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※本評価書における評定について 
  
本評価書では、以下のような視点から自己評定を設定する。 
 
 ４：適切 

     適切に対応している。課題の発見に積極的で、今後さらに向上させる意欲がある。 
 
 ３：ほぼ適切 

     ほぼ適切に対応しているものの課題があり、改善方策への取組みが期待される。 
 
  ２：やや不適切 
     対応がやや不適切で、十分とは言えない。課題の抽出と改善方策に取組む必要がある。 
 
 １：不適切 
    全く対応しておらず不適切である。学校の方針から見直す必要がある。 
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基準１ 教育理念・目的・教育目標等 
 

点検大項目総括 
本学は、昭和５６年に開校した熊本リハビリテーション学院と、平成元年に開校した熊本総合医療福祉学院が統合され、平成２２

年４月に熊本総合医療リハビリテーション学院として、理学療法学科、作業療法学科、臨床工学学科、義肢装具学科及び救急救命学

科の５学科を擁する総定員数５９５名の医療専門職の養成校として新たにスタートし、現在に至っている。 
本学の目的は、「理学療法士及び作業療法士法、臨床工学技士法、義肢装具士法並びに救急救命士法に基付き、理学療法士、作業療

法士、臨床工学技士、義肢装具士あるいは救急救命士として必要な知識及び技術を修得させると共に、医療従事者としてふさわしい

人格の形成に努めさせること」として、学則第１条に規定している。 
 
 本学では、次に示す教育理念と教育目標を定め、学外へ学院案内や学院ホームページ等により広く開示している。 
・教育理念 
  熊本総合医療リハビリテーション学院は、医療専門職の総合的養成施設として、医療、保健及び福祉の分野で人々の健康とその

人らしいくらしの実現に寄与する人材を養成し社会に貢献する。 
・教育目標 
 １ 質の高い高度専門士・専門士の養成 
 ２ たゆまぬ向上心の涵養 
 ３ 豊かな人間性の陶冶  
 ４ チーム協調性の育成 
 ５ 国家資格の取得 
  
 本学の教育理念と教育目標とに基付き、各学科において、それぞれの専門性に沿った教育目標、すなわち医療に携わる各専門職と

しての基本的資質の向上及び専門的知識と技術を修得させることを目標に掲げ、医療人育成に向けた教育活動に取り組んでいる。 
  
本学の特色としては、長い歴史を有し多数の卒業生が地域医療界で活躍していること、５学科という多様な専門職教育を行ってい

ること、国家資格取得を目指す医療専門職養成校として施設・設備等の学習環境が充実していること、学外実習に重きを置いて実践

的な知識と技術を修得させていること、それを可能にする多岐にわたる学外実習施設との連携を有すること等があげられる。また、

学会・研修会への学生参加の推奨や障害者スポーツ指導員、福祉住環境コーディネーター等の各種資格取得の推奨等、医療人として

の付加価値を高める教育を展開していることも特色である。 
  
職業実践専門課程において求められている専門教育の更なる充実に向けた取り組みとして、平成２８年度に５学科が教育課程を変

更した。救急救命学科は、本年度に教育課程の完成年度を迎えたことから、専門教育の重要性に鑑み、教育課程編成委員会の意見・

提言を踏まえ、平成３０年度入学生からの教育課程を変更することとし、所轄庁から承認を得ている。 



2 

1-1 （1/1） 
1-1 教育理念・目的・教育目標を定めているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

1-1-1 学校の教育

理念・目的・教育

目標などを、明確

に定めているか ４ 

教育理念・目的・教育目標は、

教育活動の基本となる学校

運営上欠かせない重要な事

項で、明確に定める。 

教育理念・目的・教育目標は

明確に定め、学則、学生便覧、

学院案内、事業計画、学院ホ

ームページに明記している。 

教育目標等については、社会

情勢等に鑑みながら時宜に

応じて再検討していく。 

学則 
学生便覧 
学院案内 
事業計画 
学院ホームページ 

1-1-2 教育理念・教

育目標の実現に向

けた計画・方法を

持ち、その内容を

適宜見直している

か 
４ 

教育理念・教育目標の具現化

に向け、教育活動の計画を策

定すると共に、その計画内容

については適宜見直しを図

る。 

教育理念・教育目標の具現化

に向け、事業計画を作成して

いる。年度毎に事業計画の見

直し改善を行っている。 

教育理念・教育目標の実現に

向けた計画や方法について、

さらに検討を進める。 

事業計画 
シラバス 
学則 

1-1-3 教育理念・教

育目標を、教職員

に周知し、また学

外にも広く公表し

ているか ４ 

教育理念・教育目標に基付く

教育活動を円滑に展開する

ために、理念と目標を教職員

及び保護者等へ周知すると

共に、学外にも公表する。 

教職員へは事業計画策定時

等に周知している。また、学

外へは学院案内、学院ホーム

ページ及び学院説明会等に

よって広く開示している。 

今後も教育理念、教育目標に

ついては、より理解を得るよ

う周知に努める。 

事業計画 
職員会議議事録 
学院案内 
学院ホームページ 
学院説明会資料 
後援会総会資料 
オープンキャンパス資料 
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1-2 （1/1） 
1-2 学校の特色は何か 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

1-2-4 学校の特色

として挙げられる

ものがあるか 

４ 

医療専門職養成校として、高

度化、専門化する医療技術の

修得と共に、医療職種に関連

した各種資格取得等を通し

て、医療人としての付加価値

を高めるなど、特色ある教育

活動を展開する。 

５学科を擁する多様な医療

専門職養成機関という特色

を生かし、チーム医療に適合

できる人材育成を行ってい

る。 

長い歴史を有し、多数の卒業

生が地域医療界で活躍して

いるという特色を生かし、医

療現場のニーズを学生教育

に反映させている。 

社会のニーズに応えるべく、

各学科における専門性の広

域化を進めると共に、リメデ

ィアル教育等、多様な学生に

対しての学習支援を更に充

実させる。 

学院案内 

学生便覧 

シラバス 

事業計画 

教育課程編成委員会資料 

教育課程編成委員会議事録 

臨床・臨地実習指導者会議資

料 

学会・研修会等への学生参加

記録 

卒業論文集 

学院説明会資料 

学生支援委員会報告書 

学院ホームページ 

授業料減免制度規程 

熊本県被災生徒授業料等減

免補助金交付要項 

 

特記事項 
・養成施設指定規則の単位数を上回る充実した教育課程を編成しており、実践的専門性と学外実習を重視し、専門職としての知識と技術を修得できる教育を

展開している。また、職種理解を目的に「チーム医療啓発講義」を全学科の学生に実施している。 
・教育課程編成委員会に、専攻分野に関する有識者等の学外委員を擁し、教育課程や学外実習等に医療現場の意見・提言を反映させる取り組みを行っている。

毎年度、豊富な臨床経験を有する多数の学外実習指導者が一堂に会する充実した臨床・臨地実習指導者会議等を開催している。 
・学生には研究活動を推奨し、学会等への参加や卒業研究発表会の機会を設けている。また、学生の専門性向上のために、福祉住環境コーディネーター・赤

十字救急員、ＭＥ検定等の資格取得支援を行っている。 
・学生支援として、スクールバス運行や、臨床心理士カウンセラーによるカウンセリング等を行っている。経済的理由により修学困難となった学生への支援

として、授業料減免制度を設けている。また、平成２８年熊本地震で被災した学生に対し、熊本県被災生徒授業料等減免補助金の申請手続きを行っている。 
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1-3 （1/1） 
1-3 学校の将来構想を抱いているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

1-3-5 学校の将来

構想を描き、3～5

年程度先を見据え

た中期的構想を抱

いているか 

４ 

関連する医療業界の動向を

見据えながら、入学定員の確

保、卒業生の就職保証等を適

確に実現するため、中期的な

将来構想を描くことは重要

である。 

毎年度、法人理事会並びに学

院職員会議において、教育課

程編成委員会、学校関係者評

価委員会からの意見・提言を

踏まえ、中期的な構想につい

て協議し、事業計画に反映さ

せている。 

各学科は、職業実践専門課程

において求められている、教

員の一層の資質向上や専門

教育の更なる充実に向けて、

今後も取り組みを進める。 

また、中期的展望に立ち、安

定的な入学定員確保に向け

て、本学・学科の魅力等を分

かり易く情報発信する。高校

生への広報活動に加えて、よ

り若年層の学院に対する関

心の涵養を図る。 

少子高齢化による社会変動

に対応できる中期的構想に

ついて検討を進めていく。 

事業計画 

職員会議議事録 

教育課程編成委員会議事録 

教育課程編成委員会会議資

料 

学校関係者評価委員会議事

録 

学校関係者評価報告書 

各種委員会報告書 
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基準２ 学校運営 
 

点検大項目総括 
 本学では、教育理念、教育目標の達成に向けた教育活動を組織的、計画的に推進することを運営方針として、法人理事会の議を経た

事業計画に基付き、全教職員の共通理解の下、教育活動を展開している。 

 

 組織運営体制については、職員会議、教職員会議に加えて､教育課程編成委員会、学校関係者評価委員会、防災委員会、ハラスメン

ト防止委員会、企画運営委員会､入試検討委員会、国家試験対策委員会､自己評価委員会､ＦＤ委員会（ファカルティ・ディベロップメ

ント委員会）、学生支援委員会､入試課題改善委員会､感染症対策委員会、基礎学力向上小委員会、友志会支援小委員会※及び学科長会議

を整備し、学校運営を組織的、計画的に推進している。各種委員会規則には趣旨、任務等を明示し、関係する教職員の職務遂行上の責

任範囲を明確にしている。各種委員会で審議した事項は、職員会議にて報告、承認を得ることとし、意思決定システムは明確になって

おり、適切に機能している。なお、運営組織のスリム化及び業務負担の平準化に向けて、各種委員会等組織の在り方について見直すこ

ととし、平成３０年４月に向けて検討している。 

 

 教育活動の推進にあたっては、運営方針に基付く事業計画を毎年度作成し、職員会議等を通して全教職員に周知している。事業計画

では、活動内容を重点活動、通常活動及びその他の活動に区分し、教育部、事務部、各学科及び委員会の連携の下、教育活動の推進を

図っている。 

 

平成２９年度学校関係者評価委員会を開催し、私立専門学校等評価研究機構の基準に基付き平成２８年度に実施した自己点検・自己

評価結果に対する外部評価を行った。学校関係者評価委員会からの意見・提言は本学の教育運営に適切に取り入れられている。 

 

