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教育目標と本年度の重点目標の評価 
 

学校の教育理念・目標 

 

総括 

平成 28 年度重点目標 重点目標・計画の達成状況(校長レビュー) 

 

課題と解決方策(校長レビュー) 

 ○教育理念 

深い人間愛の精神を基本として、人間尊重

の理念に基づいて人格の完成を目指し，豊

かな人間性と教養を備え、進展する医療・

保健・福祉に対応できる知識と技術をもっ

て、実践できる有能な人材を育成する。 

 

○教育目標 

（１）調和のとれた社会人として、また医療・介

護従事者として豊かな人間性を培い、倫理に基づ

いた医療・介護を実践できるように、自己を研鑽

し開発する能力を養う。       

（２）人間を幅広く理解する能力を養い、人々の

多様な価値観を認識し、健康と生活を、自然・社

会・文化的環境等から理解し、健康のあらゆるレ

ベルに対応し、各人が保健医療福祉チームの中で

の果たす役割と責任を自覚し、チーム医療を実践

できるように社会的資源の活用と調整するための

基礎的能力を養う。 

（3）豊かな教養と学力、心身の鍛練をとおして耐

える心の醸成を図ると共に、主体的に行動が律せ

られるような自己管理能力を備えた、志操が高く

品格ある人材の育成に努める。そして、国家資格

を確実に取得する。 

（４）学生指導は、規律ある生活態度を身につけ

させさせ、地域に学生達の活動の姿が見える指導

を展開する。 

○今年度のビジョン 

職員、学生が幸せを感じられる学

校にする 

 

○今年度の基本方針 

全職員が一つになって学生へ向

き合う 

 

○今年の重点項目 

① 学校の質、教育の質、教員の

質の向上に取り組み、学生、職員

の満足度をアップさせる。 

 

② 常に現業を見直すとともに、

関連事業へ積極的に関与し、新た

な取り組みを模索する。  

 

① 

1.職業実践専門課程を県へ申請し、文科省への推薦をいただけたこと

は、学校の基盤的組織体制が体系付けられてきたからと判断する。 

2.教職員の基礎教育能力の均一化のため、ＦＤ委員会が組織的に動き

出し、校内研修、教育指導関係の図書の設置など、可視化する形で推

進することができた。 

3.試行的に一部の学科にキャリア教育を取り入れ、学習方法、国試へ 

の取り組み、社会人としてあるべき姿など、学生の視点が広がってい

るための支援を行い一定の成果が得られた。今後全学科へ促していけ

るようシステム化をすすめる。 

4.教員の学生への対応により、退学する学生が年々減少してきてお

り、個別対応や学科の全体支援体制が円滑にかつ効果的になってきて

いる。 

5.ＩＳＯ取得のための担当を指名し、次年度から組織的な取り組みが

できるよう準備態勢を整備した。 

6.多職種連携授業への取り組みがスタートし、社会で必要な考えや行

動を学び、知る機会を得られることが期待できるようになった。 

 

②  

1.介護福祉士実務者研修が軌道に乗り始め、また、ことばの支援セン 

ター及びしらゆき保育園への積極的な協力を行うことで、職員の能力 

向上はもとより、直接、間接的な収益をえられた。 

2.介護の在留資格による留学生、技能実習生の動きを予定していたこ

ともあり、その受け入れ態勢準備ができた。 

3.ＩＳＯ取得も国際基準をみたす学校であるための体制として準備

できた。 

4.職員と学生の校外活動に付随し、地域に触れることが出来た。 

 

・未だに教職員の業務体制、役割の不透明さ

がみられ、責任所在があいまいで業務整理が

必要である。 

 

・社会、業界に求められている人材育成を行

う教育へ向かうための努力をしており、各所

から評価をいただいている。これらの評価を

学校教育につながるよう、卒業生及び就職先

へ学校教育評価を行う準備をする。 

 

