院で行われる

臨床実習ゼミで確認しているが、実習到達度が不明確

であるため、到達度の作成が今後の課題である。 

 

実習教育に関しては、平成 31年度までに、実習到達

度の明確化、それに伴う評価表を作成し、適切な臨床

実習教育の効果検証を可能とする仕組みを整える。ま

た、実習到達度は、実習要項に反映させ、適切な運用

を促進する。ピアラーニング方式での実習教育の効果

や課題を検証するため、指導者にヒアリングを行う。 

防災・安全に関しては、事務部において、安全計画

を策定する。また、指定規則以外の設備備品管理担当

者を設置し、施設備品の状況把握を行う。その上で、

学生が利用する備品を優先的に転倒防止の固定を行

う。 

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。また、

学生や卒業生が利用しやすい施設環境が整っている。 

本学院の学外実習である臨床実習の意義や位置づ

け、評価基準等のマニュアルは、実習要項に明記され

ており、年 1 回臨床実習指導者会議を開催し説明して

いる。実習中には指導者と適宜連絡を取り、必要に応

じて訪問できる体制と整えることで、指導者との連携

を深めている。さらに、学院と実習指導者の連携を深

めるための研修会を企画し実施している。 

防災に関しては、防災マニュアルを作成している他、

防災に関する年次計画を策定し、学生及び教職員が参

加し、火災避難訓練を毎年行っている。平成 10年に竣

工した校舎施設は耐震化に対応しており、新たに設置

した棚などの備品は転倒防止を行い、安全管理に努め

ている。消防設備、ボイラー、油槽タンク、エレベー

ター、電気設備等は法令に基づき定期点検を行ってい

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） 

学院行事には、学生も参画させ同窓会や保護者、学

院関係企業に案内している。 

学校安全に関しては、防災マニュアルを作成してい

る。安全計画に関しては、策定できていない。防災に

関しては、年次計画に組み込み火災避難訓練を毎年行

い、防犯に関しては、有人警備、機械警備を行ってい

る。 

校舎施設は耐震化に対応しているが、古くからある

備品に関する転等防止が不十分である。学外実習等の

安全管理は災害時の対応マニュアルを実習要綱に明記

し学生教育を実施している。 

  

 

 
最終更新日付 2018 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。設置基準に指定された備品に関しては、管理担当責任者

を設置し、年 1 回の定期的な点検・管理を実施している。また、紛失が生じない

ためにも管理運営方法を統一している。点検により破損、紛失の把握を行い、修

理、購入を行うことで、教育に支障のないよう管理する。 

学生の教育環境として、図書室を整備し実習室は設置基準に基づき整備してい

る。専門図書は、教員や学生への購入希望調査により図書管理運営委員会で選定

し購入することで充実を図っている。 

学生の休憩には、学内休憩スペースのほか各教室を解放しているが、学生がよ

り快適に過ごせるよう、環境を整えていく。食事は学院敷地内にあるレストラン

を利用している。校舎内は車いすで移動できるように建設され、エレベーターや

障がい者用トイレも整備している。 

衛生管理については、各階に男女別に配置された洗面所を設け毎日清掃してい

る。また、玄関に消毒用アルコールを常設している。 

 図書室や教室等の環境は、卒業生が自己研鑽や研究会等の会場として随時提供

している。 

消防設備や油槽施設等、法令に定められた点検は専門業者に委託し、その他の

施設設備は教職員の点検により、状況を把握し、逐次補修している。法令による

更新等は予算に組み込んで対応し、その他の事例は必要に応じて対策を計画し、

予算化している。今後、全ての空調設備を更新する計画と予算化を行っていく。 

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。学生や卒業生が利用しやすい施設環境が整っている。 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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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） 

本学院の学外実習として臨床実習が挙げられる。その意義や位置づけ、評価基

準等のマニュアルは実習要綱に明記されており、適切に運用されるよう、年に１

回臨床実習指導者会議を開催し説明を行っている。指導者が学院の教育方針を十

分理解していないために適切な運用ができていない場合があり、今後は、実習到

達度を作成し、それを実習要項に反映させ、適切な運用を促進する。また、より

効果的な実習教育を模索するため、ピアラーニングによる実習を試行的に実施す

る予定であり、その効果や課題の検証を行う必要がある。 

関連企業と連携した研修会として、年 1 回の臨床実習指導者会議で研修会を実

施しておりそれとは別に臨床実習指導者研修会を開催している。今後、島根県理

学療法士会や作業療法士会等と情報交換をしながら、指定規則に対応した研修会

の開催について計画が必要である。 

臨床実習の評価は、評価基準に沿い、評価表を用いて行われる。しかし、実習

施設・指導者間で評価のばらつきが大きいことが課題となっており、実習指導者

や学校関係者の意見を取り入れ、平成 31年度実習指導者会議までに新たな評価表

を作成する。 

実習教育に関する協議、意見交換は臨床実習指導者会議で行っているほか、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。 

