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学校関係者評価報告書のまとめ 

 

 少子高齢化が進む我が国においては、医療従事者の不足は大きな問題になっておりま

す。特に、北海道の地域医療においては顕著であり、道内でも理学療法士・作業療法士や

看護師などの養成校の新設もしくは学科増設などにより、このような状況を解消していく

動きが続いています。 

道東道北の医療従事者供給を使命とする本校でも、数年前から入学希望者の減少は顕著

であり、各地域からの社会的要請に応えられない矛盾に悩んでいます。 

 そのような現状下、本校ではまずは医療職の魅力や将来における可能性を理解してもら

うため、中高生に対する啓発教育や職業体験を実施してきました。同時に、学生への満足

度を高め、本校での充実した学生生活を過ごしてもらうため、各種アンケート、インタビ

ュー、更には、授業評価、学生アンケートなどを実施してきました。その上で、高校生や

学生などからご意見やご要望を頂きました。活力と魅力に満ちあふれた教育環境をつくり

あげる目的で活用していきたいと考えております。 

さらに、保護者に対しては、アンケート調査の実施、マチコミやメルマガ発行により、

本校の活動状況をご報告しながら、保護者目線のご意見等を頂いてきました。これら全て

の資料をもとに、あらゆる観点から本校が魅力ある教育環境が提供できるよう、様々な活

動や改善策を実行してきました。 

 本校のこの様な取り組みについては、令和３年度自己点検・自己評価書、事業報告書、

会計報告書、保護者アンケート結果などにまとめております。更に、各活動の根拠となる

規程等（教職員の研究規程やハラスメント防止対策規程等）を作成し、それらに基づく教

育活動を推進してきました。これらの資料等はホームページに掲載しております。 

今年度は、下記の４名の学校評価委員から、本校の学校活動を多面的な視点から評価し

て頂き、ご意見を頂戴いたしました。ただ、例年より短い評価期間でまとめて頂く事にな

りました。しかしながら、評価委員各位からは忌憚のないご意見やコメントを頂き、本学

校関係者評価報告書として、ここにまとめました。大項目１０項目のうち、学校関係者の

評価が本校の自己評価を上回ったのは７項目であり、多くの点で高評価を頂いたことは改

善計画の成果の顕れであると感じております。 

 一方で、今回学校関係者から、大項目Ⅳ小項目Ｎｏ１７および大項目Ⅴ小項目Ｎｏ２５

に関する学校側の記載は事実を適切に認識しておらず、不正確であるとのご指摘を受けま

した。調査の結果、ご指摘通りでありましたので、その項目を一部訂正し、自己評価点も

下方修正いたしました。数々の誤りのご指摘、誠にありがたく存じます。 

各委員からのご意見は厳しくもあり、本校の学校活動においては非常に参考になること

が多くあり、有意義なフィードバックを頂いたと感じております。貴重なご意見やご指摘

に心より感謝申し上げます。 



 今後、本報告書の評価内容を真摯に受け止め、改善に向けた新たな具体策を進めなが

ら、本校教育理念に基づく人材育成に邁進していく所存であります。 
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大項目
小項目
No.

評価項目
自己評価内容

（自己点検自己評価報告書にある「Ⅳ項目ごとの記述」のNo）

自己
評価点

（項目平均）

学校関係者評価内容
（コメントなど）

学校関係者
評価点

1
理念・目標・育成人材像は定め
られているか。

本校の理念・目的・育成人材像を具体的に示しながら様々な教育活動を充実させる
ため、令和２年度から新たな中期ビジョンを推進している。
本校の教育・目的・人材育成像の基本方針や新たな強化策に関する教育活動は、
学校案内（パンフレット）やホームページに掲載している。(No1)

2

理念・目的・育成人材像・特
色・将来構想などを在学生、保
護者、卒業生、地域住民、関係
業者等に周知されているか。

これまで、オープンキャンパス・進学相談会・ホームページ・ＳＮＳなどを活用して、理
念・目的・育成人材像・特色・将来構想・最近の実績などを丁寧に説明して
きた。(No4)

