
東洋医療専門学校　学校関係者評価委員会　会議資料①
【令和4年7月3日　実施】

自己点検自己評価委に基づく学校関係者評価委員会を以下の通り実施した。令和4年度は新型lコロナウイルスによる感染拡大を鑑み、会議資料①の箇所については書面でご説明する形式で実施し、以下学校評価委員全員から評価をいただいた。
会議資料②における教育面については遠隔で実施し、以下学校評価委員全員から評価いただいた。評価結果に基づき、さらなる学校運営の改善を目指していく。

学校関係者評価委員

名　前 所　　　属 種別
小原　雅生 一般社団法人大阪府歯科技工士会南大阪支部　相談役 保護者
渡辺  真季 海南市消防本部　予防係長 卒業生
松本 佳之 よしゆき鍼灸院　院長 卒業生
高野　公輔 整骨・鍼灸治療院ワカメ　院長 卒業生

小早川　真一 元大阪府立寝屋川高等学校定時制　准校長 高等学校
田中　利哉 有限会社 Zahn　代表 企業等（歯科技工士学科）
小塩　寛至 ナノデンタルシステム　代表 企業等（歯科技工士学科）
正井　潔 NPO法人 日本国際救急救助技術支援会　名誉理事長 企業等（救急救命士学科）

深野　明美 岸和田徳洲会病院　看護部長 企業等（救急救命士学科）
富永　礼子 一般社団法人鍼灸保険協会大阪　代表理事 企業等（鍼灸師学科）
丸茂 美保子 鍼灸maman　院長 企業等（鍼灸師学科）

徳山　健司 公益社団法人大阪府柔道整復師会　会長 企業等（柔道整復師学科）

小澤　庸宏 株式会社 小澤企画　代表取締役　デイサービスきずな　管理者 企業等（柔道整復師学科）

正木　大吾 正木鍼灸整骨院　院長 企業等（柔道整復師学科）

運営事務局

太田　宗夫 学校長

古谷　圭司 理事・事務局長

柿原　伸一郎 事務局次長

上原　杏奈 事務局

真田　浩二 教務部長

大石　直之 歯科技工士学科　学科長

山本　高徳 歯科技工士学科　副学科長

森本　伸子 救急救命士学科　副学科長

豊田　日出美 救急救命士学科　教育顧問

山口　隆平 鍼灸師学科　副学科長

藤田　和樹 鍼灸師学科　専任教員

岩崎　英明 柔道整復師学科　学科長

山田　靖典 柔道整復師学科　副学科長

令和3年度自己点検自己評価（令和3年4月1日～令和4年3月31日）による

項目 点検項目 自己点検 重点目標

評　価

学校関係者評価委員よりの御意見優れている…3 
適切…2 
改善が必要…1

1　教育理念・
目的・育成人
材像

1-2 
学校の特色は何
か

運営目標の「４つの信頼」と3つの教育（教育理
念）をベースに、育成人材目標の達成のため、
独自の教育システム（PIBAP）を実践し、学生
個人の自主性強化のためPOES教育システム
を導入し、社会に貢献し各業界のニーズに即し
た人材育成。

本校独自のPIBAP教育システムをベースに作
成されるカリキュラムに、キャリア教育の視点
に立った内容を加え、さらなる職業人教育の質
を高めていく。

2.7

【歯科技工士学科】 
・育成人材目標すばらしいと思います。 
・独自の教育システム（PIBAP）を実践し、具体化されているところが良い
と思います。 

【救急救命士学科】 
コロナ禍の2年間、学生に周知させることは難しかったと思います。 

【鍼灸師学科】 
職業教育という思いを学校が持っていると感じることが多く、レベルの高
い教育が行われていると思います。

2　学校運営
2-4 
運営方針は定め
られているか

学校運営方針は、滋慶学園グループ共通の5
カ年計画に基づき、明確に定めている。年末に
行われる事業計画発表会で学校運営方針や
各セクションの運営方針が発表され全教職員
が共有している。また隔月に開催される全体会
議において運営方針に沿った話し合いが行わ
れている。

働き方改革に基づく、業務のありかたを見直
し、効率の良い労働環境を目指す。コロナ禍に
ともない学生の安心安全と教育効果の両面か
らバランスのとれた学校運営を目指す。

2.6

【大学】 
働き方改革についても今後尽力してください。 

【歯科技工士学科】 
運営方針は定まっていると思います。ただコロナ禍の対応には更なる問
題点が出てくると思うのでこの経験を活かして効率化を考える必要があ
ると思います。 

【救急救命士学科】 
業務量が変わらない中、働き方改革で大変だと思いますが 
引き続きよろしくお願いします。

3　教育活動

3-10　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
に向けて正しく方
向付けられている
か

知識・技術面においての業界のニーズに対し
ては、教育課程編成委員会での意見や講師会
議でのすり合わせにより、具体案が明確とな
り、指導方法にも工夫ができている。

業界の求める人物像という点においては、キャ
リア教育（求められる社会人像）において指導
の工夫が必要である。業界アンケートなども定
期的におこない、時代のニーズに合わせた教
育を目指す。

2.4

【歯科技工士学科】 
・業界人の意見交換が積極的にできていると思います。 
・業界のニーズに合ったという所ではその幅がさらに広がっていると思う
ので求められる側として常に新しい情報を仕入れる必要があると思いま
す。 

【救急救命士学科】 
・コロナ禍のため該当業界との直接接触が困難と思われ 
更なる工夫が必要だと思います。 
・時代のニーズに合わせた教育はとても大切だと思います。 

【鍼灸師学科】 
鍼灸の業界に限らずコロナの流行により、世の中が大きく変貌しました。
その変化を早期に感じ、指導していくことが大切だと思います。 

【柔道整復師学科】 
コロナ禍のため柔道整復実技があまり出来ず、今年の卒業生の中で外
傷の検査法や整復法、固定法がうまくできない学生が多いので対策を講
じるべきです。 