臨床実習の教育効果に関しては、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）で確認している。しかし、実習到達度が不明確な場合も

あり、H31 年度までに、実習到達度を明確化し、かつ、それに伴う評価表を作成

し、より適切な臨床実習教育の効果検証を可能とする仕組みを整える。 

オープンキャンパス、入学式、卒業式などの学院行事には学生も参画させ、同

窓会や保護者、学院関係企業に案内している。 

本学院の学外実習である臨床実習の意義や位置づけ、評価基準等のマニュアル

は、実習要項に明記されており、年 1 回臨床実習指導者会議を開催し説明してい

る。実習中には指導者と適宜連絡を取り、必要に応じて訪問できる体制と整える

ことで、指導者との連携を深めている。さらに、学院と実習指導者の連携を深め

るための研修会を企画し実施している。また、より効果的な実習教育を模索する

ため、ピアラーニングによる実習を試行的に実施する予定であり、その効果や課

題の検証を行う。 

 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 



３５ 

 

 

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） 

本学院独自の防災マニュアルを作成し、授業中に発生した事故等に対するマニ

ュアルが盛り込まれている。安全計画に関しては、策定はできていないため、事

務部において安全計画を策定する。 

防災に関しては、年次計画に組み込み、学生及び教職員が参加し、火災避難訓

練を毎年行い、記録を保存している。防犯に関しては、17 時 30 分以降は警備会

社に委託し有人警備体制を取り、19 時 30 分以降は機械警備による防犯体制を取

っている。昼間は警察への通報で対応している。また、救急法基礎講習、救急員

養成講習を授業として行う他、交通安全講習会を行うことで、教育を行っている。 

平成 10年に竣工した校舎施設は耐震化に対応しており、新たに設置した棚など

の備品は転倒防止を行い、安全管理に努めている。しかし、古くからある備品に

関しては不十分であるため、学生が利用する備品を優先的に固定する。消防設備、

ボイラー、油槽タンク、エレベーター、電気設備等は法令に基づき定期点検を行

い、改善が必要な個所はその都度対応している。実習で使用する薬品類は所定の

保管庫に納められ、教員が随時チェックしている。 

学外実習等の安全管理は災害時の対応マニュアルを実習要綱に明記し実習前オ

リエンテーションで安全教育を実施している。実習指導者会議で、指導者への説

明も行っている。 

学院独自の防災マニュアルを作成している。 

防災に関しては、年次計画に組み込み、学生及び教職員が参加し、火災避難訓

練を毎年行っている。平成 10年に竣工した校舎施設は耐震化に対応しており、新

たに設置した棚などの備品は転倒防止を行い、安全管理に努めている。消防設備、

ボイラー、油槽タンク、エレベーター、電気設備等は法令に基づき定期点検を行

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 橋村 康二 
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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） 

H29 年 4 月に事務部に新たに 1 名増員し、教員の校

内ガイダンスへの派遣に加え、会場型ガイダンスへ、

事務職員も派遣させ、情報提供の機会を作った。専任

教員による説明は効果的であるが、内部の教育活動に

支障が出る可能性があるため、さらに事務職員を増員

し、進学説明会参加の質を向上させる。 

学院案内は、学院の特色や教育の魅力、就職等きめ

細やかな情報を掲載しているものの、各学科の教員が

考える学びの魅力やビジョン、入学してほしい学生像

が、学院案内に十分に反映されていない。 

オープンキャンパスは年 23 回開催し（うち中止１

回）、学校の特徴・教育課程・学生生活の説明や体験学

習の他、高校生や保護者との面談も丁寧に行った他、

卒業生と連携したオープンキャンパスも実施した。

2020年の大学入試改革に伴い、進路指導の早期化が予

想されるため、1，2年生の参加者増加と、職業理解を

深める内容の工夫を図る。 

H29 年度入試は、一般入試を 1 回増やし、推薦（1

回）、一般（6回）、学士及び社会人（2回）入試を用意

し、スポーツクラブ推薦を新設した。会場は、広島（安

芸高田、三次）、松江、出雲で行った。今後は専門職大

学化に伴い、大学入学者選抜実施要項に則った、多様

な入学者を受け入れるための入試制度の導入が必須と

なる。 

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、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。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 

