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自己点検・評価報告書の作成にあたって

学校法人加計学園 玉野総合医療専門学校 

自己点検・評価委員会 委員長 

校長 平井 義一 

 学校法人加計学園・玉野総合医療専門学校は、玉野市よりの設置要望に基づいて、医

療福祉の専門学校として平成 10年に発足した。現在は、4年制である保健看護学科・

理学療法学科・作業療法学科と 2年制である介護福祉学科の計 4学科体制で運営してい

る。定員は各学科 40名である。4年制学科を卒業すると高度専門士の称号が与えられ、

大学院へ直接に入学可能である。本校の特色として、保健看護学科では、全学生が卒業

時に看護師と保健師との双方の国家試験受験資格が得られる統合カリキュラムを行っ

ている。このカリキュラムを維持している学校は全国でも少ない。このカリキュラムに

より、勉学はハードであるが、看護師として働く上でも、豊富な知識量や深い理解力が

役立っている。また、理学療法学科・作業療法学科では 4年制の利点を生かし、充実し

た実習や卒業研究を行っている。さらに、理学療法学科・作業療法学科では令和 2年に

内容が大幅に増加した新カリキュラムに移行するが、この機会に理学療法学科ではアス

レチックトレーナー資格を、作業療法学科では保育士資格を得られるように改革を行っ

た。 

 このように、特色あるカリキュラムを行っているが、特色を発揮できるように学生を

支えられる有能な教職員の存在と全体のまとまりが本校の最大の誇りである。卒業生は

岡山県のみならず、中国・四国地方の病院や施設で活躍しており、大きな評価をいただ

いていることに感謝申し上げる。卒業生への評価が真の学校評価である。 

 上記のように、本校では常に教育に努力を重ねているが、現場では年毎の重なりから

マンネリとなっていく。学生は毎年に入学し、やがて卒業するが、教職員は長期に勤務

するのが当然であり、学生気質・社会状況・医療関連知識の変化に対応していくことが

困難になることも考えられる。どこかで立ち止まり、評価・反省を行い、新たな出発と

することが必要であろう。このための一つの手法として自己点検・評価は重要である。 

 前回平成 30年度の自己点検・評価報告書では平成 27年度から平成 29年度の活動を

対象に評価を行った。評価項目・方法は、前回の平成 27年度版（平成 23年度から平成

26 年度）と同様に、「専修学校における学校評価ガイドライン」（文部科学省）に例

示されたものを参考にして行った。近年は、特色・教育方針を明確提示するビジョン・

アクションプランの策定を行う学校も増加しており、本校でも既に策定した。従って今

回の令和 1年度の報告では、平成 30年度の活動を対象として、ビジョン・アクション

プランに基づく評価を行った。新たな試みであり、内容に不十分な点は多いと思うが、

今後も検討を続けたい 
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評価について

評価の概要について 

学校法人加計学園では、大学基準協会が大学に課すこととなった新たな内部質保証の

あり方を学園全体で共有し、平成３０年度より大学以外の設置校も含め自ら掲げる理

念・目的である『ビジョン』を掲げ、達成のための中期目標、中期計画である『アクシ

ョンプラン』を示し、それを検証するために『KPI指標』を用いて内部質保証システム

を機能させることとなった。これを受け、本校においても、ビジョン、アクションプラ

ン及び KPI指標を策定し、内部質保証システムを行う体制を整えた。 

評価項目 

ビジョン１：医療関連会社で活躍でき得る人材（学生）を育成する。 

ビジョン２：学生ひとりひとりの成長を支え、成果を具体化する。 

ビジョン３：世界・日本の現状に応じた、国際性豊かな医療教育体制を整備する。 

ビジョン４：研究マインドの保持と最新状況の理解を基にした教育能力を発展させる。

ビジョン５：地域社会と共に行動し、互いの発展に寄与する。 

ビジョン６：全体の統一方針を確立し、学科間の相互理解を進展させ、教員・学生が納

 得できる学校運営を目指す。 

以上６項目のビジョン、事業の柱を策定し、具体的な中期目標・中期計画を学校全体並

びに各学科において設定した。また、項目以外に別記する場合は評価項目の欄外に記述

することとした。 

評価方法 

ビジョン、事業の柱、アクションプランについて、それぞれのＫＰＩ指標を用いて

関係する学校全体あるいは、学科単位として４段階で評価する。評価するにあたり、

評価項目として問題がある場合や、必要と思われる評価項目を追加する場合は、必ず

具体的な内容を書き記す。更に、アクションプランの見直しについても、必要があれ

ば具体的に言及する。どの項目を誰が評価するか等、仮の評価は自己評価委員会事務

局で行うが、正式な評価者については、委員会で審議し決定する。 

（スケジュール） 

第１回自己評価委員会で KPI指標等の検証の説明および修正を依頼する。 

全項目での検証および問題点の洗い出しを行う。（事務局に提出） 

事務局にてデータを集計する。 

第２回自己評価委員会で検証および進捗状況を行う。 

第３回自己評価委員会で最終評価行い KPI指標等を見直す。 

年度内の学校運営会議、職員会議で新たな KPI指標等を決定する。 
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玉野総合医療専門学校_平成30年度自己点検評価（KPI指標を用いての試行）

すべての項目を「適切(4)、ほぼ適切(3)、やや不適切(2)、不適切(1)」で評価する。

中期目標 中期計画 評価指標

①　法令に基づいたカリキュラムの配
置

①-1 医療専門課程保健看護学科において、統合カリキュラムによる4年課程に基づいたカリキュラム配置となっている。

①-2 医療専門課程理学療法学科及び作業療法学科において、養成施設4年課程に基づいたカリキュラム配置となっている。

①-3 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科において、養成施設2年課程に基づいたカリキュラム配置となっている。

②　法令に基づいたカリキュラムの単位②-1 医療専門課程保健看護学科において、統合カリキュラムによる4年課程に基づいた単位数・時間数が確保されている。

②-2 医療専門課程理学療法学科及び作業療法学科において、養成施設4年課程に基づいた単位数・時間数が確保されている。

②-3 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科において、養成施設2年課程に基づいた単位数・時間数が確保されている。

③　教育の趣旨・目的・教育目標の明
確化

③ 本校の教育の趣旨・目的・教育目標の明確化され、明文化されている。

④　AP、CP、DPの制定 ④ 各学科のAP、CP、DPが設定されている。

⑤　一貫性のある教育体系の確立 ⑤ 一般科目、専門科目、実習科目と一貫性のある教育体系が確認できる資料が作成されている。

⑥　新カリキュラムの相互評価" ⑥ 法令によりカリキュラムが変更となった場合、旧カリキュラム、新カリキュラムが整備されている。

①　法令に基づいた専門科目の配置 ①　 各学科の専門科目において、法令に基づいた配置となっている。

②　法令に基づいた専門科目の単位
数・時間数の確保

②　 各学科の専門科目において、法令に基づいた単位数・時間数が確保されている。

③　専門教育の趣旨・目的・教育目標
の明確化

③　 専門教育の趣旨・目的・教育目標の明確化され、明文化されている。

④　一貫性のある専門教育体系の確立 ④　 一貫性のある専門教育体系が確認できる資料が作成されている。

⑤　専門教育の目標の可視化 ⑤　 各学科の専門科目における目標が制定され、学生に可視化されている。

⑥　専門科目の整備充実 ⑥　 法令や社会背景に沿った専門科目が整備されている。

①　法令に基づいた一般科目の配置 ①　 各学科の一般科目において、法令に基づいた配置となっている。

②　法令に基づいた一般科目の単位
数・時間数の確保

②　 各学科の一般科目において、法令に基づいた単位数・時間数が確保されている。

③　一般教育の趣旨・目的・教育目標
の明確化

③　 一般教育の趣旨・目的・教育目標の明確化され、明文化されている。

④　専門科目につながる一般教育体系
の確立

④　 一貫性のある一般教育体系が確認できる資料が作成されている。

⑤　一般教育の目標の可視化 ⑤　 各学科の一般科目における目標が制定され、学生に可視化されている。

⑥　一般科目の整備充実 ⑥　 法令や社会背景に沿った一般科目が整備されている。

①　法令に基づいた実習科目の配置 ①　 各学科の実習科目において、法令に基づいた配置となっている。

②　法令に基づいた実習科目の単位数・②　 各学科の実習科目において、法令に基づいた単位数・時間数が確保されている。

③　実習の趣旨・目的・教育目標の明確③　 実習教育の趣旨・目的・教育目標の明確化され、明文化されている。

④　一貫性のある実習体系の確立 ④　 一貫性のある実習教育体系が確認できる資料が作成されている。

⑤　実習の目標の可視化 ⑤　 各学科の実習科目における目標が制定され、学生に可視化されている。

⑥　実習科目の整備充実 ⑥　 法令や社会背景に沿った実習科目が整備されている。

①　法令に基づいた入学資格の設定 ①　 法令に基づき入学資格が規定されている。

②　学園の理念、本校の教育方針等の
明確化

②　 志願者に対し、学園の理念、本校の教育方針等が明確化されている。

③　各学科の求める人物像の明確化 ③　 志願者に対し、学科の求める人物像が明確化されている。

④　出題範囲に沿った入試問題の作成 ④　 出題範囲に沿った入試問題が作成されている。

①　専願制入試での入学者における単
位修得状況の把握

①　 入学から卒業時までの専願制入試での入学者における単位修得状況が把握できる資料が作成されている。

②　推薦入試での入学者における単位
修得状況の把握

②　 入学から卒業時までの推薦入試での入学者における単位修得状況が把握できる資料が作成されている。

Ⅰ.教育の充実

1.法令に基づ
いた体系整備

（1）カリキュ
ラムの精査・改
定

（2）専門教育
の内容精査・充
実

（4）実習内容
の精査・充実

（1）法令に基
づく選抜方法

（2）入試区分
による在学生の
成績追跡調査

2.入学者選抜
方法の検討

ビジョン
KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）

評価指標を目標とする数値あるいは達成状況
アゥションプラン

事業の柱

ビジョン1

医療関連会社で
活躍でき得る人
材（学生）を育
成する。

（3）一般科目
の精査・充実

備考：文中のAPはｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ、CPはｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ、DPはﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰの略  赤字が各学科で作成
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玉野総合医療専門学校_平成30年度自己点検評価（KPI指標を用いての試行）

