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Ⅰ 法人の概要 

平成３１年４月より、学園理事長が稲積文子から稲積実佳子へ、校長が小野一

幸から林要喜知へと引継がれ、学園最高責任者および学校長の交代による新体

制がスタートした。 

新体制においても、前理事長（創立者）による「愛情あふれる医療人を育成し、

地域社会に貢献する」という建学の精神は引き続き踏襲され、地域医療の現場で

活躍できる人材を今後も輩出し続ける教育目標には変わりはない。 

この目標を着実に進めるためには、時代環境とニーズに対応した高度な教育

を提供し、地域社会が求める人間性豊かな人材の育成は不可欠である。そこで、

本校の教育環境を現代の医療現場に適合したものとなるよう、ハードとソフト

の両面から様々な見直しを進めていくこととした。全教職員が新体制の方針を

共有しながら学校運営並びに教育活動に臨めるように、理事長から新たな船出

の決意表明がなされた。 

  

 

１)名称及び所在地 

法人の名称 学校法人稲積学園 北都保健福祉専門学校 

所在地 旭川市緑が丘東 1 条 2 丁目 1 番 28 号 

 

２)沿革 

平成 5年 3月 学校法人稲積学園設立 

平成 5年 4月 北都保健福祉専門学校 介護福祉学科設置 開校 

      理事長・初代校長に稲積文子就任 

平成 7年 4月 北都保健福祉専門学校 理学療法学科設置 

平成 8年 4月 北都保健福祉専門学校 作業療法学科設置 

       第 2代校長に小野一幸就任 

平成 13年 4月 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科設置 

平成 20年 4月 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科募集停止 

北都保健福祉専門学校 社会福祉学科に変更設置 

北都保健福祉専門学校 看護学科設置 



平成 20年 12月北都保健福祉専門学校 社会福祉学科募集停止 

平成 22年 3月 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科廃止 

平成 24年 8月 北都保健福祉専門学校 介護学科募集停止 

平成 26年 8月 北都保健福祉専門学校 介護福祉学科廃止 

平成 31年 4月 第 2代理事長 稲積実佳子 就任 

第 3代校長  林 要喜知 就任 

 

３)設置学科等 

    令和２年５月１日現在 

学科の名称 終業年限 収容人数 現在の学生数 昼・夜別 

理学療法学科 ４年  160 人   86  人 昼間部 

作業療法学科 ４年  120 人 44  人 昼間部 

看護学科 ３年  120 人 123  人 昼間部 

 

４) 役員、監事、評議員 

 
    

職 名 氏 名 
任期の始期・

終期 
現在の職業 

 

理事長  稲積実佳子 
2019.4.1～

2021.4.29 
学校法人稲積学園 理事長 

 

理事 

 稲積 文子 
2017.4.30～

2021.4.29 
学校法人稲積学園 前理事長 

 

 林 要喜知 
2019.4.1～

2021.4.29 

学校法人稲積学園 北都保健福祉専

門学校校長  

 渋谷 正子 
2017.4.30～

2021.4.29 
無  職 

 



 秋元 忠雄 
2017.4.30～

2021.4.29 
会社役員（外部理事） 

 

 堀中  泉 
2019.4.4～

2021.4.29 
堀中歯科医院副院長（外部理事） 

 

監事 

 上草  義輝 
2017.4.30～

2021.4.29 
無  職 

 

 谷川  良裕 
2017.4.30～

2021.4.29 
無  職 

 

評議員 

 稲積実佳子 
2019.4.1～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校理

事長  

 稲積 文子 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校前

理事長 
 

 林 要喜知 
2019.4.1～

2021.4.29 

学校法人稲積学園北都保健福祉専

門学校校長  

 稲積 圭一 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校教

員  

 渋谷 正子 
2017.4.30～

2021.4.29 
無  職 

 

 秋元 忠雄 
2017.4.30～

2021.4.29 
会社役員 

 

 堀中  泉 
2019.4.4～

2021.4.29 
堀中歯科医院副院長 

 

 一戸 健二 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校職

員  

 鈴木  紘太 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校職

員  

 吉田 幸史 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校教

員  

 冨永 恵理 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校教

員  

 三浦  太一 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校教

員  

 石井  綾子 
2017.4.30～

2021.4.29 

稲積学園北都保健福祉専門学校教

員  



 

５) 教職員数 

   （令和２年５月１日現在） 

教員数（専任教員） 非常勤教員数 職員数（専任） 

      ２５名    １４１名      ９名 

 

