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教育目標と本年度の重点目標の評価 
 

学園・学校の教育理念・目標 

 

総括 

平成 29 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) 

 ●創設の理念 

「心の持ち方」を共に学ぶ学園 

 

●学園の一員として厳守する理念 

子ども心を守り、子どもの夢を見守る 

 

 

 

○鹿児島医療技術専門学校 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。 

 

○鹿児島医療技術専門学校 

平成 29 年度のビジョン 

職員、学生が幸せを求められる学校にする 

○鹿児島医療技技術専門学校 

平成 29 年度の基本方針 

楽しさを想像して自ら変化していく 

○今年の重点項目 

①職業専門大学（仮称）への移行

をふまえ、長期的な学校価値の増

大に向けた、マネジメント、内部

統制、評価、監査等の体制を作り

上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②質のいい教育を行うため、Ｆ

Ｄ、ＳＤを推進し、当校の教育が

人材育成に有効な効果を得られ

るようにする。 

 

① 

1.職業実践専門課程を継続し、また ISO29990 の認証を受けたことは、

学校の基盤的組織体制が構築され始めたと判断できる。ISO は認証そ

れ自体が目的ではなく、組織実務的な不備を発見し、各学科共通した

意識と実務行動がとれることを目標とし、達成したものである。 

2.学生に対する教員、学科、学校の連携支援体制が学生相談対応及び

学生要望事項検討に効果的に機能している。 

3.多職種連携授業への取り組み研究が進み、学生へのより良い教授、

学習環境を構築しつつある。さらにしっかりとした教育を行えるよ

う、情報収集、研究を行うことが求められる。 

4.職業実践専門課程、ISO の取り組みにより、コーポレート・ガバナ

ンスの要である内部統制が構築され機能され始めた。 

 

②  

1.一昨年から取り組み始めた、教職員の基礎教育能力向上のためのＦ

ＤＳＤ研修が組織的に教育訓練として企画され、学内研修の実施が定

例的に開催されるようになってきた。 

2.研究授業の実施により、自らの教育方法を確認できるようになり、

また学科を横断した情報交換により、より良い教授法等を共有するこ

とができるようになった。 

3.学内研修と共に外部研修へ出向くことにより、今必要な教育・知

識・技術を肌で感じ、より刺激的な学びとなっている。またそれらは

学内報告研修により、教職員に共有され教員の応用教育能力が向上し

ている。 

3.校外で行う授業から、あらたに地域・社会に必要な教育とあるべき

学校としての在り方を考える機会となった。 

 

 

・.ISO の認証により実務的なルール、フロー

が各学科共通に構築できたが、さらに詳細部

分についても同様に検討し、維持していくた

めの方策が必要である。 

 

・当校の使命である社会、地域に必要な人材

育成のため、一人一人、一つ一つの取り組み

がさらに評価されるようになってきている。

それらを維持することと、さらに良い評価を

頂けるためにする取り組みをしなければな

らないが、社会、地域のニーズを把握する手

段が未実施である。社会・地域からの学校教

育評価の早期実施が必要である。 

 

 

・ＦＤＳＤ研修の実施は共有の場となり、内

容、質と共に有意義なものとなってきてお

り、確実に実施されるようになった。今後は

それを実務において組織的、個人的に評価す

る方法を検討し、今後さらなる教育力向上に

努めなければならない。 
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学園・学校の教育理念・目標 

 

総括 

平成 29 年度重点目標 重点目標・計画の達成状況 

 

課題と解決方策 

○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、地域に学生達の活動の姿が見える指導を展

開する。 

③学園各事業、地域の事業との協

力体制を模索し、大きな視野で横

断的な視野を持ちながらより良

い人材育成を行う。 

 

 

 

 

 

 

④留学生受入れ、海外との技術交

流、職業能力交流を踏まえた体制

づくりに取り組む。 

 

 

 

⑤地域に向けた貢献活動の実施

を推進する。 

③ 

1.学園グループ内ではことばの支援センター、しらゆきこども園、こ

まつばら幼稚園、情報高校との協力体制を徐々に模索し実施してい

る。 

2.地域への協力では、鹿児島南高校フェンシング部、鹿児島ユナイテ

ッド、障害者スポーツ団体などへの協力、高次脳機能障害ぷらむの

方々の学校への受け入れなど、その活動は広がってきている。 

それぞれの学科、教職員が持つ得意分野とやりがいを発信し、地域を

支える活動に取り組むことが出来ている。 

 