3
運営組織や意思決定機能は、規
則等において明確化がなされ、
有効に機能しているか。

中期計画に定めた８委員会および６会議を定期的に開催し、教育活動推進に必要な事項は
十分な議論を経て決定し、迅速に処理している。
また、決定事項や連絡事項は全教職員で情報共有ができている。（No7)

4
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。

教職員等の規則違反や事故等など報告すべき事例は発生しなかった。
また、各種ハラスメントや学生処分に至る重大な事例も発生しなかった。（No9)

5
教育活動に関する情報公開が適
切になされているか。

これまでの教育内容や教育環境は、オープンキャンパス、職業体験、あるいは、学校祭な
どで、中高生や保護者に対して広く公開してきたが、コロナ禍が続く中では様々なイベン
トの中止や制限を設けての実施とならざるを得なかった。
ただ、ＨＰやＳＮＳ、更には「マチコミ」で、短い文字情報、動画、画像などによる学内
外の授業風景や様々な活動などを紹介してきた。（No10)

6
教育理念等に沿った教育課程の
編成・実施方針等が策定されて
いるか。

学校運営における諸規則を厳守するとともに、コンプライアンスに関わる重要事項は全教
職員に通達するとともに、指定規則に沿った教育課程や教育指導方法により、教育活動や
学生支援を真摯に行ってきた。（No11)。

7

教育理念、育成人材像や業界の
ニーズを踏まえた教育機関とし
ての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。

教育課程の編成や実施方針に基づき、毎年シラバスを作成してきた。
また、学生アンケートや学科教員間での話し合いから、学習内容・到達レベル・時間配分
などでの微調整を行ってきた。（No12)

8
各学科のカリキュラムは体系的
に編成されているか。

理学療法学科・作業療法学科カリキュラムは養成施設等指定規則に基づき、運用してき
た。
看護学科に関しても、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づいて編成したカリ
キュラムに沿って運用した。（No13)

9

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・開発などが
実施されているか。

コロナ禍が続いている環境下では、当初のカリキュラム体系や実践的職業教育に変更を加
える必要性が生じてきた。
対面授業からオンライン授業への変更や学外実習から学内実習へという状況下でも、これ
までのノウハウを生かして教育効果を高める取り組みを行ってきた。（No14)

10
関連分野における実践的な職業
教育（実技・実習等）が体系的
に位置付けられているか。

実習に関わる知識や実技に個人差が生じることが多いため、事前学習を丁寧に行うだけで
なく、学生の習熟度に応じた実習先の割り振りなど（グループ編成）を行ってきた。
（No16)

11
授業評価の実施・評価体制はあ
るか。

教育活動や学校運営に関する学生・保護者アンケート調査を毎年実施しており、学生によ
る授業評価実施に関する申し合わせに従い、学生による授業評価を行っている。（No17)

12
成績評価・単位認定の基準は明
確になっているか。

成績判定会議や卒業認定会議で、各科目の成績判定・単位認定は学年ごとに実施してき
た。各科目の最終判定は秀・優・良・可・不可の区分で行っている。（No19)

13
資格取得のための指導体制やカ
リキュラムでの体系的な位置づ
けはあるか。

全教員による指導体制をとっており、体系化されたカリキュラム内で連携を
図ってきた。グループ別による国家試験対策では、グループダイナミクスの働きを最大に
引き上げる支援を行ってきた。
コロナ禍等で低下した理学・作業の合格率は徐々に以前のレベルまで回復しつつ
ある。
看護学科の合格率は新設以来、初の全員合格（３８名）を達成した。（No20)