 賃金制度については、就業規則の給与規程に基付き、各職種、職位に応じて職務手当等が定められている。教員の採用については、

養成施設指定規則に定められた基準を充たす人材を確保しており、必要に応じて専門性の高い人材を採用している。採用にあたっての

面接は、学院長、副学院長、教育部長及び当該学科長で行い、その結果に基付き採否を審議し、理事長が決定している。また、教員に

対して専門分野の各種学会・研修会への参加や臨床研修を促すと共に、学内での教職員研修会を実施し、人材育成と教育力向上に努め

ている。加えて、個人情報保護やハラスメントの防止に関する規則等を定め、教職員が安心して就業できる体制を作っている。 

 
 情報システム化については、学内ネットワークが構築されており、情報共有化、業務の効率化が図られている。また、学生の成績閲

覧システムについては、学内 Wi－Fi エリアでの運用を行っている。なお、学生の成績、出欠、学籍等を一元管理する教務システムに

ついては、平成３０年４月の運用開始に向けて検討している。 

      ※ 友志会：本学の学生自治会 
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2-4 （1/1） 
2-4 教育理念等に沿った運営方針を定めているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-4-1 学校の教育

理念、教育目標に

基付き、学校運営

方針は明確に定

め、教職員に明示

しているか 

４ 

教育理念と教育目標に基付

く運営方針を明確に定め教

職員に明示する。 

教育理念と教育目標に基付

く運営方針は明確に定め、事

業計画に反映させると共に、

職員会議、各種委員会等を通

して周知している。 

教職員は、教育理念と教育目

標を再認識し、運営方針に基

付いた教育活動の充実に努

める。 

学則 

企画運営委員会資料 

企画運営委員会議事録 

職員会議議事録 

就業規則 

事業計画 

2-4-2 学校運営方

針を基に、各種諸

規則を整備してい

るか 

４ 

教育理念・教育目標を基に、

効果的な教育活動に資する

よう、運営組織体制を確立す

ると共に各種委員会の業務

内容に関わる各種規則を整

備する。 

学校運営体制は運営組織図

によって明示されている。教

育課程編成委員会、学校関係

者評価委員会、防災委員会、

ハラスメント防止委員会、企

画運営委員会､入試検討委員

会､国家試験対策委員会、自

己評価委員会､ＦＤ委員会、

学生支援委員会、入試課題改

善委員会、感染症対策委員

会、基礎学力向上小委員会及

び友志会支援小委員会に関

する各種規則を定め、委員会

業務の範囲等について必要

事項を明確にしている。 

社会動向の変化に対応する

ため、効率的・効果的な運営

となるよう、各種組織・規則

の見直しを柔軟に行う。 

 

就業規則 

運営組織図 

学則 

教育課程編成委員会規則 

学校関係者評価委員会規則 

教育課程編成委員会及び学

校関係者評価委員会の位置

付けに関する規程 

防災委員会規則 

防災管理規程 

防災マニュアル 

ハラスメントの防止に関す

る規則 

各種委員会規則 

個人情報保護方針 

個人情報保護規程 
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2-5 （1/1） 
2-5 教育理念等を達成するための事業計画を定めているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-5-3 学校の教育

理念・教育目標を

達成するための事

業計画を定め、運

営しているか 

４ 

教育理念・教育目標に沿った

組織的、計画的な教育活動を

展開するため、事業計画を作

成し運営する。 

教育部計画、事務部計画及び

学科計画で構成される事業

計画を毎年度作成し、職員会

議の議を経て、法人理事会で

の審議と承認に付している。

学校運営と教育活動は事業

計画に基付いて推進してい

る。 

中期的な事業計画について

検討する。 

事業計画 

法人理事会議事録 

各種委員会議事録 

職員会議議事録 
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2-6 （1/1） 
2-6 運営組織や意思決定機能は、効率的なものになっているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-6-4 運営組織や

意思決定機能は、

学校の目的、目標

を達成するための

効率的なものにな

っているか 
４ 

教育理念・教育目標の達成に

向け、運営組織や意思決定機

能を効率的なものとする。 

法人理事会、学院職員会議及

び各種委員会による運営体

制は適切に組織化されてお

り、効率的な意思決定機能を

有している。 

必要に応じて、運営組織の見

直しを図る。 

就業規則 

運営組織図 

各種委員会規則 

各種委員会議事録 

2-6-5 組織の構成

員それぞれの職務

分掌と責任が明確

になっているか 

４ 

教職員それぞれの分掌事項

及び、職務遂行上の責任範囲

を明確にする。 

教職員の職務、役割及び責任

は、運営組織図、就業規則及

び各種委員会規則によって、

明確になっている。 

教職員の役割と責任につい

て、一層の理解の浸透を図

る。 

就業規則 

各種委員会規則 

運営組織図 
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2-7 （1/1） 
2-7 人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-7-6  学校運営に

必要な人材の確保

と育成を行ってい

るか 

４ 

教育目標の達成に向け、養成

施設指定規則に基付く人材

を確保すると共に、計画的な

人材育成を行う。 

養成施設指定規則等に定め

られた人材は確保されてお

り、必要とされる専門性の高

い人材を採用している。 

人材育成に向けて教員の専

門分野の各種学会、研修会へ

の参加や臨床研修を行って

いる。また、学内での教職員

研修会を実施している。 

熊本県における医療人育成

機関の関係者が一堂に会す

る「熊本県医療人育成総合会

議」への教職員の参加を推奨

している。 

各専門職に関連する学会、研

修会のみならず、教育全般に

係る研修会等への参加も促

す。また、学内に於ける教職

員研修の充実も図る。 

就業規則 

学則 

ＦＤ委員会報告書 

出張復命書 

研修報告書 

 

2-7-7  賃金制度は

整備されているか 

４ 

賃金制度については、職員の

就業に関する基本的事項と

して、就業規則に明記する。 

就業規則に給与規程が定め

られている。各職種、職位に

応じて職務手当等が定めら

れている。 

必要とされる教授力や専門

性の高い人材確保に向けた

賃金制度について検討して

いく。 

就業規則 

2-7-8  採用制度を

整備しているか 

４ 

職員の採用選考に関する必

要事項については、就業規則

に明文化する。 

教員の採用にあたっては、就

業規則に基付き実施する。学

院長、副学院長、教育部長及

び当該学科長による採用選

考面接を行い、採否を審議し

た上で、理事長が決定してい

る。 

教授力、指導力及び専門性の

高い専任講師の採用につい

て検討していく。 

就業規則 

養成施設指定規則 

教員採用人事資料 
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2-8 （1/1） 
2-8 意思決定システムを確立しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-8-9  会議等を制

度化するなど、意

思決定システムを

確立しているか  

４ 

学則及び委員会規則によっ

て、意思決定システムを明確

化する。 

職員会議及び教職員会議に

おいて必要事項を協議、決定

する。各種委員会において諸

課題を審議し、職員会議にお

いてその結果の承認を得て

いる。 

必要に応じて、意思決定シス

テムの適切性について検討

していく。 

学則 

運営組織図 

職員会議議事録 

教職員会議議事録 

各種委員会規則 

各種委員会議事録 
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2-9 （1/1） 
2-9 情報システム化等による業務の効率化を図っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-9-10 業務効率化

を図る情報システ

ムを構築している

か 

４ 

業務処理の効率化・迅速化及

び業務負担の軽減化に向け

て、情報システム化を推進す

る。 

学内ネットワークにより作

業の効率化や情報の共有化

は進んでおり、セキュリティ

管理も行われている。学生の

成績閲覧システムについて

は、１号館中央階段付近の交

流ラウンジ及びランチルー

ムの学内 Wi－Fi エリアで運

用している。 

学生の成績管理については、

教務システムの導入を検討

している。 

学生の成績管理については、

教務システムを導入し、より

適切な運用方法を検討して

いく。 

学院内グループウェア 

（サイボウズ） 

個人情報保護規程 

教務システム協議資料 
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基準３ 教育活動 
 

点検大項目総括 
本学では、教育理念、教育目標の達成に向けて、教育課程の編成・実施方針を適切に定め、事業計画に記すと共に職員会議にて周知

している。平成２８年度入学生から新教育課程による教育活動が始まって２年目が終了した。救急救命学科においては、本年度に新教

育課程の完成年度を迎えたことから、専門教育の更なる充実に向けて、平成３０年度入学生からの教育課程を変更することとし、所轄

庁から承認を得ている。 
 
各学科の教育目標、育成人材像は、入学者の基礎学力の状況や教育課程編成委員会からの意見・提言を踏まえ、適切に方向付けてい

る。本学の教育到達レベルは、国家資格取得という明確な目標に沿って設定しており、各学科の教育内容・方法、修業年数は養成施設

指定規則の基準を充たすと共に、教育課程においては各科目を体系的に位置付け、その内容は、毎年度のシラバスに明示している。 
 
 目標としている国家資格の取得については、合格率の維持・向上に向け、国家試験対策委員会と各学科との密接な連携の下、模擬試

験、特別講義、成績不振者への対応等、組織的、計画的に取り組んでいる。各種資格取得に向けては、各学科を中心に個別指導、外部

講師による講習会等、きめ細かに指導している。 
 
 本学では、職員の研修等に係る規程に基付き研修を行っている。本年度は、専門力・指導力向上に向けて、ＦＤ委員会が中心となり、

教職員研修会や「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会」受講者による伝達講習会を開催した。また、学生によ

る授業評価を実施し、その結果を授業改善に反映させている。なお、新任教員の教育力・授業力向上に向けたピアレビューは、前年度

は熊本地震の影響により実施できなかったが、本年度は全学科において実施した。また、新任教員以外の専任講師を対象として、学科

横断的に授業参観することができるピアレビューも全学科において実施した。 
 
 教育目標の達成には、教育力に優れ、専門性の高い教員の確保が不可欠である。教員は学会や研修会への参加や発表等を通して、各

自の専門性の向上や指導方法の工夫改善に取り組んでいる。また、一部の教員は各専門職能団体、各教育施設協議会及び各種専門医学

会等から、専門理学療法士、認定作業療法士、透析技術認定士、第１種滅菌技師、呼吸療法認定士あるいはＪＥＳＡ認定教員等の、よ

り専門性の高い認定を受けており、今後も計画的に専門性の向上に向けた活動を推進していく。 
 
 非常勤講師については、各学科とも授業科目の内容に適切な講師を採用している。また、教授内容の分担や学生情報の伝達、共有を

行い必要に応じて協議している。 
 
 学生の成績評価・単位認定・卒業判定基準は、学則及び細則において明確に定めている。また、入学前の既修得単位については、明

確な基準を設けて審査し、認定している。 
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3-10 （1/1） 
3-10 教育理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-10-1 教育理念等

に沿った教育課程

の編成方針、実施

方針を定めている

か ４ 

本学の教育理念等に沿った

教育課程の編成方針、実施

方針を適切に定める。 

教育課程の編成方針、実施方

針を適切に定め、法人理事会

資料、事業計画に表記すると

ともに職員会議にて周知し

ている。 

教育課程の編成方針、実施方

針については適宜検討して

いく。 

法人理事会資料 

事業計画 

職員会議議事録 
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3-11 （1/1） 
3-11 各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニーズに向けて適切に方向付けているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-11-2 各学科の教