Ⅱ 事業の概要 

１） 国家試験合格率の向上 

学科ごとに教員作成の模擬試験、業者模擬試験、全国養成校統一模擬試験など

を数回実施すると共に、習熟度別の少人数グループを形成し、グループ内での自

発的な学習習慣の醸成を図った。さらに、各グループの学習の進捗状況に応じた

内容で、教員による補講を丁寧に行い、理解度がさらに高まる働きかけを年間通

じて行った。それらの結果、理学療法学科と作業療法学科の卒業生合格率 100％

を達成できた。 ただ、2019年度の看護学科卒業生は健闘したが、合格率が全国

平均を下回った。この結果については今後の課題として分析検討し、次年度に反

映させていきたい。 

 

          過去２年の卒業生の国家試験合格率 

区分 2018 年度   2019 年度 2019 年度全国平均 

理学療法学科 
86.2 % 

(25人 / 29人) 

100 % 

(14人 / 14人) 

86.4 % 

(10,608人 / 12,283人) 

作業療法学科 
100 % 

(7人 / 7人) 

100 % 

(11人 / 11人 ) 

87.3 % 

(5,548人 / 6,352人) 

看護学科 
92.9 % 

(26人 / 28人) 

82.9 % 

(29人 / 35人) 

89.2 % 

(58,513人 / 65,568人) 

 

 



２） 退学者や留年学生数の抑制 

 毎年、臨地実習・臨床実習などの学外実習では、何人かの学生が医療現場で十

分な学習ができず、留年あるいは休学するケースが出ている。そのため、学外実

習の事前学習、実習中の指導、実習後の授業の進め方などを改善してきた。また、

学外実習でつまずいた学生には可能な限り再実習を行ったところ、留年する学

生の実数が看護学科で有意に減少してきた(下表)。ただ、学業不振や進路変更な

ど個々の学生に特有の事情もあるため、どの学科でも必ずしも改善につながる

傾向が認められなかった。今後は、早い段階から学生が抱える問題を見つけ個別

対応や三者面談によって、成績不振による退学や留年となる学生数の抑制に努め

ていきたい。 

 

過去３年間の退学学生数 

区分  2017 年度   2018 年度   2019 年度 

理学療法学科 
  5人/112人     

    (4.5%) 

   6人/97人 

   (6.2%) 

   8人/85人 

  （9.4%） 

作業療法学科 
  3人/51人     

    (5.9%) 

   5人/50人 

   (10%) 

   4人/47人 

  （8.5%） 

看護学科 
  11人/120人     

    (9.2%) 

  7人/119人 

   (5.9%) 

  5人/123人 

  （4.1%） 

 

３） 教育環境改善と教職員の資質向上 

 学生が抱える就学上の問題を解決し、意欲的な学生生活を過ごしてもらうた

め、在学生及び保護者に対するアンケートを実施した。また、学生による授業評

価を実施し、学生が教育に期待する内容を調査した。これらの調査結果を踏ま

え、学生の教育環境を順次改善したことに加え、学生生活の支援を強化する細や

かな対応を実施している。さらに、教育の質向上を図る計画を実行に移してきて

いる。学生アンケートや保護者アンケートのまとめは、別添の書類にまとめた。 

 教職員に対しては、学校運営や接遇に関する講演会を学校内で開催しただけ

でなく、各分野の学会、研究会、研修会などへの参加を促しながら、それらの経

験を各自のステップアップや学生教育に活用することを奨励してきた。さらに、

教職員給与体系におけるインセンティブ制導入に関する準備状況を説明した。 



 

４） 施設・設備の拡充 

 設備の老朽化や機器類の故障などにより、実習施設や設備の更新・拡充が必要

となっている。まず、自学自習をするためのスペース確保の観点から、図書館の

閲覧スペースを広げ、新刊書の計画的な購入や一部電子図書の導入を図った。ま

た、図書館の近くの教室を、新らたな学習室として学生の自習スペースをさらに

拡大した。学生ホールには飲食可能な設備も配備してきた。さらに、情報処理室

でしか利用できなかったネット環境の拡充として、図書館、学習室、学生ホール

などで WiFi利用を可能とした。 

３階にあった手狭な保健室を１階に移設し、体調不良の学生が利用しやすく

改善した。保健室の隣には障害者水洗トイレも新設し、保健室利用学生のみなら

ず、看護学科や理学・作業両方学科の学内実習にも活用している。また、動作分

析機や床反力計など最新の物理療法機器等を整備するなど、実習機器の充実を

はかった。 

玄関および全館に警備システムを新たに導入し、週末や夜間でも学生が安心

して学べる防犯・防災に備える安全対策を講じた。 

 令和２年からの「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」改正に伴う実

習室等の確保のため、室名改称及び用途変更申請を行った。 

 