4　教育成果

4-19　就職率(卒
業者就職率・求職
者就職率・専門就
職率)の向上が図
られているか

国家資格養成校であるため、国家試験の合格
が専門職就職に直結する。具体的な取り組み
については、就職情報を掲示板で連絡、就職
説明会の実施、キャリアセンターの設置などを
行っている。

歯科技工士学科、鍼灸師学科、柔道整復師学
科については、質の良い就職先の確保が課題
となる。また、毎年ここの卒業生を採用したいと
思われる状況をつくっていきたい。救急救命士
学科については継続して地方公務員採用試験
に合格しうる教育体制を創っていきたい。

2.5

【大学】 
コロナ禍での求人数の減少や就職指導が困難な中 
良好な結果を出されています。今後も継続されることを望みます。 

【歯科技工士学科】 
今は情報をいかに早く、幅広く、正確に伝えることが必要だと思います。 

【救急救命士学科】 
国試対策に公務員対策と大変だと思います。 
しかし採用試験で学生さんの点数がよくないのも事実です。 
より一層の対策が必要ではないでしょうか。

5　学生支援

5-26 
学生の健康管理
を担う組織体制は
あるか

定期的な健康診断を行っているだけでなく、再
診の促しやその後のフォロー、自己管理の教
育を行っている。再診率は3年連続100％を達
成できた。また附属整骨院や鍼灸院などもあ
り、学生健康相談や施術を行い、充実してい
る。

今後も再診率100％を目指して取り組んでいか
なければならない。

2.6

【歯科技工士学科】 
・特にコロナ禍である今、声を掛けることが一番大事だと思います。励ま
しは万の力とも言いますので学生への声掛けも引き続きよろしくお願いし
ます。 
・医療業務に携わる側として学校、学生だけでなく、我々も常に健康を意
識して対応しなくてはならないと思います。 

【救急救命士学科】 
健康第一です。 
一人暮らしの学生さんも多いと思いますが引き続きご指導 
よろしくお願いします。 

【鍼灸師学科】 
検診も重要であるが「未病」について「医食同源」の食に対しての知識を
持って実生活に取り組むようにしていただきたいです。
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6　教育環境

6-31 
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

法令に基づいた施設・設備はもちろんのこと、
さらに充実させるための整備をおこなってい
る。 
新型コロナウイルスの影響により、ZOOMや
Teams、Microsft Office365のシステムを導入。
陽性者や濃厚接触者となり、登校できない学
生においても、教育効果を配慮しつつ実施す
ることができている。

さらなるICT教育環境の拡充を目指す。Teamｓ
を活用し、学生がどのような場所でも修学でき
る環境を目指していく。

2.6

【大学】 
l孤立してしまう学生が出ないようにご指導お願いします。 

【歯科技工士学科】 
コロナ禍で先が見えない状況の中改善を積み重ねながらできていると思
います。ただ学生一人ひとりの環境の違いの対応は更なる工夫が必要
かもしれません。公的な支援の活用としてタブレットを配布するのはいか
がでしょうか。 

【救急救命士学科】 
コロナウイルスの影響で様々なシステムが導入されたことは良いことだと
思います。 

【柔道整復師学科】 
消毒液の設置、ＡＩサーモの導入、サーキュレーターの設置などコロナ対
策もしっかりされていて良い。 
ただ教室の換気扇が付いていなかったり、窓があけられておらず空気の
入れ替えがうまくできていないことがしばしばあったので学生に再度注意
喚起をお願いしたいです。 

7　学生の募
集と受け入れ

7-34 
学生募集活動
は、適正に行われ
ているか

大阪府専修学校各種学校連合会の規定に基
づき、適正に行っている。広告倫理委員会・個
人情報保護委員会などを設置し管理してい
る。適性を判断するための判定会議が設置さ
れている。

学力レベルの低下に対する合格決定後の指
導の充実はもとより、入学前における職業へ
の理解や意思の確認、モチベーションの持続
に努力しなければならない。特にコロナ禍によ
り経済的に不安定な学生のフォローもしっかり
行う。

2.6

【歯科技工士学科】 
・入学前教育、導入教育など評価できると思われる。 
・とても良いと思います。モチベーションの維持はなかなか難しいですが
入学前の教育システムの導入はこれからも継続し改善していく必要があ
ると思います。 

【救急救命士学科】 
・モチベーションを継続させることは重要だと思います。 
・学力低下に対して合格基準の見直し等が必要ではないでしょうか。 

【鍼灸師学科】 
・卒業までの本人、家族の経済的負担及び協力者(主に家族)の精神的・
身体的負担について、年月・費用についてのコスパについて自覚させる
必要があります。 

・最近の学生のモチベーション力、コミュニケーション能力は低下している
っことを考慮し入学してからついていけないことを感じ、退学することが少
ないように何か対策を講じる必要があると思います。 

8　財務

8-38 
中長期的に学校
の財務基盤は安
定しているといえ
るか

財務状況は健全であるといえる。また収支計
画書に沿った運営が出来ている。

学生募集の成功および中途退学者の減少を
目指す。

2.4

【歯科技工士学科】 
・今後も中途退学者の減少を目指してください。 
・中途退学者を出さない、減少させるために色々な観点から考察する必
要があると思います。 

【救急救命士学科】 
経済的理由は仕方ないのでしょうか。 
意欲低下による中途退学者の減少を目指してください。 

9　法令等の
遵守

9-43 
個人情報に関し、
その保護のため
の対策がとられて
いるか

個人情報保護法に基づき、厳重な管理体制と
なっている。学校内で個人情報保護規定を定
め個人情報保護委員会が中心となり運用して
いる。オリエンテーションにおいて学生にも個
人情報保護の教育を実施している。

学校は個人情報の集積であるとも言える。教
職員や講師、学生において更なる理解が必要
である。教職員全員が個人情報の知識向上の
ため「認定CPAアカデミック（個人情報取扱従
事者）資格」を取得 2.8