育目標、育成人材

像は、その学科に

対応する業界の人

材ニーズに向けて

適切に方向付けて

いるか  

４ 

各学科の教育目標、育成人

材像の作成にあたっては、

本学の教育理念、教育目標

を踏まえると共に、関連業

界の人材ニーズを反映させ

る。 

各学科の教育目標、育成人材

像は、本学の理念と教育目標

を踏まえると共に、教育課程

編成委員会からの意見･提言

を参考にしながら定めてい

る。 

教育目標、育成人材像につい

ては、適宜検討していく。 

学則 

事業計画 

教育課程編成委員会資料 

教育課程編成委員会議事録 

学院案内 

学院ホームページ 
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3-12 （1/1） 
3-12 修業年限に対応した教育到達レベルは明確にしているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-12-3 各学科の教

育到達レベルは、

修業年限に対応し

て明確にしている

か。 

４ 

各学科の教育到達レベル

は、学科の教育目標等に適

合すると共に、修業年限に

応じた教育内容・方法及び

進級判定の基準を明確化す

る。 

各学科の教育内容・方法は、

養成施設指定規則の基準を

十分に充たすと共に、学科の

教育目標等に適合している。

また、教育内容・方法に関わ

る成績判定基準・進級判定基

準・卒業判定基準を学則上に

明記し、修業年限に応じた到

達レベルを明確にしている。 

教育到達レベルは、必要に応

じて検討する。 

学則 

学生便覧 

シラバス 

事業計画 

養成施設指定規則 
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3-13 （1/1） 
3-13 教育課程を体系的に編成しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-13-4 学科の教育

課程は、目標達成

に向け十分な内容

でかつ体系的に編

成しているか  ４ 

各学科の教育課程は、教育

目標と育成人材像に沿って

科目の学修内容を設定する

と共に、順次性に配慮し、

体系的に編成する。 

養成施設指定規則に従って

作成された各学科の教育課

程は、教育目標・育成人材像

に沿って科目内容が設定さ

れていると共に、順次性に配

慮し、体系的に編成されてい

る。 

変更後の教育課程において、

その妥当性を検証する。 

学生便覧 

シラバス 

事業計画 

教育課程編成委員会資料 

教育課程編成委員会議事録 

3-13-5 教育課程の

内容について、業

界など外部者の意

見を参考にし、見

直しているか 
４ 

教育課程の内容について

は、業界関係者等の外部者

からの意見を参考にしなが

ら、定期的に見直す。 

教育課程編成委員会からの

意見･提言を参考に見直した

教育課程に関して、その実施

状況と課題について教育課

程編成委員会において説明

し意見交換を行っている。 

教育課程編成委員会からの

意見等を踏まえ、教育内容の

充実を図る。 

学生便覧 

シラバス 

教育課程編成委員会資料 

教育課程編成委員会議事録 
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3-14 （1/1） 
3-14 学科の各科目は、教育課程の中で適正な位置付けをしているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-14-6 学科の各科

目は、教育課程の

中で適正な位置付

けをしているか 

４ 

各学科の各科目は、教育課

程の中で適切に位置付け

る。 

各学科において、基礎分野、

専門基礎分野及び専門分野

毎に、各科目の適切な単位

数・時間数が設定され、授業

内容に応じて講義･演習･実

習の形態で位置付けられて

いる。 

変更後の教育課程における

科目毎の位置付けの妥当性

について適宜検証していく。 

学生便覧 

シラバス 

養成施設指定規則 

講義進行表 

3-14-7 各科目の指

導内容、方法等を

示したシラバスを

作成しているか 
４ 

シラバスに科目毎の学習目

標、授業内容及び評価方法

等の必要事項を明示する。 

シラバスは毎年度作成し、学

生へ配布している。シラバス

には、担当教員、学習目標、

各回の授業内容及び成績評

価方法などを具体的に明記

している。 

授業の目標、授業計画、成績

評価についてより分かり易

い表記にすべく検討してい

く。 

シラバス 
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3-15 （1/1） 
3-15 授業評価の実施･評価体制はあるか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-15-8 学生による

授業評価を実施し

ているか 

４ 

学生による授業評価を実施

し、その結果を授業内容・方

法の改善に反映させる。 

ＦＤ委員会が中心となって、

学生による授業評価を実施

し、その結果を授業の改善に

反映させている。 

外部講師の授業評価につい

て検討していく。 

ＦＤ委員会報告書 

3-15-9 授業内容の

設計や教授法等と

その適否につい

て、把握・評価す

る体制があるか 

４ 

授業評価やピアレビュー等

の実施を通して、授業内容の

設計や教授方法等について、

把握・評価する体制を整え

る。 

授業評価やピアレビュー等

の実施については、昨年度は

熊本地震の影響により、授業

のピアレビューを実施でき

なかったが、本年度は学科横

断的に授業のピアレビュー

を全学科で実施した。ＦＤ委

員会が中心となって学生に

よる授業評価の分析結果及

び、授業のピアレビューの結

果を踏まえて授業内容や教

授法について協議している。 

授業評価の効率的な取り組

みについて、ＦＤ委員会で検

討していく。 

 

ＦＤ委員会報告書 
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3-16 （1/2） 
3-16 育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-16-10  学科の育

成目標に向け授業

を行うことができ

る要件（専門性・人

間性・教授力・必要

資格等）を備えた教

員を確保している

か  

４ 

教育目標の具現化に向け、

専門性、人間性、教授力、

指導力、必要資格等の要件

を備えた教員を確保する。 

各学科の育成目標に沿って、

養成施設指定規則に基付く

必要資格を有し、適確な専門

性、人間性、教授力、指導力

を持つ教員を確保している。 

専門的な資質能力の高い人

材の確保に努めていく。 

教員採用人事資料 

教員講習会修了証書 

非常勤講師採用人事資料 

学院ホームページ 

3-16-11  教員の専

門性レベルは、業界

レベルに十分対応

しているか 

４ 

教員は資格要件を十分に充

たすと共に、最新の知識、

技術及び技能の修得に努

め、業界レベルに対応して

いく。 

各学科の教員は専門学会等

に所属し、研修会等への参

加、学会発表等を通して最新

の知識、技術及び技能の修得

に努めており、業界レベルに

達している。 

教員の専門性レベルの向上

に向けて、臨床研修を含む研

修等の有用性等について、更

に検討していく。 

事業計画 

出張復命書 

研修報告書 

教員業績記録 

学院ホームページ 

3-16-12  教員の専

門性を評価し、向上

させる研修を行っ

ているか 

４ 

教員の専門性を適切に評価

すると共に、その向上に向

け、関連業界等との連携の

下、組織的な研修を行う。 

教員は養成施設指定規則等

の要件を満たしており、その

専門性を的確に評価してい

る。また、各学科専任講師の

専門性を向上させるため、関

連学会や研修会等へ計画的

に参加すると共に臨床研修

も行っている。 

教員の専門性を評価する方

法、また、研修等の有用性等

について更に検討していく。 

事業計画 

出張復命書 

研修報告書 

教員業績記録 
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3-16 （1/2） 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-16-13  教員の教

授力を評価し、向上

させる研修を行っ

ているか  

４ 

教員の教授力、指導力を適

切に評価すると共に、その

向上に向けた組織的な研修

を行う。 

職員の研修等に係る規程に

基付き、学生の主体的な学び

を促す取り組み等について、

組織的な研修を行っている。 

教員の教授力向上に向け、 

ＦＤ委員会を中心として、本

年度は、「指導力の向上に向

けて」及び「マイクロサージ

ャリーの基礎と臨床」の研修

会等を実施している。 

ピアレビューを含む授業評

価活動等の推進を図り、教授

力向上のための研修につい

て継続して検討していく。 

職員の研修等に係る規程 

出張旅費等に関する申し合

わせ事項 

ＦＤ委員会報告書 

出張復命書 

教員講習会等修了証書 

熊本総合医療リハビリテー

ション学院教育講演会資料 

ＦＤ研修会資料 

3-16-14  非常勤講

師の採用基準は明

確か 

４ 

養成施設指定規則等を遵守

し、特に専門科目について

は、関連業界等における最

新の知識、技術及び技能を

教授できる人材を採用す

る。 

養成施設指定規則を遵守し

て、専門科目に対する適切な

非常勤講師を採用している。 

適切な人材の確保に今後も

努めていく。 

非常勤講師採用人事資料 
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3-17 （1/1） 
3-17 成績評価・単位認定の基準を明確にしているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-17-15  成績評価・ 

単位認定の基準を

明確にしているか 
４ 

成績評価・単位認定の基準

は規則等において明確に

し、学生に周知する。 

成績評価・単位認定の基準

は、学則及び細則において明

確に定めている。 

成績評価や単位認定の基準

については、必要に応じて検

討する。 

学則 

シラバス 

3-17-16  他の高等

教育機関との間の

単位互換に関する

明確な基準がある

か 

４ 

本学の授業科目と他の高等

教育機関における開設科目

との単位互換については、

明確な基準に基付き運用す

る。 

他の高等教育機関における

既修得単位の認定について

は明確な基準を設けており、

既修得単位認定会議にて決

定している。 

また、平成 28 年度に変更し

た教育課程においては、他の

高等教育機関との単位互換

性をより明確にするため、授

業科目名を可能な範囲で標

準的な名称としている。 

単位互換に関わる課題つい

ては、必要に応じて検討す

る。 

学則 

既修得単位認定会議議事録 
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3-18 （1/1） 
3-18 資格取得の指導体制はあるか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-18-17  目標とす

る資格は教育課程

の上で明確に定め

ているか 

４ 

理学療法士作業療法士養成

施設指導要領、臨床工学技

士養成所の指導要領、義肢

装具士養成所の指導要領、

及び救急救命士養成所指導

要領に基付いて、理学療法

士、作業療法士、臨床工学

技士、義肢装具士、及び救

急救命士資格取得を目的と

した教育課程を編成する。 

理学療法士作業療法士養成

施設指導要領、臨床工学技士

養成所の指導要領、義肢装具

士養成所の指導要領、及び救

急救命士養成所指導要領に

基付いて、理学療法士、作業

療法士、臨床工学技士、義肢

装具士、及び救急救命士資格

取得を目的とした教育課程

編成となっている。 

資格取得に向けたより良い

教育課程について、継続的に

検討する。 

 

