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学校関係者評価報告書のまとめ 

 

 
 急激な少子高齢化が進行する中、医療職者数の不足は益々深刻な状況となっています。 

そのため大学等を含めた養成校が次々と開設されましたが、１８歳人口の減少傾向が顕著となる

最近では、志願者数の増加に弾みをつけるどころか、むしろ入学生確保が難しい状況になりつつあ

ります。 

理学療法士・作業療法士・看護師を養成する本校も特に、理学療法士・作業療法士の入学生数の

減少は切実な問題であります。 

 そのような状況下、２０１９年４月より理事長及び校長が交代し、新体制での学校運営をスター

トしました。 

２０２０年度は、建学の精神である「愛情あふれる医療人を育成し、地域社会に貢献する」とい

う人材育成の理念を具現化するため、３年間で教育活動の改善と経営強化を実現する中期計画を策

定しました。 

この内容を作成してく中で、先ず、在学生や保護者に対するアンケートを実施し、意見や要望を

集めた基礎資料を作成しました。 

次に、専門家のアドバイスを基に学内の各種委員会で改善計画を立案し、実施可能な具体策から

速やかに実行してきました。 

しかしながら、２０１９年度終盤から２０２０年度全般にわたり新型コロナウイルスのパンデミ

ックに襲われ、学校の教育活動はおろか日常生活にも大きな制限や支障が生じてしまいました。 

教育の中心はオンライン化に移行すべきという流れがでてきたため、本校でもインターネットの

基盤整備を真っ先に行いました。 

さらに、全教職員が一丸となり準備を進めた結果、２０２０年５月中頃からオンライン授業を順

次実施できるようになりました。 

一方、全ての学外実習が中止となりましたので、学内での代替実習プログラムを作成し、カリキ

ュラムに従った授業を展開することがなんとかできた次第です。 

さらに、独自対策マニュアルや行動指針も作成した上で啓発教育を進めてきたため、感染クラス

ターが学内で発生しなかったことは幸いした。 

２０２０年度の評価は、下記４名の学校評価委員に委託しました。 

評価ための参考資料としては、中期計画書、学生アンケート、保護者アンケート、事業報告書、

会計報告書などであり、評価の期間は６月２１日から２８日までのほぼ１週間とさせて頂きまし

た。 

各委員の忌憚のないご意見やコメントを一覧表としてまとめさせて頂き、本報告書が完成致しま

した。 

２０１９年度と２０２０年度の内容を比較するため、４点満点で各評価項目を点数化し、それら

の平均値を算出しました。 

２０１９年度の場合、自己評価及び学校関係者評価点はそれぞれ３．８２点及び３．３９点であ

り、学校関係者の評価点がやや厳しい結果でした。 

２０２０年度の場合、それぞれ３．５１点及び３．５５点であり、両評価はほぼ同じようであっ

たのみならず、学校関係者の評価は昨年度より０．１６点上昇しました。 

これらの根拠となるデータは、学生アンケートにも一部明確に表現されています。 

つまり、２０２０年では「学生が好きな科目だけでなく嫌いな科目でもより意欲的な取り組みを

している」という結果になっています。 

また、「３学科の中で看護学科学生の教員や授業に対する満足度が著しく改善した」ことは注目

に値します。 

それゆえ、３学科共に学生の満足度に遜色がなく高い状態になってきたと考えられます。 

残念なことは、理学療法学科や作業療法学科において、国試合格率が著しく低下したことです。 

前年が１００％の合格率であったことを考えると、コロナ禍での国試対策に関して改善をはかる 



べき項目が幾つかあると考えられます。 

一方、看護学科では、コロナ禍の影響を受けることなく、卒業生数や合格率に前年以上に大き

な成果が認められました。 

看護学科の対応や各教員のノウハウについて３学科で共有すべきと考えます。 

今後も、本報告書の評価内容を真摯に受け止め、医療人育成の教育改革を全教職員が一丸とな

って進めていく所存であります。 

 

 

 

令和３年６月３０日 

                             学校法人 稲積学園 

                             北都保健福祉専門学校 

                              理事長 稲積実佳子 

校 長 林 要喜知 
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学校評価関係者評価委員  小野寺柚奈 （看護学科卒業生） 