 事務職員をさらに増員し、内部教育への理解を促進

し、事務職員による進学説明会参加の質を向上させる。

学院案内等の広報媒体については、現状のコンテンツ

を継承しながら、教員と広報職員間でビジョンや方向

性を共有し、学院案内に反映させる。 

H30年度のオープンキャンパスは 1，2年生向けに職

業理解を深める内容を充実させ、ガイダンスで接触し

た高校生にはもれなくオープンキャンパスの紹介を行

い、参加を促すことで、低学年からの動員を増やし、

早期からの高校生と学校との接触機会を創出する。 

大学化に伴い、大学入学者選抜実施要項に則った新

たな入試制度が必要となるため、多様な入学者を受け

入れるための入試制度を立案し、導入する。 

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。 

・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する

ほか、隣接する県より遠方者に対しては、奥出雲町の

助成制度を利用し、奥出雲町内での宿泊補助も設けて

いる。 

・オープンキャンパスでは、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、密なコミュニケーションに

つとめ、学院の理解を深める内容となっており、結果、

H29 年度入試では、オープンキャンパスから出願する

移行率が 76％以上と非常に高い水準となった。 

・本学院の魅力を、学院案内等の紙面媒体のみでな

く、動画を制作し、ホームページや SNS を使用し、広

報している。 



３７ 

 

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） 

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。 

  

 

 

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 
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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） 

進学相談会に関しては、H29 年 4 月に事務部に新たに 1 名増員し、校内相談会へは教育を

熟知している専任教員を派遣し、会場型ガイダンスへは、事務職員も派遣させ、情報提供の機会

を多く作った。専任教員による進学説明会への参加は効果的であるが、内部の教育活動に支障

が出る可能性があるため、さらに事務職員を増員し、内部教育への理解を促進し、事務職員

による進学説明会参加の質を向上させる必要がある。 

学院案内は、学院の特色や教育の魅力、就職等きめ細やかな情報を掲載しているものの、

各学科の教員が考える学びの魅力やビジョン、入学してほしい学生像が、学院案内に十分に反

映されていない。引き続き、教員、広報担当職員一体となりビジョンや方向性を共有する。 

オープンキャンパスは年 23 回開催し（うち中止１回）、学校の特徴・教育課程・学生生活の説明や

体験学習を行っている。また、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、学院の

魅力への理解を促しているほか、卒業生と連携したオープンキャンパスも実施した。2020 年の大

学入試改革に伴い、進路指導の早期化が予想されるため、1，2 年生向けに職業理解を深める内

容を充実させ、ガイダンスで接触した高校生へのオープンキャンパス参加の促進を強化し、低学

年からの参加者増加に注力していく。 

H29 年度入試は、一般入試を 1 回増やし、推薦（1 回）、一般（6 回）、学士及び社会人（2

回）入試を用意した。また、推薦は、一般推薦、指定校推薦に加え、スポーツクラブ推薦

を新設し、会場は、広島（安芸高田、三次）、松江、出雲で行った。今後は、専門職大学化

に伴い、大学入学者選抜実施要項に則った、多様な入学者を受け入れるための入試制度の導入

が必須となるため、新たな制度を立案し、導入する。 

・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

送迎するほか、隣接する県より遠方者に対しては、奥出雲町の助成制度を利用し、奥出雲町内で

の宿泊補助も設けている。オープンキャンパスでは、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、密なコミュニケーションにつとめ、学院の理解を深める内容となっており、結

果、H29年度入試では、オープンキャンパスから出願する移行率が 76％以上と非常に高い水準と

なった。 

・本学院の魅力を、学院案内等の紙面媒体のみでなく、動画を制作し、ホームページや SNS を使

用し、広報している。 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 



３９ 

 

 

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。 

全全入時代に入り入学者の学力等の幅が年々拡大していることが検討課題とな

っている。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、H29 年度より、一般

入試 6 回に増やし、会場も県内の試験会場に加え、隣接する広島県に 2 会場（三

次、安芸高田）を設けている。 

・H29年度よりスポーツクラブ推薦入試を加え、推薦入試の幅を広げた。 

・キャリアアップ社会人入試の奨学金を設け、社会人の学び直しの機会を創出し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 
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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 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 鈴木 哲 