【歯科技工士学科】 
・世の中での個人情報の保護管理は最も重要であり、取り扱いには十二
分に注意が必要だと思います。 

【柔道整復師学科】 
毎年2回行われる講師会議等で個人情報に関する講師の在り方を学ぶ
ので対策が十分にできていると思います。

10　社会貢献

10-46 
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

学校の教育資源を活用した教育機関や企業、
業界との連携は重要であると考え取り組みを
行っている。 
学校関係者以外が参加可能な講習会や講演
会が実施されている。昨年度はコロナ禍によ
り、中止された取り組みも多かったが、毎年行
っている献血活動においては5月31日と10月23
日の2日間実施し、合わせて過去最高の182名
という実績を出すことができた。

専門教育のみならず、目指す業界の動きや情
報を得ることは重要である。今後も企業や業界
との連携を強化していきたい。 
また重要な社会問題についての認知と理解、
それへの取り組みはキャリア教育の観点から
も重要であり今後も取り組んでいきたい。 
キャリアセンターの活動の更なる充実を目指し
ていく。コロナ禍という現状でも取り組めること
を模索していく。

2.4

【歯科技工士学科】 
・各種団体との情報交換等今後も行っていただきたいです。 
・献血活動は社会的貢献の一つとして非常に良いことだと思います。虫
歯予防デーや敬老の日などに医療専門学校として何か地域社会に伝え
られることを考えておくべきだと思います。 

【救急救命士学科】 
・コロナ禍であってもできることで献血は医療人としての自覚を促せる良
策だと思います。 
・健献血活動実施され、過去最大の結果は素晴らしいと思います。 

【鍼灸師学科】 
業界のセミナーや各種セミナーの会場としても場所を提供してもらえると
ありがたいです。常勤の先生の勤務にも関わることだと思うが駅からも近
く他県から新幹線などを使ってくる方もいるのでお願いしたいです。 

【柔道整復師学科】 
コロナ禍の中頑張っていると思います。

11　国際交流

11-48 
グローバル人材
の育成に向けた
国際交流などの
取り組みを行って
いるか

従来は各学科の専門性を考慮した海外研修
が行われているが令和3年度はコロナ禍により
中止。現状でも行える国際教育プログラムとし
てオンライン研修を実施。 
またオンラインという選択肢ができたことによ
り、ニューヨーク市立大学との国際交流など、
今までにない取り組みも実施できた。

現状で実施できる各学科海外研修の更なる充
実に向けたイノベーションが重要。これまでの
取組みにこだわらず、オンラインを駆使し学生
にとって有益なプラグラムを構築していく。

2.4

【歯科技工士学科】 
・コロナの現状を踏まえつつ今後の取り組むを検討しないといけないと感
じます。 
・グローバル人材を育成し、情報を共有、行動に活かすことはとても大事
だと思います。 

【救急救命士学科】 
オンラインでの交流は経費も少なく、多くの学生が参加でき良策だと思い
ます。 

【鍼灸師学科】 
各国の鍼灸の実態及び活躍している日本人の紹介等々日本鍼灸師会
においても数か国へ訪問・調査を行い連携をはかるよう動き出していま
す。英語を中心に語学力の向上も必要だと思います。
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東洋医療専門学校　学校関係者評価委員会　会議資料②　【歯科技工士学科】

令和3年度自己点検自己評価（令和3年4月1日～令和4年3月31日）による 評価委員氏名【小原　雅生、田中　利哉、小塩  寛至】

項目 点検項目

自己点検 評価

学校関係者評価委員よりの御意見
ＤＴ 重点目標

優れている…3 
適切…2 
改善が必要…1

3　教育活動

3-10　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
ズに向けて正しく方
向付けられているか

オールセラミッククラウン、ＣＡＤ－ＣＡＭ、顎顔面
補綴など現在の業界の方向性を考えた実習を取り
入れる他、即戦力を求められるため臨床模型実習
を実践している。

パソコンの操作が苦手な学生もいるが、歯牙の形
態や機能を基礎実習・講義で理解させながら、デ
ジタル技工の基本操作を継続指導する。

3.0

【小原】 
デジタルとカービング、ワックスアップで自身がどれだけ理
解し表現できているか確認と自覚することが必要だと思いま
す。 

【田中】 
新しい実習も取り入れているので評価できると思います。 

【小塩】 
業界でもパソコン操作が必須です。デジタル技工も年々進
歩し、我々も遅れることなく先行して指導することが大事だと
思います。 

3-11　修業年限に対
応した教育到達レベ
ルは明確にされてい
るか

実技を中心とした教育内容であるため、その作品
で到達目標が確認できる。 
客観的評価方法の研鑽に努めるとともに講師とシ
ラバス、コマシラバスを再確認し実習指導に反映さ
せる。

課題(作品)の完成度には個人差が生じるが、担当
教員や講師による個別指導で根気強くフォローす
るよう努める。

2.7

【小原】 
個別指導が教員、講師との信頼関係ができるチャンスであ
り、勉学をを続けようと思うきっかけになると思います。 

【田中】 
これからも私を含めた講師が学生一人ひとりをフォローして
いくように取り組まなければならないと思います。 

【小塩】 
やはり個人差は常に感じています。 
技術面だけでなくコミュニケーションの苦手な学生にも我々
がその部分をフォローできるように努めることが必要だと感
じます。

3-12　カリキュラムは
体系的に編成されて
いるか

講師会議で担当講師と意見を交換し、カリキュラム
を定期的に見直している。  
全国歯科技工士教育協議会や歯科技工所協会、
材料メーカーなど業界団体との意見交換を行って
いる。 

業界のデジタル化が急速であるため教育の対応を
加速する必要がある。 
自宅での遠隔授業による教育も視野に入れ検討し
ていく。 
ＣＡＤを定期試験にも導入し、就職試験対策にも活
用していく。