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はできているが、鹿児島での外国人

受入れがまだ進んでいないためその啓発が必要であると感じた。 

2.国際基準をみたす学校であるための体制にはなった。 

 

⑤ 

1. WG が中心となり平川・東谷山地区の夏祭り等へ参加した。当校が

地域に存在することを知ってもらい、ミクロで地域への協力、参画を

行うスタートが出来た。 

 

 

 

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。 

 

・学園各事業所の取り組みについて、やっと

透明性が出てきた。さらに一体感を持って各

事業に参画できるよう、学園からの情報の発

信、各事業所の取り組み発信ができるように

しなくてはならない。 

 また、地域の取り組みもしっかりと情報収

集し、検討できるシステムを作り上げる必要

がある。 

 

 

・介護福祉科をメインに留学生への取り組み

を行っているが、鹿児島ではまだ地域のニー

ズが少ない。しかしニーズが出た時には、す

ぐに対応できる体制を維持することが必要。

また、こちらからそれらを啓発する活動を行

うことも地域のために必要である。 

 

・地域活動への参画者を増やし、必要な活動

を行いやすくする必要がある。 

●校長総括  

大学化へ向けた取り組みを一歩一歩ではあるが取り組み始め、規定の整理という底辺からだったが、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なものが多くあり、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スクラップアンドビルドが行えなかった。これは業務一覧表の更新が有効に作用してい

なかったためと考えている。また職員の幸せを求める意識を学生が感じることで、仕事のすばらしさを実感してもらう取り組みは、職員にはやりたいことを積極的に意見してもらい、学校として必要可能

性のあることについて実際に始められたことから、職員の充実にもつながっており、それらを感じた学生は、いい学校、楽しい学校と言葉でも発信するなど、良い相乗効果が出始めている。 

 教育指導では、国家試験全国合格率からみるといい教育指導ができているとは考えられるが、今後新しい指導要領、教育設備で育ってくる学生への対応・対策は常に検討しておかなければならない。ア

クティブラーニング等あたりまえになったものだけでなく、電子教科書の使用、VR 授業の実施が決まり、我々もその知識を学び、環境を作る準備をしなければならない。 

SDGs（持続可能な開発目標）、Society5.0 などの社会経済の方向性もしっかりと認識し、考え、行動は変化することが当たり前であるという認識のもと、その変化の方向性を間違えないように情報収集、

社会の未来をしっかりと学ばなければならない。この数年で大きく変わる教育環境の中、「Society5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会」で発信された、「失敗を許容すること、レールから外れることを

許容することが大切。」という言葉をどのようにとらえ、教育指導していくか、いままでのやり方をさらに発展的にした教育は必要となる。組織としては SDGs の一つである ESG（Environment（環境）、Social

（社会）、Governance（企業統治））の概念のもと、その価値を図られるようになってきていることをふまえ、その意味を理解し当校の存在意義を地域者灰に発信していかなければならない。 
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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 

 

原田学園として 

●創設の理念 

「心の持ち方」を共に学ぶ学園 

●学園の一員として厳守する理念 

子ども心を守り、子どもの夢を見守る 

 

という理念が出来、その意味をしっかりととらえ、考えながら日常業務

を再確認した 1 年であった。この理念の制定により、校是・校訓を廃止し

たが、社会人材の必要性が変化していく将来を見据え、教育理念も変化さ

せなければいけない時期に来ている。 

教育目標は、学校全体、学科、そして各学年で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されているはずであるが、

学校、学科の特徴がそこに明確にはなっていない上、各目標がその意味を

周知徹底された上で、職員が教育し、学生にどのような成果が出ているか

評価できていない。 

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

の方針については大学化などの変化のさなか、はっきりと提示されていな

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ているが、それが

実際の教育に反映されるための情報対応体制に対応できていない。 

 学生や保護者等に対する学校運営方針の情報発信は徐々に行われてき

ている。医療福祉系専門職として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取り組みが進んでいる。 

 

◎課題 

1.３つのポリシーが制定されたが、今後専門学校での制定が必須化される

前に学校の特色、未来の社会をふまえて改定する必要がある。 

 

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

築していくための検証が必要である。 

 

 

☆改善方針 

 1.各職員が「教育理念」「ポリシー」「学校及び各学科の目標」などをどの

ように解釈して活用しているのか調査検討し、改善の必要性を検証する。 

  

2. ISO29990 の認証、職業実践専門課程の認定により内部質保証を行うた

めの取り組み方法が確立されたが、次段階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。 
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基準２ 学校運営 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