５) 研究倫理規定策定と学術貢献 

本校３学科のカリキュラムには卒業研究があり、実際にヒトを対象とした研

究が進められている。本校では、外部研究者とヒト臨床研究を共同で行っている

教員がいるが、本校単独で同様な研究を推進するため、研究倫理規定及び倫理審

査委員会規定を策定した。2019 年度では２件の研究に対して研究倫理審査がな

された。学術成果として、学会発表２件、論文発表１件がなされた。今後は、学

生の卒業研究に対しても倫理審査を進める予定である。これは、複雑化する現代

社会における個人情報保護という視点からの倫理教育に叶う対応であると考え

ている。 

また、２名の教員が国内誌あるいは国際誌のピュアーレビューを各々年 10 回

前後行なっている。今後、本校でも学術貢献が次第に盛んになることが期待され

る。また、大学院に入学する教員も徐々に増えており、これらの経験が学術貢献

だけでなく、学生教育の質的向上に資する方策を推進したいと考えている。 

 



６)地域貢献 

 地域に対する教育貢献の一環として、医療に関心の高い中高生を本校に招い

て、医療業務の紹介、医療専門職の地域における役割、若い世代の医療人材育成

の重要性、等に関する講義や実技等のインターンシップを行なっており、中高の

生徒から理解を深められたという評価を頂いている。2019 年度の実績として、

8校（中学校 5校、高等学校 3校）から延べ 216名の生徒を受入れている。 

 一方、教職員による本校派遣講座テーマ数を増やしたところ、特に、理学療法

士、作業療法士、及び看護師教員に対して、地域の様々な団体（市役所、社会福

祉協議会、高齢者の勉強会、地域住民の任意団体）などから講師の派遣依頼があ

り、その全てに対応した。 

 これらの活動の一部には本校学生も参加している。これは、教職員の社会貢献

という側面ばかりではなく、自主性や社会性の資質を育てる実践的教育が本校

学生にとっても有益であると考えているからである。これらの活動を通じて、学

生に地域貢献を体験する機会を提供しており、今後も、地域の様々な団体から要

請にできるだけ多く応えたいと考えている。 

 

Ⅲ 募集・広報活動 

  急速に進む少子化を背景とした大学全入時代が進みつつある状況下では、本

校における定員割れが進みつつあり、学生募集は本校が抱える大きな課題とな

っている。そこで、高等学校訪問等の頻度を高めたり、高等学校が求める情報

提供をおこなうなど広報活動の抜本的な見直しにより、全教職員が広報活動に

参画できる体制づくりに着手してきた。2019年度は、一段と厳しさが増す環境

にもかかわらず、前年並みの学生数を確保出来たことは、一定の成果が得られ

たものと考えている。 

  入試制度の見直しも同時に行った。平成 24年に廃止した指定校入試制度を

復活し、高等学校側の意向に沿った入試制度導入により、本校の定員充足とい

う目的のための選択肢を増やした。また、より客観的な面接評価基準を作成

し、面接員による評価の差異を最小限にすることで面接の公平性を確保した。 

 

１）オープンキャンパス日程：  

５月２５日（土）、７月２７日（土）、８月１０日（土）、９月１４日（土）、１２

月１４日（土）の５回実施したが、２０２０年３月２８日（土）開催予定のもの

は新型コロナ感染症蔓延防止のため中止した。 

 



２）出前講座・職業講話・キャリｲア教育プログラムの実施高校 

 北海道遠軽高等学校、北海道羽幌高等学校、クラーク高等学校旭川キャンパ

ス、北海道上富良野高等学校、北海道美瑛高等学校、旭川龍谷高等学校、旭川実

業高等学校、旭川龍谷高等学校、テクノス北海道、帯広大谷高等学校、北海道美

幌高等学校、江陵高等学校、幕別清陵高等学校、北海道旭川南高等学校、アステ

ラス製薬（株）、永山中学校、旭川大学高等学校、士別翔雲高等学校（開催日程

順） 

 

３）進学相談会の開催 

北専各連 道内４会場 

栄美通信 道内４会場 

日本ドリコム 道内５会場 

ライセンスアカデミー 道内３会場 

東京アカデミー 道内 1会場 

マイナビ 道内 1会場 

ダイヤ書房 １３会場 

高等学校主催進学相談会 

滝川西高等学校、旭川農業高等学校 

 

４）雑誌掲載  

グラフ旭川 （２０１９年 ６月号、８月号、１０月号、１２月号 ２０２０年 

１月号、２月号） 

 

Ⅳ 就職状況 

 卒業予定者が希望する就職先を見つけられるように、各学生との面談、就職

先に関する情報提供、校内での就職説明会、等の対応をおこなっている。その

ため、学生全員が満足出来る就職先を見つけることができている。また、卒業

生の再就職先に関する対応も丁寧におこなっている。以下が国家試験合格者の

大まかな就職状況である。 

理学療法学科 就職率１００％（旭川市内９名、道内４名、道外１名） 

作業療法学科 就職率１００％（旭川市内６名、道内５名） 

看護学科   就職率１００％（旭川市内１５名、道内１９名、道外１名） 

 

 

 