3.0

【田中】 
コロナ禍での遠隔授業など評価できると思います。 

【小塩】 
業界のデジタル化は当然認識する必要があり、遅れること
なくすでに行っているCADでの試験もバージョンアップして
いく必要があると思います。

3-13　学科の各科目
は、カリキュラムの中
で適正な位置付けを
されているか

シラバスにより科目ごとで指導内容や進行状況を
把握できるようにしている。 
各科教科ごとに教員間のコミュニケーションを 
密にし、科目間の連携も重視している。

基礎教育の段階では歯の形態をすべて把握する
ことは重要であるが、歯の形態の理解にCAD機器
によるデジタル手法を用いることも有効である。 
教科目標と内容が解離しないよう留意しながら実
施していく。

3.0

【田中】 
今後もデジタルとアナログの実習をバランスよく教育に取り
組む必要があると思います。 

【小塩】 
CADの導入によりアナログでは不明確な部分もより明確に
数値化することが可能で得意部分を活かしていく必要があ
ると思います。

3-14　キャリア教育
の視点に立ったカリ
ュキュラムや教育方
法などが実施されて
いるか

キャリアセンターを中心にマナー教育・就職 
ガイダンス等、キャリア教育をおこなっている。 
キャリアセンターと連絡を密にする。

日頃の各実習授業においても技術指導だけでな
く、社会人基礎力の習得に繋がるような指導を心
掛ける。 
作品提出時には、振り返りとして、各工程の意義・
目的の理解度と、完成度を自己評価させる。

2.3

【小原】 
信頼関係、自己肯定感を持つチャンスだと思います。 

【田中】 
今後ともマナー教育等行っていただきたいと思います。 

【小塩】 
提出時にとりあえず間に合わせるのではなく目的意識を理
解して臨んでいるかを繰り返し伝える必要があります。 

3-15　授業評価の実
施･評価体制はある
か

学生の評価が業務の直接の評価であると考える。
また評価が高ければ学生の満足度にも繋がる。学
生満足度アンケートを継続実施している。

学生アンケートから収集した情報は、フィードバック
し、評価がよくないものに関しては、改善策を話し
合い、改善していく。

2.3

【田中】 
アンケートからのフィードバックをこれからも行っていただい
たいです。 

【小塩】 
学生側からすると疑問や意見を伝える最も大切なことであ
り、我々もアンケート内容を真摯に受け止め、改善してく必
要があります。

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

講義科目、実技科目共に専門性、臨床経験を兼ね
備えた教員で取り組んでいる。教員各自がグルー
プ校全体の研修や業界が開催する研修会に参加
している。

業務をおこなう上で最も大切なことは、ソフト面（教
員）であり、教員が成長していける環境作りが重要
である。そのための情報交換は専任教員・非常勤
講師ともに高い水準を維持できるよう取り組んでい
る。今後も外部講師との授業の事前打ち合わせ
や、終了後の意見交換も重要視していく。

2.7

【田中】 
私達非常勤講師も努力が必要だと思います。 

【小塩】 
業界でもさらに専門性が必要とされる中、我々は臨床経験
に基づいてより具体的なことを伝えたいと思います。また、
ソフト面では日々臨床での出来事を伝えていくことが重要だ
と思います。

4　教育成果

4-19　就職率(卒業
者就職率・求職者就
職率・専門就職率)の
向上が図られている
か

在学中、キャリアセンターと連絡を密にしながら就
職完了まで取り組んでいる。 
年度報告資料を作成することにより、具体的な件
数は掌握できている。 
個人面談を中心に本人、保護者の理解を得ながら
就職活動を進めている。

近年、コロナ禍の影響もありSNSを利用した企業説
明会や求人活動を行う就職先が増加している。十
分とは言えないが、卒業生からの情報にも柔軟に
対応出来ている。 
卒業後の情報収集が必要となるため、同窓会の協
力も得ていく。

2.3

【小原】 
担任からも時々で良いので電話で近況の確認ができれば
良いと思います。 

【田中】 
同窓会との連携は重要だと思います。 

【小塩】 
コロナの影響で制約がある中、就職活動は不十分な所もで
てくると思います。卒業生の情報や近況報告はとても大事
で協力も得られるのではないかと考えます。
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4-20　資格取得率の
向上が図られている
か

合格率100％が維持できている。 国家試験対策では模擬試験受験後の解答解説を
が重要と考える。 
今後、入学時から遠隔授業を中心に講義を受けて
きた学年が国家試験取得を目指していく。 
再度感染拡大状況になっても、モチベーションや集
中力の低下を起こさないような授業の継続を目指
す。

3.0

【田中】 
合格率100％が維持できているのは評価できると思います。 

【小塩】 
模擬試験の解答・解説は特に重要でポイントがつかめ 
点数アップに必ず繋がると思っています。

2



東洋医療専門学校　学校関係者評価委員会　会議資料②　【救急救命士学科】

令和3年度自己点検自己評価（令和3年4月1日～令和4年3月31日）による 評価委員氏名【深野 明美、渡辺  真季、正井　潔 】

項目 点検項目

自己点検 評価

学校関係者評価委員よりの御意見
ＥＬＴ 重点目標

優れている…3 
適切…2 
改善が必要…1

3　教育活動

3-10　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
ズに向けて正しく方
向付けられているか

業界のニーズは公と民間で異なるため、非常に幅
広い。資格を取得しただけでは就職が(公務員試
験の倍率が高く)困難である。したがって、救急救
命士として基本的なことは勿論、社会人としても非
常に高い一般知識・教養を求められる上にかなり
の体力(体力試験)も要する。 
国家試験の出題基準は2年毎に改定され、問題数
の割合も変更となっている。このため、対策の変更
を学科内で定期的に会議を実施し、現状と対策の
改善点について情報共有している。業界の求める
救急救命士の養成には更なる努力が必要である。