すべての項目を「適切(4)、ほぼ適切(3)、やや不適切(2)、不適切(1)」で評価する。

中期目標 中期計画 評価指標
ビジョン

KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価指標を目標とする数値あるいは達成状況

アゥションプラン
事業の柱

③　一般入試での入学者における単位
修得状況の把握

③　 入学から卒業時までの一般入試での入学者における単位修得状況が把握できる資料が作成されている。

④　その他の入試での入学者における
単位修得状況の把握

④　 入学から卒業時までの社会人入試等での入学者における単位修得状況が把握できる資料が作成されている。

①　入学時におけるアンケートの実施 ①　 新入生に対し、本校の受験に至った経緯や本校に求める事項を調査する。

②　卒業時におけるアンケートの実施 ②　 卒業生に対し、本校での修学が良かったか、期待と異なっていたことがないか調査する。

①　教育理念・目標に関する自己評価
項目の策定

①　 自己点検評価において、教育理念・目標に関する項目が策定されている。

②　教育活動に関する自己評価項目の
策定

②　 自己点検評価において、教育活動に関する項目が策定されている。

③　学修成果に関する自己評価項目の
策定

③　 自己点検評価において、学修成果に関する項目が策定されている。

④　教育環境に関する自己評価項目の
策定

④　 自己点検評価において、教育環境に関する項目が策定されている。

⑤　社会貢献・地域貢献に関する自己
評価項目の策定

⑤　 自己点検評価において、社会貢献・地域貢献に関する項目が策定されている。

⑥　客観的な尺度での評価項目の策定 ⑥　 客観的な尺度で評価項目が策定されている。

①　授業評価アンケートの実施・評価
体制

①　 授業評価の実施・評価体制が組織されている。

②　アンケート結果のフィードバック ②　 授業評価アンケートの結果が、授業担当者にフィードバックされている。

①　授業観察の実施・評価体制 ①　 授業観察の実施・評価体制が組織されている。

②　観察結果のフィードバック ②　 授業観察の結果が、授業担当者にフィードバックされている。

①　学生相談の体系化 ①　 学生相談に関する体制は整備されている。

②　チューター制度の導入 ②　 チューター制度が導入されており、学生窓口として機能している。

③　カウンセリング等の学生相談窓口
の確保

③　 カウンセラーが定期的に学生相談窓口として機能している。

①　学生及び保護者との教育活動の共
有

①　 学生及び保護者と学科教員間で出欠席状況や成績、実習時の状況が共有されている。

②　教育進路懇談会の開催 ②　 教育進路懇談会が毎年1回以上開催されている。

③　就職又は進学等の保護者との情報
共有

③　 学生が希望する就職先又は進学先等について保護者と情報が共有されている。

①　学生の学力レベルに応じた指導体
制の確立

①　 学生の学力レベルが把握されており、それに応じた指導体制が確立されている。

②　学生が質問・相談しやすい体制の
確立

②　 学生が質問や相談しやすい体制が各学科で確立されている。

①　必要性に応じた補習授業の実施 ①　 補習が必要な学生が把握されており、それに応じた補習授業が実施されている。
②　補習授業の効果の検証 ②　 補習授業が実施され、その効果について、学力試験等から把握されている。

（4）個人面談

（1）教育進路
懇談会

（2）個別指導

（3）補習授業

（3）アンケー
ト調査の実施

3.教育の質保
証

（1）自己点検
評価

（2）授業アン
ケート

1.教学支援

（3）授業観察

備考：文中のAPはｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ、CPはｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ、DPはﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰの略  赤字が各学科で作成
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玉野総合医療専門学校_平成30年度自己点検評価（KPI指標を用いての試行）

すべての項目を「適切(4)、ほぼ適切(3)、やや不適切(2)、不適切(1)」で評価する。

中期目標 中期計画 評価指標
ビジョン

KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価指標を目標とする数値あるいは達成状況

アゥションプラン
事業の柱

①　適切な国家試験対策の確立 ①-1 保健看護学科において、看護師国家試験及び保健師国家試験を4年生の全員が受験している。

①-2 理学療法学科において、理学療法士国家試験を4年生の全員が受験している。

①-3 作業療法学科において、作業療法士国家試験を4年生の全員が受験している。

①-4 介護福祉学科において、介護福祉士国家試験を2年生の全員が受験している。

②　国家試験対策の評価 ②-1 看護師国家試験において、全国平均以上の合格率となっている。

②-2 保健師国家試験において、全国平均以上の合格率となっている。

②-3 理学療法士国家試験において、全国平均以上の合格率となっている。

②-4 作業療法士国家試験において、全国平均以上の合格率となっている。

②-5 介護福祉士国家試験において、全国平均以上の合格率となっている。

①　サークル活動に対する支援体制の
確立

①　 サークル活動において、教職員が一体となった支援体制が確立されている。

②　サークル活動に関する活動費補助
の確立

②　 サークル活動に関して、学友会等からの活動費補助が確立されている。

（2）ボラン
ティア活動支援

①　ボランティア活動の案内体制の確
立

①　 ボランティア活動への参加が学生に案内される体制が確立されている。

②　ボランティア活動への学生理解の
充実

②　 ボランティア活動に対する学生理解の充実が図られている。

（3）通学支援 ①　岡山駅方面からの通学バスの運行 ①　 岡山駅方面からの通学バスが適切に運行されている。

②　倉敷駅方面からの通学バスの運行 ②　 倉敷駅方面からの通学バスが適切に運行されている。

③　適切な通学バス運行に関するアン
ケート調査

③　 学生に対し、通学バス運行に関するアンケート調査が実施されている。

（4）奨学支援
①　日本学生支援機構奨学金の適切な
案内

①　 日本学生支援機構奨学金に関し、掲示等によって学生に適切に案内されている。

②　地方自治体奨学金の適切な案内 ②　 地方自治体奨学金に関し、掲示等によって学生に適切に案内されている。

③　奨学金の相談体制の確立 ③　 学生からの奨学金に関する相談体制が整っている。

①　国際交流の目的の制定 ①　 国際交流を実施する目的が制定されている。

②　国際交流の実施 ②　 国際交流が実施されている。

①　海外研修の目的の制定 ①　 海外研修を実施する目的が制定されている。

②　海外研修の実施 ②　 海外研修が実施されている。

①　個人研究に関する時間的支援 ①　 個人研究の支援として、研修日等が設けられている。

②　個人研究に関する金銭的支援 ②　 個人研究の支援として、個人研究費が適切に配分されている。

①　紀要の発行 ①　 紀要が発行されている。

②　紀要への適切な掲載依頼 ②　 紀要への掲載依頼が教職員になされている。

③　紀要掲載の論文のチェック体制の
確立

③　 論文のチェック体制が確立されている。

④　個人場情報保護の徹底 ④　 倫理委員会において、個人情報保護について適切に審査されている。

1.研究の推進

2.海外研修の
推進

1.交流事業の
推進

（1）個人研究
の推進

（2）紀要の発
行

（1）海外研修
行事

（4）国家試験
対策

（1）サークル
活動支援

2.生活支援

ビジョン3

世界・日本の現
状に応じた、国
際性豊かな医療
教育体制を整備
する。

ビジョン4

研究マインドの
保持と最新状況
の理解を基にし
た教育能力を発
展させる。

ビジョン2

学生ひとりひと
りの成長を支
え、成果を具体
化する。

Ⅲ.国際化

Ⅳ.研究の推進

（1）国際交流
行事

Ⅱ.学生支援

備考：文中のAPはｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ、CPはｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ、DPはﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰの略  赤字が各学科で作成

6



玉野総合医療専門学校_平成30年度自己点検評価（KPI指標を用いての試行）

すべての項目を「適切(4)、ほぼ適切(3)、やや不適切(2)、不適切(1)」で評価する。

中期目標 中期計画 評価指標
ビジョン

KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価指標を目標とする数値あるいは達成状況

アゥションプラン
事業の柱

①　地域イベントへの参加目的の設定 ①-1 たまの港フェスティバルへの参加目的が設定されており、学生に公開されている。

①-2 玉野まつりへの参加目的が設定されており、学生に公開されている。
②　玉野市地域イベントへの積極的な
参加

②-1 たまの港フェスティバルに参加し、地域貢献がなされている。

②-2 玉野まつりに参加し、地域貢献がなされている。
②-3 その他、玉野市地域で行われるイベントに参加している。

①　学校主催の地域貢献活動の目的の
設定

①　 学校主催の地域貢献活動において、開催目的が設定されている。

②　学校主催の地域貢献活動の実施 ②　 学校主催の公開講座が開催されている。
③　学校主催の地域貢献活動の案内 ③　 学校主催の公開講座の開催案内が地域に公開されている。

①　学則への各種会議の記載 ①　 学則において、各種会議が設定されており、各会議規程が整理されている。

②　各種会議の趣旨の確立 ②　 各種会議で諮る内容が各会議規程に明文化されている。
③　各種会議による適切な運営 ③　 各種会議が適切に運営されている。
④　各種会議の議事録の整理 ④　 各種会議の議事録が作成されている。

①　自己点検に関する規定の整理 ①　 自己点検に関する規定が定められている。

②　自己点検委員会の組織化 ②　 自己点検委員会が組織され、適切に運営されている。
③　自己点検項目の適切な設定 ③　 自己点検項目が適切に設定され、定期的に項目の見直しがなされている。

①　第三者評価に関する規定の制定 ①　 第三者評価に関する規定が定められている。

②　第三者評価委員会の組織化 ②　 第三者委員会の組織化がなされている。
③　第三者評価者の適切な選出 ③　 第三者評価者の適切な選出がなされている。
④　第三者評価委員会の適切な運営 ④　 第三者評価委員会が適切に運営されている。

（2）学校主催
の地域貢献活動
の実施

（1）地域イベ
ントへの参画

1.地域貢献・
社会連携活動

Ⅴ.社会連携・
地域貢献

（3）第三者評
価の導入

（2）自己点検
評価制度の確立

（1）各種会議
による運営

1.学校運営組
織、自己点検
評価、第三者
評価

Ⅵ.学校経営質
保証

ビジョン6

全体の統一方針
を確立し、学科
間の相互理解を
進展させ、教
員・学生が納得
できる学校運営
を目指す。

ビジョン5

地域社会と共に
行動し、互いの
発展に寄与す
る。

備考：文中のAPはｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ、CPはｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ、DPはﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰの略  赤字が各学科で作成
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学校全体