鈴木 雄仁 （地域関係者・会社役員） 

外山 貴浩 （作業療法学科卒業生） 

山下 敦規 （地域関係者・保護司） 

 

北都保健福祉専門学校教職員一同 



２０２０年度学校関係者評価表

自己評価内容　（自己評価報告書の目次「Ⅳ項目ごとの記述」） 評価 学校関係者評価 評価

1 理念・目標・育成人物像は定められているか。
明確に定めており、学内での周知を図っている。また、校内での掲示、 ホームページ、学校案内
等でも紹介している。

2 社会のニーズ等を踏まえた学園の将来構想を抱いているか。 社会的要請に応えるべく、本校の中期計画を実現する働きかけをしている。

3 理念・目標・育成人物像・特色などが学生・保護者等に周知されているか。 概ね周知されているが、保護者への周知は必ずしも十分ではないと考えている。

4 目標等に沿った運営方針が策定されているか。 新たな中期計画に従って、各年度の目標wo決め、それに従った運営方針を策定している。

5 運営組織は明確にされ、有効に機能しているか。
今年度、新たに運営組織の組み直しをはかり、学校運営を明確に進めている。意志決定は有効に機
能している。

6 教務、財務等の組織整備等意思決定システムは整備されているか。 教務や財務に関する意思決定の手順は整備されており、本年度もスムーズな運用ができている。

7 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか。
学校運営における諸規則を厳守すると共に、コンプライアンスに関わる事項は全教職員で共有して
いる。

8 教育活動に関する情報公開が適切になされているか。 これまで教育活動に関する情報はホームページで公開している。

9
教育理念・育成人物像や業界のニーズを踏まえた教育機関として修業年限に
対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか。

教育課程の編成・実施方針に従って毎年シラバスを作成し、学習内容、到達レベル及び時間配分を
それぞれ決定している。

10
キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の
工夫・開発等が実践されているか。

コロナウイルス感染拡大により当初のカリキュラム体系や実践的職業教育に変更せざるを得ない状
況がでていたが、限られた状況下で教育効果を高める創意工夫がある程度できたと考えている。

11
関連分野の企業、関連施設等、業界団体等の連携により、教育課程の編成や
点検等が行なわれているか。

実践的職業教育内容の改善に必要なことの一つは臨床現場からのフィードバックであり、本校では
ウェブ会議等で臨床実習や臨地実習施設側との話し合いで、有益な情報や意見はすみやかに取り入
れている。

12 授業評価の実施等、評価体制があるか。
本校の教育に対して学生や保護者にアンケート調査を実施しており、学生による専任教員や実習に
対する授業評価を行っている。

13 成績評価、単位認定の基準は明確になっているか。
学則に明記しており、素点をもとに秀、優、良、可、不可の成績判定を行っている。また、必要に
応じてＧＰＡの変換も行うことが可能となっている。

14 資格取得の指導体制やカリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか。
学科の全教員が協力する指導体制を取っており、体系化されたカリキュラムの中で連携ができてい
る。

15
人材育成目標に向けて授業をおこなうことができる要件を備えた教員を確保
しているか。

現状では、各学科の指定規則に従った教員をほぼ確保しており、人材育成の目標達成が可能な状況
にある。

16
関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員指導力
養成などの資質向上のための取組が行われているか。

２０２０年度はＷｅｂによる研修会や学会などの参加が多くなったが、教員の中には大学院進学や
研究員としての研鑽を行っている者がいる。また、共同研究を進めている教員もおり、教員の資質
向上が図られつつある。

17 就職率の向上が図られているのか。
就職状況は良好であるが、２０２０年度の国試合格率低下が理学・作業療法学科でおきてしまい、
それに伴い就職率も例年より１０％ほど低下してしまった。

18 卒業生・在学生の社会的な活動を把握し、評価しているか。
道北道東を中心とした地域での就職が多く、卒業生の状況把握が比較的容易であるが、今年度はコ
ロナ禍で社会的活動はあまり進まなかった。唯一、除雪体操は高齢者の健康増進に有益であったと
考えられる。