①公務員対策の更なる充実 

②即戦力としての要素を備える教育 

③業界の求める人材養成に向けての情報収集か
らカリキュラムの再構築 

④専門職採用の受験の場合、教育的配慮をする。 2.3

【正井】 
今後病院救命士の増加が予想されることからカリキュラム
の再構築が必要だと思います。 

【渡辺】 
公務員対策も重要であるが、まずは救急救命士の資格を取
得できるような教育の充実を図ってください。

3-11　修業年限に対
応した教育到達レベ
ルは明確にされてい
るか

3年の教育期間の中で夜間部でも最低限の基本的
な内容は網羅したカリキュラムとなっている。昼間
部においてはさらに実習や公務員試験対策にゆと
りを持った内容となっている。いずれの科目も到達
目標・評価の基準を公表、実習においては客観的
な評価が行えるよう効果測定の基準を設けてい
る。

①標準化された病院前救護、災害医療について修
学年限に応じた実習の組み立てを行う 

②処置の拡大や定期的に変更されるガイドライン
にも柔軟に対応する。 

③『救急活動実施要領』を作成学生全員に配布、
内容についても随時追加修正を加える。

2.3

【正井】 
教育内容を充実させ、業界の即戦力になることは重要です
が、カリキュラムが増えることにより低学力の学生との国試
学力の差が出ないか案じられます。 

【渡辺】 
柔軟に対応されていると思います。

3-12　カリキュラムは
体系的に編成されて
いるか

カリキュラムの編成は学科の教育目標を基礎に、
資格取得に関わる指定基準を満たしている。全て
の履修科目を必修とし、学生に統一した内容が教
育できるようにしている。また、授業時間以外にセ
ミナーや補習を設けて学生のレベルの統一化を図
っている。

①各自治体ごとに異なる情報の共有に努める。 

②学生のレベルが年々低下しているために基礎学
力、文章作成力強化についての取り組みが必要と
認識し実施している。 

③職域拡大に向けてカリキュラムの変更

2.0

【渡辺】 
学生のレベルが低下していく中でレベルの統一が難しいと
思いますが、補習等が活用されており素晴らしいと思いま
す。

3-13　学科の各科目
は、カリキュラムの中
で適正な位置付けを
されているか

各科目は適正な位置づけをされている。全科目に
おいて授業開始時に配布、出来るよう講師協力お
よび専任努力を続けている。学生にもシラバスの
重要性についてオリエンテーションで周知すること
を継続している。 
コマシラバスについても必要性の説明と協力依頼
(専任がまず作成)の継続が必要である。

①”統一シラバス”の作成、HPでの情報公開 

②コマシラバスについては引き続き講師への協力
を得て継続していく。 2.0

【渡辺】 
業務多忙の中作成も大変だと思いますが、引き続きよろしく
お願いします。

3-14　キャリア教育
の視点に立ったカリ
ュキュラムや教育方
法などが実施されて
いるか

実習の中で職業人としての自覚や態度を涵養しつ
つ、専門知識・技術を生かすためのコミュニケーシ
ョン、問題解決能力をつける指導を行えて効果を
挙げている。グループ全体でキャリアロードマップ
を作成導入し、その重要性の認識を共通とした教
育の実践を行っている。

①現場(臨床)経験の豊富なを専任を配置し、情報
の共有を行怠らない。 

②消防訪問を要項に基づき実施、もしくは消防来
校時の聞き取り内容を聞き取り、就職関連・教育
関連の新しい情報を情報共有する。 2.3

【深野】 
卒業生が多いことを活用して消防訪問も沢山実施できると 
良いと思います。 

【渡辺】 
現場経験のある教員多いのは良いと思います。 

3-15　授業評価の実
施･評価体制はある
か

学生による授業評価から得られる情報は教育シス
テムの確立・見直しに有用と考えている。ただし、
医療系国家資格を取得する学科として学生の多様
性問題(学習習慣の欠落、集中力の低下及び持続
不能)による低評価も考えられるため内容の分析
には十分な検討が必要である。

①学生の満足度に関して統一した見解を持ち努力
を怠らず互いにチェックし合い改善を継続する。 

②学生アンケートの結果から講師への授業改善を
依頼する。 2.0

【正井】 
目的は一にも二にも国試学力の向上を目的とすべきです。 

【渡辺】 
学生からのアンケート等も重要だが、学生側に問題はない
のでしょうか。

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

本校の建学の理念「実学教育」に基づき、消防・臨
床現場にいた教員で学科教員を構成してきた経緯
があり、それぞれの現場での経験は豊富であるが
統一した教育への努力が継続して必要である。ま
た、現場を離れて年数がたつと日々の業務に忙殺
され新しい取り組みが後回しになることがある。現
状の業務と新しい取り組みとのバランスのとり方が
今後の課題となる。いずれにしても各立場から「理
想的な救急救命士の教育とは何か」を常に考え他
者と協議しながら教育を実践していかなければな
らない。

①専門職教員の確保が困難（消防退職）である。 

②卒業生で中堅程度の教員を確保 

③チューター制度を活用し学生との距離感を近づ
ける努力をする。 

職員の高齢化に伴い、今後も医師・看護師・救急
救命士の引き続きの確保努力が必要である

2.0

【渡辺】 
卒業生も各消防におり、そろそろ現場から教育へと思う卒業
生もいるように思うので、教員の確保は非常に大事だと思
います。

4　教育成果

4-19　就職率(卒業
者就職率・求職者就
職率・専門就職率)の
向上が図られている
か

専門性を活かせる就職先が公的機関（消防）であ
る場合が多い。自治体単位での試験遂行のため、
就職試験の多様化・複雑性があり、対策を立てる
上での困難がある。これについては対策教員との
情報共有に努めている。卒業生を含めて少しずつ
希望職種に就職できるように指導できている。 
今後は知力・体力・精神力共に更なる向上が得ら
れるよう努力を要する。