学則 

学生便覧 

シラバス 

厚生労働省による理学療法

士作業療法士養成施設指導

要領、臨床工学技士養成所の

指導要領、義肢装具士養成所

の指導要領、及び救急救命士

養成所指導要領 

3-18-18  目標とす

る資格の取得をサ

ポートできる教育

内容になっている

か 

４ 

理学療法士、作業療法士、

臨床工学技士、義肢装具士、

及び救急救命士の資格取得

を支援するための教育内容

と指導体制を設ける。 

各学科の資格取得に必要な

教育内容の修得に向けて、国

家試験対策委員会と各学科

の連携により、計画的に学習

支援を行っている。 

また、平成 28 年度に変更し

た教育課程においては、1 年

次より各資格取得に向けた

教育内容と指導体制を強化

している。 

資格取得に向けたより良い

教育内容と指導体制につい

て、継続的に検討する。 

国家試験対策委員会報告書

学則 

学生便覧 

シラバス 

学院説明会資料 
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基準４ 教育成果 
 

点検大項目総括 
国家試験合格率の維持・向上、並びに就職率の維持・向上は、専門学校に課せられた大きな使命であり、医療系養成大学・専修学

校との競争環境下において入学者の確保に影響を及ぼす指標と言える。このため、本学では、国家試験合格率の維持・向上、就職率

の維持・向上及び退学率の低減に向け、国家試験対策委員会及び学生支援委員会が中心となり、各学科との連携を図りながら積極的

な取り組みを展開している。 
 
 国家試験対策については、国家試験対策委員会と各学科の密接な連携の下、模擬試験、特別講義、グループ学習の実施、成績不振

者への対応、既卒者への対応等、きめ細かな指導を行っている。指導に当たる教員についても、質の高い指導に取り組めるよう、国

家試験対策委員会とＦＤ委員会の連携の下、国家試験対策研修会を開催し、指導方法の工夫改善に繋げている。また、本年度は、臨

床実習・臨地実習等の実技系学習と関連した国家試験対策の強化に向けて取り組んだ。 
国家試験合格率の推移等については、学内及び全国の合格率を把握し、出題傾向の分析等も行っている。なお、国家試験高合格率を

コンスタントに維持するため、最終学年における集中的な支援と共に、１年次からの継続的な支援、及び成績不振者への計画的な学

習支援に取り組んでいる。 
  
 就職支援活動については、就職説明会の開催、求人情報の学生への周知、面接指導、公務員採用試験対策、履歴書添削指導等、組

織的に取り組んでいる。就職率は高く、支援の成果が現れている。また、就職率や求人数の推移等の情報は常に把握し、地域に向け

学院ホームページで示すと共に、高等学校教員対象の学院説明会等で明示している。就職率は社会情勢の影響を受けることから、中

長期的展望に立ち、その向上に向け取り組むこととしている。 
また、学会・研修会への学生参加の推奨や障害者スポーツ指導員、福祉住環境コーディネーター、サービス接遇検定等の各種資格

取得の推奨等、医療専門職としての付加価値を高める教育に計画的に取り組んでいる。 
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4-19 （1/1） 
4-19 就職率の向上を図っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

4-19-1 就職率の推

移に関する情報を

把握し、向上を図

っているか 

４ 

関係業界の動向と共に、就

職率の推移に関する情報を

把握し、就職率の向上を図

る。 

就職率や求人数の推移に関

する情報を的確に把握する

と共に、就職率向上を目指

し、就職先の開拓、学生に対

する求人情報の周知、面接指

導、公務員試験対策など諸対

策を行っている。 

養成している専門職分野に

よっては、今後の社会動向の

変化を受けて求人数が低下

する可能性がある。その結

果、就職率が下がることも予

測されるため、当該年度の状

況に即応するとともに、中・

長期的な観点からの検討が

必要である。 

就職者数・求職者数資料 

学院説明会資料 

就職説明会資料 

学生支援委員会規則 

学生支援員会報告書 
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4-20 （1/1） 
4-20 国家試験合格率の向上を図っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

4-20-2 国家試験合

格率の推移に関す

る情報を把握し、

向上を図っている

か 

４ 

国家試験合格率の向上に向

け、国家試験対策委員会と各

学科による支援体制を充実

させる。また、合格率の推移

に関する情報を把握し、指導

方法の工夫改善に取り組む。 

国家試験対策委員会におい

て国家試験合格率の年次推

移を総合的に把握すると共

に、各学科との連携のもと国

家試験対策の学習支援につ

いて計画を立て教職員を挙

げて取り組んでいる。また、

グループ学習や成績下位者

への対応についても協議を

重ねると共に国家試験対策

研修会を開催し教員の指導

力向上に努めている。 

1 年次からの学習の進め方、

国家試験出題内容を踏まえ

た講義構成、国家試験学習の

早期化、成績下位者への対応

が課題であることから、総合

的な学習支援、個別的な対応

等について充実を図る。 

国家試験合格率資料 

国家試験対策委員会報告書 

国家試験対策委員会規則 

国家試験対策委員会議事録 

国家試験対策検証報告書 

国家試験対策研修会資料 
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基準５ 学生支援 
 

点検大項目総括 
本学では、学生の就職支援、進路相談、学習支援、退学率・卒業率の低減、健康管理を含めた学生指導等全般に関して、学生支援

委員会と各学科の密接な連携の下、多様な学生支援活動を展開している。 

 

 就職支援については、各学科毎に就職説明会を年に１、２回開催している。学科によっては、施設等の希望に応じて日程調整をし

て、学生への説明会を行っている。また、学科の担当講師が学生への個別相談窓口となり、きめ細かに指導している。 

 

 退学率低減については、１年次を主体に、オリエンテーション、ホームルーム、面接、入学前物理授業、国語・数学の基礎学力向

上に向けた課外授業等を通して取り組みを進めている。また、臨床心理士カウンセラーによるメンタルヘルスケアや成績不振者を対

象とした組織的、個別的な学力支援活動を行っている。これらの取り組みの結果、学生の入学時の学習に対する不安の軽減、学業成

績の向上等、一定の効果が得られている。退学者数の推移については、学生支援委員会で把握、分析し、各学科との連携の下、退学

率低減を目指した活動に活用している。 
 
学生相談体制の整備については、カウンセリング室を設置し、臨床心理士カウンセラーによるカウンセリングを定期的に実施して

いる。また、新入生を対象にメンタルヘルスアンケート調査を実施し、学科毎に面談を行う等、支援を要する学生の早期把握と心理

面へのケアに努めている。 

 

 本学では、日本学生支援機構等の奨学金受給者が全学生の約半数を占める。奨学金の申し込み案内、相談受付、手続き業務、緊急

採用対象者への対応等、遅滞のないよう適正な支援体制を整備している。また、授業料減免制度について周知する等、学生の経済的

側面への支援に努めている。熊本地震で被災した学生に対しては、熊本県が所管する「被災生徒授業料等減免補助事業」について申

請手続きを進めている。 

 

 学生の健康診断や感染症対策に関しては、感染症対策委員会と各学科・学務課が連携し、状況把握を確実に行い適切に指導してい

る。また、インフルエンザや感染性胃腸炎等に対する早期指導も行っている。 

 本学の地理的要素を勘案し、学生の通学の利便性向上のため、スクールバスの運行業務を推進している。また、スクールバスを活

用して、学生の学外見学や授業等に対応している。 

  

毎年開催する保護者オリエンテーション、保護者懇談会、後援会総会等を通して、本学の教育方針や学生の状況等について説明し

意見交換を行うなど、保護者との連携を図っている。また、必要に応じて保護者との個別面談を実施するなど、信頼関係の構築に努

めている。なお、クラブ活動及び専修学校体育大会等への参加支援は、学院後援会と連携して行っている。 
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5-21 （1/1） 
5-21 就職に関する体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-21-1 就職相談室

の設置など就職支

援に関する体制を

整備しているか 

４ 

学生の就職保証に向け、学科

毎の指導、相談体制を充実さ

せると共に、より組織的な支

援体制を整備する。 

学生支援委員会と各学科が

連携して、組織的な就職支援

に取り組んでいる。また、学

科毎に面接指導等の個別支

援を実施している。就職率は

高く、就職支援の体制は充実

している。 

面接指導やエントリーに関

する書類作成等の指導の強

化を継続する。 

個別就職指導記録 

学生支援委員会報告書 

5-21-2 就職に関す

る説明会、学生個

別相談等を実施し

ているか 

４ 

就職説明会の実施をはじめ、

就職活動に必要な履歴書等

の作成、面接指導等、就職に

向けた学生個別相談を実施

する。 

就職に関する説明会は学科

毎、必要に応じて開催してい

る。また、学生の個別相談に

ついては各学科の担当教員

が的確に行っている。 

就職支援に向けた説明会、学

生個別相談等の充実を図る。 

就職説明会資料 

学生支援委員会報告書 

学生面談記録 
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5-22 （1/1） 
5-22 退学率の低減を図っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-22-3 入退学者数

の推移に関する情

報を把握し、退学

率の低減を図って

いるか  

４ 

学生支援委員会を中心に、退

学者数に関する情報や学生

の状況等を把握し、退学率低

減に向けて組織的に取り組

む。 

学生支援委員会では休学

者・退学者数推移の把握と分

析を行っている。平成 29 年

度の退学率は前年度より増

加した。退学理由の約 6割を

成績不振が占めるため、学力

低位者に対しては、1 年次前

期からリメディアル教育や

専門科目等の補完的学習支

援を実施している。また、適

切な生活習慣の維持を目標

に、ホームルーム等で遅刻・

欠席に対する指導を行って

いる。さらに、臨床心理士に

よるメンタルヘルスケアを

行うなど、退学率の低減を図

っている。 

勉強の不安や精神的悩みな

どに関連する学生相談は、主

に学科の教員に託されてい

るが、カウンセリング室の臨

床心理士カウンセラーとの

連携を進め、更なる支援体制

の充実を図る。 

学生支援委員会報告書 

リメディアル教育報告書 

メンタルヘルス相談関連資

料 

カウンセリング室の設置・利

用内規 

基礎学力向上小委員会運営

規則 
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5-23 （1/1） 
5-23 学生相談に関する体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-23-4 学生相談室

の設置など学生相

談に関する体制を

整備しているか 

４ 

充実した学生生活を送るた

め、学生が抱える悩みの解決

に向け、学科毎の個別面談を

はじめ、専門家による相談体

制を整備する。 

学生支援委員会において、学

生の生活状況や学業成績等

の情報を共有する体制を整

備している。学生相談につい

ては、各学科の教員が必要に

応じて個別面談を実施して

いる。また、臨床心理士カウ

ンセラーによる学生相談を

カウンセリング室にて実施

しており、必要に応じた医療

機関の紹介も行われている。

6 月に全学科 1 年生に対して

メンタルヘルス調査アンケ

ートを実施し、要観察となっ

た学生を支援するなど、充実

した学生生活が送れるよう

全学的に取り組んでいる。 

学生のメンタルヘルスケア

に向けた支援の更なる充実

を図る。 

学生支援委員会報告書 

学生面談記録 

ハラスメントの防止に関す

る規則 

メンタルヘルス相談に関す

る資料 

カウンセリング室の設置・利

用内規 

メンタルヘルススクリーニ

ング調査の報告書 
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5-24 （1/1） 
5-24 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-24-5  奨 学 金 制