中期目標 中期計画 評価指標

①　法令に基づいた入学資格の設定 ①　 　法令に基づき入学資格が規定されている。 4 法令に基づき規定されている
学校教育法（第11章専修学
校）

②　学園の理念、本校の教育方針等の
明確化

②　
　志願者に対し、学園の理念、本校の教育方針
等が明確化されている。

4
学園の理念、本校の教育方針等が
明確化されている

学則・募集要項

③　各学科の求める人物像の明確化 ③　
　志願者に対し、学科の求める人物像が明確化
されている。

4
各学科の求める人物像が死してあ
る

募集要項

④　出題範囲に沿った入試問題の作成 ④　
　出題範囲に沿った入試問題が作成されてい
る。

4 入学試験で出題範囲が示してある 募集要項

①　専願制入試での入学者における単
位修得状況の把握

①　
　入学から卒業時までの専願制入試での入学者
における単位修得状況が把握できる資料が作成
されている。

4
本校「教学システム」にて作成可
能

玉野総合医療専門学校驚愕
システム操作手順書

②　推薦入試での入学者における単位
修得状況の把握

②　
　入学から卒業時までの推薦入試での入学者に
おける単位修得状況が把握できる資料が作成さ
れている。

4
本校「教学システム」にて作成可
能

玉野総合医療専門学校驚愕
システム操作手順書

③　一般入試での入学者における単位
修得状況の把握

③　
　入学から卒業時までの一般入試での入学者に
おける単位修得状況が把握できる資料が作成さ
れている。

4
本校「教学システム」にて作成可
能

玉野総合医療専門学校驚愕
システム操作手順書

④　その他の入試での入学者における
単位修得状況の把握

④　
　入学から卒業時までの社会人入試等での入学
者における単位修得状況が把握できる資料が作
成されている。

4
本校「教学システム」にて作成可
能

玉野総合医療専門学校驚愕
システム操作手順書

①　入学時におけるアンケートの実施 ①　
　新入生に対し、本校の受験に至った経緯や本
校に求める事項を調査する。

4 新入生アンケートを実施している
新入生・卒業生アンケート
表

②　卒業時におけるアンケートの実施 ②　
　卒業生に対し、本校での修学が良かったか、
期待と異なっていたことがないか調査する。

4 卒業生アンケートを実施している
新入生・卒業生アンケート
表

①　教育理念・目標に関する自己評価
項目の策定

①　
　自己点検評価において、教育理念・目標に関
する項目が策定されている。

4
本校の教育理念・目標に関する項
目が策定されている。

学生便覧・シラバス・実習
の手引き

②　教育活動に関する自己評価項目の
策定

②　
　自己点検評価において、教育活動に関する項
目が策定されている。

4
各学科にて教育活動について示し
ている

学生便覧・シラバス・実習
の手引き

③　学修成果に関する自己評価項目の
策定

③　
　自己点検評価において、学修成果に関する項
目が策定されている。

4
事業の柱で「学生支援」に挙げて
いる

学生便覧・シラバス・実習
の手引き

④　教育環境に関する自己評価項目の
策定

④　
　自己点検評価において、教育環境に関する項
目が策定されている。

4
事業の柱で「学生支援」に挙げて
いる

学生便覧・シラバス・実習
の手引き

⑤　社会貢献・地域貢献に関する自己
評価項目の策定

⑤　
　自己点検評価において、社会貢献・地域貢献
に関する項目が策定されている。

4
事業の柱で「社会連携・地域貢
献」に挙げている。

学生便覧・シラバス・実習
の手引き

⑥　客観的な尺度での評価項目の策定 ⑥　 　客観的な尺度で評価項目が策定されている。 4
事業の柱で「学校経営質保証」に
挙げている

学生便覧・シラバス・実習
の手引き

①　授業評価アンケートの実施・評価
体制

①　
　授業評価の実施・評価体制が組織されてい
る。

4 実施している
玉野総合医療専門学校授業
評価実施要領

②　アンケート結果のフィードバック ②　
　授業評価アンケートの結果が、授業担当者に
フィードバックされている。

2
授業者にフィードバックされてい
ない

玉野総合医療専門学校授業
評価実施要領

①　授業観察の実施・評価体制 ①　
　授業観察の実施・評価体制が組織されてい
る。

4 実施・評価体制がある 授業観察の実施要領

②　観察結果のフィードバック ②　
　授業観察の結果が、授業担当者にフィード
バックされている。

2
授業者にフィードバックされてい
ない

授業観察シート

ビジョン 事業の柱
アクションプラン

2.入学者選抜方
法の検討

3.教育の質保証

（1）法令に基
づく選抜方法

（2）入試区分
による在学生
の成績追跡調
査

（3）アンケー
ト調査の実施

（1）自己点検
評価

（2）授業アン
ケート

（3）授業観察

KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等

Ⅰ.教育の充実

ビジョン1

医療関連会社で
活躍でき得る人
材（学生）を育
成する。
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学校全体