①データーの可視化 

②指導の標準化 

③卒業生との情報共有化に努める。(OG・OBガイ
ダンス) 

④キャリア教育の均等化

2.0

【渡辺】 
公務員試験も独自試験の所が増えてきたように気がしま
す。 
個別対応が今後も必要です。

4-20　資格取得率の
向上が図られている
か

まだまだ公的機関に比べると合格率は低迷してい
る。専任・講師を含めてさらに努力を要する。学生
においても低学力の学生への対策にマンパワーが
吸収されているので人員の確保を含め、チュータ
ー制度・スチューデントティーチャー制度など他校
との情報交換を密にし、改革していく必要がある。

①学力低迷者は常に専門科目の学習に着目させ
る。専門科目成績不振者は保護者理解の元、専
門職採用の受験を制限する。 
➡まずは授業ありきで、効果的な補習方法の確立 

②1,2年の模擬試験の回数も6回まで増やして補習
などを工夫している。

2.0

【深野】 
３年生に進級できない学生が退学することは非常に残念で
す。学び続け自分の目標を達成する関りが必要ではないで
しょうか。どうすることもできないことも理解できます。 

【渡辺】 
合格率は学生の評価に直結するため今後も更なる努力を
求めます。 

【正井】 
昨年度は国試合格100％と説明を受けましたが姉妹校の三
田校は常に100％と聞きました。2年制と3年制の違いはある
ものの2年生で100％というのは教育方法に何か決定的な
違いがあるように感じました。 
今一度三田校との違いを精査する必要があると感じまし
た。
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東洋医療専門学校　学校関係者評価委員会　会議資料②　【鍼灸師学科】

令和3年度自己点検自己評価（令和3年4月1日～令和4年3月31日）による 評価委員氏名【富永　礼子、松本　佳之、丸茂　美保子】

項目 点検項目

自己点検 評価

学校関係者評価委員よりの御意見
ＡＭＴ 重点目標

優れている…3 
適切…2 
改善が必要…1

3　教育活動

3-10　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
ズに向けて正しく方
向付けられているか

業界の人材ニーズは社会人基礎力（マインド・スキ
ル）・コミュニケーション力が備わった人材である。
次に、基本的な知識技術が備わっており、幅広く柔
軟、かつ即戦力となる知識・技術を備えていること
である。人間性や社会性・技術や知識双方を備え
た人材育成が重要であると考える。柔軟な思考を
培うとともに、卒業後に遭遇するさまざまな場面に
対応できるように指導している。

業界のニーズに合った人材を輩出できているかの
判断は、卒業生の業界での活躍具合や、雇用主
からの評価で決まる。卒業生の就職先を訪問し、
ヒアリングの機会を多く設けることで、自己満足に
陥らない教育効果のエビデンスをとっていく。

3.0

【丸茂】 
各種実技セミナーまたは鍼灸以外の人材育成セミナーが準
備されており、指導内容はとても充実していると思います。

3-11　修業年限に対
応した教育到達レベ
ルは明確にされてい
るか

科目ごと、学年ごと、そして卒業までの到達レベル
をシラバス等で明示する。社会や現場で求められ
るレベルまで高めることが養成校の責務。 
3年間を通じてそれぞれの目標を設定し、定期試
験や模擬試験、認定試験・進級試験・卒業試験な
どにより確認している。最終的に本学科の養成目
標である「社会から求められる鍼灸師」の輩出につ
なげる。

教育やは最終的な養成目標に到達させるために、
無理なく成長できるタイミングやレベル設定が必要
で、3年間を通じた大きな流れができているか、目
標はそれぞれ適切な時期に設定されているか見
直し、さまざまな意見を取り入れ改善する。

3.0

【丸茂】 
1年生での基礎、2年生の応用、3年生での臨床と段階的に
取り組まれておりまた学生の習得率が高いと思います。

3-12　カリキュラムは
体系的に編成されて
いるか

設定された到達レベルに効率的に達成するため
に、適切な時期と適切な方法によるカリキュラムを
編成している。そうして編成したカリキュラムが機
能しているか、あるいは適切であるのか定期的に
見直し、不十分な点があれば随時改善している。

カリキュラムの適不適の点検は、専任教員だけで
なく講師、他校教員、卒業生等、多方面からの意
見の収集や議論を経ておこない、それらをカリキュ
ラム編成に反映する。

3.0

特記事項なし

3-13　学科の各科目
は、カリキュラムの中
で適正な位置付けを
されているか

それぞれのカリキュラムの内容が独立して成り立
つものであると同時に、縦、横のつながりをもたせ
るよう位置づけする。シラバス・教務日誌によりお
たがいの指導内容や進行状況を把握できるように
している。

適正な位置づけはあくまでも平均値であり、学習
進度が一致しない学生も少なからずいるため、そ
れぞれの学年、時期ごとに点検する機会をもつ。
教員間のコミュニケーションを密にする。 3.0

特記事項なし

3-14　キャリア教育
の視点に立ったカリ
ュキュラムや教育方
法などが実施されて
いるか

キャリア教育が特に必要とされる昼間部の学生に
対して、コミュニケーション学の授業のなかでおこ
なっているほか、接遇マナー教育・就職ガイダン
ス・コミュニケーション教育・マネジメント教育、社会
人直前講座・キャリアNAVI・退職職マナー講座など
を通じておこなっている。特別に機会を設けておこ
なうだけでなく、日ごろの学園生活そのものがキャ
リア教育となっているべきであると考える。

キャリア教育の重要性は近年殊に重要となってい
る。 
特別な講座のみでおこなうのではなく、日常での細
かい指導のなかでもおこなっていかなければなら
ない。専任教員の指導力が問われるため、各自の
レベルアップも必要となる。 
来年度はメンタルヘルスの資格受験を検討してい
る。