14
人材育成目標に向けた授業を行
う要件を備えた教員を確保して
いるか。

理学、作業療法学科では指定規則に沿った専任教員を確保しており、医療職を育成する教
育が問題なく実施できた。
看護学科では指定規則に定められた専任教員が１名欠員であったが、令和４年度
から１名が専任教員養成講習会を受講中であり充足の見込である。（No21)

15

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おこなわれ
ているか。

コロナ禍のため学会や研修会がWebによる開催が多く、それらの企画や発表などを学科教員
全体で、あるいは、個人的に進めている教員は少なくない。
大学院進学や研究員としての研鑽を積んでいたり、学外との共同研究を進め学術的な活動
を行っている教員もいる。（No23)

16
卒業生の就職率の向上が図られ
ているか。

今年度卒業生の就職率は95.2％であり、100％には及ばなかったが、良好と言える。国家試
験合格率の増加に伴い就職率も好調であった。（No24)

17
卒業生や学生の社会的な活躍を
把握し、評価しているか。

卒業生は道北道東の医療機関に就職するケースが多く、社会的活動状況の把握が比較的容
易である。コロナ禍が続いている状況での同窓会開催は、作業療法学科では web開催がな
されているが、他の２学科では前年に続いて中止されたため、今年度の状況把握は学科に
よって異なる結果となった。毎年の成績優秀者や活動が顕著であった学生に対しては規定
に従い、表彰を行なっている。（No26)

18
退学率の低減は図られてれてい
るか。

今年度の退学率は3.66％であり、前年比でやや減少した。
ただ、進路変更などを理由に退学する学生は毎年少数存在する。(No28)

　　令和３年度　学校関係者評価表

概ね良好。
社会に出ると理念を意識することがあるが、学生のう
ちに、なぜ理念があるか、大切にしているのかを教え
ることで、就職活動にも響く気がする。
地域住民、関係業者等への説明については、HP,SNSの
活用が具体的な方法であると思うが、そもそもそれら
へアクセスしている住民・業者はどのくらいいて、周
知できているのか。
発信しても届かなければ周知とは言えないと思う。

3.75

Ⅱ
学校運営

Ⅲ
教育活動

学校関係者による評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北都保健福祉専門学校による自己評価　　

3.5Ⅰ
教育理念目標

Ⅳ
学習成果

R3年度もOT同窓会はオンラインにて講習会を開催して
おり、卒業生の参加も認められている。
従って、中止されているから把握できていないのでは
なく、学校としても積極的に介入していないため、把
握できていないと思う。
同窓会に学生の参加も認めており、周知できていない
のはとても残念です。
国試だけでなく就職活動にも担任は一生懸命に関わっ
てくれた。
一年生の時には優秀者が数人表彰され、二年生の時に
表彰者人数が減り、モチベーションがさがっていたク
ラスメートがいた。
昨年と比べると、平均して就職率は上昇し、また、退
学率も減少していることから教育環境の改善や教職員
の資質向上等様々な取り組みが成功していることが伺
われます。
さらに丁寧な学習支援により、成績下位グループや過
年度卒業生の合格率向上を図り、学校の信頼性を一層
高めてほしいです。

3.68

3.65

3.5

3.56

2.67 3.08

コロナ禍などにより国家試験合格率の低下等をまねい
ていたが、様々な取り組みを通してコロナ禍以前に状
態に回復した努力は高く評価します。
また、コンプライアンス体制の整備や教育活動の情報
公開等は概ね良好と思いますが、更に各部署の連携を
密にすることで、迅速でより詳細な情報公開が図られ
ることを期待しています。
SNSはターゲットにリーチできているか、効果が得ら
れているか気になります。
各種ハラスメントは意外とありますが、令和3年度の
保護者アンケートでは、看護教育のハラスメント、学
生によるトラブルが報告されております。
インシデントかもしれませんが、自己評価内容と矛盾
があると思います。
以前より地域から看護教員の資質に関する意見が述べ
られているため、改善の余地ありだと思います。