19 退学率の低減は図られているか。
実習に関わるの問題等を解決することで、学校全体では退学率を低める対応ができている。３学科
の平均は４．３％ほどであった。

20 コロナ対策はなされているか。
コロナ禍でも国や道の指針に従い、学校独自の感染対策マニュアルや行動指針を作成し、対策を講
じながら、教育活動を推進してきた。

21 学生相談に関する体制は整備されているか。
学生がかかえる就学上の問題に早めに対応するため、学年担任を中心に学生相談を進めてきた。昨
年度の企画にあった「何でも相談室」という学科の垣根を越えた計画は進まなかった。

22 学生の経済的支援体制は整備されているか。
経済的支援を必要とする学生からの相談を受けながら、学内でのアルバイトを募集したり、奨学制
度の利用に関する説明を行ってきた。

23 学生の健康管理を担う組織体制はあるか。
法令に基づく定期健診に加え、日々の健康管理からメンタルな問題まで幅広く対応する体制を構築
しつつある。インフルエンザの予防接種を学内で実施した。

24 学生の生活環境への支援は行われているか。
学校内で学習環境を改善してきたが、学外でも充実した学生生活が可能となるような生活指導や支
援を行いつつある。

25 保護者と適切に連携しているか。
これまで通りの対応であったが、保護者からは学校の様子がよくわからないとか、学外実習中止に
伴う実習費使途に関する問い合わせが多かった。

26 卒業生への支援体制はあるか。
同窓会を中心とした卒業生支援や個別による対応もおこなう支援制度を活用しているが、次第に低
調になりつつある。また、卒業生アンケートはあまり進んでおらず、理学療法学科や看護学科から
のアンケート回収が滞っている。

27 関連分野における業界との連携による再教育プログラムを行っているか。
生涯教育の一環として様々な教育プログラム推進に協力しているのみならず、各業界団体のＷｅｂ
研修会開催にも会場提供などの支援を行っているが、まだまだ十分ではないと考えている。

28 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか。 学内全域にネット環境を整備した。また、オンライン授業のためのスタジオを常設している。

29 防災に対する体制は整備されているか。 法令に従い管理者を置き、防災設備の整備や避難訓練を励行し、防災意識を高めている。

30 高等学校等に対する情報提供等の取組を行っているか。
北海道における地域医療の未来像や可能性を伝える活動は中学・高校生に伝える本校の役割と考
え、毎年全ての学校からの要望に応えている。

31 学生の募集は適正に行われているか。
様々な手段を用いて本校の特色を紹介をしながら、医療系に興味をもつ生徒に対して募集活動を
行っており、２０２０年度はほぼ当初の目標値を達成している。

32 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか。
教育の特色、入学生の成長過程、国家試験合格率、卒業生の進路などによる本校の実績を中高生に
は適切な資料やＨＰなどを介して伝えている。

Ⅷ 財務 33 財務に関して会計監査が適切に行われているか。 定期的に会計監査を受けてきており、問題がないことは確認している。 4
支出の部における人件費、教員研究経費、管理費などに関して、もうすこし細かい勘定科目を出す
ことはできないでしょうか。
収支差額が落ち込んでいますが、その対策はとっておられるのでしょうか。

3.6

34 法令、専門学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。 各法令に基づき学則を定め、各種法令を遵守した学校運営を行っている。

35 個人情報の保護のための対策がとられているか。
個人情報の保護に対する個々の案件に十分配慮しているが、２０２０年度で明確な規定を制定する
ことができなかった。研究倫理規定に従った個人情報保護は規定に従いしっかり行っている。

36
事業報告書、学校関係者評価書、学生アンケート、保護者アンケート、自己
評価結果などを公開しているか。

ホームページなどで詳細な評価結果を公開している。

37 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行なっているか。 地域社会からの要望に従って対応しているが、昨年度に比べやや低調になっている。

38 学生のボランテイア活動を奨励・支援しているか。
コロナ禍で感染防止の観点から、基本的には学生のボランテイア活動やサークル活動を自粛してい
る。しかし、自分達で感染しない工夫を考えてもらいながら、教員監督下で無理のない範囲内で活
動することもある。