3.0

【丸茂】 
現代は、はりきゅうができる本物というだけでは生きてはい
けないためここの分野の教育ができている御校は素晴らし
いと思います。

3-15　授業評価の実
施･評価体制はある
か

学生アンケートを年1度実施しており、不適切なも
のに関しては改善策を話し合い実行している。専
任教員への公開は出来ているが、非常勤講師へ
の公開の仕組みが出来ていない。

アンケート結果は専任教員のみに公開されるが、
問題がある場合は外部講師にも改善策を講じなけ
ればならないができていない。オープンに議論でき
る場を設け学生にっとてより良い授業の提供を心
掛けたい。さらに学生の満足度、実績をあげられる
よう工夫する。 2.3

【富永】 
アンケートの回数を増やしていただき、内部・外部問わず情
報の共有が必要だと感じています。 

【丸茂】 
評価をいただけるのはありがたいです。学生さんの不満な
部分は今後の参考になるため非常勤講師にも共有いただ
きたいです。

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

教員の資格要件を満たしているというだけでなく、
実績や教育力を備えた教員を確保している。特に
実技科目に関しては、経験が豊富で指導力のある
外部講師が担当している。

専任教員は知識はもちろん、授業のスキルアップ
ができる機会を積極的に利用する。グループ全体
の研修会参加だけでなく、学内で相互に指導しあ
える機会を設ける。　 
また実績・実力のある講師を採用し特別講義を多
く実施し学生の満足度・モチベーション向上に努め
る。

3.0

【富永】 
既に取り組まれているかと思いますが学外の臨床家を招
き、生の声を聞いて実習を実施するなどの機会を増やすべ
きだと思います。 

4　教育成果

4-19　就職率(卒業
者就職率・求職者就
職率・専門就職率)の
向上が図られている
か

就職担当教員に加え、キャリアセンターも設置し在
校生の就職、あるいは卒業生の職場の転向も含
めてサポートしており、就職率100％が継続してい
る。

早期内定獲得に取り組む。業界のニーズに合わせ
る形で就職説明会の実施指を9月から6月へと変
更した。 
これにより早期内定、より質の高い就職先を確保
するとともに、早期から就職活動をおこなうことは
学習や練習の意識付けにも繋がる。 3.0

【松本】 
1年生から卒業生の治療院の話を聞き、業界を知ってもらう
試みも良いのではないかと思います。

4-20　資格取得率の
向上が図られている
か

資格取得にむけた対策を十分おこない、安易に留
年生を多くだすことによって合格率100％を目指す
のではなく、全員受験を本分としてきた。最終目標
は入学者全員が卒業し、全員合格することであ
る。そのための態勢を整え、難易度が年々上がる
国家試験に対応していかなければならない。

昨年度は留年生が6名・不合格者数が4名となっ
た。昨年度の反省を踏まえ今年度は3年生全員受
験・全員合格を目指す。そのために基礎学力の低
い学生に対して早めのアプローチをかける。

3.0

【丸茂】 
留年生は留年するだけの理由があると思いますし 
再度勉強の時間がもらえ、頑張れるのは良いことだと思い
ます。多くの方が留年したことで頑張れていると思います。 

【松本】 
学力の問題は個別で教員が対応するには限界があるので 
1年生の時から学生同士で教え合う関係が付くれると良いと
思います。
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項目 点検項目

自己点検 評価

学校関係者評価委員よりの御意見
ＪＴ 重点目標

優れている…3 
適切…2 
改善が必要…1

3　教育活動

3-10　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
ズに向けて正しく方
向付けられているか

業界ニーズを把握しつつ、治療家として必要となる
人間力の強化に主眼を置き、柔道整復師の業務
範囲を逸脱することのないように、基本的な知識、
技術を習得させるように努力が必要と考える。 
人間力については特にコミュニケーション能力が人
と関わる上では最重要事項であると認識しており、
それが即戦力としての強みになると考えている。

業界のニーズを聞き取り学校で実施できる内容を
カリキュラムに落とし込む。 
また、担任による早期の気付きを学生アンケートや
個別面談及び学科ミーティングを通じ早期の対応
を実施する。 
キャリアデザイン講座により、コミュニケーション能
力、社会人基礎力の強化で「前に踏み出す力」「考
え抜く」「チームで働く力」を向上さたい。

2.3

【高野】 
コニュニケーション能力は知識や技術よりも重要だと感じて
います。問診も患者さんの話を聞かないことには始まりませ
ん。特にコミュニケーション能力の中でも「報告・連絡・相談」
は医療事故を起こさないために、また柔道整復師の地位向
上のためにも必須だと思います。

3-11　修業年限に対
応した教育到達レベ
ルは明確にされてい
るか

国家資格取得が業界に入るための最低限の知識
レベルであり、また患者とコミュニケーションを図る
ことができるものが一般的な社会人としてのレベル
と考える。 
業界の求めるレベルは即戦力であるため学校教
育とは差異があるかと思われる。 
カリキュラム内において上記の学校目標は到達で
きる修行年月となっている。ただし更なるプラスα
の部分はカリキュラム外（セミナーなど）で補うべき
である。

カリキュラムと業界のニーズとの差異を埋めるた
め、授業外にてセミナーを実施する。 
目標に対する結果の見える化として、できる限り数
値化する。

2.5

【小澤】 
授業外でのセミナー実施は良い取り組みだと思います。 
結果の見える化として数値化する方針も良いと思います。 

【高野】 
授業以外の時間に業界の先生のセミナーがあるのは良い
と思います。学生だからこそ業界の先生に聞けること、教え
てくれる技術があると思います。 
セミナーの内容をもっと充実させるとなお良いかと思いま
す。

3-12　カリキュラムは
体系的に編成されて
いるか

３年間のカリキュラムは入学前から卒業後までを
俯瞰的且つ論理的に編成、展開できるように組ん
でいる。学期ごと、科目ごとにそれぞれ目標設定
し、達成の有無を機敏に察知する必要がある。 
学生便覧や内規により明示し、入学する前から目
標達成のイメージが出来るようになっており、入学
後にオリエンテーション資料などを使い学年毎に周
知させている。 