度、授業料減免制

度並びに特待生制

度を整備している

か 

４ 

経済的理由により、就学困難

な状況をできるだけ回避す

るための各種奨学金制度並

びに授業料減免制度及び学

業成績が優秀な学生を支援

するための特待生制度を整

備し周知する。 

事務部学務課の学生支援係

が奨学金の担当窓口となり、

各種奨学金の案内について

はクラス担任と連携して行

っている。奨学金手続きにつ

いては緊急対応も含め速や

かに対応できる体制を整備

している。また、授業料減免

制度や平成 28 年熊本地震で

被災した学生に対する授業

料等減免制度、事務部とクラ

ス担任が連携して学生へ周

知し対応している。学業成績

優秀な学生を支援する目的

で施行された特待生制度も、

学院案内や学生募集要項と

共にリーフレットを配付し

ており、受験生等にも広く認

知されている。 

学生への周知や申請手続の

指導に一層努める。 

奨学金案内 

奨学金についての年間学生

支援スケジュール 

奨学金利用状況等の資料 

授業料減免制度規程 

平成 28 年熊本地震で被災し

た学生に対する授業料等減

免制度規程 

授業料減免制度利用者の状

況等の資料 

特待生制度規程 

5-24-6 学費の分納

制度はあるか 

４ 

学生に対する経済的支援の

一環として、状況に応じ分納

等を活用できるようにする。 

学費分納制度は学生募集要

項に明記しオープンキャン

パス等でも説明している。希

望者は前期後期に分けて納

入できるようにしている。ま

た、経済的理由により納入期

限までに納入が困難な場合

は、延納もしくは、更なる分

納ができるよう希望に沿っ

て対応している。 

分納制度の更なる周知に努

める。 
学生募集要項 
オープンキャンパス説明資

料 



31 

5-25 （1/1） 
5-25 学生の健康管理を担う組織体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-25-7 定期的に健

康診断を行うなど

学生の健康面への

支援体制を整備し

ているか 

４ 

学外実習をはじめとした教

育活動が円滑に展開できる

よう、定期健康診断など健康

管理に向けた支援体制を整

備する。 

感染症対策委員会が中心と

なって各学科と事務部学務

課が連携して、定期的な健康

診断の実施及び感染症対策

を行っている。また、インフ

ルエンザや感染性胃腸炎の

予防について啓発、指導を行

っている。 

学生や教職員に対して、イン

フルエンザ等流行性の感染

症に対するワクチン接種啓

発や、学院内蔓延防止対策、

感染症発症者が出た場合の

対応等、全教職員への周知を

徹底し、早期対応に努める。 

感染症対策委員会規則 

学生健康診断票 

学生健康診断スケジュール 

感染症対策委員会議事録 

感染症に罹患した学生の出

席等の取り扱いについて 
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5-26 （1/1） 
5-26 課外活動に対する支援体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-26-8 スポーツ等

のクラブ活動、その

他、課外活動に対す

る支援体制を整備

しているか 

４ 

クラブ活動を中心とした、

文化・スポーツ部に対して、

活動場所の提供や専修学校

体育大会等への参加支援体

制を整備する。 

本学の学生自治会である友

志会を支援するための友志

会支援小委員会を中心に、学

院後援会と連携して友志祭、

クラブ活動及び専修学校体

育大会出場等への支援を行

っている。 

また、施設の利用について

は、運動系クラブは学内体育

館、文化系クラブは実習室等

を活用できる体制を整備し

ている。 

課外活動支援の充実につい

て更に検討していく。 

友志会支援小委員会運営規

則 

事業計画 

学院ホームページ 

学院案内 

後援会役員会資料 

クラブ活動報告書 

体育館使用記録 
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5-27 （1/1） 
5-27 学生寮等、学生の生活環境への支援体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-27-9 学生寮や通

学の利便性向上な

ど、学生の生活環

境への支援体制を

整備しているか 

４ 

通学等の利便性向上に向け

て、スクールバスの配備、学

生駐車場の確保、寮の紹介

等、良好な生活環境への支援

を行う。 

スクールバスを運行し、通学

支援を行っている。市外居住

者には、学院周辺のアパート

や学生寮等を案内している。

また、車両通学者のための駐

車場、駐輪場を整備し、利活

用について支援している。  

学生のより良い生活環境に

向けて、支援の充実について

更に検討していく。 

アパート・寮案内綴り 

スクールバス利用申請書 

スクールバス運行表 

車両通学申請書 

学院ホームページ 

学院案内 
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5-28 （1/1） 
5-28 保護者との連携体制を構築しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-28-10  保護者と

の連携体制を構築

しているか 

４ 

学業・生活面等での支援に

向けて、保護者と適切に連

携を図る。 

保護者オリエンテーション、

保護者懇談会、後援会総会等

を通して、学院の教育方針や

学生の状況等について説明

し、意見交換を行うなど、保

護者との連携を密接に図っ

ている。また、必要に応じて

個別に保護者面談を実施し

ている。  
学院内での学生の様子など

を、ホームページの学科通

信、Facebook を通して保護者

を含む外部に向けて情報を

発信している。 

保護者からの信頼維持のた

めに、必要に応じて電話によ

る情報交換を行うなど、今後

とも密接な連携を図る。 

保護者オリエンテーション

資料 
保護者懇談会資料 
後援会総会資料 
学生面談記録 
保護者等からの相談等に関

する申し合せ 

学院ホームページ 

学院 Facebook 
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5-29 （1/1） 
5-29 卒業生への支援体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-29-11  卒業生へ

の支援体制を整備

しているか 

４ 

卒後研修をはじめとした同

窓会の組織的活動、及び卒

業生の国家試験対策学習に

対する支援体制を整備す

る。 

同窓会として麒麟倶楽部と

白眉会が活動を行っている。

また、卒業生対象の勉強会や

研修会を定期的に学内で開

催している。卒業後の国家試

験受験者についても適切に

支援している。 

同窓会組織と更なる連携を

進める。 
遠隔地の卒業生に対する国

家試験対策として、郵便物や

電子メールを活用する。 

学生便覧同窓会規約     

同窓会活動記録 

（麒麟倶楽部、白眉会） 

国家試験対策委員会報告書 

卒業生勉強会記録 

施設借用申請書 
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基準６ 教育環境 
 

点検大項目総括 
 本学の施設・設備基準は関連法によって規定されており、全て基準を充たしている。その他、体育館やランチルーム等も設置してお

り、学生が適切な教育環境の下で学習に取り組むことが出来るよう整備されている。また、施設等の管理者とその役割については規程

により明確化し、施設・設備のメンテナンス体制が整備され機能している。 
 
 教育機器については、より効果的な学習成果につながるよう、各学科と連携を図りながら一定の予算措置に基付き購入している。経

年的な破損での修理や新規購入が必要なものについては、短・中期的計画の下に充実を図っている。なお、各学科の備品等の管理体制

については、物品管理規程に基付き適正に行われている。 
 
 学外実習については、定期的な臨床実習・臨地実習指導者会議の開催や巡回訪問指導等を通して、関係機関と密接に連携を図るなど、

教育体制は適切である。学外実習の教育効果については、実習成績表等を基に、状況を把握し効果を確認している。学外実習は、専門

職としての臨床実践能力を育む重要な機会であり、巡回訪問指導時の記録は教員間で共有し、事後指導等で活用している。今後も効果

を高める為の体制整備等に努める。また、学外実習における感染症防止対策については、学外実習施設における感染症対策等を踏まえ

ながら、感染症対策委員会を中心に適切に対応している。 
 
 防災については、防災委員会と各学科との連携の下、防災管理業務の適正な運営を図っている。本年度は、全教職員を対象に防災管

理規程、防災マニュアルに沿って、火災や地震による災害を想定した防災図上訓練及び消火訓練を実施した。また、学校関係者評価委

員会の意見・提言を基に、心肺蘇生を中心とした一次救命処置に関する救護訓練に取り組んだ。防災設備についても定期的に点検し、

災害時の避難経路図及び避難経路標識を学内に掲示するなど、安全確保に向けての防災意識の啓発に取り組んでいる。なお、休日等に

おける各種警報発令時の迅速な対応に向けて、防災マニュアルにおける「対応マニュアル（その他の災害編）」の見直しを行った。 
 
 本学は火災保険等に加入しており、教育機器についても担保されている。また、学生に対する賠償保険にも加入している。学生は、

専修学校学生対象の傷害保険に全員加入し、通学時の事故も担保されている。学外実習時の傷害・賠償保険にも加入しており、必要な

対策はとられている。 
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6-30 （1/1） 
6-30 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

6-30-1 施設・設備

は、教育上の必要

性に十分対応でき

るよう整備してい

るか 
４ 

養成施設指定規則等を踏ま

え、教育目標達成に向け、充

実した教育活動を展開でき

るよう、施設・設備の学習環

境を整備する。 

各学科の施設・設備基準は養

成施設指定規則等によって

規定されており、全て基準を

充たしている。体育館やラン

チルーム等も設置している。

施設・設備の利用時間方法等

は学生便覧に明記している。 

 

図書室、体育館等の利用状況

を把握し、可能な範囲で利用

者の希望に沿った対応がで

きるよう更に検討する。 

施設・備品一覧 

建物・施設・物品使用願綴り 

学生便覧 

図書蔵書リスト 

6-30-2 施設・設備

のメンテナンス体

制を整備している

か 

４ 

教育活動の有効性及び安全

性等を考慮し、施設・設備の

メンテナンスや更新に関す

る体制を整備する。 

施設・設備、及び機器等のメ

ンテナンス管理については、

関連する部署の役割と責任

が明記された規程を設けて

いる。 

施設・設備等の補修・修理が

必要な箇所を早期に把握し

対応できる体制を整備する。 

事業計画 

施設点検簿 

電気設備点検報告書 

消防設備点検結果報告書 

昇降機定期検査報告書 

貯水槽清掃報告書 

清掃業務請負契約書 

物品管理規程 
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6-31 （1/1） 
6-31 学外実習について十分な教育体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