外部講師を含め実施したほうが良いです。
公表までいかなくとも、全体学科の平均スコアと個人
評価の企画があると良いと思います。
研修などに関しては、個人に委ねている印象です。
組織として活動したほうが効果的の様に感じます。
コロナ禍の環境下においても、当初の教育目標を逸脱
することなく、様々な取り組みを通してカリキュラム
を遂行している努力は高く評価できると思います。
難しいことだと思いますが、各学生個人個人に適合し
た学習指導が提供できる体制を更に充実させて欲しい
と思います。
また、教職員の学術活動や学会・研究会等への参加、
地域公共団体への参画、地域活動への貢献等は、積極
的に参加されることで、話題も豊富になり、多面的な
視点を持った授業は学生の満足度を高めるような気が
します。
学校に登校している時間だけではなく、帰宅後も勉強
を教えてくださる先生がいらっしゃったことで看護学
科の合格率が上がったと思います。
他学科の先生も教えてくださり、専門的な知識を得る
ことができました。
医療だけではなく、他の専門機関や行政と連携を取ら
なければならない中で、看護だけではなく、他の学科
があることも貴校の魅力だと思います。
コロナの影響で交流が難しかったと思うが、はたして
コロナがなかったらどうだっただろうか。
授業では、PT・OTの先生に来てもらい、勉強する機会
があったが、PT・OTがどの様な患者を支え、私達看護
学科はどの様な情報を共有することが望ましいか、そ
んな勉強もしたかったなと思う。
実習に行ければ、その様なことも吸収できたのかと思
う。
実習に行けなくても、学校でしか学べないことや一人
の患者について数人で答えることができ「実習に行け
なくて残念」という気持ちはなかった。
コロナ禍において、早急にオンライン授業に対応でき
たことはとても素晴らしいと思います。
学生による授業評価も大切な取り組みであると思いま
す。
同時に、その学生評価の改善が教育の質が向上してい
ると判断せず、あくまでも教育の成果はその教科での
到達目標を学生が到達できたか、その結果で判断する
ことが大切であると思います。教員の学術的活動につ
いてはもう少し具体的に情報公開すると、保護者が学
校を信頼する材料となり得るのではないでしょうか。



19
学生相談に関する体制は整備さ
れているか。

各学年の担任教員を中心に、学生に対する就学上の問題解決を図る相談を進めて
きた。
必要に応じて学生や保護者による三者面談を実施している。
さらに、学科長や校長が面談に加わることで問題解決をはかっている。（No29)

20
学生の経済面に対する支援体制
は整備されているか。

経済的支援を必要とする学生・保護者からの相談を受けながら各種奨学金制度や本校独自
の報奨制度などの説明や紹介を行っている。奨学金担当職員による学生（家計）のニーズ
や状況把握は、綿密に行われている。（No30)

21
学生の健康管理を担う組織体制
はあるか。

学校保健安全法に基づく健康診断やインフルエンザや新型コロナウイルス予防接種などの
実施に加え、日々の健康管理からメンタル面の問題対応まで幅広く健康管理体制を強化し
てきた。（No31)

22
ハラスメントの防止を図り、学
生の生活環境改善のための支援
は行われているか。

学生および保護者アンケートなどを参考に学習環境を毎年のように改善してきた。
ハラスメント防止規定や同防止委員会規定に基づき、より望ましい学習環境へと改善しな
がら、学生個人の生活指導や必要な支援を行っている。（No33)

23
保護者と適切に連携している
か。

入学の際に保護者説明会を開催し、教育活動全般について学年担任が説明している。
さらに、マチコミおよびＨＰにより学校情報を保護者に提供しており、必要に応じて三者
面談を通じて保護者との連携を図ってきた。特に、学業不振者や就学上の問題を抱えた学
生には、早めの対応を心がけてきた。（No34)