 学校運営として本校は開校より財政的には安定した事業を継続できて

いる。しかしその基盤となる規程、各会議および委員会の運営等について

はまだ不備が多かったため、ISO への取り組みを利用し整備している。学

校運営は、学園理念や教育理念を基本とし、年度ごとに本部事業計画に沿

った形で、学校の事業計画を定め、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評価を行いながら、年度

末に総括し翌年度の事業計画に反映させている。 

学校経営に関連する事項については、主に学園理事会と評議委員会、管

理職会議等で検討されているが、結果の情報公開が会に出席した各学校の

委員によりされるため、確実な周知とはなっていない。 

学校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、各職員の業

務については、マネジメント管理者が多くいないため、しっかりとした取

り組みが均一的に行われているとはいえない。しかし、組織的意思決定シ

ステムが稼働し、起案に関する決裁の過程を示す記録の作成と保存方法が

決まり、適切な学校運営に向けて一歩前進したと考えている。 

 本校は全学科が文部科学省「職業実践専門課程」の認定を頂いており、

実質的かつ継続的に、病院や福祉施設の多大なる協力を得ながら、密接に

連携し、実践的な職業教育に取り組んでいる。 

 教育環境に必要な校内インフラとして ICT を強化するとともに、ネット

ワーク環境の安定したシステムの構築を図るひつようがある。 

 学園独自の活動である「発達支援センター」「ことばの支援センター」

は年々認知度が向上し、安定した活動となってきたとともに、教職員、学

生の研修先にもなっている。 

 

◎課題 

 1.すべての業務において、第３者からの評価に耐えるべく、PDCA サイ

クルによる質保証・評価を確実に行い、各業務のエビデンスを作り上げな

くてはならない。 

 

 2.対外、校内への情報の公開に関する規程を定め、わかりやすくかつ適

正な方法で、明確な内容の提示について検討が必要。 

  

 

☆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

の方策を立てることから始め、各部署の責任者はその結果を運営会議で報

告するなど校内で共有していく。目標に関しての PDCA の実施と同様に通

常業務でも PDCA 思考をもった業務を行えるようにする。 

 

 2.学校会議体、他実施報告等については、効率よく明確に要点を可視化

して公開する。（報連相のうち、過去分の報連については要点を、これか

ら未来の相についてはプロセスを含み詳細を表する。） 

 

 3.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、常時校務分

掌の見直しを実施し、全職員が同じ目的を持った方向で業務が遂行できる

体制作りを行う。また、同時に意思決定システムの明確化を図る。 

 

 4.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

業務評価のシステムを検討する。 
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基準３ 教育活動 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

日頃から医療業界、介護業界、養育業界の情報収集、分析、取り組みを

行っている。これらの情報を踏まえ、人材ニーズの把握を行い、また、地

域求人施設からの情報により鹿児島地域のニーズを把握してきている。こ

のニーズに対応できることを目標に、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。今後卒業生評価として卒業生と

その就職先に当校の教育した人材が社会で必要な知識、技術を標準的に備

えているかなど、評価をいただくアンケートを実施しなければならない。 

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

ており、特色を出すのは難しいが、制定した３ポリシーについて今後時代

の要求と、教育の方法などから常に見直していき、医技専の特徴ある３ポ

リシーになることを期待する。 

 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、評価方法に

ついては明記がされていない。授業の教授方法の評価、各試験の内容・難

易度の適正評価、成績評価の方法とその単位認定基準や評価適性検討につ

いては現在各教員が基準となって判断しているため、今後すべての検証、

評価基準を策定しなくてはならない。 

 教職員の学術的向上を目指し、推奨している学会発表については、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。 

 職員研修について、各職員に対し年１～２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。 

 

◎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教育方法を検討する必要

がある。 

 

2.評価判断について基準が経験値にゆだねられ、あいまいな事項があ

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、技術も教授する。 

 

 2.臨床実習および臨地実習そして教員実習において、施設側と密に協業

しながら、行われている実習について検討評価を行う。 

 

 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検討し実施していく。 

 

 4.学生ニーズを把握、分析し、可能な限り沿った環境を構築する。 

 

 5.授業や試験について、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。 

 

 6.全学科で統一された成績評価・単位認定等の基準を策定する。 
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基準４ 学修成果 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

 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、例年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。さらに学校内で行う就職

ガイダンスなどのイベント等を企画・実施するなどして就職を希望する学

生には就職率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、職員の熱心な取り組みによりし、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

行っている結果と考える。 

 卒後教育に対しては不定期に実施されているものの、同窓会や学科ごと

の実施となっているため、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 

 1.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けるような会議、委員会が必要。 

 