中期目標 中期計画 評価指標
ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等

①　サークル活動に対する支援体制の
確立

①　
　サークル活動において、教職員が一体となっ
た支援体制が確立されている。

4 各サークルに顧問が就いている 団体顧問依頼書

②　サークル活動に関する活動費補助
の確立

②　
　サークル活動に関して、学友会等からの活動
費補助が確立されている。

4
毎年学友会総会にて補助金額の了
承を得ている

学友会総会開催要綱

①　ボランティア活動の案内体制の確
立

①　
　ボランティア活動への参加が学生に案内され
る体制が確立されている。

4
市、協会、或いは災害時に対し連
絡等の整備が整っている

学園本部から要請・地域か
らの依頼

②　ボランティア活動への学生理解の
充実

②　
　ボランティア活動に対する学生理解の充実が
図られている。

4 学生理解の充実が図られている
学園本部から要請・地域か
らの依頼

①　岡山駅方面からの通学バスの運行 ①　
　岡山駅方面からの通学バスが適切に運行され
ている。

4 実施されている 学校案内・運行記録簿

②　倉敷駅方面からの通学バスの運行 ②　
　倉敷駅方面からの通学バスが適切に運行され
ている。

4 実施されている 学校案内・運行記録簿

③　適切な通学バス運行に関するアン
ケート調査

③　
　学生に対し、通学バス運行に関するアンケー
ト調査が実施されている。

4 実施されている 通学アンケート

①　日本学生支援機構奨学金の適切な
案内

①　
　日本学生支援機構奨学金に関し、掲示等に
よって学生に適切に案内されている。

4 掲示等行っている 募集案内

②　地方自治体奨学金の適切な案内 ②　
　地方自治体奨学金に関し、掲示等によって学
生に適切に案内されている。

4 掲示等行っている 募集案内

③　奨学金の相談体制の確立 ③　
　学生からの奨学金に関する相談体制が整って
いる。

4
整っている（説明会時に説明資料
を個別に渡している並びに窓口個
別対応も行っている）

奨学金説明資料

①　国際交流の目的の制定 ①　 　国際交流を実施する目的が制定されている。 4 制定されている。 国際交流実施要領

②　国際交流の実施 ②　 　国際交流が実施されている。 4 実施している 国際交流実施要領

①　海外研修の目的の制定 ①　 　海外研修を実施する目的が制定されている。 4 制定されている。 学生便覧

②　海外研修の実施 ②　 　海外研修が実施されている。 2
今年度は参加者が少数であるため
中止

職員会議議事録

①　個人研究に関する時間的支援 ①　
　個人研究の支援として、研修日等が設けられ
ている。

4 研修日等を設けている 加計学園就業規程

②　個人研究に関する金銭的支援 ②　
　個人研究の支援として、個人研究費が適切に
配分されている。

4 研究費を設けている
玉野総合医療専門学校個人
研究費規程

①-1
　たまの港フェスティバルへの参加目的が設定
されており、学生に公開されている。

4
たまの港フェスティバルに参加し
本校科目の基礎分野を教示を受け
ている

各学科シラバス

①-2
　玉野まつりへの参加目的が設定されており、
学生に公開されている。

4
玉野まつりに参加し本校科目の基
礎分野を教示を受けている

各学科シラバス

②-1
　たまの港フェスティバルに参加し、地域貢献
がなされている。

4
ボランティアブースがあり来場者
に医療を提供している

たまの港フェスティバル事
業委員会資料

②-2
　玉野まつりに参加し、地域貢献がなされてい
る。

4
玉野まつりに参加し、まつりを盛
り上げている

玉野まつりおどり大会

（1）地域イベ
ントへの参画

2.生活支援

（1）サークル
活動支援

（2）ボラン
ティア活動支
援

（3）通学支援

（4）奨学支援

Ⅳ.研究の推進

Ⅲ.国際化

Ⅱ.学生支援

1.研究の推進

2.海外研修の推
進

1.交流事業の推
進

（1）国際交流
行事

（1）海外研修
行事

（1）個人研究
の推進

ビジョン4

研究マインドの
保持と最新状況
の理解を基にし
た教育能力を発
展させる。

ビジョン2

学生ひとりひと
りの成長を支
え、成果を具体
化する。

ビジョン3

世界・日本の現
状に応じた、国
際性豊かな医療
教育体制を整備
する。

①　地域イベントへの参加目的の設定

②　玉野市地域イベントへの積極的な
参加

ビジョン5

地域社会と共に
行動し、互いの
発展に寄与す
る。

1.地域貢献・社
会連携活動

Ⅴ.社会連携・
地域貢献
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学校全体

中期目標 中期計画 評価指標
ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等

②-3
　その他、玉野市地域で行われるイベントに参
加している。

キッズビジネスタウンに参加して
いる。

キッズビジネスタウン派遣
依頼

①　学校主催の地域貢献活動の目的の
設定

①　
　学校主催の地域貢献活動において、開催目的
が設定されている。

4
学生が主となって毎年学祭を実施
し地域の方を招待している

玉野総合医療専門学校勇優
祭

②　学校主催の地域貢献活動の実施 ②　 　学校主催の公開講座が開催されている。 4 年に複数回行っている
玉野総合医療専門学校公開
講座

③　学校主催の地域貢献活動の案内 ③　
　学校主催の公開講座の開催案内が地域に公開
されている。

4
開催案内（ハガキ）を送付してい
る

開催案内（ハガキ）

①　学則への各種会議の記載 ①　
　学則において、各種会議が設定されており、
各会議規程が整理されている。

4
学則において、各種会議が設定さ
れており、各会議規程が整理され
ている。

各会議規程

②　各種会議の趣旨の確立 ②　
　各種会議で諮る内容が各会議規程に明文化さ
れている。

4 会議規程に明文化されている。 各会議規程

③　各種会議による適切な運営 ③　 　各種会議が適切に運営されている。 4 年に数回実施されている 各会議規程

④　各種会議の議事録の整理 ④　 　各種会議の議事録が作成されている。 3
すべて議事録が作成されていな
い。

各会議議事録

①　自己点検に関する規定の整理 ①　 自己点検に関する規定が定められている。 4 規定が定められている。
玉野総合医療専門学校自己
評価委員会

②　自己点検委員会の組織化 ②　
自己点検委員会が組織され、適切に運営されて
いる。

4 適切に運営されている。
玉野総合医療専門学校自己
評価委員会

③　自己点検項目の適切な設定 ③　
自己点検項目が適切に設定され、定期的に項目
の見直しがなされている。

4
自己点検項目が適切に設定され、
定期的に項目の見直しがなされて
いる。

玉野総合医療専門学校自己
評価委員会

①　第三者評価に関する規定の制定 ①　 　第三者価に関する規定が定められている。 1 規定が定められていない。 規定なし

②　第三者評価委員会の組織化 ②　 　第三者評価委員会の組織化がなされている。 1 組織化がなされていない。 規定なし

③　第三者評価者の適切な選出 ③　 　第三者評価者の適切な選出がなされている。 1 適切な選出がなされていない。 規定なし

④　第三者評価委員会の適切な運営 ④　 　第三者評価委員会が適切に運営されている。 1 適切に運営されていない 規定なし

追記：

Ⅰ.教育の充実

（2）学校主催
の地域貢献活
動の実施

・入試資格については学校教育法に基づき実施しており、志願者に対して学園の理念・本校の教育方針を募集要項に明示しているのと同時に、求める人物像についても明記している。また入試問題については出題者と十分検討しミスの
ないように実施している。

ビジョン6

全体の統一方針
を確立し、学科
間の相互理解を
進展させ、教
員・学生が納得
できる学校運営
を目指す。

（1）各種会議
による運営

（2）自己点検
評価制度の確
立

（3）第三者評
価の導入

Ⅵ.学校経営質
保証

1.学校運営組
織、自己点検評
価、第三者評価

・本校では、経営母体である学校法人加計学園が掲げる建学の理念の下、明確な教育理念・目標ならびに校是を掲げ、教育活動を行っている。医療・福祉の専門職種の国家試験の受験資格を得ることができる厚生労働省の認可を受けた
学科を有する養成校として、社会のニーズに合った人材育成のため、保護者ならびに地域社会と連携し、展開していることから特段の問題はない。また、教育に必要な施設・設備は十分に整っている。さらに、体育館やグラウンドを備
えるなど教育環境に問題ない。海外研修では、アメリカの大学と提携しオリジナルプログラムで研修を行える環境を整えている。玉野市内で行われる各種イベントに積極的に出展している。また、玉野市主催の公開講座、地域コミュニ
ティーでの講演など地域との連携を行っている。学生ボランティア公募については、募集情報を掲示している。一部の学科ではボランティア活動を単位の一部として認定するなど積極的に推進している。なお、教育理念・目標等、これ
らを踏まえた評価項目を列挙している

・前期、後期の各1回、学生による授業評価アンケートを実施している。受益者である学生の意見を把握し、授業をより魅力あるものにすることを目指している。アンケート結果は、個々の教員にフィードバックされ、授業改善の参考
となっている。

・本校教学システムは各入試区分ごとの入学者に対し教務関係（成績管理、学納金管理、募集及び入試管理、学生住所管理）については、情報システム化の導入によって効率的かつ効果的処理を行っている。
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学校全体

平成30年国家試験実績報告

Ⅱ.学生支援

Ⅲ.国際化

Ⅳ.研究の推進

Ⅴ.社会連携・地域貢献

Ⅵ.学校経営質保証

・平成20年度より、岡山県中心部より通学する学生の利便性を向上するために岡山駅、学校間のスクールバスの運行を開始した。さらに平成22年度には、学生からの要望を受け、倉敷、四国方面から通学する学生用として倉敷駅発茶屋
町駅経由、学校間の運行を開始した。毎日、各方面共に40名程度の利用がある。

・各サークルに顧問がついており、毎年サークルには活動費として補助金が支給されている。その補助金は毎年6月末にある「学友会総会」で決定している。また、予選を勝ち抜いたサークルには別途支援金が支給される

・学園として災害ボランティアセンターを立ち上げ本校もメンバーである。災害等が起こった際、広く支援に携わる体制が整っている。なお、学生ボランティアの募集情報は内容を精査し学生掲示板に掲示,あるいは直接説明を行う場
合もある。また，一部の学科ではボランティア活動を学習成果の一部として認定するなど積極的に推進している。

・学則の下，定められた教職員，役職者を配し，教育活動，学生支援活動等を行っている。意志決定のプロセスは，校長の指揮の下，職員会議，学校運営会議他各種委員会において，課題や新たな取り組みについて協議を行う制度を設
けている。

・学校法人加計学園では、新たな内部質保証のあり方を学園全体で共有し、平成30年度より大学以外の設置校も含め自ら掲げる理念・目的である『ビジョン』を掲げ、達成のための中期目標、中期計画である『アクションプラン』を示
し、それを検証するために『KPI指標』を用いて内部質保証システムを機能させることとなった。これを受け、本校においても、ビジョン、アクションプラン及びKPI指標を策定し、内部質保証システムを行う体制は整えている。

・各自治体奨学金申請については掲示を行い募集を促している。また日本学生支援機構については新入生オリエンテーション（予約採用）や授業開始と同時に空き時間を利用して募集を行っている。

・本校の母体である学校法人加計学園が国際交流協定を締結しているブラジル・パラナ州にあるパラナ・カトリカ大学ならびにパラナ連邦大学とアメリカ合衆国オハイオ州のフィンドリー大学から、毎年約30名前後の学生が日本の文化
について学ぶために来日する。本校へは数時間のスケジュールで訪れる。
同世代の外国からの研修生を迎え入れるにあたり、本校学生が主体的に半日のプログラムを作成し、おもてなしの準備を行う。
特に日本語が話せない相手に対し、どのように接すべきかを真剣に考え、ウェルカムボードでの出迎え、英語による挨拶、英語による学科や学びの説明、言葉が通じないもの同士が楽しめるイベントを企画し実践することで、言葉の壁
と言葉以外でのコミュニケーションについて体感する

・各学科を対象に夏期に実施されている。参加は自由で研修期間は、約2週間で、研修先は国際交流協定を締結しているアメリカの教育機関でプログラムが組まれる。

・研究活動に対する経済的支援としては、玉野総合医療専門学校個人研究費規程にしたがって、一年間の教員一人あたり研究費を支給し、自己研鑽等を促している。職員に関しては学園研修室が行う研修への参加に加え、業務に関わる
外部研修への参加を奨励している。

・玉野市最大のイベントである「たまの港フェスティバル」ではブースの出展，「玉野まつり」では踊り連として教職員学生が一丸となり毎年参加するなど各種イベントに積極的に参画している。

・玉野市生涯学習センターでの当校の講座，地域玉野市生涯学習センターでの当校の講座，地域コミュニティーでの健康に関する講演の講師を派遣するなど地域との連携を行っている。また，学校主催の公開講座の実施や介護福祉士の
職業教育訓練生の受け入れも積極的に行っており社会貢献・地域貢献については適正に行っている。

学科名 回数 国家資格 受験者 合格者 合格率 全国平均

第108回（平成30年度） 看護師 30 30 100.0% 94.7%

第105回（平成30年度） 保健師 30 21 70.0% 88.1%

介護福祉学科 第31回（平成30年度） 介護福祉学科 8 8 100.0%

理学療法学科 第54回（平成30年度） 理学療法学科 28 28 100.0% 92.8%

作業療法学科 第54回（平成30年度） 作業療法学科 18 15 83.3% 80.0%

保健看護学科
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保健看護学科

中期目標 中期計画 評価指標

①　法令に基づいたカリキュラムの
配置

①
医療専門課程保健看護学科において、統合カリ
キュラムによる4年課程に基づいたカリキュラ
ム配置となっている。

4

「看護師等養成所の運営に関する
指導ガイドライン」の統合カリ
キュラムに｢就業年限は4年以上｣
と示してある

「看護師等養成所の運営に
関する指導ガイドライン」

②　法令に基づいたカリキュラムの
単位数・時間数の確保

②
医療専門課程保健看護学科において、統合カリ
キュラムによる4年課程に基づいた単位数・時
間数が確保されている。

4

「看護師等養成所の運営に関する
指導ガイドライン」によると統合
カリキュラムは4年以上の修業年
限と記入されており、また、教育
内容について示してある科目を網
羅している

「看護師等養成所の運営に
関する指導ガイドライン」

③　教育の趣旨・目的・教育目標の
明確化

③
本校の教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
明文化している。「教育方針・目
的、校是」

学生便覧

④　AP、CP、DPの制定 ④ 各学科のAP、CP、DPが設定されている。 3

AP(ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ)、 CP(ｶﾘｷｭﾗﾑ
ﾎﾟﾘｼｰ)は掲載しているものの、
DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ)については明文
化されていない。 募集要項(求め
る人物像)、シラバス(DPを達成す
るために必要な教育課程の編成)

募集要項(求める人物像)、
シラバス(DPを達成するた
めに必要な教育課程の編
成)

⑤　一貫性のある教育体系の確立 ⑤
基礎分野、専門分野、実習科目と一貫性のある
教育体系が確認できる資料が作成されている。

4 ｶﾘｷｭﾗﾑ進度表が明文化されている 実習要項、学生便覧

⑥　新カリキュラムの相互評価" ⑥
法令によりカリキュラムが変更となった場合、
旧カリキュラム、新カリキュラムが整備されて
いる。

4

（保健師助産師看護師学校養成所
指定規則の一部を改正_平成23
年）旧カリキュラムから新カリ
キュラムが整備されている。

保健師助産師看護師学校養
成所指定規則

①　法令に基づいた専門科目の配置 ①　
学科の専門分野において、法令に基づいた配置
となっている。

4
法令に基づいた配置となってい
る。

 「保健師助産師看護師学
校養成所指定規則」、「看
護師等養成所の運営に関す
る指導ガイドライン」

②　法令に基づいた専門科目の単位
数・時間数の確保

②　
学科の専門分野において、法令に基づいた単位
数・時間数が確保されている。

4
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

 「保健師助産師看護師学
校養成所指定規則」、「看
護師等養成所の運営に関す
る指導ガイドライン」

③　専門教育の趣旨・目的・教育目
標の明確化

③　
専門教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている

保健看護学科シラバス

④　一貫性のある専門教育体系の確
立

④　
一貫性のある専門教育体系が確認できる資料が
作成されている。

4
国家資格に係る分野の基礎から専
門基礎、専門へ体系的なカリキュ
ラムを構築し教育を行っている

学校案内

⑤　専門教育の目標の可視化 ⑤　
各学科の専門科目における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4 可視化されている 保健看護学科シラバス