24 卒業生への支援体制はあるか。

卒業生が気軽に訪問しやすい雰囲気作りに心がけている。国家試験不合格者に対しては模
試や国試対策に加え、就職および再就職支援を学生と同様に行ってきた。
就職後の転職や大学院進学などのケースにも個別対応し、希望する場を提供して
いる。
同窓会組織を通じた研修会や同窓会などの開催などでは、母校として支援を行っており、
学術活動や社会貢献事業にも様々な協力を行ってきた。（No35)

25
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。

３学科の状況を見ると、作業療法学科以外では、業界との連携がスムーズではなく、学習
会、研修会、研究会、あるいは同窓会の開催は不十分であった。そのため、同窓会が機能
してない学科では、卒業生への連絡も積極的にはなされず、わずかに教員の個人的な対応
がなされるに過ぎなかった。（No36)

26
施設・設備等は、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。

これまでほぼ必要な設備や備品類は導入されているが、使用頻度の高い機器の修理や保守
を定期的に行っている。消耗品は年間予定に合わせて補充している。
図書館の蔵書数の充実を図るため、計画的に新規購入している。（No37)

27 防災体制は整備されているか。

防災設備は消防法などの定めに従い整備している。
防火管理者が策定した火災を想定した避難訓練は消防署員の指導のもと、年２回実施して
いる。そのうち１回は、学生や教職員が実際に消火模擬訓練を体験しており、２回目は事
務職員により専門的な観点からの訓練を行い、全校的に防災意識を高めている 。（No39)

28
高等学校等に対する情報提供等
の取組を行っているか。

事務部の組織改変により広報担当専門職が２名選出され、道内各高校を定期的に訪問して
いる。その折、現在の在校生の就学状況、国家試験合格実績、就職状況、本校への資料請
求やオープンキャンパス参加者等の情報を詳細に情報提供している。
また、道内各地の進学説明会等にも積極的に参加し、医療従事者や本校に関する情報提供
を行なっている。最近は、希望する中学生にも医療職について講義や体験実習を行ってい
る。（No40)

29
学生の募集は適正に行われてい
るか。

進学相談会や高校訪問などでは、医療職の将来性や本校の特徴を具体的に説明している。
さらに、オープンキャンパス、派遣講座、体験学習を通して、医療職への理解を深めても
らうと共に、学生募集の活動を進めている（No41)

30
学生募集活動において、資格取
得・就職状況等の情報は正確に
伝えられているか。

高校訪問・オープンキャンパス・進学相談会などに於いて、訪問者・着席者・相談者など
に対して、資格取得者数や就職状況などの情報提供を行っている。
また、ＨＰ・学校案内（パンフレット）・ＳＮＳなどを活用し、その時々のリアルタイム
情報を提供している。（No42)

Ⅷ
財務

31
財務に関して会計監査が適切に
行われているか。

会計年度終了後２ヶ月以内に学校法人会計基準に従い、財務書類等を作成している。その
後、監事による監査を受け、法令等に沿った適正な運営がなされている。（No44) 4

概ね良好。
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32
個人情報保護の対策がとられて
いるか。

個人情報の管理は、教員室、職員室、会議室の金庫で保管している。PC管理は、サーバー
にファイヤーウォールによる制限をかけ、アクセス権やパスワードにより関係者以外はア
クセスできない体制をとっている。
教職員と学生が利用するPCサーバーは明確に区別されており、公開個人情報に関しては、
本人の承諾内容の範囲で行っている。
学外実習等で得た個人情報は、施錠可能な保管庫で保管し、情報漏洩がないように使用後
の廃棄は確実に実施している。
成績証明書等の発行については、受付窓口において本人の申請に基づき、本人に交付して
いる。（No46)