6-31-3 学外実習に

ついて外部の関係

機関と連携し、十

分な教育体制を整

備しているか ４ 

臨床実習等の学外実習につ

いては、意義、目的に沿って

充実した教育活動が展開で

きるよう、関係機関との十分

な連携体制を整備する。 

学外実習は、定期的な実習指

導者会議の開催や巡回訪問

指導等により外部関係機関

と適切に連携しており、その

教育体制は十分に整備され

ている。 

学内学習と学外実習の関連

性や実習指導方法の情報の

共有化について継続的に検

討していく。 

臨床実習の手引き等 

実習指導者会議議事録 

実習指導者会議次第 

臨床実習・臨地実習評価表 

実習指導報告書 

臨床・臨地実習施設との関係

資料 

巡回指導記録 

6-31-4 学外実習に

おける感染症防止

のための体制を整

備しているか 

４ 

学外実習施設における感染

症対策等を踏まえながら、学

生の感染症防止のための体

制を整備する。 

学外実習に備えてのワクチ

ン接種状況及び抗体価の有

無を把握し、実習先で必要と

される情報の周知を図って

いる。また、学生や保護者に

対して、感染症やワクチン接

種に関する説明会等を行っ

ている。 

学外実習施設からの感染症

に関する抗体価検査、ワクチ

ン接種基準変更時は、日本環

境感染学会が定める基準を

もとに作成した本学の基準

と照らし合わせ対応してい

く。 

感染症対策委員会規則 

感染症対策委員会記録 

日本環境感染学会医療関係

者のためのワクチンガイド

ライン 

抗体価検査・ワクチン接種個

人票 

入学前から始める感染症対

策のしおり 

6-31-5 学外実習に

ついて、その実績

を把握し教育効果

を確認しているか  
４ 

より効果的な学外実習を目

指して、その成果や目的に照

らした達成状況等を把握し、

教育効果を確認する。 

実習期間中の巡回指導、実習

成績表、実習指導者会議を通

して、その教育効果の確認を

行っている。巡回指導時の記

録は教員間で共有し活用を

図っている。 

実習評価表の内容、指導者会

議のあり方など、学科毎にそ

れらの改善に向けて検討す

る。 

臨床実習の手引き等 

実習指導者会議議事録 

実習指導者会議次第 

臨床実習・臨地実習評価表 

実習指導報告書 

巡回指導記録 
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6-32 （1/1） 

6-32 防災・安全管理に対する体制を整備しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

6-32-6 防災に対す

る組織体制を整備

し、周知している

か  
４ 

平成 28 年熊本地震を契機に

策定した防災管理規程及び

防災マニュアルを、教職員等

に周知する。 

防災管理規程及び防災マニ

ュアルについて、防災教育等

を通して教職員等に周知徹

底すると共に、学生に対して

はポスター化したものを教

室等に掲示し周知している。 

防災管理規程等に沿って防

災教育を実施し、防災意識の

啓発に取り組んでいく。 

防災管理規程（消防計画） 

防災マニュアル 

防火管理維持台帳 

自衛消防訓練実施結果表 

6-32-7 防災訓練を

実施しているか  

４ 

防災管理規程及び防災マニ

ュアルに沿って、様々な災害

を想定した防災訓練（消火・

通報・避難・救護等）を実施

する。 

防災管理規程及び防災マニ

ュアルに沿って、防災訓練を

すると共に、防災マニュアル

の見直しを行っている。 

防災管理規程等に沿った各

種訓練を通して、より実践的

かつ実効性の高いものへと

見直しを図っていく。 

防災管理規程（消防計画） 

防災マニュアル 

防火管理維持台帳 

6-32-8 万が一の災

害が起きた場合に

備えた保険等の処

置は十分なものに

なっているか 

４ 

学生の学外実習、通学時等を

含め、災害、事故等に対する

傷害保険、賠償保険へ加入

し、十分な処置ができるよう

備えておく。 

本学は火災保険等に加入し

ており、什器備品についても

担保されている。また、学生

に対する賠償保険にも加入

している。 

学生は専修学校の学生対象

の傷害保険に全員加入し、通

学時の事故も担保される。ま

た、学外実習時の傷害、賠償

保険にも加入している。 

保険内容の見直し等は必要

に応じて行っていく。 

損害補償保険等の案内 

保険加入状況 
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基準７ 学生の募集と受け入れ 
 

点検大項目総括 
１８歳人口の減少、大学進学率の上昇、競合する医療資格を養成する大学・専門学校の増加といった社会背景の中で、入学定員の

確保は本学の運営基盤に関わる最重要課題として位置付けている。 
 
 学生募集については「本学の教育実践の状況を、高等学校をはじめ広く社会に向け発信することで、信頼性の向上を図る」との方

針を掲げ、入試課題改善委員会と事務部、各学科が密接な連携を図りながら、高等学校訪問、オープンキャンパス、学院説明会、医

療職種説明会、中学校訪問、高等学校での進路ガイダンス、学院ホームページや Facebook を活用した情報発信等、広範且つ多様な活

動を組織的に展開している。また、テレビ等の媒体を活用した広報活動にも取り組んでいる。オープンキャンパスでは､高校生や保護

者等を対象とした入試説明会を開催し、国家試験に向けた個別指導等について説明を行うなど、信頼性向上に向けた取り組みを行っ

ている。なお、本年度も本学の在校生が教職員と共に出身高校を訪問し､学院での学習内容や学院生活等について説明を行っている。 
 
 平成３０年度入学試験においては、指定校推薦や高等学校長推薦の出願資格である評定平均値や特別専願入学試験日程等の見直し

を行った。志願者数については、学科長や事務部職員を中心とした積極的な高等学校訪問活動等を通して、全体としては前年度とほ

ぼ同数を確保できているが、学科によっては連続して入学定員を充足できていない状況にあり、平成３１年度入学試験に向けて課題

を残した。入試検討委員会、入試課題改善委員会を中心に、これまでの活動の総合的な分析及び次年度の入学者確保に向けた新たな

取り組みが検討されている。なお、平成３０年度入学試験においては、経済的支援として、前年度に引き続き理学療法学科及び作業

療法学科の指定校推薦入学者に対する入学金の減免や、オープンキャンパス参加者に対する受験料減免を行った。 
 
 学院案内、学院ホームページ等は、志願者・保護者等にとって分かりやすい表現を工夫し、問い合わせ・相談には適切に対応し、

記録を管理している。なお､本年度の学院案内については、志願者等に本学の教育活動を簡潔に伝えるために、「熊リハの魅力」とし

てアピールポイントを学科毎に掲載するなど、全面改訂を行った。就職実績、国家資格取得実績等、本学の教育成果については、学

院ホームページや学院説明会及び学生募集活動を通して適切に情報提供を行っている。また、Facebook 等のソーシャルメディアを活

用した適切な情報発信に努めている。 
 
 入学選考については、合否判定基準を明確に定め、入学試験合格判定会議にて適正に選考している。志願者数や合格者数の年次推

移は、学科毎に詳細に把握し動向を分析している。 
 
 学納金は各学科の入学定員、教員数、資格取得に係る教育費、他の専修学校等との比較等、多面的に検討し決定しており、妥当な

ものになっている。入学辞退者に対しては、入学金以外の授業料・実験実習費・施設充実費を返還する旨、学生募集要項に明記し、

適正に対応している。 
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7-33 （1/2） 
7-33 学生募集活動を適正に行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-33-1 学生募集活

動を適正に行って

いるか  

３ 

学生募集活動は、志願者等に

公平、公正に本学の教育内容

や教育成果等の情報を提供

するなど、適正に行う。少子

化が進む中、定員確保に向

け、本学の教育活動への信頼

性をより高めていく。 

入試課題改善委員会を中心

に、入学定員を充たすべく、

全教職員で高等学校訪問、学

院説明会、オープンキャンパ

ス等の様々な学生募集活動

を行っている。これまで、概

ね入学定員を確保できる状

況にあったが、近年、学科に

よっては連続して定員割れ

を生じている。入学定員確保

のために、平成 29 年度入学

試験より取り入れた理学療

法学科及び作業療法学科の

指定校推薦入学者に対する

入学金減免措置や、オープン

キャンパス参加者に対する

受験料減免措置を引き続き

行っている。 

少子化といった社会情勢の

影響も大きいことから、学生

募集活動の内容や方法につ

いて、今後もより効果的な方

策を講じていく。 

学院案内 

学院ホームページ 

学生募集要項 

学院説明会参考資料 

オープンキャンパスポスタ

ー 

オープンキャンパスチラシ 

入試検討委員会資料 

入試課題改善委員会資料 

高校訪問報告書 

ガイダンス記録 
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7-33 （2/2） 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-33-2 学校案内等

は志願者・保護者

等の立場に立った

分かり易いものに

なっているか   

４ 

学院案内、学院ホームペー

ジ、学生募集要項等の資料

は、志願者等が求めている情

報を分かり易く簡潔に表現

する。 

オープンキャンパスや医療

職種説明会等における高校

生等の参加者へのアンケー

トによる意見並びに新１年

生に実施している広報媒体

等に関するアンケート調査

での意見等を汲み取り、学院

案内、学院ホームページ等に

志願者のニーズを反映させ

るようにしている。平成 29

年度は、学院案内の掲載内容

とデザインを見直し、全面改

訂したものを提供している。 

求められる情報の発信媒体

としての学院案内等の内容

について今後もより良い方

向に見直していく。 

学院案内 

入試課題改善委員会資料 

入試検討委員会資料 

7-33-3 志望者等の

問い合わせ・相談

に対応する体制が

あるか 
４ 

志願者等の電話、E-メール等

による問合せ・相談に、適切

に対応できる体制を整える。 

志願者等の問合せは電話、E-
メールで寄せられている。内

容に応じて適切に対応し、そ

れらの記録を管理している。 

志願者等の相談に対し、今後

も適切な対応に努めていく。 
電話、E-メール相談受付記録 
学院見学受付簿 
進学ガイダンス参加記録 
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7-34 （1/1） 
7-34 学生募集活動において、教育成果を正確に伝えているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-34-4 学生募集に

おいて、就職実績、

資格取得実績、卒

業生の活躍等の教

育成果を正確に伝

えているか 

４ 

学生募集活動において、資格

取得実績、就職実績等、本学

の教育成果を適切に伝えら

れるよう、情報を整理し、広

報の方法等について工夫す

る。 

「専門学校における情報提

供等への取組に関するガイ

ドライン」に基付き、学院ホ

ームページ上に、国家試験合

格率、卒業生数及び就職率等

を明示するとともに、学院案

内や学院説明会、オープンキ

ャンパス等の学生募集活動

において教育成果を適切に

伝えている。また、卒業生の

活躍状況については、学院案

内、高等学校訪問、オープン

キャンパス等を通して紹介

している。 

今後も、学院案内や学院ホー

ムページ上等での適切な情

報提供に努めていく。 

学院案内 

学院ホームページ 

後援会総会資料 

学院説明会資料 

オープンキャンパス参加状

況資料 

専門学校における情報提供

等への取組に関するガイド

ラインに基付く情報 
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7-35 （1/1） 
7-35 入学選考は、適正かつ公平な基準に基付き行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-35-5  入 学 選 考