・社会的問題として少子化など自助努力では

対応できないことが多く、新たな収益事業へ

向け、教育的視点で関与することがなかなか

難しいものの、今後も明確な目標と方針の基

に日々模索しながら業務に取り組んでいく。 
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学校の教育理念・目標 

 

総括 

平成 28 年度重点目標 重点目標・計画の達成状況 

 

課題と解決方策 

○校是 

若人達よ 心と智を磨け 

郷里を愛し 弱きを温かく見つめ 

果敢に行動せよ 

そして地球規模の医療人であれ 

 

○校訓 

一、自律・仁愛    

（主体的な知識・技術の習得と相手への深い思いやり） 

二、礼節・信義   

（挨拶の励行と基本的な日常の行いを励行する） 

三、忍耐・挑戦    

（我慢する心とチャレンジ精神） 

四、感謝・共働    

（周囲に感謝し仲間と共に働く） 

 

③ 設備投資を抑え、保有する資

産を大切にするとともに、人・

物・金・情報の大切さを再確認し、

すべての資産を効率よく運用す

る。 

 

④ グローバル化へ対応できる

体制と思考を整える。 

 

 

 

 

 

⑤ 谷山、平川周辺地域へ、学校

として取り組める地域貢献を行

う。 

③ 

1.日々の学生生活の充実させる視点で、情報共有を行い、効率よい投 

資、使用を心掛け、将来に向けた環境整備に比重を置くことが出来た。 

2.学校生活の安全・充実のため、トイレの改修、アスファルト路面の 

補修、外壁の補修、草木の伐採などを行った。 

 

④ 

1.介護の在留資格による留学生、技能実習生の動きを予定していたこ

ともあり、その受け入れ態勢準備ができた。 

2.ＩＳＯ取得も国際基準をみたす学校であるための体制として準備

できた。 

 

 

⑤ 

1.地域貢献活動については学生の清掃活動しか活動できなかった。 

 

・設備投資を抑え、資産を効率よく運用する

ため、日常の管理点検業務を確実に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次年度は健康セミナーなど、地域の方々に

提供できる情報を発信し、地域に共にあるこ

とを訴えていかなければならない。 

 

●校長総括  

前年度より大学化へ推進に向けた事業を立ち上げ、順次現行から変更しなければならない事項が多く、新たな体制を一歩一歩ではあるが取り組み始め、その成果が出てきている。しかし教員が学生と向

き合う時間を優先する時間的制約や煩雑化した業務の中で、達成に至らないものや不十分であったものも数点あり、また業務における責任の所在を明確化にするための業務整理や簡素化が行えなかった。

この点は次年度大きく改善させることが最優先必須事項である。 

 また職員のしたいこと、やりたいことを積極的に意見してもらい、実際に始められたことも多く出てきており職員の充実にもつながっているが、まだ発信できていない職員もいるため、みんなでそれが

できる環境をきちんと作り上げられなかったことは努力不足と感じている。職員の充実が学生の満足につながるため、業務環境に改善をしっかりと行っていく。 

 教育指導では、アクティブラーニングが徐々に取り入れられており、教授方法とともに学生の学び方も変化している。しかし学生自身がその根本にある自己理解と他者理解を念頭に、自己責任において

成果を挙げることはいまだ不十分であり、教員も教育の質の向上を目的としたＦＤ委員会をさらに活性化させ、双方共により良い教育を行えるようしていきたい。 

 そして大学化という変化へむけて、そのシステムの変革だけでなく、地域社会に必要とされる特色ある学校教育を行い、一生の職業として選択される職種として、さらにその中で進学するために選ばれ

る学校になるために、職員一丸となって活発に啓蒙し、充実した学びの環境の中で楽しく学生生活を送れるような場を作り上げていくことが必要である。 

 次年度はこれらをふまえ、大学化、内部質保証向上のためのＩＳＯ認証取得、国試全員合格、退学者 0 などすべてに整合性をとりながら優先事項を設定し、しっかり確実に達成に向け遂行していく。 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 2.9 (4 点満点) 