４１ 

 

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、学生納付金の確保を柱にして、

健全な資金収支と事業収支の構成、継続からなる。 

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が重要であ

り、学生数が安永していた設立以来の 15年間とは異な

り、学生数の確保が重要課題となっている。 

H27年度から 29年度は、事業収支計算書の当年度収

支差額がマイナスとなった。過去２ｹ年の入学生の減少

が直接的要因になっている。H29年度、H30年度新入学

生数が上向しているのでこれを継続して財務基盤の安

定維持のための全体的取り組みが必要である。 

これに関係し、H29 年度は H31 年度開学に向け専門

職大学申請を行い、本学の質的飛翔を企図している。 

中長期的な収支計画の作成に当たっては学生確保数

の予測が難しいが、安定した経営持続のために 200 名

の必要な学生数を定め、募集活動に繋げる。 

施設設備の改修及び補充のための必要資金について

は H29年度の専門職大学申請に併せ策定している。 

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、公認会

計士等の専門家の助言及び指導を仰ぎ、また現在の財

務情報公開規程は継続していく。 

地方自治体の全額出資により設立された本学院で

は、開設当初の借入金も返済し、留保資金による健全

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。 

学生数の変動による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。 

なお、H29年度は、大学設置申請に伴い、現物寄付、

現金寄付を町より受けている。 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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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１9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、税理士事務所の会計処理システムを導入

し、月別の調整指導を受けている。 

H29年度決算については、公認会計士の助言意見を得た。 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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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 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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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、私立学校法、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、個人情報保護等に関する

規則を定め、適切に運用している。また、個人情報を

用いる場合には、その都度承諾書を用いて同意を得る

ようにしている。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。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、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

による学校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。年度目標は、中長

期的視点に立ち、優先順位を定め、重点目標と達成計 

 

 関係法令及び設置基準。寄附行為に基づいた学校運

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、速やかに理事長裁可で定め、内

容等に応じて理事会に報告し、適切に運用する。ハラ

スメント関係は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に準じて適切な運用を継続す

る。また、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。 

 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している。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。 

 なお、専門職大学申請に伴い、諸規程の全体見直し

を実施する。 

 

 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、町の CATV、

広報、日刊新聞他、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） 

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。 

教育情報は、学院案内、学院ホームページ、保護者

会便りに公開している。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 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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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ている。法人運営の柱は、寄付行為に定め、

校務運営は学則に基づき、他の規則規程を定めている。養成施設指定規則による

教員体制は、H30 年度は基準教員数以上で充足している。 

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） 

個人情報保護等に関する規則を定め、適切に運用している。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。電磁記録の取扱いにに関する規定も市日している。 

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。 

個人情報保護等に関する規則を定め、適切な運用に努めている。そのため、個

人情報の漏洩等の事案が生じていない。 

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 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 高橋 安典 
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9-34 学校評価 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学院評価実施規程を定め、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、学院評価実

施規程を定め、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。 

  

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 石倉 健一 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 石倉 健一 
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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、教職員の積極的な連