は、適正かつ公平

な基準に基付き行

っているか 
４ 

入学選考においては、公平

性、中立性を担保できるよ

う、入学試験合否判定に関す

る規則等に基付き、適正に行

う。 

入学試験の合否判定基準等

を明確に定め、入学試験合否

判定会議にて適正に選考し

ている。 

今後とも、公正な入学試験の

実施に努める。 

学生募集要項 

入学試験合否判定等に関す

る申し合わせ事項 

入学試験合否判定会議議事

録 

面接評価用紙 

7-35-6 入学選考に

関する情報とその

推移を学科ごとに

把握しているか 
４ 

入学選考に関する情報や推

移を把握、管理する。 

入学試験に関する情報は適

切に管理すると共に、志願者

の動向等を分析し、その推移

について把握している。 

入学選考について、適正な情

報管理に努めていく。 

入学試験合否判定会議議事

録 

入試検討委員会資料 
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7-36 （1/1） 
7-36 学納金は妥当なものとなっているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-36-7 学納金は、

教育内容、学生及

び保護者の負担感

等を考慮し、妥当

なものとなってい

るか 

４ 

学納金は、各学科の学生数や

教育内容等、また保護者の負

担感等を考慮し、妥当なもの

とする。 

学納金は、各学科の定員、教

員数等の教育上必要な経費

及び他校との比較等、多面的

な検討の上決定しており、妥

当なものになっている。 

今後の社会情勢の変化等を

考慮しながら、妥当な水準を

維持するよう努める。 

学生募集要項 

入試検討委員会資料 

学院ホームページ 

7-36-8 入学辞退者

に対する授業料等

の返還について適

正に処理している

か 
４ 

入学辞退者に対する授業料

等の返還については、志願者

の立場を考慮し、一定の基準

に基付き適切に対応する。 

入学辞退者に対しては、入学

金以外の授業料、実験実習費

及び施設充実費を返還する

旨、学生募集要項に明記して

おり、適切に処理している。 

授業料等の返還については、

より分かり易く表記するこ

とが必要である。 

学生募集要項 

学院ホームページ 

入学辞退に伴う「授業料その

他校納金」返還手続きについ

て 

7-36-9 学納金に関

する情報とその推

移を学科ごとに正

確に把握している

か 
４ 

学納金に関する情報やその

推移を正確に把握する。 

学納金の情報や推移につい

ては、事務部が総合的に管理

している。 

学納金の推移について、今後

とも正確に把握する必要が

ある。 

学納金推移資料 

分割の納入願い綴り 

学生納付金入金状況一覧 
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基準８ 財務 
 

点検大項目総括 
本学は、熊本リハビリテーション学院と熊本総合医療福祉学院が統合され、平成２２年４月に熊本総合医療リハビリテーション学

院として新たにスタートした。学院統合の当初の目的に沿って、学院運営基盤の確立と、スケールメリットを生かした広報活動を展

開し、入学定員を概ね確保してきていたが、平成２９年度に引き続き、平成３０年度も定員を充足できていない状況にあり、入学定

員の確保が課題である。 
 
 校舎の新築、改修等で一時増加した借入金も、開校３６年の伝統校としてのこれまでの実績により、計画どおり返済できている。

また、熊本地震による校舎や教育機器等の設備の被害も、激甚災害に対する公的補助金及び公的長期資金手当等により修復できてお

り、経営基盤は問題ないと言える。 
 
 今後は、１８歳人口が大きく減少に転じる 2018 年問題や医療専門職養成施設との更なる競争の激化が予想される厳しい社会背景の

中で、入学定員の確保と退学率の低減が課題である。入試検討委員会での入試形態の検討や入試課題改善委員会を中心とした学生募

集活動、学生支援委員会を中心とした退学率低減に向けた学習支援活動等、各種委員会や教育部及び事務部との連携に基付く更なる

対策が求められる。 
 
 予算・収支計画については、学院事業計画を理事会で諮り、理事会で年度予算、中期計画等を審議し決定している。予算の執行に

あたっては事業計画に沿って、定められた規定どおりに予算の範囲内で執行されている。 
 
 会計監査についても、顧問税理士事務所による月次監査等、税理士事務所と連携して適正に実施されている。 
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8-37 （1/1） 
8-37 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-37-1 中長期的に

学校の財務基盤は

安定しているとい

えるか 

３ 

少子化等の動向を踏まえな

がら、入学者確保、中途退学

率の低減に向けた中長期的

な戦略を策定し、安定した財

務基盤に基付く学校運営を

行う。 

平成 18 年の 1 号館の新築移

転、平成 22 年の 2 号館の校

舎改修により、借入金は一時

増加したが、その後計画通り

に返済している。 

開校 36 年の伝統校としての

これまでの実績により、財務

基盤は安定している。 

これまで入学定員は概ね確

保できていたが、近年、学科

によっては入学定員の確保

が難しくなってきている。入

学定員の確保により一層努

めると共に、入学後の学生数

の減少をできる限り軽減す

るよう努力している。 

今後も入学者の確保、入学志

願者増に向け、広報活動の推

進と教育活動の充実を図る

必要がある。また、入学前オ

リエンテーション、基礎学力

に課題を抱える学生への補

習授業の充実、臨床心理士に

よるカウンセリング等を組

織的に行うことで退学率の

低減を図る。併せて、ホーム

ルーム活動等を通して、休退

学の初期徴候の早期発見、早

期対応等の学生支援活動の

充実を図る。 

事業計画 

決算書 

8-37-2 主要な財務

数値に関する情報

とその推移を正確

に把握しているか 
４ 

主要な財務数値の情報と推

移を正確に把握し、将来に向

けた的確な分析を行う。 

法人理事会（理事長）、法人

本部、学院担当者が財務数値

を把握している。また、顧問

税理士による毎月の月次監

査を行っている。 

今後も月次毎の財務数値を

担当部門で把握する。 

事業計画 

決算書 
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8-38 （1/1） 
8-38 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-38-3 年度予算、

中期計画は、目

的・目標に照らし

て、有効かつ妥当

なものとなってい

るか 
４ 

社会動向の変化を的確に把

握しながら、年度毎の予算執

行状況等について精査し、年

度予算、中期計画を策定す

る。 

年度予算は教育部事業計画

と事務部事業計画に基付き

算定し、理事会に諮る。理事

会では、事業計画、年度予算

及び中期計画等を審議し決

定している。 

校舎改修等により一時期借

入金が増加したが、事業計画

に沿って運営することによ

り、経常的な利益が確保され

るよう努めていく。今後も学

生数の確保維持に努める。 

事業計画 

予算書 

8-38-4 予算は計画

に従って妥当に執

行しているか 

４ 

各年度の予算執行にあたっ

ては、教育部と事務部との連

携を図りながら事業計画に

沿って適正に行う。 

事業計画に沿って各部署か

ら提出される起案書、購入伺

等で理事長の決裁を受け、計

画の範囲内で執行している。 

 

入学者数の減少や中途退学

者の出現による減収は、予算

執行にも影響を及ぼすため、

学生数の確保維持に努める。 

事業計画 

予算書 

決算書 

起案書 

購入伺い 

出張伺い 
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8-39 （1/1） 
8-39 財務について会計監査が適正に行われているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-39-5 財務につい

て会計監査が適正

に行われているか 

４ 

財務諸表等の妥当性、適正性

を担保するため、会計監査が

定期的、かつ適正に行われ

る。 

毎月、学院担当者が財務数値

を精査し、その後税理士事務

所が会計、税務面を含めた月

次監査を実施している。 

精査、監査は妥当であり、現

状では特段課題はないと認

識している。 

決算書 

総勘定元帳 

監査報告書 

8-39-6 会計監査を

受ける側・実施す

る側の責任体制、

監査の実施スケジ

ュールは妥当なも

のか 

４ 

財務に係る会計監査の実施

については、明確な責任体

制、スケジュール管理の下、

実施される。 

顧問税理士事務所による会

計、税務面を含めた月次監査

が行われており、監査にあた

っては、毎月双方で連絡を取

りあって適切な時期に実施

している。 

年次監査については、法人会

計年度（4 月～翌 3 月）に基

付き、法人本部で決算書を作

成後、監事による監査が実施

され、５月の法人理事会で決

算及び監査報告がなされて

いる。 

精査、監査、スケジュールは

妥当であり、現状では特段課

題はないと認識している。 

決算書 

総勘定元帳 

法人理事会議事録 

監査報告書 

月次監査日程表 
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基準９ 法令等の遵守 
 

点検大項目総括 
本学は専修学校設置基準及び養成施設指定規則等の関係法令に基付き、就業規則、学則、個人情報保護規程、ハラスメントの防止に

関する規則等を整備し、適正な運営がなされている。各種規則等については、教職員へ徹底すると共に、学生に対してはオリエンテー

ション等で規則遵守を周知している。 
 
 個人情報保護については、その重要性について職員会議等を通して教職員に周知を図ると共に、学院全体の取り組みとして各種情報

の保護を図っている。個人情報保護法に基付き、個人情報保護方針と個人情報保護規程を定め、志願者、在校生及び卒業生等に関する

情報については、適切な対策を講じている。学生に対しては、学外実習に臨む際に、個人情報の保護・遵守に関する守秘義務の重要性

について周知徹底している。また、情報モラルの徹底に向け、ソーシャルメディアポリシーを定め、教職員や学生に周知している。な

お、文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの改正に伴い、本学の個人情報保護規程を改定した。 
 
 自己点検・自己評価については、教育活動におけるＰＤＣＡサイクルの一つの活動であり、本学教育の質保証につながる重要なもの

と位置付けている。私立専門学校等評価研究機構の基準に基付き平成２８年度に実施した自己点検・自己評価結果に対して、学校関係

者評価委員会による外部評価を行った。学校関係者評価委員会からの意見・提言に基付き、学校運営、教育活動の改善に取り組んでい

る。 
 
 自己点検・自己評価及び学校関係者評価に関する方針は、それぞれ自己評価委員会規則、学校関係者評価委員会規則に明示されてお

り、職員会議等において教職員へも周知している。自己点検・自己評価報告書は職員会議で審議し、教職員へ配付すると共に、学校関

係者評価報告書、教育課程編成委員会議事録と併せて学院ホームページで広く公表している。また、本学の教育活動、学校運営の状況

に関する情報も学院案内、学院ホームページ、学院説明会等で広く提供している。 
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9-40 （1/1） 
9-40 法令、設置基準等の遵守と適正な運営を行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-40-1 法令や専修