 

教育理念は、学生自身が自ら目指すべき姿として不足することはないも

のの、時代に即したものとしてニーズにあった表現であるのか検討が必要

である。また、校是・校訓を定め、より根拠のあるものとして全職員へ統

一させようとしている。しかし共有できているか検証することができてい

ない。 

教育目標は、学生を主体としてカリキュラムやシラバスに反映されたも

のとして策定してあるものの、学校の特色として明確にアピールがなされ

ているかの説明が難しく、また全教職員へその意図が周知徹底された上

で、学校運営が実施されているか疑問である。 

専門学校としての中長期目標は全職員に向けて提示されるものの、学園

の方針については不明瞭で将来の構想が教職員には見えてこない。 

業界の動向やニーズについては情報の共有化が図られつつあるが、それ

が実際の教育に反映されるための体制が整えられてはいない。 

 学生や保護者等に対する学校運営方針の情報発信がほとんどできてお

らず、早急に対応がすべきである。また、各学科で独自の取り組みが行わ

れているようであるが頻度や内容にばらつきがみられる。 

医療福祉系専門職としての自覚を持たせながら、社会における各職種の

役割を認識させるとともに、関連職種との連携を尊重し、協調して業務を

遂行できる高度な知識と技術、そして豊かな人間性の修得を目指すための

方針へシフトしていることは評価できる。また、職務に対する姿勢や倫理

など各職種としての適性を養うことを目的とし、それに沿った内容で教育

されている。 

 
◎課題 

1.学校の特色となるべき３つのポリシーが未整備のままである。 

2.教育理念が学校運営や業務にどのような影響を与え、寄与するのか討議

や吟味が行われたことがないため職員のモチベーションにつながりにく

く、今後の目標や計画、運営方針への整合性を構築していくためには検証

を実施していくことが必要となってくる。 

 

☆改善方針 

 1.各職員が「理念」「ポリシー」「目標」などをどのように解釈して活用し

ているのか、新規立案や改善の必要性があるか検証する。 

 2.職業実践専門課程の認定にあわせて、学生や保護者等に対する情報発信

を行う体制を早急に整備する。 

 3.学校マネジメントとして内部質保証を行うためISO29990の認証取得

への取り組みを開始しているが、その方針として組織における「責任の所

在の明確化」「説明責任の明文化」を念頭に学則・規程・校務分掌の改革

を行う。 

 4.キャリア職業教育に対してチームアプローチを行い、職業に対する理

念や倫理について多職種連携教育を通して強化していく。 
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基準２ 学校運営 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 2.7 (4 点満点) 

 

 本校は開校より円滑な経営によって安定した事業を実施してきた。役職

や規程、各会議および委員会の運営、伝達は整備されている。学校運営は、

建学の精神に由来する教育理念や校是・校訓を最上位の判断基準とし、年

度ごとに事業計画を定め、運営会議を筆頭に、学科会議の議決の基で運営

されている。年次途中での実施状況確認を経て、年度末に総括し翌年度の

事業計画に反映させている。さらに、より長期的な視点からの将来構想を

構築するため、中期計画（4 ヶ年計画）を策定している。 

学校経営に関連する事項については、学園理事会と評議委員会、管理職

会議等での議決に拠っている。しかし、各々が明確に定義された体制で、

組織として実務的に運営されていることに関してはむらがあり、結果の情

報公開がなされていない。 

運営の基盤については、学則を最上位に校務分掌で役割分担を行い、各

業務に対して各種規程および内規を定めている。また、各職員での業務の

分担に偏りがあり、効率的に無駄なく期限内に遂行されているかについて

は疑問が残る。さらに、組織的意思決定システムは未整備で、公開された

ことがなく、起案に関する決裁の過程を示す記録の作成と保存が規程され

ていないため、適切に実施と公開ができるよう新たな体制が求められる。 

 本年度は 7 学科が文部科学省「職業実践専門課程」の認定申請を行った。

実質的かつ継続的に、病院や福祉施設と密接に連携して、実践的な職業教

育に取り組んでいる。 

 校内インフラとして ICT を強化するとともに、ネットワークの不具合を

解消し、安定したシステムの構築を図る。 

 学校独自の活動である「発達支援センター」「幼児教育支援」「介護実務

者研修」は年々認知度が向上し、安定した活動となってきた。 

 