携を促している。教育課程編成員会では企業や行政

から意見を聴取し、カリキュラム作成の参考として

いる。今年度は企業と連携し「スマート・ライフ・

ステイ」日帰り版として、健康増進をテーマにした

教育プログラムの開発を行った。また、社会情勢に

応じた地域貢献ができるよう、健康教室や短期集中

リハビリテーションに取り組み啓発を図った。しか

しながら、地域貢献の更なる質的向上に向け、多職

種連携を図ることが新たな課題である。 

国際交流については、グローバルな人材育成教育

の充実を図る必要性を実感している。現状の取り組

みとして国際水準の教育力の確保に向け、図書室に

外国語雑誌を常備している。また、日本語学校との

連携による、年 1回の教員や留学生を対象にした本

学院の教育内容を提示する機会を設けながら、ホー

ムページ等で情報を発信している。今年度は、オー

プンキャンパスへ留学生が参加することや親善大使

の視察が行われた。しかしながら、継続的に日本語

学校との連携を図り、情報共有していく必要がある。 

ボランティア活動については依頼を掲示するとと

もに、担当教員を配置し、学生へ案内している。活

動は担当教員が窓口となり学生委員会の承認後、実

施される。今年度は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

迷していることが課題となった。そこで、ボランテ

ィア参加率の向上に向けて、日程については依頼先

と担当者によって調整を行った。また、意識を高め

る為に、学生への個別の声掛け、活動内容について 

社会・地域貢献活動については、教育課程編成員会

の意見聴取を行いながら、引き続き教職員の積極的な

連携を促していく。次年度は CBR（community-based 

rehabilitation）の実現に向け、担当教員を配置し、

地域企業と多職種連携を図っていく。 

国際交流については、今後も国際交流に向けた情報

収集や日本語学校との連携を継続して行っていく。 

ボランティア活動については、セラピストとしての

人間性やコミュニケーション能力の育成にボランティ

アへの参加は効果的であり、継続して学生への声掛け

や活動内容の紹介を行いながら、専門科目内の教育プ

ログラムとしてボランティアを活用する予定である。 

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。平成 29 年度

は健康教室や短期集中リハビリテーションに取り組

んだ。 

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） 

迅速にホームページ上に掲載するなどアピールを行

った。次年度へ向け、学生の参加意欲向上に向けた

取り組みが課題である。 

  

 

 
最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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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） 

学校の教育資源を活用した社会貢献・地域貢献については、産・学・官との連

携を基本理念に謳い、積極的な連携を促している。今年度は地域住民のニーズに

対応した連携を行うことが課題であり、教育課程編成員会の意見を参考に、新た

に企業と連携し「スマート・ライフ・ステイ」日帰り版として、健康増進をテー

マにした教育プログラムの開発を行った。また、社会情勢に応じた地域貢献がで

きるよう、健康教室や短期集中リハビリテーションに取り組み啓発を図った。地

域貢献の更なる質的向上に向け、多職種連携を図ることが新たな課題である。次

年度は CBR（community-based rehabilitation）の実現に向け、地域企業と多職

種連携を図っていく。 

本学院の施設・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。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い、高校生等

のキャリア教育のイベント運営に協力している。 

国際交流については、グローバルな人材育成教育の充実を図る必要性を実感し

ている。しかしながら、海外の教育機関と国際交流の推進に関する方針を起案す

る担当者の選任については、継続的な課題としている。現状の取り組みとして国

際水準の教育力の確保に向け、図書室に外国語雑誌を常備している。また、日本

語学校との連携による、年 1 回の教員や留学生を対象にした本学院の教育内容を

提示する機会を設けながら、ホームページ等で情報を発信している。今年度は、

オープンキャンパスへ留学生が参加することや親善大使の視察が行われた。今後

も国際交流に向けた情報収集や日本語学校との連携を継続して行っていく。 

地域に根差した学校としての存在意義を高め、学生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目的に、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。 

 

 最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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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

サークルより学生へ案内している。活動は担当教員が窓口となり学生委員会の承

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、ホームページ等によって、学院内外に周知するととも

に、積極的な参加をしている学生や団体については卒業式で表彰している。今年

度は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

率が低迷していることが課題となった。そこで、ボランティア参加率の向上に向

けて、日程については依頼先と担当者によって調整を行った。また、意識を高め

る為に、学生への個別の声掛け、活動内容について迅速にホームページ上に掲載

するなどアピールを行った。 

セラピストとしての人間性やコミュニケーション能力の育成にボランティアへ

の参加は効果的であるが、一部の学生において参加意欲が低いことが新たな課題

である。次年度は、継続して学生への声掛けや活動内容の紹介を行いながら、専

門教科内の教育プログラムとしてボランティアを活用する予定である。 

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

キルの実践を目的に奥出雲町外問わずボランティア活動を推奨し、依頼を受け入

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2018 年 3 月 31 日 記載責任者 宇都宮 賢一 
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4 平成２９年度重点目標達成についての自己評価 

平成２９年度重点目標 達成状況 今後の課題 

1.教育の質の更なる向上を図る。 

1)臨床実習の質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

2)両学科における資格取得率 100％の達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 授業の魅力化 

 

 

 

 

4）教員の質の向上 

 

1. 