33
自己評価結果を公開している
か。

例年、自己点検・自己評価書あるいはそのダイジェスト版（学校関係者評価表）をＨＰ上
で公開している（No48)。

34
学校の教育資源や施設を活用し
た社会貢献・地域貢献を行って
いるか。

医療・福祉関係団体等あるいは地域の団体やサークルから施設利用の申し込みがあり、学
校行事等との重複がない限り、全てに対応している。
また、旭川市や近隣市町村からの要請に応じて派遣講座を行なっている。
新型コロナ禍の影響下では各種交流会やサービス提供を自粛せざるを得なかったが、地域
住民の健康増進のための除雪体操などは社会福祉協議会の支援によりウェブ上で公開し、
地域住民の健康増進に寄与してきた。（No49)

35
学生のボランティア活動を奨
励・支援しているか。

ボランティア活動（老健施設でのお祭り企画や高齢者の勉強会の支援）に関しては、教員
を通じて学生参加を促してきたが、コロナ禍で自粛せざるを得ないこともあった。
しかしながら、新規活動については掲示板などで随時案内を出しており、教職員が関わる
ボランティア活動に学生参加を促している。（No50)

36
ヒトを対象とした臨床研究を進
めるための規程を整備している
か。

ヒトを対象とする研究倫理規程および研究倫理委員会規程を定めており、それらの定期的
な見直しを進めている。毎年、これらの規程に従って、申請される研究の妥当性を評価し
ている。
本年度は、４件の研究審査を行った。（No51)

37
ヒトを対象とする臨床研究推進
のために研究担当者への支援を
行っているか。

現在、本校が認可したヒトを対象とする研究は全て外部組織の研究者との共同研究であ
る。アンケート調査や被験者の協力などによる研究が多いため、現時点では、設備等の不
足は特にない。
しかし、本校設備は自由な利用が可能であり、消耗品等に関しては教育研究費から支出し
ている。外部資金の獲得の実績はまだない。（No52）

評価基準

Ⅴ
学生支援

コロナ禍においても、学生支援体制の整備について
様々な取り組みを行っており、概ね良好と考えられま
す。
ただ、学生の経済面に対する支援体制については、例
えば、成績優秀者に対する授業料の免除、軽減など学
業へのインセンテイブを持たせる様な取り組みや奨学
金制度情報の周知徹底を図るなど、丁寧な支援が必要
と思います。
アンケートを見る限り、学校として保護者と連携を図
ろうとしている様子が伺えます。"25”の本校開催の
研修会とはどの様なものでしょうか。連絡をいただい
た覚えがありません。同窓会を通じて周知の連絡もあ
りませんが ... 。

3.65

Ⅹ
 社会貢献

まだ、コロナ感染警戒が続いている中、長寿と
健康増進、社会交流等に対する欲求は強く、この様な
中、地域に対する社会貢献は貴校にとって効果のある
PRと考えます。令和３年度に２９校の生徒に医療職の
体験授業を行うなどの実績や教職員による出前講座等
は高く評価されることと思います。
これらの活動を通して、学生の地域貢献への大切さへ
の理解が進むと同時に、地域からの貴校への信頼も厚
くなると思われます。
昨年度より地域リハ事業に新たに２名の教員が参加し
ていただき、強力に感謝しています。

3.7

　　　　　　適切　４　　　　ほぼ適切　３　　　　やや不適切　２　　　　不適切　１

Ⅸ
 法令等の遵

守

概ね良好。

4

Ⅵ
教育環境

概ね良好。
看護学科の物品等、何度も使い回しをして本来の形と
は異なってしまったり、古い形態の物で現在の医療機
関では使用されていないものがある。医療物品に授業
で触れることで楽しさや興味・イメージが湧くのでは
ないかと思う。

3.75

Ⅶ
学生募集

学生募集について、例えば、有名な病院や大きな職
場、人気のある施設等に就職した卒業生をYouTube等
で紹介するなど、もっと就職情報を多角的に拡散する
ことで、学生の募集に繋げるというのは如何でしょう
か。
オープンキャンパスは来て頂いた方に楽しんでいただ
けているイメージがある。
体験だけでなく、授業の風景も見る機会があればよ
かったなと思う。

3.934
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3.75

3.29
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