◎課題 

 1.PDCA サイクルによる質保証・向上を確実に構築する。 

 2.情報公開に関する規程を定め、わかりやすくかつ適正な内容の確保に

ついて検討する。 

 3.業務に関する各文書の記録と保存の規程を早急に策定する。 

 
☆改善方針 

 1.各部署における運営状況を検証し、運営上の問題点を明確化して改善

の方策を立てる。また、各部署の責任者はその結果を運営会議で報告する

ことを義務化する。 

 2.運営方針や議決内容等に関して、明確に可視化して公開する。 

 3.運営会議での重要決定事項と実施状況及び予定期間内に実行できな

かった場合の理由とその対策を公開する。 

 4.組織における責任の所在や説明の責任を明確に行うため、校務分掌の

見直しを実施し、全職員が同じ目的を持った方向性で業務が遂行できる体

制作りに取り組む。また、同時に意思決定システムの明確化を図る。 

 5.ライフワークバランスを保つとともに業務の効率化を図り、各職員の

業務評価を明確なプロセスの基で行っていく。 

 6.校長の指示のもと学校経営に関する業務改革と内部質保証マネジメ

ント、広報企画戦略を推進する体制を構築する。 
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基準３ 教育活動 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

平均 3.1 (4 点満点) 

 

日頃から医療保険・介護保険制度の変革の情報を踏まえ、人材ニーズの

把握を行い、また、求人する施設からの情報により現在の業界のニーズを

把握してきている。このニーズに対応することを目標に、各学生の履修状

況から到達可能なレベルに設定した教育活動を模索している。今後この活

動を基に教育理念を見直す時期にきている。 

各職種における指定養成規則等によりカリキュラム内容は厳密に定め

ているが、学校の特性を打ち出すためのポリシーについては未整備であ

り、FD委員会等を通じて全職員で検討し、周知徹底と意識改革を図る必要

性がある。 

 学修における到達レベルはシラバスで定め提示しているが、個々の学生

の自主性を高めるための自己学習時間の設定がなされていない。 

 キャリア職業教育については本年度より多職種連携教育の取り組みを

開始した。また、全国規模の学会発表を教員とともに学生が参画する機会

が増加してきている。 

国家試験合格率は全学科おおむね全国平均を上回る結果となった。しか

し、国試対策とカリキュラムは指定養成規則等により体系的に構築されて

いるものの、その実態に関する効果検証を行う機会がない。 

成績評価・単位認定の基準が規程されておらず不明確である。 

 職員研修について、各職員に対し年１回の研修会等への参加を支援し、

大学院進学への研鑽も促している。 

 学習環境について施設自体は他校より充実したものとなってはいるが、

１０００名を越える学生のキャパシティに対応できる教室や自習室の確

保が困難な状況である。 

 

◎課題 

1.自由に変容できる教育手法や内容は限られているものの、少しでも外

部のニーズに対して応えることができるような活動を模索する。 

2.卒後教育に関しては各学科の裁量で不定期の実施にとどまっている

ため、年次計画を立て、職業の質の向上への寄与と地域に対する研鑽に努

めるべきである。 

 