学校設置基準等が

遵守され、適正な

運営を行っている

か 
４ 

専修学校設置基準及び養成

施設指定規則等に規定され

ている事項について遵守し、

適正な運営に努める。 

専修学校設置基準及び養成

施設指定規則等に基付き、就

業規則、学則、個人情報保護

規程及びハラスメントの防

止に関する規則等を整備し、

適正な運営を行っている。 

必要とされる規則の整備に

ついては適宜検討していく。 

学校養成所施設認定規則に

基付く報告 

養成施設自己点検表 

就業規則 

学則 

個人情報保護方針 

個人情報保護規程 

ハラスメントの防止に関す

る規則 

9-40-2 法令や専修

学校設置基準等の

遵守に関して、教

職員・学生等に対

する啓発活動を実

施しているか ４ 

適正な学校運営に向け、法令

遵守の意義について教職

員・学生等に周知する。 

学則、個人情報保護規程及び

ハラスメントの防止に関す

る規則等について、教職員へ

周知徹底すると共に、学生に

対してはオリエンテーショ

ン等で規則遵守を周知して

いる。 

法令遵守の周知方法等につ

いては、更に検討していく。 

学則 

個人情報保護方針 

個人情報保護規程 

ハラスメントの防止に関す

る規則 

臨床実習の手引き等 

新入生・在校生オリエンテー

ション関係書類等 
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9-41 （1/1） 
9-41 個人情報に関し、その保護のための対策を実施しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-41-3 志願者、学

生や卒業生及び教

職員等の学校が保

有する個人情報に

関し、その保護の

ための対策を実施

しているか  ４ 

志願者、学生、卒業生、保護

者及び教職員等の本学が保

有する個人情報については、

その保護と守秘義務の視点

から適切な対策を実施する。 

個人情報保護規程は、文部科

学省所管事業分野における

個人情報保護に関するガイ

ドラインの改正に伴って見

直しを行い改訂している。本

規程に沿って、志願者、学生、

卒業生、保護者及び教職員等

の個人情報の保護について、

適切な対策を実施している。 

個人情報保護規程等に沿っ

て、今後も個人情報を適切に

管理していく。 

個人情報保護方針 

個人情報保護規程 

就業規則 

募集要項 

学院案内 

講師就任承諾書 

9-41-4 個人情報に

関して、教職員・

学生等に対する啓

発活動を実施して

いるか 
４ 

個人情報の保護・遵守につい

て、教職員・学生に対し適切

な啓発活動を行う。 

個人情報保護の重要性につ

いて、教職員に周知徹底して

いる。学外実習に臨む学生に

は、守秘義務の遵守を徹底し

ている。また、ソーシャルメ

ディアポリシーを定め、教職

員・学生へ周知している。 

個人情報保護の重要性につ

いて、定期的な啓発に取り組

んでいく。 

新入生・在校生オリエンテー

ション関係書類等 

臨床実習の手引き等 

ソーシャルメディアポリシ

ー 

学生便覧 
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9-42 （1/1） 
9-42 自己点検・自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-42-5 自己点検・

自己評価に関する

方針を確立してい

るか 
４ 

自己点検・自己評価に関する

方針を明確にし、関係者へ周

知する。 

自己点検・自己評価に関する

方針は、自己評価委員会規則

に明示されており、教職員へ

も周知している。 

自己点検・自己評価に関する

方針は、必要に応じて見直し

を図る。 

職員会議議事録 

自己評価委員会規則 

9-42-6 自己点検・

自己評価を定期的

に実施し、問題点

の改善に努めてい

るか ４ 

教育の質保証と向上に向け、

自己点検・自己評価を実施

し、学校運営、教育活動につ

いて常に改善を図る。 

自己評価委員会を設置し、私

立専門学校等評価研究機構

の評価基準を参考に自己点

検・自己評価を実施し、学校

運営、教育活動について、継

続して改善に取り組んでい

る。 

自己点検・自己評価により明

らかになった課題の解決に

向け、具体的な改善策につい

て検討し、改善を図る。 

自己点検・自己評価報告書 

自己評価委員会議事録 

職員会議議事録 
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9-43 （1/1） 
9-43 自己点検・自己評価結果を公表しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-43-7 自己点検・

自己評価結果を公

表しているか 

４ 

学校運営、教育活動に関する

自己点検・自己評価の結果を

公表する。 

自己点検・自己評価報告書

は、職員会議で審議し、教職

員へ配付している。併せて、

学院ホームページにて公表

している。 

自己点検・自己評価の結果が

公表されていることを広告

媒体を通して広く周知して

いく。 

自己点検・自己評価報告書 

学院ホームページ 

職員会議議事録 
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9-44 （1/1） 
9-44 学校関係者評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-44-8 学校関係者

評価に関する方針

を確立しているか 

４ 

学校関係者評価に関する方

針を明確にし、関係者へ周知

する。 

学校関係者評価に関する方

針は、学校関係者評価委員会

規則に明示されており、関係

者及び教職員へ周知してい

る。 

学校関係者評価に関する方

針は、必要に応じて見直しを

図る。 

学院ホームページ 

職員会議議事録 

学校関係者評価委員会規則 

9-44-9 自己評価結

果に基付き学校関

係者評価委員会に

よる評価を実施し

ているか 
４ 

自己評価結果の客観性、透明

性を高めると共に、地域社会

をはじめ関連業界等との連

携協力による学校運営の改

善を図ることを目的に、学校

関係者評価委員会による評

価を実施する。 

自己評価結果は、専門分野に

関する有識者や関係施設の

役職員等で構成された学校

関係者評価委員会により評

価を受けている。その評価結

果に基付いて学校運営、教育

活動の改善に取り組んでい

る。 

学校関係者評価委員会から

の意見・提言を基に、具体的

な改善策について検討し、改

善に努める。 

学院ホームページ 

学校関係者評価委員会規則 

学校関係者評価委員会報告

書 

学校関係者評価委員会議事

録 
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9-45 （1/1） 
9-45 学校関係者評価結果を公表しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-45-10  学校関係

者評価結果を公表

しているか 

４ 

学校運営、教育活動に関する

学校関係者評価結果を公表

する。 

学校運営、教育活動に関する

学校関係者評価結果を報告

書にまとめ、教職員へ配付し

ている。併せて学院ホームペ

ージに公表している。 

学校関係者評価結果が公表

されていることを継続して

広く周知していく。 

学院ホームページ 

学校関係者評価委員会報告

書 

学校関係者評価委員会議事

録 
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9-46 （1/1） 
9-46 教育情報の公開を行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-46-11  教育情報

の公開を積極的に

行っているか 

４ 

個人情報保護規程等の重要

性を踏まえながら、教育活動

や学校運営に関する情報を

公開する。情報公開を通して

本学の信頼性の向上を図る。 

学院案内や学院ホームペー

ジ、Facebook 等、広報媒体

による教育情報の公開を行

っている。また、オープンキ

ャンパス、学院説明会、保護

者懇談会を開催し現況を報

告している。 

自己点検・評価についての公 
開を継続して行う。 

学院案内 

学院ホームページ 

学院 Facebook 
オープンキャンパスポスタ

ー 

オープンキャンパスチラシ 

学校説明会資料 

保護者懇談会資料 
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基準１０ 社会貢献 
 

点検大項目総括 
各学科とも、それぞれの養成する専門職としての特色を活かしながら、関連する行政や職能団体と連携して、社会的活動に積極的に

取り組んでいる。また、年２回の献血への協力や各種ボランティアへの参加等の地域交流においても、全学を挙げて取り組んでいる。 
 
 人権問題や感染症対策等、重要な社会問題については、ポスターの掲示やホームルーム等を通して啓発を行っている。また、本学周

辺の清掃活動に、学生と教職員が協同して毎週定期的に取り組んでいる。 
 
 外部からの学生ボランティア参加要請は学務課が取りまとめ、学科長会議での調整や、ボランティア部への情報提供等、学生のボラ

ンティア活動を支援している。なお、ボランティアの依頼内容及び参加学生名簿については、学務課にて取りまとめている。また、 
学校関係者評価委員会からの意見・提言に基付き、ボランティアの活動状況について学院ホームページを通して情報発信している。 
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10-47 （1/1） 
10-47 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

10-47-1  広く教育

機関、企業・団体、

及 び 地 域 と の 連

携・交流を図ってい

るか 

４ 

広く教育機関、関係団体や

地域と連携・交流を図り、

社会に貢献する。 

各学科とも関連する職能団

体と連携して、社会的活動を

行っている。理学療法学科及

び作業療法学科では熊本市

からの要請による介護認定

審査会、臨床工学学科では医

療機関における医療安全管

理委員会の外部委員、義肢装

具学科では熊本県職業能力

開発協会における義肢装具

製作技能検定、救急救命学科

では熊本外傷セミナー事務

局におけるJPTECコースの運

営等、各学科の活動範囲や内

容は多岐に渡っている。ま

た、献血への協力やボランテ

ィア等の地域交流では、教職

員と学生が一体となって取

り組んでいる。 

地域との連携・交流へ、より

積極的に関わることができ

る体制の整備について検討

していく。 

 

各学科関連団体での活動状

況資料 

事業計画 

清掃活動の記録 

献血実施状況資料 

10-47-2  重要な社

会問題について、学

生や教職員に対し

啓発活動を行って

いるか 
４ 

環境問題や人権問題、感染

症対策等の社会問題につい

て、学生や教職員に対する

啓発活動を行う。 

人権問題や感染症対策等の

重要な社会問題については、

ポスターの掲示やホームル

ーム等を通して啓発に取り

組んでいる。また、学院周辺

の清掃作業など、学生と教職

員が協同で取り組んでいる。 

重要な社会問題については、

今後も啓発に取り組んでい

く。 

社会問題に関するポスター

等の記録 

清掃活動の記録 
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10-48 （1/1） 
10-48 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 
 

点検小項目 評定 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

10-48-3  学生のボ

ランティア活動を

奨励、支援している

か 

４ 

学生の自発的、主体的な意

思に基付き、ボランティア

活動を奨励、支援する。 

外部組織からのボランティ

ア参加要請は学務課が取り

まとめ、ボランティア部へ情

報提供するなど、学生のボラ

ンティア活動を支援してい

る。また、各学科で情報を共

有し、学生へ参加を促してい

る。 

学生への周知方法、依頼元と

のより円滑な連絡調整に取

り組んでいく。 

ボランティア活動記録 

10-48-4  学生のボ

ランティア活動の

状況を把握してい

るか 

４ 

学生のボランティア活動に

ついては、内容、参加状況

等を常に把握する。 

ボランティアの依頼内容及

びボランティア参加学生等

については、学務課にて取り

まとめている。 

活動内容については、学院ホ

ームページ等で広報してい

る。 

今後も、学生のボランティア

参加状況を把握していくと

共に、活動内容を広報してい

く。 

ボランティア活動記録 

学院ホームページ 

学院 Faceboook 

 