⑥　専門科目の整備充実 ⑥　
法令や社会背景に沿った専門科目が整備されて
いる。

4
社会背景に沿った専門分野が整備
されている。在宅看護論、公衆衛
生看護技術論他

保健看護学科シラバス

①　法令に基づいた一般科目の配置 ①　
学科の基礎分野において、法令に基づいた配置
となっている。

4 法令に基づいた配置となっている

「保健師助産師看護師学校
養成所指定規則」、「看護
師等養成所の運営に関する
指導ガイドライン」

（2）専門教
育の内容精
査・充実

（1）カリ
キュラムの精
査・改定

根拠資料
評価指標が目標とする数値あるいは達成状況

ビジョン 事業の柱
アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）

評価 評価となる実施状況、根拠等

ビジョン1

医療関連会社で
活躍でき得る人
材（学生）を育
成する。

Ⅰ.教育の充
実

1.法令に基づい
た体系整備
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保健看護学科

中期目標 中期計画 評価指標
根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 評価となる実施状況、根拠等

②　法令に基づいた一般科目の単位
数・時間数の確保

②　
学科の基礎分野において、法令に基づいた単位
数・時間数が確保されている。

4
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

「保健師助産師看護師学校
養成所指定規則」、「看護
師等養成所の運営に関する
指導ガイドライン」

③　一般教育の趣旨・目的・教育目
標の明確化

③　
基礎分野の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4 趣旨・目的・教育目標の明確化され保健看護学科シラバス

④　専門科目につながる一般教育体
系の確立

④　
一貫性のある基礎分野体系が確認できる資料が
作成されている。

4
国家資格に係る分野の基礎から専
門基礎、専門へ体系的なカリキュ
ラムを構築し教育を行っている

学校案内

⑤　一般教育の目標の可視化 ⑤　
各学科の基礎分野における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4 基礎分野における目標が制定され、保健看護学科シラバス

⑥　一般科目の整備充実 ⑥　
法令や社会背景に沿った基礎分野が整備されて
いる。

4
法令や社会背景に沿った科目はあ
る。論理的思考、健康スポーツ科
学、人体機能学入門他

保健看護学科シラバス

①　法令に基づいた実習科目の配置 ①　
学科の実習科目において、法令に基づいた配置
となっている。

4
実習科目において、法令に基づい
た配置となっている。

看護師等養成所の運営に関
する指導ガイドライン」、
保健看護学科実習要項

②　法令に基づいた実習科目の単位
数・時間数の確保

②　
学科の実習科目において、法令に基づいた単位
数・時間数が確保されている。

4
実習科目において、法令に基づい
た単位数・時間数が確保されてい
る。

保健看護学科実習要項

③　実習の趣旨・目的・教育目標の
明確化

③　
実習教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
実習教育の趣旨・目的・教育目標
の明確化され、明文化されてい
る。

保健看護学科実習要項

④　一貫性のある実習体系の確立 ④　
一貫性のある実習教育体系が確認できる資料が
作成されている。

4
一貫性のある実習教育体系が確認
できる資料が作成されている。

保健看護学科実習要項

⑤　実習の目標の可視化 ⑤　
学科の実習科目における目標が制定され、学生
に可視化されている。

4
実習科目における目標が制定さ
れ、学生に可視化されている。

保健看護学科実習要項

⑥　実習科目の整備充実 ⑥　
法令や社会背景に沿った実習科目が整備されて
いる。

4
法令や社会背景に沿った実習科目
が整備されている

保健看護学科実習要項

①　学生相談の体系化 ①　 学生相談に関する体制は整備されている。 4
学生指導主任並びに健康管理主任
が新入生オリエンテーション時に
説明を行っている

新入生オリエンテーション
資料（学生指導主任・健康
管理室主任）

②　チューター制度の導入 ②　
チューター制度が導入されており、学生窓口と
して機能している。

4
コーディネーター、教務主任、学
生指導主任が学生窓口として機能
している。

玉野総合医療専門学校事業
報告

③　カウンセリング等の学生相談窓
口の確保

③　
カウンセラーが定期的に学生相談窓口として機
能している。

4

コーディネーターｰ→健康管理担
当教員→健康管理室主任→外部ｶｳ
ﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰと流れが出来ており、
定期的ではないが常にｵｰﾌﾟﾝであ
る

カウンセリング日程表並び
に案内

①　学生及び保護者との教育活動の
共有

①　
学生及び保護者と学科教員間で出欠席状況や成
績、実習時の状況が共有されている。

4

学年担任が個人面談及び個人指導
を行っている 指導が反映されな
いようならば、保護者・学生と学
科長・教務主任・学生指導主任・
コーディネーター何れかにて三者
面談を行っている。

保護者懇談会開催案内

3.教育の質保証

（1）教育進
路懇談会

（4）個人面
談

（4）実習内
容の精査・充
実

（3）一般科
目の精査・充
実
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保健看護学科

中期目標 中期計画 評価指標
根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 評価となる実施状況、根拠等

②　教育進路懇談会の開催 ②　
教育進路懇談会が毎年1回以上開催されてい
る。

4
各学年で年1回は保護者懇談会を
実施している

年間行事予定表　保護者懇
談会開催案内

③　就職又は進学等の保護者との情
報共有

③　
学生が希望する就職先又は進学先等について保
護者と情報が共有されている。

4
就職支援を含むキャリア支援を１
年次から行うとともに，チュー
ターからの支援を実施している。

学校案内

①　学生の学力レベルに応じた指導
体制の確立

①　
学生の学力レベルが把握されており、それに応
じた指導体制が確立されている。

4
リメディアル教育を充実させてい
る

確認試験

②　学生が質問・相談しやすい体制
の確立

②　
学生が質問や相談しやすい体制が各学科で確立
されている。

4
休憩時間や放課後を利用して個別
相談や個別面談を充実させている

玉野総合医療専門学校事業
報告

①　必要性に応じた補習授業の実施 ①　
補習が必要な学生が把握されており、それに応
じた補習授業が実施されている。

4

各担任が把握しており理解菜が不
十分な学生には積極的に教員がア
プローチして学習指導を行ってい
る

玉野総合医療専門学校事業
報告

②　補習授業の効果の検証 ②　
補習授業が実施され、その効果について、学力
試験等から把握されている。

2
個別相談、個別指導は行うが、"
補習授業"は実施していない

玉野総合医療専門学校履修
規定

①　適切な国家試験対策の確立 ①
保健看護学科において、看護師国家試験及び保
健師国家試験を4年生の全員が受験している。

4 全員が受験している 年度別受験生名簿

②-1
看護師国家試験において、全国平均以上の合格
率となっている。

4 全国平均以上の合格率なっている （HP厚労省合格者一覧）

②-2
保健師国家試験において、全国平均以上の合格
率となっている。

2
全国平均を下回った合格率なって
いる

（HP厚労省合格者一覧）

①　紀要の発行 ①　 紀要が発行されている。 4 毎年発行されている 13号発刊

②　紀要への適切な掲載依頼 ②　 紀要への掲載依頼が教職員になされている。 4 掲載依頼がなされている
玉野総合医療専門学校紀要
投稿規程

③　紀要掲載の論文のチェック体制
の確立

③　 論文のチェック体制が確立されている。 4 確率されている
平成30年度紀要委員会・査
読規程

④　個人場情報保護の徹底 ④　
倫理委員会において、個人情報保護について適
切に審査されている。

4
倫理委員会が設けられており
チェック機能がなされている。

平成30年度倫理委員会議事
録

Ⅱ.学生支援 1.教学支援

Ⅳ.研究の推
進

1.研究の推進
（2）紀要の
発行

（4）国家試
験対策

（3）補習授
業

（2）個別指
導

ビジョン2

学生ひとりひと
りの成長を支
え、成果を具体
化する。

ビジョン4

研究マインドの
保持と最新状況
の理解を基にし
た教育能力を発
展させる。

②　国家試験対策の評価
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介護福祉学科

中期目標 中期計画 評価指標

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
において、養成施設2年課程に基づい
たカリキュラム配置となっている。

①
　教育・社会福祉専門課程介護福祉学科におい
て、養成施設2年課程に基づいたカリキュラム配
置となっている。

4

社会福祉士介護福祉士学校指定規
則により本校は、文部科学大臣及
び厚生労働大臣の指定した学校で
あり修業年限は2年以上と示してい
るので適切である。

社会福祉士介護福祉士学校
指定規則」

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
において、養成施設2年課程に基づい
た単位数・時間数が確保されている。

②
　教育・社会福祉専門課程介護福祉学科におい
て、養成施設2年課程に基づいた単位数・時間数
が確保されている。

4

「社会福祉士介護福祉士学校指定
規則」により第一号学校であるた
め2年課程に基づいた単位数・時間
数となっている。

「社会福祉士介護福祉士学
校指定規則」

③　教育の趣旨・目的・教育目標の明確③
　本校の教育の趣旨・目的・教育目標の明確化
され、明文化されている。

4
趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

学生便覧

④　AP、CP、DPの制定 ④ 　学科のAP、CP、DPが設定されている。 3

AP(ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ)、 CP(ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟ
ﾘｼｰ)は掲載しているものの、
DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ)については明文
化されていない。

募集要項(求める人物像)、
シラバス(DPを達成するため
に必要な教育課程の編成)

⑤　一貫性のある教育体系の確立 ⑤
　各領域（実習科目を含む）と一貫性のある教
育体系が確認できる資料が作成されている。

3
カリキュラムはあるものの、具体
的な体系がなされていない。カリ
キュラムツリーが作られていない

実習要項、学生便覧

⑥　新カリキュラムの相互評価" ⑥
　法令によりカリキュラムが変更となった場
合、旧カリキュラム、新カリキュラムが整備さ
れている。

3

（社会福祉士介護福祉士養成施設
指定規則の一部を改正）旧カリ
キュラムから新カリキュラム科目
の読替は現在進行形である。

社会福祉士介護福祉士養成
施設指定規則

①　法令に基づいた専門科目の配置 ①　
　領域の「人間と社会」、「介護」、「こころ
とからだのしくみ」、「医療的ケア」におい
て、法令に基づいた配置となっている。。