☆改善方針 

 1.職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度に対して社会人基

礎力を基に、専門職として求められる知識、技術を重点的に教授する。 

 2.臨床実習および臨地実習において、施設側と密に協業しながら産学連

携システムを体系付けるために検討を行う。 

 3.国家試験合格率が 100％に至っていないため、基礎科目及び専門科目

における教育内容をさらに充実させていく。 

 4.教育方法としてアクティブラーニングを推奨し、学修成果については

ルーブリック評価を用いた方略での判定にシフトする方向性をもち、全学

科で検討、作成を行う。 

 5.学生ニーズにできるだけ対応できる環境づくりを行う。 

 6.授業について、各教科の難易度について個々の担当教員に任せるだけ

でなく、それを審議する機会を持つため新たな委員会や会議が必要であ

る。 

 7.全学科で統一された成績評価・単位認定の基準を早急に策定する。 

 8.多職種連携教育の充実を図る。 
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基準４ 学修成果 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

平均 2.8 (4 点満点) 

 

 本校における最終的な学修の成果は、国家資格取得と就職および高度専

門士に付与される大学院進学にあると捉えている。国家資格取得の対策と

して、各学科すべて模擬試験や対策講義をカリキュラムのなかで取り入

れ、全国平均を上回る合格率の成果を挙げている。 

就職については、専属のキャリアセンターを設置し、専従職員の活動の

基で、県内外の施設人事担当等と連携強化を図り、卒業生が将来、社会で

活躍できることを視野に求人動向の分析及び対策を行い、実社会のニーズ

にこたえられる人材育成のためのキャリア教育や活動を行っている。ま

た、卒業生の離職や転職等の支援も行っている。さらに年１回の就職ガイ

ダンスを企画・実施して約１００施設が参加し、さまざまな取り組みの結

果により就職率100％となっている。 

大学院の進学については、これまで全学科から多数の学生を輩出してい

る。 

 退学率に関しては、職員の取り組みが功を奏し、年々減少傾向にある。

毎月３日以上の欠席があった学生を校長へ報告し、早期からの対応を行っ

ている。 

 卒後教育に対しては不定期に実施されているものの、系統立てたプロセ

スによる効果的な取り組みとしては未整備である。 

 

◎課題 

 学修成果を客観的に検討・公開するためにはPDCAサイクルにより年間

での計画性を持った運営の評価および次年度に向けた振り返りと改善提

案を確実に行っていく必要性がある。 

 成績不振の原因が、精神的、経済的、家庭的な問題であった場合、教員

が介入困難なケースがしばしば見受けられる。できる限り在学を継続して

資格取得に向けた支援するため、面談等の充実を図っていく。 

 

☆改善方針 

 1.社会や利害関係者へニーズ調査を実施する。 

 2.教育手法に対する質の評価を実施する。 

 3.シラバスの作成方法について全職員で検討する。 

 4.学生における学修成果を評価する項目と基準を検討する。 

 5.社会人の学びなおしという視点の下、どのような活動ができるか検討

する。 
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基準５ 学生支援 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 3.2 (4 点満点) 

 

学生支援については、就職支援(キャリアセンター)、学生生活支援(学友

会)、経済的支援(日本学生支援機構奨学金等)、健康管理(健康診断・看護

教諭常駐・カウンセリング委託)、課外活動支援(サークル)等、多岐に渡る

が、概ねすべてに渡って支援体制は整っている。 

就職支援に関しては、その前提となる国家試験合格率に大きく左右され

るが、全国平均を上回る合格率を保っていることから就職率も高い水準を

保てている。 

経済的支援については夜間部のチャレンジ奨学生のみの制度に限られ、

不十分と言える。授業料については分納制度を設けている。 

学生生活支援として学生寮を設置し、学園専門学校グループとして 3

ヶ所運営している。 

健康診断に関して、年１回学内外部委託健診を実施、さらに臨床実習施

設の状況に応じて必要な健診の実施と予防接種等を行っている。 

サークル活動については顧問を教員が担当し、専門学校協会主催の体育

大会で多くの部が九州大会・全国大会へ進出し、成果を残している。 

ボランティア活動に関する情報提供などを行っているが、参画する学生

は少ない傾向にある。 

保護者との連携は個々の担任教員の対応となり、その負担が多くなって

いる傾向にある。 

学園系列の鹿児島情報高校との連携は不明瞭であり、キャリア職業教育

の取り組みが不十分である。 

 