 2.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、教員外の協力の充実を図っていく必要

がある。 

 

☆改善方針 

 1.社会や利害関係者へニーズ調査を実施し、教育に反映させる。 

 

 2.教育手法に関する質の評価を実施する体制を構築する。 

 

 3.学生の学修成果を評価する項目と基準を策定する。 
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基準５ 学生支援 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

学生支援については、基準として求められている経済的支援(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)

はもちろん、就職支援(キャリアセンター)、学生生活支援(学友会)、課外

活動支援(サークル)等、多岐に渡る支援体制を整えている。 

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日本学生支援機構奨学金の事務指導、入学金の免

除制度、授業料についての多分納制度を設けているが、文科省が要望する

支援制度はとっていない。 

学生生活支援の一つとして、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。 

学校生活に関する報告について、保護者との連携は個々の担任教員の対

応とならざるを得ず、その負担は特に多くなっている。 

 

◎課題 

 1.基準として求められている事項については概ね円滑に実施できてい

ると思われるが、その時々の学生の要望についてはどこまで対応していく

かは校長判断となっている。 

 

☆改善方針 

 1.学生への環境アンケートは実施しているが、可能の是非については、

学校側の判断となってしまっているため、学友会との会議など学生との意

見交換を行う必要がある。 

 

 2.各実習における感染対策については各学科ごと、病院ごとに異なるた

め、完全なマニュアル整備は難しいが、基本的な事項で各学科に対応でき

る基準を策定する。 

 

 3.学生への情報提供を効率よく確実に行えるよう、ICT を利用する。 
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基準６ 教育環境 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

テニスコートの大改修を行ったように、開校20年を超え、経年劣化や

故障が多く見られる。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

に対しては必要かつ適切な機器の導入が図るようにしている。 

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。 

設備について、各クラスの専用教室を確保するなど、高等教育機関では

特異である面や、実習室等は基準以上のものが整備されている。 

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

てきており、部屋、座席も不足しており、対応は必須である。 

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せざるを

得ないなどの問題がある。 

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

会議を確実に行い、実習地への訪問、随行を行っている。また緊急時には

緊急連絡番号を定め、即時に対応する体制をとっている 

防災に関しては夜間帯の対応と連携が不明瞭であり、訓練の実施もして

おらず、いざというときに適切な行動がとれるか不安なところがある。ま

た、学生・職員の緊急用備品について検討し、整備予定だが、格納スペー

スがなく、引き続き検討している。 

 

 

◎課題 

 1.専門学校としての基準を超え充実した環境を維持するよう取り組ん

でいるが、予算要求に関して学校全体の協議の場がない。 

 

 2.防災、安全対策としてマニュアルを作成し、順次整備を行おうとして

いるが、ハード的な問題で多くの検討時間を要する。 

 

 3.学園としての防災、安全、災害への対応指針が制定されていない。 

 

☆改善方針 

 1.施設備品のメンテナンスについて必要な管理点検を実施し単年度で

はなく、中期計画を立て実施していく。 

 

 2.学園へ防災・安全・災害対応指針を制定するよう意見し、それをもっ

て各管理規程を策定する。 
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基準７ 学生の募集と受入れ 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

 学生募集にあたっては、対外的には学園本部経営企画室企画広報室が中

心となり各学科から委員を選出し活動を行っている。学内的には学校説明

会、ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽなどの企画を新たに設置された広報委員会が行ってい

る。 

募集要項には学科定員、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、情報量が多すぎで

はあるが、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。しかし、最近ホームペー

ジの有用性が重視されてきているが、変更、更新作業が遅延することがあ

る。 

 さらに学校説明会およびオープンキャンパスについては必要時期を吟

味し日数を減らし、実施するようにした。また、複数回参加する学生に対

応するため別メニューでの対応を行い、好評を得ている。 

今年で創立から20年を超え、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。 

また、障害などの特別なニーズを持った学生への対応にも取り掛かりは

じめ、徐々に教員の意識と環境を含め整備していく。 

 

◎課題 

 1.専属の広報担当部に細かい学校の活動、取り組みを伝えられていない

ことが多くある。 

 

 2. 障害者差別解消法が施行され、これに対応して文部科学省が対応指

針をまとめた。学校としてこれにどのように対応すべきか検討する必要が

ある。 

 

☆改善方針 

 1.学生募集に関する情報提供の不備が共有されるようになってきたの

で、それらに迅速に対応できる体制を確立する必要がある。 

  

2.学力不足及び教育を離れてから数年たつ社会人等の対策としてリメ

ディア教育の実施を学校として行っていく必要がある。 

 