4

領域の「人間と社会」、「介
護」、「こころとからだのしく
み」、「医療的ケア」において、
法令に基づいた配置となってい
る。

社会福祉士介護福祉士養成
施設指定規則

②　法令に基づいた専門科目の単位
数・時間数の確保

②　

　領域の「人間と社会」、「介護」、「こころ
とからだのしくみ」、「医療的ケア」におい
て、法令に基づいた単位数・時間数が確保され
ている。

4

領域の「人間と社会」、「介
護」、「こころとからだのしく
み」、「医療的ケア」において、
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

社会福祉士介護福祉士学校
指定規則

③　専門教育の趣旨・目的・教育目標
の明確化

③　

　領域の「人間と社会」、「介護」、「こころ
とからだのしくみ」、「医療的ケア」の趣旨・
目的・教育目標の明確化され、明文化されてい
る。

4

 領域の「人間と社会」、「介
護」、「こころとからだのしく
み」、「医療的ケア」の趣旨・目
的・教育目標の明確化され、明文
化されている。

介護福祉学科シラバス

④　一貫性のある専門教育体系の確立 ④　

　一貫性のある領域の「人間と社会」、「介
護」、「こころとからだのしくみ」、「医療的
ケア」の体系が確認できる資料が作成されてい
る。

4

一貫性のある領域の「人間と社
会」、「介護」、「こころとから
だのしくみ」、「医療的ケア」の
体系が確認できる資料が作成され
ている。

学生便覧

⑤　専門教育の目標の可視化 ⑤　
　科目分野における目標が制定され、学生に可
視化されている。

4
科目分野における目標が制定さ
れ、学生に可視化されている

介護福祉学科シラバス

⑥　専門科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った科目分野が整備され
ている。

4
科目分野が整備されている。介護
の基本、生活支援技術他

社会福祉士介護福祉士養成
施設指定規則、学校案内

根拠資料評価 評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱
アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況

ビジョン1

医療関連会社で
活躍でき得る人
材（学生）を育
成する。

Ⅰ.教育の充実

1.法令に基づい
た体系整備

（1）カリキュ
ラムの精査・
改定

（2）専門教育
の内容精査・
充実
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介護福祉学科

中期目標 中期計画 評価指標
根拠資料評価 評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況

①　法令に基づいた実習科目の配置 ①　
　学科の実習科目において、法令に基づいた配
置となっている。

4 法令に基づいた配置となっている
「社会福祉士介護福祉士学
校指定規則」、介護福祉学
科介護実習の手引き

②　法令に基づいた実習科目の単位数 ②　
　学科の実習科目において、法令に基づいた単
位数・時間数が確保されている。

4
実習科目において、法令に基づい
た単位数・時間数が確保されてい
る。

「社会福祉士介護福祉士学
校指定規則」、介護福祉学
科介護実習の手引き

③　実習の趣旨・目的・教育目標の明確③　
　実習教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
実習教育の趣旨・目的・教育目標
が明文化されている

介護福祉学科介護実習の手
引き

④　一貫性のある実習体系の確立 ④　
　一貫性のある実習教育体系が確認できる資料
が作成されている。

4
一貫性のある実習教育体系が確認
できる資料が作成されている

介護福祉学科介護実習の手
引き

⑤　実習の目標の可視化 ⑤　
　学科の実習科目における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4
学科の実習科目における目標が制
定され、学生に可視化されている

介護福祉学科介護実習の手
引き

⑥　実習科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った実習科目が整備され
ている。

4
社会背景に沿った実習科目が整備
されている

介護福祉学科介護実習の手
引き

①　学生相談の体系化 ①　 　学生相談に関する体制は整備されている。 4
学生指導主任並びに健康管理主任
が新入生オリエンテーション時に
説明を行っている

新入生オリエンテーション
資料（学生指導主任・健康
管理室主任）

②　チューター制度の導入 ②　
　チューター制度が導入されており、学生窓口
として機能している。

4
学科長・担任が学生窓口として機
能している。

玉野総合医療専門学校事業
報告

③　カウンセリング等の学生相談窓口の③　
　カウンセラーが定期的に学生相談窓口として
機能している。

4

ﾁｭｰﾀｰ→健康管理担当教員→健康管
理室主任→外部ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰと流
れが出来ており、定期的ではない
が常にｵｰﾌﾟﾝである。

カウンセリング日程表並び
に案内

①　学生及び保護者との教育活動の共有①　
　学生及び保護者と学科教員間で出欠席状況や
成績、実習時の状況が共有されている。

4

学年担任が個人面談及び個人指導
を行っている 指導が反映されない
ようならば、保護者・学生・教員
にて三者面談を行っている

保護者懇談会開催案内

②　教育進路懇談会の開催 ②　
　教育進路懇談会が毎年1回以上開催されてい
る。

4 毎年1回以上実施している
年間行事予定表　保護者懇
談会開催案内

③　就職又は進学等の保護者との情報共③　
　学生が希望する就職先又は進学先等について
保護者と情報が共有されている。

3
2年次には三者面談を行い，学生，
保護者が共に選択・決定できる環
境づくりをしている

学校案内

①　学生の学力レベルに応じた指導体制①　
　学生の学力レベルが把握されており、それに
応じた指導体制が確立されている。

4
リメディアル教育を充実させてい
る

新入生オリエンテーション
後確認テスト

②　学生が質問・相談しやすい体制の確②　
　学生が質問や相談しやすい体制が学科で確立
されている。

4
休憩時間や放課後を利用して個別
相談や個別面談を充実させている

玉野総合医療専門学校事業
報告

①　必要性に応じた補習授業の実施 ①　
　補習が必要な学生が把握されており、それに
応じた補習授業が実施されている。

4

各担任が把握しており理解菜が不
十分な学生には積極的に教員がア
プローチして学習指導を行ってい
る

玉野総合医療専門学校事業
報告

②　補習授業の効果の検証 ②　
　補習授業が実施され、その効果について、学
力試験等から把握されている。

2
個別相談、個別指導は行うが、"補
習授業"は実施していない

玉野総合医療専門学校履修
規定

（4）実習内容
の精査・充実

（4）個人面談

（3）補習授業

（2）個別指導

（1）教育進路
懇談会

ビジョン2

学生ひとりひと
りの成長を支
え、成果を具体
化する。

1.教学支援Ⅱ.学生支援

3.教育の質保証
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介護福祉学科

中期目標 中期計画 評価指標
根拠資料評価 評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況

①　適切な国家試験対策の確立 ①
　介護福祉学科において、介護福祉士国家試験
を2年生の全員が受験している。

4 全員が受験している 各年度受験者名簿

②　国家試験対策の評価 ②
　介護福祉士国家試験において、全国平均以上
の合格率となっている。

4 全国平均以上の合格率なっている 厚労省合格者一覧

①　紀要の発行 ①　 　紀要が発行されている。 4 発行されている 30年度は13号発刊

②　紀要への適切な掲載依頼 ②　 　紀要への掲載依頼が教職員になされている。 4
掲載依頼がなされている（年4回程
度実施職員会議で報告している）

玉野総合医療専門学校紀要
投稿規程

③　紀要掲載の論文のチェック体制の確③　 　論文のチェック体制が確立されている。 4 確率されている(紀要委員会で検討し
平成30年度紀要委員会資
料・査読規程

④　個人場情報保護の徹底 ④　
　倫理委員会において、個人情報保護について
適切に審査されている。

4
倫理委員会が設けられており
チェック機能がなされている。

平成30年度倫理委員会議事
録

ビジョン4

研究マインドの
保持と最新状況
の理解を基にし
た教育能力を発
展させる。

（2）紀要の発
行

1.研究の推進Ⅳ.研究の推進

（4）国家試験
対策
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理学療法学科

中期目標 中期計画 評価指標

①　法令に基づいたカリキュラムの
配置

①
　医療専門課程理学療法学科及び作業療法学科
において、養成施設4年課程に基づいたカリ
キュラム配置となっている。

4

理学療法士作業療法士学校養成施
設指定規則での、修業年限が3年
以上等の要件を満たしたもので、
カリキュラムについて示してある

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいたカリキュラムの
単位数・時間数の確保

②
　医療専門課程理学療法学科及び作業療法学科
において、養成施設4年課程に基づいた単位
数・時間数が確保されている。

4

理学療法士作業療法士学校養成施
設指定規則での、教育の内容に準
じて、カリキュラムについて示し
てある。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　教育の趣旨・目的・教育目標の
明確化

③
　本校の教育の趣旨・目的・教育目標の明確化
され、明文化されている。

4
明文化している。「教育方針・目
的、校是」

学生便覧

④　AP、CP、DPの制定 ④ 　各学科のAP、CP、DPが設定されている。 3

AP(ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ)、 CP(ｶﾘｷｭﾗﾑ
ﾎﾟﾘｼｰ)は掲載しているものの、
DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ)については明文
化されていない。

募集要項(求める人物像)、
シラバス(DPを達成するた
めに必要な教育課程の編
成)

⑤　一貫性のある教育体系の確立 ⑤
　基礎分野、専門分野、実習科目と一貫性のあ
る教育体系が確認できる資料が作成されてい
る。

2

カリキュラムは整っているのの、
具体的に体系がなされていない。
カリキュラムツリーが示されてい
ない

学生便覧

⑥　新カリキュラムの相互評価" ⑥
　法令によりカリキュラムが変更となった場
合、旧カリキュラム、新カリキュラムが整備さ
れている。

2
2020年4月新カリキュラム改訂に
より科目の読替は現在策定中であ
る。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則の一部を
改正する省令

①　法令に基づいた専門科目の配置 ①　
　各学科の専門分野において、法令に基づいた
配置となっている。

4 法令に基づいて配置されている。
理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいた専門科目の単位
数・時間数の確保

②　
　各学科の専門分野において、法令に基づいた
単位数・時間数が確保されている。

4
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　専門教育の趣旨・目的・教育目
標の明確化

③　
　専門教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている

理学療法学科シラバス

④　一貫性のある専門教育体系の確
立

④　
　一貫性のある専門分野体系が確認できる資料
が作成されている。

4
国家資格に係る分野の基礎から専
門基礎、専門へ体系的なカリキュ
ラムを構築し教育を行っている

学校案内

⑤　専門教育の目標の可視化 ⑤　
　学科の専門分野における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4 学生に可視化されている。 理学療法学科シラバス