◎課題 

 概ね円滑に実施できていると思われる。 

 

☆改善方針 

 1.教室や自習室など自己学習を行うためのスペースの確保が必要であ

る。 

 2.鹿児島情報高校との連携の強化を図る。 

 3.臨床実習における感染対策の整備を行う。 
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基準６ 教育環境 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 3.1 (4 点満点) 

 

施設・設備において厚生労働省指定養成規則に定められた種類と数を揃

えており、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているが、開校

以来24年を経過し、経年劣化や故障が見られる。今後は、メンテナンス

に留意しながら買い替えや数の補充を図りつつ教育水準の維持に努める

必要がある。各学科の予算要求に対しては学園側の理解が得られ最新機器

の導入が図られている。 

立地に関して、谷山校はJR駅・市電近くにあるが駐車場がほとんどない。

平川校は郊外にありJR駅から遠く、悪天候で運休になると休校にならざる

を得ないときがある。 

設備については、各クラスの専用教室が確保され実習室等も整備されて

いるが、夜間部においては昼間部との共用となる部分もあることから両者

間の有効的な利用方法を確立する必要がある。 

防災に関しては夜間帯の対応と連携が不明瞭である。 

図書については、学科数も多く、蔵書が増加し保管スペースに限界が出

てきている。 

臨床実習および臨地実習は、各学科とも厚生労働省が定めた時間数を越

えたカリキュラムを設定しており、臨床実習指導者との連携を図るための

会議を年 1 回実施、実習期間中は定期に実習地への訪問し面談等を行って

いる。また緊急時には即時に対応する体制をとっている。 

海外研修は以前行っていたが、現在は未実施である。 

 

 
◎課題 

 概ね円滑に実施できていると思われる。 

 

☆改善方針 

 1.施設備品のメンテナンスについて年次計画を立て実施していく。 

 2.防災管理規程を策定する。 

 3.臨床実習の教育効果を実証する根拠を高めるため、新たに実習評価を

ルーブリック形式による尺度で実施できるような取り組みを推進する。 
 

 
 



11 
 

 
 

基準７ 学生の募集と受入れ 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 3.2 (4 点満点) 

 

 学生募集にあたっては、企画広報室が中心となり各学科から委員を選出

し活動を行っている。募集要項に学科定員、修業年限、教育内容、学費を

明示し、学校の特色も加え、願書受付、入学試験なども具体的に記載し、

より工夫され吟味されたパンフレットを作成している。また、ホームペー

ジについても SNS などと連動したものとして誰にでも気軽に情報の共有

ができるような取り組みがなされている。 

 さらに毎週実施される学校説明会および年 10 回以上実施されるオープ

ンキャンパス、随時の説明会と手厚く募集啓発を行っている。また、複数

回参加した学生に対しては別メニューでの対応を行い、好評を得ている。 

さらに今年は保護者説明会、年末に中央駅近くで原田学園専門学校グルー

プによるキャリア教育を前提とした高校 1・2 年対象のガイダンスなど取

り組みを開始し始めた段階である。 

今年で創立から谷山校23年・平川校20年を迎え、多数の卒業生の活躍

もあり業界からは実績のある学校として信頼されている。その実績等で、

卒業生や業界から入学志願者として紹介を頂く事も多く、本校を安心して

進学出来る学校としての評価がなされ、学生募集に大きく良い影響を与え

ている。 

障がいなどの特別なニーズを持った学生への体制は未整備である。 

 鹿児島県内で夜間部のある唯一の専門学校であり、働きながら夢の実現

に向けて学べる環境を提供しながら学生支援を行い、できる限り学費を低

く設定している。 

 
◎課題 

 概ね円滑に実施できていると思われる。 

 