1）臨床実習指導者研修会を開催し、臨床実習到達度に

ついて、指導者と学院の教育方針とのすり合わせを

行った。また、指導者の資格要件等を規定した臨床

実習外部講師規定を作成し、理学療法学科 3 施設に

協力を仰ぎ、ピアラーニング形式の実習体制を行え

るモデル施設を確保した。 

 

2）到達度・コマシラバス・講義資料を見直し、国家試

験の出題範囲・内容を網羅した。更に、学生の学習

進捗状況を把握・分析し、個々の学生の理解度の向

上に努めた。 

H29年度国家試験結果は、理学療法学科に於いては

在籍 4 年生全員が卒業し 95.5％の合格率であった

が、作業療法学科に於いては 84％にとどまった。 

 

 

3)アクティブ・ラーニング手法を用いた授業を一部の

科目において実施した。 

 

 

 

4)FD 委員会主催教員研修会を開催した。また、教員ご

とに研修計画を立て、組織的に研修会等に教員を派

遣し、人材育成体制を構築した。 

 

 

1. 

1）・臨床実習外部講師契約施設の拡大 

・ピアラーニング実習の効果検証と臨床実習外部講

師契約者との意見交換会の実施 

・臨床実習到達度および学内における臨床実習前の

到達度を臨床実習に関する学内科目に反映する作

業の継続(各授業のコマシラバスの改善) 

 

2）・国家試験出題分野の到達度の洗い出しと、これを

基にしたコアカリキュラムの到達度への反映 

・国家試験対策カリキュラムの授業資料の改善 

・国家試験に準ずる、適切な難易度の卒業試験の実

施 

 

 

 

 

3)・アクティブ・ラーニングに関する研修会への参加

と伝達講習 

 ・e-Learningの企画と一部試行 

 

 

4）・教員の教授力向上を目的とした、学生および教員

による授業評価結果に基づく、研究授業の継続実

施 

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教

員等講習会への参加 

・大学化に向けた学位取得の推進・研究活動の推進

を目的とした企画立案及び実施 
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平成２９年度重点目標 達成状況 今後の課題 

2.学生支援の充実を図る。 

1)就職支援・キャリア教育の充実 

 

 

 

 

 

 

2）卒業生支援の充実 

 

 

 

 

3)休・退学率 3％以下の維持 

 

 

 

 

3.社会・地域貢献の充実 

 

 

 

 

 

 

 

4.学生募集を強化し、作業療法学科入学生 20 名を

目標にする。 

 

 

 

 

 

2. 

1)入学から卒業までの一貫したキャリア教育カリキュ

ラムを作成した。また、学生の就職活動に対する意

識と活動状況を把握するための就職満足度調査を実

施した。 

 

 

 

2)桜雪会の役員の再編成、桜雪会会則の改正、卒業生

名簿の整理、情報拡散ネットワークの構築し、新体

制を整えた。また、各種研修会等を開催した。 

 

3) 中途退学要因の再調査と分析を実施した。また、教

職員のカウンセリングおよび指導技術の向上を目的

に、専任カウンセラーを講師に招き、研修会を開催

した。 

 

3.  

地域課題を発見・解決する地域課題解決型授業（キ

ャリア・アップ科目）を整備し、H28年度よ    

り実施している。とりわけ H29年度は奥出雲町 

が有する観光資源を活用した保健指導・授業企画を

中心に実施した。 

 

4.  

高校訪問並びに進学相談ガイダンスへの参画を積極的

に実施した。全教職員を出席対象に広報渉外連絡会を

月 1～2回開催した。また、オープンキャンパスの回数

を昨年度より 4 回増やした。その結果、理学療法学科

26名、作業療法学科 23名が入学し、重点目標を達成し

た。 

 

2. 

1)・キャリア教育の効果検証 

・行政、一般企業等からの求人確保の継続実施 

・就職先に対する卒業生評価の評価内容の検討及び

実施 

・インターンシップ制度の規定策定および協力施設

との協定締結 

 

2) 桜雪会のさらなる活性化(研修会の参加者増加、組

織の体制強化) 

 

 

3)・学院、保護者間連携の充実を目的とした、保護者

向け「青年期の心理」に関する講演会の開催 

 

 

 

3. 

 ・社会・地域貢献活動を学内教育として活用していく

方針に則った、多職種連携教育授業科目の試行 

 

 

 

 

4. 

・東京・大阪の都会地、中国地方(山口・広島)エリア

における学生募集の継続 

・大学化に伴う、学生募集における市場分析、ターゲ

ット設定、ポジショニング（競合との優位性）と、募

集戦略の再考 

・立案した募集戦略を遂行するための教職員一体とな

った学生募集チームの構築と、人員 配置の検討 

・専門職大学化に伴う、大学入学者選抜実施要項に則

った、入試制度の立案および導入 
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