３年間通して完成を設定してカリキュラムを作成し
ている。 
学生に設定した目標を認識させ、到達の大切さを
折に触れて説く。これは担任だけでなく、専任教員
が協力し合って学生達の成長を育む。 
また、非常勤講師への協力を得る。 2.3

特記事項なし

3-13　学科の各科目
は、カリキュラムの中
で適正な位置付けを
されているか

各科目はカリキュラムの中で適正な位置づけをし、
教育指導要領で明確に提示している。 
専任教員、非常勤講師への授業依頼の段階で授
業内での齟齬が出ないよう調整する必要がある。
また前期の開講初日までには通年全てのシラバス
を回収する必要があると考える。

前年度後期下旬には全シラバスを回収する。ま
た、チェックして必要があれば進行予定などの変
更依頼をかける。 
教務日誌により、進行状況のチェックと科目間の
連携に齟齬が出ないよう努める。 2.5

特記事項なし

3-14　キャリア教育
の視点に立ったカリ
ュキュラムや教育方
法などが実施されて
いるか

本学科では人間力強化に主眼を置いており、キャ
リア教育をカリキュラムの主軸とし展開している。 
全ての教員はキャリア教育などの研修を受け、さら
なる知識、意識の向上を図る必要がある。

滋慶教育科学研究所主催のキャリア教育研修を
全ての教職員が受けており、それを基にキャリア
教育を実践しているが、教育力などに関係する研
修も積極的に受講させて、現場に必要な教員各々
の指導力向上に努める。

2.8

【徳山】 
教職員も自己研鑽できる環境があるのはとても素晴らしい
です。

3-15　授業評価の実
施･評価体制はある
か

授業評価を振り返ることでよりよい授業を実践しな
ければならない。 
教授方法のマニュアルはなく各教員のスキルで教
授することとなるため、学生アンケート結果を教員
にフィードバックし個々に足りない部分の気付きを
得、授業レベルの向上を図る必要がある。 

学科独自の授業アンケート（満足度アンケート）を
継続し、学生からの意見を収集する。 
またＦＤ研修を行い、授業内容を改善すべく、各教
員の気付きを得、そして学生に還元するよう努め
る。

2.5

【小澤】 
FD研修の試みが気づきを得る機会になり、素晴らしいと思
います。 

【正木】 
学生の講師に対する評価を非常勤講師自身が認知する必
要があると思います。 

【高野】 
FD研修や授業内容をフィードバックすることはとても良いこ
とだと思います。先生によって授業の上手さ、分かりやすさ
は様々だったので人気のある先生の授業を見習って欲しい
です。

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

指定規則の基準を満たすのは当然のことである
が、育成目標を達成できるための素養、要件を各
教員は備えるべく努力し、当校の学生に対する教
育の考え方、また業務に対する考え方を理解する
姿勢が必要となる。

ＦＤ研修や学科内研修の実施により、個々のスキ
ルアップ、教育に対する意識の向上を図りたい。 
学科内研修では、個々の教員がその年度に目指
す目標を宣言する機会を設ける。また学年担任間
でのフォーローをし合える環境作りをすべく、新年
度が始まる直前に実施する。 2.3

【正木】 
臨床経験のある講師が専門科目や実技を行っている所が
良いと思います。

4　教育成果

4-19　就職率(卒業
者就職率・求職者就
職率・専門就職率)の
向上が図られている
か

専門就職率１００％だけでなく、希望する就職先へ
の就職率をも１００％が必須と考える。 
学生の就業意欲を高めるために教員、キャリアセ
ンターからの徹底指導が必要である。 
就職先の確保のため上記同様に連携して、業界
への訪問、業界からの認知を高めるため就職説明
会の実施が必要と考える。

ｽﾎﾟｰﾂ関係への就職を希望する学生が多くみられ
れる。当校の弱点でもあるためスポーツ関係への
つながりを増やすよう努める。 
多くの学生が国家試験が気になり就職を後回しに
する傾向がある。そのような学生達のために国試
後の就職先確保に務めるべくキャリアセンターと連
携を図る。

2.5

【小澤】 
国試前に内定を目指す学生が増えると良いなと感じました。 

【正木】 
トレーナーになるには鍼灸師の資格もあった方がよいので 
柔道整復師・鍼灸師の両資格取得をすすめるべきだと思います。 

【高野】 
就職活動を早期化させるのは良いことだと思います。 
他校では国家試験が終わってから就職活動に力を入れるところもあり、
先に就職活動を終わらせることで安心して国家試験に臨めるのは良い
ことだと思います。

4-20　資格取得率の
向上が図られている
か

国家試験合格率の目標数値は１００％である。 
入学時より低学力と判断できる学生への対応に務
めている。国試合格率の高水準をキープするため
にはシステムが必要であると考える。年度によって
は意に反することもあれど、基本的には凡そ構築
に成功していると考える。

入学者全員が卒業し国家試験を合格することが最
終目標である。しかし、年度によっては成績が振る
わない学生に対して底上げができないこともある。 
学生たちは「勉強はやらなければならないものであ
る」ことを認識させ、勉強に対する当事者意識を付
けさせるよう、面談、終礼など折に触れて声掛けを
行う必要がある。

2.0

【徳山】 
国試合格率100％を目指して頑張って欲しいです。 

【正木】 
学生の質の低下があるのも事実で教育を工夫しても入学者全員を国試
に合格させることはできない。 
また、国試の出題傾向も老化しており、その中で国試合格者数を見ても
御校は非常に頑張っていると思います。 

【高野】 
他校では国家試験を徹底的に調べつくしている先生がいて成績が振る
わない学生に対して傾向と対策を踏まえた課題を大量に出したりして厳
しく接しています。 
成績が振るわない学生に対してはもう少し勉強を強制する方法をとって
も良いのかなｔ思いました。
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