☆改善方針 

 1.学生募集に関する情報提供は適切に実施していると考えているが、医

療系進学希望者は減少傾向にあるので、今後も継続して広報活動を企画し

て行く。 

 2.学力不足対策としてリメディアルを謳ってはいるが実効的活動は実

施されておらず、委員会等での討議が必要である。 

 3.医療介護系専門学校として校内外のユニバーサルやバリアフリーに

関する整備が必要である。 
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基準 8 教育の内部保証システム 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 2.9 (4 点満点) 

 

 厚生労働省による各職種養成施設指定規則により関連法規に伴う変更

事項が生じた場合の申請、届出など法令を遵守し、適正な運営がなされる

ように努めている。しかしながら、学生に対しては、学校運営や管理につ

いての啓蒙活動は、入学時のオリエンテーションにおいて学則の抜粋を記

載した学生便覧の説明に留まっており、また教職員に対しても、教職員研

修を通した周知徹底がなされていない。 

 学校運営を通じて知り得た個人情報の取り扱いについて、委員会を設置

して適切な対策を行っている。 

 学校評価については規程を定め、「学校関係者評価委員会」「教育課程編

成委員会」を実施している。実施方法などは「職業実践専門課程」で指定

された基準に則って行い、校長の指示のもと全職員へ自己評価を実施し、

自己評価委員会でその結果を総括し、自己評価報告書を作成してまとめ、

公表している。報告書はホームページ上で公開している。 

 専門学校教育の質を自ら保証する「内部質保証システム」を構築するた

め、次年度より ISO29990 認証取得にむけた取り組みを開始する。学修成

果を広く発信し、達成状況の評価等を行い、個性化を進める。 

 ハラスメント対策やコンプライアンス構築に関する業務に関しては、委

員会は設置しているものの実効的活動までには至っていない。 

 教員の質向上に向けた FD・SD 委員会により規程を定め、実質的な活動

が開始された。 

 専門職大学(仮称)への移行に向け、取り組みを開始した。 

 
◎課題 

 1.内部質保証システムを ISO29990 にて構築する。 

 2.全職員が PDCA サイクルの意義と手段を理解する。 

 3.学校運営における「説明責任」と「責任所在」を明確に文書化する。 

 

☆改善方針 

 1.平成 29 年度末までに ISO29990 を認証取得する。 

 2. FD・SD 委員会による成果がキャリア職業教育につながるものとする。 

 3.大学化に向け情報収集を進め、円滑かつ精確な移行準備を進める。 
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基準 9 財務 

 
大項目総括 課題と改善方策 

 
 平均 2.7 (4 点満点) 
 

 グローバル化した社会の一員として貢献できる有用な人材を育成する

組織として公的助成金のない専門学校では、人材育成のために必要な所要

の財務基盤と運用の確立のため学生の確保が不可欠である。また、財務の

基盤運用の安定性を確保するには学校法人会計基準に準じた適正な会計

処理が重要となっている。 
 

 《平成２８年度の学生在籍状況》28/10 現在 

 定員 A 現員 B 充足率 % 

作業療法学科 昼間部 ４年 160 107 67 

       夜間部 ４年 160 43 27 

理学療法学科 昼間部 ４年 ２クラス 320 274 86 

       夜間部 ４年 160 55 34 

言語聴覚療法学科   ４年 160 117 73 

診療放射線技術学科  ４年 ２クラス 320 289 90 

保健看護学科     ４年 80 72 90 

看護学科       ４年 ２クラス 160 111 63 

介護福祉科      ２年 80 23 29 

 

中期的な財務基盤は安定しており、その主要となる財務数値は正確に把

握出来ているが、今後も更なる安定を目指して、人件費、教育研究経費や

管理経費において、なお一層の経費節減の努力が必要である。次に、年度

予算は目的、目標に照らし有効かつ妥当なものとなっており、概ね予算書

に従って各学科からの要望およびヒアリングに基づき、適正かつ計画的に

執行している。鹿児島医療技術専門学校の HP 上でも資金収支計算書、消

費収支計算書及び貸借対照表を公開している。 

 
◎課題 

 全学科において定員を充足する学科は少ないが、少子化の流れは本校だ

けでなく、全国のあらゆる大学や専門学校などに影響を与えているもので

ある。現状では本校の運営に大きな支障をきたすほどではないが長期的な

展望を見据え、今後も安定した学生定員の確保に努める必要がある。 

 