 3.医療介護系の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 法令等の遵守（教育の内部保証システム） 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

 29 年度には新たに学生生活の手引きを作成し、学則等の規定、他支援

内容を明記したものを 29 年度に作成し、30 年度入学生に配布した。 

 学校運営的には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。 

 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。 

 さらに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、ISO29990 の認証を得た。またＰＴ、ＯＴ、ＳＴについてはリ

ハビリテーション教育評価機構からも認定され、第 3 者評価の実施に取り

組んでいる。 

 目標管理について行われているＰＤＣＡサイクルについて、学ぶ期間も

終わり、確実な実施期間になり、職員は内部保証の基本的な考えを理解し、

確実に行わなければならない。 

 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

が開始されている。 

 

 

◎課題 

 1. ISO29990 で構築された内部質保証システムを継続して実行できる能

力を教職員一同が会得するための方策を検討しなければならない。 

 

 2.全職員が PDCA サイクルの意義と手段を理解し、当たり前に使えなる

ようにならなくてはならない。 

 

 3.第 3 者評価に耐えうるため、学校運営における「説明責任」を明確に

しなければならない。 

 

☆改善方針 

 

 1 職業実践専門課程、.ISO29990 を教職員が理解する。 

 

 2. FD・SD 委員会による成果がキャリア教育につながるものとする。 

 

 3.すべての評価の説明を行えるようフローを構築する。 
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基準 9 財務 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

 専門学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教

養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う」と定義され、時代、

社会、地域に貢献する人材を教育し、社会に送り出している。社会的な必

要性がうたわれている中、公的助成金はなく必要な所要の財務基盤と運用

の確立のため費用には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３０年度の学生在籍状況》４/４現在（夜間部募集停止） 

 定員 A 現員 B 充足率 % 

作業療法学科 昼間部 ４年 160 123 77 

       夜間部 ４年（2～4 年） 120 30 25 

理学療法学科 昼間部 ４年 ２クラス 320 283 88 

       夜間部 ４年（2～4 年） 120 28 23 

言語聴覚療法学科   ４年 160 102 64 

診療放射線技術学科  ４年 ２クラス 320 289 90 

看護学科       ４年 ２クラス 320 209 65 

介護福祉科      ２年 80 18 23 

 

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、今後は 18 歳人口の減少と共に、医療福祉系を求める人

材の減少、大学定員増による影響が大きくなる傾向があり、人件費、教育

研究経費や管理経費において、より一層適切な予算使用が必要である。 

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 

 1.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。 

  

 2.学校の教育活動の数字（財務的数値）が公表されていないため、各活

動への投資評価が出来ていない。 

 

☆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。 

 

5.実施費用の公開を検討する。 
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基準 10 社会貢献・地域貢献 
 

大項目総括 課題と改善方策 

 

 地域貢献としては、一昨年から学校周辺の清掃活動を行う程度であった

が、地域貢献 WG の発足により、平川、東谷山地域の夏祭りやイベントへ

の参画も積極的に行われており、やっと地域貢献活動が動き始めた。 

また、地域団体や自治体などが学校施設利用を行えるような体制をとっ

ている。 

 継続している取り組みとしては、作業療法学科昼間部での高次脳機能家

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。 

 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、

世界との試合に帯同するなどその裾野を広げ、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。 
 

 

◎課題 

 1.地域に存在する学校として、できる範囲での活動を行っているが、ほ

とんどが依頼を受けての対応となっており、まだこちらから発信できるも

のがない。学校が発信する地域貢献を模索していく必要がある。 

 

☆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に対して目標を設定するなどして業務の一つ

として取り組む体制を検討する。 

 

 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 

 

 現在、留学生の受け入れを行っているのは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。昨年度 1 名が卒業し、卒業生内で内定を最初に

いただいた。30 年度は入学する留学生がおらず、30 年度は 2 年生に 3 名

が学んでいる。特別な受け入れ体制の整備等は行ってないが、介護福祉科

の教員は日本語教員資格保有者もおり、日常、学業のフォローをしている。

留学生について現在助成等はなく、学校独自の語学能力評価により入学時

の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で

きたので、留学生に対してはアピールポイントになるのではないかと考え

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、現在は行っていない。 

 

◎課題 

 1.現状、対応できるであろう事項には取り組んでいるが、引き続き地域

のニーズを把握していき、必要であればニーズを変える対策が必要。 

 

☆改善方針 

 

 1.介護福祉科の活動及び海外事業について支援していく。 

 