⑥　専門科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った専門科目が整備され
ている。

4
社会背景に沿った専門分野が整備
されている。地域理学療法学他

理学療法学科シラバス、臨
床実習の手引き

①　法令に基づいた一般科目の配置 ①　
　学科の基礎分野において、法令に基づいた配
置となっている。

4
法令に基づいた配置となってい
る。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいた一般科目の単位
数・時間数の確保

②　
　学科の基礎分野において、法令に基づいた単
位数・時間数が確保されている。

4
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　一般教育の趣旨・目的・教育目
標の明確化

③　
　基礎分野の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4

1年生で修得する趣旨・目的・教
育目標の明確化され、明文化され
ている（リハビリテーション概
論、理学療法）

理学療法学科シラバス

④　専門科目につながる一般教育体
系の確立

④　
　一貫性のある基礎分野体系が確認できる資料
が作成されている。

4
国家資格に係る分野の基礎から専
門基礎、専門へ体系的なカリキュ
ラムを構築し教育を行っている

学校案内

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

ビジョン1

医療関連会社で
活躍でき得る人
材（学生）を育
成する。

Ⅰ.教育の充
実

1.法令に基づい
た体系整備

（1）カリ
キュラムの精
査・改定

（2）専門教
育の内容精
査・充実

（3）一般科
目の精査・充
実
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理学療法学科

中期目標 中期計画 評価指標

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

⑤　一般教育の目標の可視化 ⑤　
　学科の基礎分野における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4
学科の基礎分野における目標が制
定され、学生に可視化されてい
る。

理学療法学科シラバス

⑥　一般科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った基礎分野が整備され
ている。

3
法令や社会背景に沿った科目はあ
るものの具体的ではない。

理学療法学科シラバス

①　法令に基づいた実習科目の配置 ①　
　学科の実習科目において、法令に基づいた配
置となっている。

4
学科の実習科目に基づいた配置と
なっている。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいた実習科目の単位
数・時間数の確保

②　
　学科の実習科目において、法令に基づいた単
位数・時間数が確保されている。

4
実習科目において、法令に基づい
た単位数・時間数が確保されてい
る

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　実習の趣旨・目的・教育目標の
明確化

③　
　実習教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
実習教育の趣旨・目的・教育目標
が明文化されている。

理学：臨床実習の手引き

④　一貫性のある実習体系の確立 ④　
　一貫性のある実習教育体系が確認できる資料
が作成されている。

4 一貫性のある実習教育体系が確認で理学：臨床実習の手引き

⑤　実習の目標の可視化 ⑤　
　各学科の実習科目における目標が制定され、
学生に可視化されている。

4
学科の実習科目における目標が制
定され、実習前に学生に可視化し
ている。

理学：臨床実習の手引き

⑥　実習科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った実習科目が整備され
ている。

4
社会背景に沿った実習科目がある
ものの具体的ではない。

理学：臨床実習の手引き

①　学生相談の体系化 ①　 　学生相談に関する体制は整備されている。 4 整備されている
玉野総合医療専門学校事業
報告

②　チューター制度の導入 ②　
　チューター制度が導入されており、学生窓口
として機能している。

4

学生相談に関しては，学年担任制
を設けており，定期的に個人面談
を実施するとともに学生からの相
談には適時，対応している。

玉野総合医療専門学校事業
報告

③　カウンセリング等の学生相談窓
口の確保

③　
　カウンセラーが定期的に学生相談窓口として
機能している。

4

担任ｰ→健康管理担当教員→健康
管理室主任→外部ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰと
流れが出来ており、定期的ではな
いが常にｵｰﾌﾟﾝである。

カウンセリング日程表並び
に案内

①　学生及び保護者との教育活動の
共有

①　
　学生及び保護者と学科教員間で出欠席状況や
成績、実習時の状況が共有されている。

4

学生が抱える諸問題について、保
護者と情報交換し連携すること
で、学生生活を支援することとし
ている

保護者懇談会開催案内

②　教育進路懇談会の開催 ②　
　教育進路懇談会が毎年1回以上開催されてい
る。

4

保護者の理解を得るとともに保護
者の意見を収集し、今後の学生指
導の参考とすることを目的として
年１回以上本校にて教育進路懇談
会を開催している。

年間行事予定表　保護者懇
談会開催案内

③　就職又は進学等の保護者との情
報共有

③　
　学生が希望する就職先又は進学先等について
保護者と情報が共有されている。

3
学生及び保護者と学科教員間の連
携は充実しているが，更なる支援
体制の強化が必要である。

学校案内

①　学生の学力レベルに応じた指導
体制の確立

①　
　学生の学力レベルが把握されており、それに
応じた指導体制が確立されている。

4
リメディアル教育を充実させてい
る

リメディアル教育/確認試
験

②　学生が質問・相談しやすい体制
の確立

②　
　学生が質問や相談しやすい体制が各学科で確
立されている。

4
休憩時間や放課後を利用して個別
相談や個別面談を充実させている

玉野総合医療専門学校事業
報告

Ⅱ.学生支援

ビジョン2

学生ひとりひと
りの成長を支
え、成果を具体
化する。

（4）実習内
容の精査・充
実

（4）個人面
談

3.教育の質保証

（2）個別指
導

（1）教育進
路懇談会

1.教学支援
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理学療法学科

中期目標 中期計画 評価指標

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価 根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

①　必要性に応じた補習授業の実施 ①　
　補習が必要な学生が把握されており、それに
応じた補習授業が実施されている。

4

各担任が把握しており理解菜が不
十分な学生には積極的に教員がア
プローチして学習指導を行ってい
る

玉野総合医療専門学校事業
報告

②　補習授業の効果の検証 ②　
　補習授業が実施され、その効果について、学
力試験等から把握されている。

2
個別相談、個別指導は行うが、"
補習授業"は実施していない

玉野総合医療専門学校履修
規定

①　適切な国家試験対策の確立 ①
　理学療法学科において、理学療法士国家試験
を4年生の全員が受験している。

4 4年生全員が受験している 受験者名簿

②　国家試験対策の評価 ②
　理学療法士国家試験において、全国平均以上
の合格率となっている。

4
全国平均以上の合格率となってい
る

HP厚労省合格者一覧

①　紀要の発行 ①　 　紀要が発行されている。 4 発行されている 30年度は13号発刊

②　紀要への適切な掲載依頼 ②　 　紀要への掲載依頼が教職員になされている。 4 掲載依頼がなされている
玉野総合医療専門学校紀要
投稿規程

③　紀要掲載の論文のチェック体制
の確立

③　 　論文のチェック体制が確立されている。 4
確立されている(紀要委員会で検
討している)

平成30年度紀要委員会・査
読規程

④　個人場情報保護の徹底 ④　
　倫理委員会において、個人情報保護について
適切に審査されている。

4
倫理委員会が設けられており
チェック機能がなされている。

平成30年度倫理委員会議事
録

追記：

〇教育の充実

〇学生支援

（4）国家試
験対策

（3）補習授
業

（2）紀要の
発行

1.研究の推進
Ⅳ.研究の推
進

　平成22年度にカリキュラム改訂を行ってから8年が経過している。国は理学療法士・作業療法士学校養成施設指定規則の改正を予定しており、現行カリキュラムにおいても若干の見直しが必要である。な
お、カリキュラムについてはカリキュラム改訂により、臨床経験者および卒業生を迎え入れ、現場経験豊富な教員の確保に努めている。また、新たに入職した専任教員については、順次，理学療法士・作業
療法士養成施設等教員講習会に参加し、教育・指導力の向上も図っている。
 今後の改善点として、2020年4月のカリキュラム改訂については、科目によって履修時間数を変更し、空き時間を利用して予習・復習の時間を増やすよう計画している。また、学生に対しては定期的な小テ
ストの実施や口頭試問、グループ学習等の機会を多くするなど、アクティブラーニング方式を取り入れる。教員の教育・指導力の向上については、臨床現場への研修制度の導入や指導者としての資質向上の
ための取り組みを積極的に行っていく。具体的な方策として、日本理学療法士協会主催の学術分科会や日本リハビリテーション協議会主催の学会・研修会等に積極的に参加する。

　学生が抱える諸問題について、保護者と情報交換し連携することで、学生生活を支援することと学校や学生を取り巻く状況を説明し、保護者の理解を得るとともに保護者の意見を収集し、今後の学生指導
の参考とすることを目的として,年１回以上本校にて、教育進路懇談会を開催している。参加した保護者から、学校の様子や子供の成績、日頃の生活状況など聞くことが出来る場として、懇談会に参加して
良かったとの意見を多く頂いている。学科内に就職担当者を1名配置して求人情報を管理しており、学生はファイリングされた求人情報を自由に閲覧できる。過去の受験者の就職試験報告書も自由に閲覧可
能である。また、就職試験対策で非常勤講師による履歴書作成や面接に関する講習、採用担当者による講演を行っている。さらに、業者や自治体が主催する就職セミナーへの参加も，学内掲示やパンフレッ
ト配布により案内している。現在、合同説明会は実施していないが、学生への就職説明を希望する施設については、学科内で日程・会場を調整し、学生への周知を行い個別に就職説明会を実施している。校
内で就職説明会が行われない施設を希望する学生に対しては、早期の施設見学を勧めるとともに個別の相談に応じている。

ビジョン4

研究マインドの
保持と最新状況
の理解を基にし
た教育能力を発
展させる。
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作業療法学科

中期目標 中期計画 評価指標

①　法令に基づいたカリキュラムの配
置

①
　医療専門課程理学療法学科及び作業療法学科
において、養成施設4年課程に基づいたカリキュ
ラム配置となっている。

4

理学療法士作業療法士学校養成施
設指定規則での、修業年限が3年以
上等の要件を満たしたもので、カ
リキュラムについて示してある

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいたカリキュラムの単
位数・時間数の確保

②
　医療専門課程理学療法学科及び作業療法学科
において、養成施設4年課程に基づいた単位数・
時間数が確保されている。

4

理学療法士作業療法士学校養成施
設指定規則での、修業年限が3年以
上等の要件を満たしたもので、カ
リキュラムについて示してある

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　教育の趣旨・目的・教育目標の明
確化

③
　本校の教育の趣旨・目的・教育目標の明確化
され、明文化されている。

4
明文化している。「教育方針・目
的、校是」

学生便覧

④　AP、CP、DPの制定 ④ 　各学科のAP、CP、DPが設定されている。 2

AP(ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ)、 CP(ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟ
ﾘｼｰ)は掲載しているものの、
DP(ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ)については明文
化されていない。