☆改善方針 

 1.広報活動を充実させ、特定の職員だけでなく、全職員が一丸となって

参画する。 

 2.教育内容、就職実績、学生支援、施設の充実を図り、特色を持った魅

力ある学校づくりを推進する。 

 3.社会や利害関係者、小中高校生および保護者へのニーズ調査を行い、

時代に即した適切な教育サービスを提供する。 

 4.入学者の充足と退学者をなくすための具体的な方針を策定する。 
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基準 10 社会貢献・地域貢献 
 

大項目総括 特課題と改善方策 
 
 平均 3.0 (4 点満点) 

 

 社会貢献としては、地域団体や自治体などが施設利用を行えるような体

制をとっている。 

 理学療法学科において学外活動として、鹿児島県教育庁保健体育課地域

スポーツ人材の活用実践支援事業の外部指導者の立場で県立学校の部活

動に教員を派遣している。スポーツ医科学的に基づいて適切な指導を行う

ことにより、スポーツに親しみ競技の基礎を養い、体力の向上することに

対して役立てる活動を行っている。その場は、鹿児島・全国だけでなく、

世界へとその裾野を広げ、成果を挙げている。また、鹿児島ユナイテッド

FC ユース世代に対してフィジカルトレーナ活動を行っている。鹿児島で

唯一のプロサッカークラブチームで、県内中高生への認知度が非常に高

い。これを踏まえ広報活動や学生募集等へもつながるものとして携わり、

継続して貢献をしている。 

 ボランティア活動については学校に依頼があったものは学生へ情報提

供を行っているが、参画する学生が少ない。また、障がい者スポーツに関

する活動を本年度より実施し、ハートピア鹿児島や医療機関等と連携しな

がら推進し、学生の意欲向上に努めている。 

 地域貢献としては、学校周辺の清掃活動を行った。また、作業療法学科

昼間部では高次脳機能家族会「ぷらむ」鹿児島に所属する当事者およびそ

の家族に対して「レッツ脳トレ」と称した支援活動を継続して活動を行っ

ている。 

 

 
◎課題 

 概ね円滑に実施できていると思われる。 

 

☆改善方針 
 1.ボランティア活動に対して、学校から学生に対しての支援を検討する。 

 2.学校全体としての地域貢献は不足しており、必須事項として検討すべき

課題とする。 

 3. 学校は学外活動に対して、社会や地域に貢献できるように支援する。 
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基準 11 国際交流 
 

大項目総括 課題と改善方策 
 

 平均 2.2 (4 点満点) 

 

 現在、留学生の受け入れを行っているのは国の法的整備が行われている

介護福祉科のみである。公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会が｢外

国人留学生受け入れに関するガイドライン｣を設けているが、本校の入試

選抜において確実にそれに則った形式は取っていない。本年度 1 名入学し

ており、次年度は 2 名の予定となっている。特別な受け入れ体制の整備等

は行っておらず、また国の助成等はなく、学校独自の語学能力評価により

減免措置を講じている。 

 他学科において過去外国籍の学生が 1 名在学していたが、特に支障なく

卒業し、国家試験に合格した。他にはオープンキャンパス・入試等に参加

はしたものの入学につながるケースは見られない。 

 国際規格である ISOの認証取得により国内外で評価できる体制を構築す

る。 

 作業療法学科では世界作業療法士連盟 WFOT の評価基準をクリアして

いる。 

 外国人との交流としては、以前研修旅行としてヨーロッパやアメリカの

同職種の学校に通う交流があったが、現在は中止された。 

 

◎課題 

 概ね円滑に実施できていると思われる。 

 

☆改善方針 

 1.介護福祉科の活動を支援する。 

 