評価基準

3.9

コロナ禍ということもあり、オンライン授業が主とならざるを得なかった対応は理解できますが、
看護学科は国家試験合格率が向上したものの、理学療法学科と作業療法学科は急激に低下していま
す。日々のオンライン授業に油断したのでしょうか、学生に自主学習を任せすぎたのではないかと
思わざるを得ません。もっと早めに試験対策を指導することと、普段成績が悪い学生には最後まで
熱心に丁寧に教えることが必須であると感じます。これらのことを徹底することにより、新入学生
を増やすきっかけにしてほしいと存じます。
理学・作業療法学科の国試合格率の低下はとても残念です。学校としての学習体制も必要ですが、
卒業年度予定の学生さんはプレ社会人ですから、自ら行動を統制し、早めに取り組む意識も大切な
のではないでしょうか。
学校全体がきちんとコロナ対策がなされていることは、とても良いことと思います。

2.7

4

3.7

3.7

適切ー４　　　　ほぼ適切ー３　　　　やや不適切ー２　　　　不適切ー１

Ⅰ 教育理念・目標

Ⅱ 学校運営

Ⅴ 学生支援

Ⅹ 社会貢献

3.1

3.3

Ⅳ 学習成果

積極的に実施されていると思います。学生募集については、高校訪問回数を高めたり、新年度の学
校案内の作成やＹｏｕｔｕｂｅ/ＳＮＳの活用を検討するなど、教職員一丸となって広報活動を進
めていることを高く評価いたします。今後、その成果がはっきり現れてくるように、また、新入生
の自立を後押しできるような具体的学内制度を構築するように、学生募集を積極的に進めてほしい
と思っています。

概ね良好と思われる。 4

3.7

4

3.5

3

3.1

評価項目

教育目標の理念は素晴らしと思いますが、この目標の目指すところ（目標に向かって努力していく
ことの必要性）を、学生や保護者にももっとわかりやすくＨＰなどで説明する必要があると思いま
す。

教職員による地域の様々な団体等への講師派遣も熱心に取り組まれており、社会貢献については適
切に対応していると感じます。地域貢献も貴校のPR活動に取り入れながら、「建学精神に基づき、
本校は学生に対し単に医療技術の習得だけでなく、社会性のある人材育成にも貢献している」とＰ
Ｒしてはいかがでしょうか。雪かきを体操にした取り組みは、本当に素晴らしいものと感じていま
す。

学習支援について、貴校が様々な視点から取り組んでいることは高く評価いたします。今後、さら
に、成績優秀者に対する授業料免除あるいは軽減化など、学業に意欲を持たせるインセンティブあ
るシステムの整備や学生の悩みにもオンラインで対応できる相談コーナーなどを設置するなど、快
適な学生生活が送れる学習環境の改善を期待します。
同窓会活動に対して学校としてもう少し協力していただけると助かります。具体的には、講習会な
どへの学生参加を推奨してほしいし、外部講習会開催費用の一部負担などもお願い致したいもので
す。

3.3

学校経営については、教務、財務共に本校の建学の基本的視点に立って、各立場に固守することな
く、議論している。その上で、情報を共有しながら迅速に意思決定をしていく体制整備が必要と考
えます。

3.8

3.9

Ⅲ 教育活動

教員による研究・学会発表が増えたように思います。研修会や学会参加による教員の資質の向上は
高く評価したいと思います。
また、アンケート調査の結果、「興味のない授業に対しても意欲的になった学生が多くなってい
る」ことから、「教育活動は向上している」ように思われます。ただ、同時に、「学生の教員に対
する満足度や授業内容の理解度不足」などから考えられることは、もっと個人個人に合った丁寧な
学習指導を提供していくことが必要であると感じられます。例えば、個別にオンライン面談するな
ど、マンツーマンで教育指導するやり方もあるかと思いますし、もう少し創意工夫が必要であるか
と思われます。

Ⅵ 教育環境

Ⅶ 学生募集

Ⅸ 法令等の遵守 概ね良好と思われる。

2.5

3.9