募集要項(求める人物像)、
シラバス(DPを達成するため
に必要な教育課程の編成)

⑤　一貫性のある教育体系の確立 ⑤
　基礎分野、専門分野、実習科目と一貫性のあ
る教育体系が確認できる資料が作成されてい
る。

2

カリキュラムは整っているのの、
具体的に体系がなされていない。
カリキュラムツリーが示されてい
ない

学生便覧

⑥　新カリキュラムの相互評価" ⑥
　法令によりカリキュラムが変更となった場
合、旧カリキュラム、新カリキュラムが整備さ
れている。

2
2020年4月新カリキュラム改訂によ
り科目の読替は現在策定中であ
る。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則の一部を
改正する省令

①　法令に基づいた専門科目の配置 ①　
　学科の専門分野において、法令に基づいた配
置となっている。

4 法令に基づいて配置されている。
理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいた専門科目の単位
数・時間数の確保

②　
　学科の専門分野において、法令に基づいた単
位数・時間数が確保されている。

4
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　専門教育の趣旨・目的・教育目標
の明確化

③　
　専門教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている

作業療法士シラバス

④　一貫性のある専門教育体系の確立 ④　
　一貫性のある専門教育体系が確認できる資料
が作成されている。

4
国家資格に係る分野の基礎から専
門基礎、専門へ体系的なカリキュ
ラムを構築し教育を行っている

学校案内

⑤　専門教育の目標の可視化 ⑤　
　学科の専門分野における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4 可視化されている 作業療法士シラバス

⑥　専門科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った専門科目が整備され
ている。

4
社会背景に沿った専門分野が整備
されている。地域作業療法学他

作業療法学科シラバス、臨
床実習の手引き

①　法令に基づいた一般科目の配置 ①　
　学科の基礎分野において、法令に基づいた配
置となっている。

4
法令に基づいた配置となってい
る。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいた一般科目の単位
数・時間数の確保

②　
　学科の基礎分野において、法令に基づいた単
位数・時間数が確保されている。

4
法令に基づいた単位数・時間数が
確保されている。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

根拠資料
評価指標が目標とする数値あるいは達成状況

評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱
アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）

評価

（2）専門教育
の内容精査・
充実

（1）カリキュ
ラムの精査・
改定

1.法令に基づい
た体系整備

Ⅰ.教育の充実

ビジョン1

医療関連会社で
活躍でき得る人
材（学生）を育
成する。
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作業療法学科

中期目標 中期計画 評価指標
根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価

③　一般教育の趣旨・目的・教育目標
の明確化

③　
　基礎分野の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4

1年生で修得する趣旨・目的・教育
目標の明確化され、明文化されて
いる（リハビリテーション概論、
理学療法）

作業療法士シラバス

④　専門科目につながる一般教育体系
の確立

④　
　一貫性のある基礎分野体系が確認できる資料
が作成されている。

4
国家資格に係る分野の基礎から専
門基礎、専門へ体系的なカリキュ
ラムを構築し教育を行っている

学校案内

⑤　一般教育の目標の可視化 ⑤　
　学科の基礎分野における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4
学科の基礎分野における目標が制
定され、学生に可視化されてい
る。

作業療法士シラバス

⑥　一般科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った基礎分野が整備され
ている。

2
法令や社会背景に沿った科目はあ
るものの具体的ではない。

作業療法士シラバス

①　法令に基づいた実習科目の配置 ①　
　学科の実習科目において、法令に基づいた配
置となっている。

4
学科の実習科目に基づいた配置と
なっている。

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

②　法令に基づいた実習科目の単位
数・時間数の確保

②　
　学科の実習科目において、法令に基づいた単
位数・時間数が確保されている。

4
実習科目において、法令に基づい
た単位数・時間数が確保されてい
る

理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則

③　実習の趣旨・目的・教育目標の明
確化

③　
　実習教育の趣旨・目的・教育目標の明確化さ
れ、明文化されている。

4
実習教育の趣旨・目的・教育目標
が明文化されている。

作業：臨床実習の手引き

④　一貫性のある実習体系の確立 ④　
　一貫性のある実習教育体系が確認できる資料
が作成されている。

4 一貫性のある実習教育体系が確認で作業：臨床実習の手引き

⑤　実習の目標の可視化 ⑤　
　学科の実習科目における目標が制定され、学
生に可視化されている。

4
学科の実習科目における目標が制
定され、実習前に学生に可視化し
ている。

作業：臨床実習の手引き

⑥　実習科目の整備充実 ⑥　
　法令や社会背景に沿った実習科目が整備され
ている。

4
社会背景に沿った実習科目がある
ものの具体的ではない。

作業：臨床実習の手引き

①　学生相談の体系化 ①　 　学生相談に関する体制は整備されている。 4 整備されている
玉野総合医療専門学校事業
報告

②　チューター制度の導入 ②　
　チューター制度が導入されており、学生窓口
として機能している。

4

学生相談に関しては，学年担任制
を設けており，定期的に個人面談
を実施するとともに学生からの相
談には適時，対応している。。

玉野総合医療専門学校事業
報告

③　カウンセリング等の学生相談窓口
の確保

③　
　カウンセラーが定期的に学生相談窓口として
機能している。

4

担任ｰ→健康管理担当教員→健康管
理室主任→外部ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰと流
れが出来ており、定期的ではない
が常にｵｰﾌﾟﾝである。

カウンセリング日程表並び
に案内

①　学生及び保護者との教育活動の共
有

①　
　学生及び保護者と学科教員間で出欠席状況や
成績、実習時の状況が共有されている。

4

学生が抱える諸問題について、保
護者と情報交換し連携すること
で、学生生活を支援することとし
ている

保護者懇談会開催案内

②　教育進路懇談会の開催 ②　
　教育進路懇談会が毎年1回以上開催されてい
る。

4

保護者の理解を得るとともに保護
者の意見を収集し、今後の学生指
導の参考とすることを目的として
年１回以上本校にて教育進路懇談
会を開催している。

年間行事予定表　保護者懇
談会開催案内

（4）実習内容
の精査・充実

（3）一般科目
の精査・充実

3.教育の質保証

（1）教育進路
懇談会

（4）個人面談
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作業療法学科

中期目標 中期計画 評価指標
根拠資料

評価指標が目標とする数値あるいは達成状況
評価となる実施状況、根拠等ビジョン 事業の柱

アクションプラン KPI（取り組みの成果を検証するための測定可能な評価指標）
評価

③　就職又は進学等の保護者との情報
共有

③　
　学生が希望する就職先又は進学先等について
保護者と情報が共有されている。

3
学生及び保護者と学科教員間の連
携は充実しているが，更なる支援
体制の強化が必要である。

学校案内

①　学生の学力レベルに応じた指導体
制の確立

①　
　学生の学力レベルが把握されており、それに
応じた指導体制が確立されている。

4
リメディアル教育を充実させてい
る

リメディアル教育/確認試験

②　学生が質問・相談しやすい体制の
確立

②　
　学生が質問や相談しやすい体制が各学科で確
立されている。

4
休憩時間や放課後を利用して個別
相談や個別面談を充実させている

玉野総合医療専門学校事業
報告

①　必要性に応じた補習授業の実施 ①　
　補習が必要な学生が把握されており、それに
応じた補習授業が実施されている。

4

各担任が把握しており理解菜が不
十分な学生には積極的に教員がア
プローチして学習指導を行ってい
る

玉野総合医療専門学校事業
報告

②　補習授業の効果の検証 ②　
　補習授業が実施され、その効果について、学
力試験等から把握されている。

2
個別相談、個別指導は行うが、"補
習授業"は実施していない

玉野総合医療専門学校履修
規定

①　適切な国家試験対策の確立 ①
　作業療法学科において、作業療法士国家試験
を4年生の全員が受験している。

4 4年生全員が受験している 受験者名簿

②　国家試験対策の評価 ②
　作業療法士国家試験において、全国平均以上
の合格率となっている。

4
全国平均以上の合格率となってい
る

HP厚労省合格者一覧

①　紀要の発行 ①　 　紀要が発行されている。 4 発行されている 30年度は13号発刊

②　紀要への適切な掲載依頼 ②　 　紀要への掲載依頼が教職員になされている。 4 掲載依頼がなされている
玉野総合医療専門学校紀要
投稿規程

③　紀要掲載の論文のチェック体制の
確立

③　 　論文のチェック体制が確立されている。 4
確立されている(紀要委員会で検討
している)

平成30年度紀要委員会・査
読規程

④　個人場情報保護の徹底 ④　
　倫理委員会において、個人情報保護について
適切に審査されている。

4
倫理委員会が設けられており
チェック機能がなされている。

平成30年度倫理委員会議事
録

追記：

学生支援

（2）紀要の発
行

1.研究の推進Ⅳ.研究の推進

　就職率は100%を維持し、国家試験の合格率も高い水準を維持することができている。また、退学率に関しても低減が認められている。退学に関する理由としては、精神的不安定によるものが多い。卒業
生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているかどうかについては、教員個々の情報はあるがシステムとしてまとめるものは現在ない。
　今後の改善方策として、更なる退学率の低減に対しての方策としては、専任教員による1年次の学業面のフォローを継続するとともに、個々に応じたメンタルフォローも実施していく。また、卒業生・在
校生の社会的活動の情報把握に関する方策としては、教員間の情報共有をもとに、情報をまとめ上げてシステム化していく。

ビジョン4

研究マインドの
保持と最新状況
の理解を基にし
た教育能力を発
展させる。

（3）補習授業

（2）個別指導
1.教学支援Ⅱ.学生支援

ビジョン2

学生ひとりひと
りの成長を支
え、成果を具体
化する。

（4）国家試験
対策

退学率の推移（過去3年間） 年度別学年別在籍者数・退学者数　（人）

在籍者数
（人）

退学者数（人） 退学率（％） 平成28年度 1年 2年 3年 4年

H28年度 88 9 10.2 在籍者数 20 21 21 26

H29年度 75 6 8 退学者数 3 0 2 4

H30年度 69 4 5.8 平成29年度 1年 2年 3年 4年

在籍者数 17 14 24 20

退学者数 3 ⅰ 2 0

平成30年度 1年 2年 3年 4年

在籍者数 19 15 14 21

退学者数 1 1 2 0
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