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学校法人岩崎学園 横浜リハビリテーション専門学校 

平成 29年度 第 2回学校関係者評価委員会 議事録 

 

 

 

 

日 時 平成 29年 10月 27日 16:30～17：30 

会 場 横浜リハビリテーション専門学校 非常勤講師室 

出席者 神奈川県立横浜南陵高等学校関係者様、東戸塚記念病院関係者様、介護老人保健施設アゼリア関

係者様、学校長、副校長、理学療法学科長、作業療法学科長、ほか教職員 6名 

 

 

内 容 

Ⅰ．学校長挨拶 

平成 29 年度第 2 回学校関係者評価委員会にお集まり頂きまして、誠に有難うございます。学生のコミュニケ

ーション能力の低下、学力低下など様々な改善すべき問題があります。そこで、本校といたしましては、これまで

以上に教職員間で議論を重ねて他校との違い、カリキュラム編成などにより本校の特徴を出していきたいと考え

ております。 

本校としては、高い国家試験合格率を維持していかなければならないと思っています。社会に貢献できる人

材を入学させて人材育成に励みたいと思っております。今後も学生が本校で学んでよかったと思える学校にす

るために、先生方より貴重な意見をいただき、学生教育に取り組んで行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

Ⅱ．平成 29年度自己評価進捗状況について（上半期） 

1．教育目標・理念（林副校長） 

教育理念等を本校パンフレットにて周知している。また Web サイトにて公表、入学者および保護者には入学

ガイダンスにて周知している。在校生・教職員には学生手帳を配布している。 

教育目標、教育計画については、カリキュラム、シラバスを作成し、よりわかりやすい形で学生に提示している。

またカリキュラムは臨床実習施設にも配布している。本年度、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプ

ローマポリシーについて、ＨＰ上で公開している。 

 

2．学校運営（林副校長） 

理事会、岩崎学園管理職の会議、本校教務部会議、学科会議、グループリーダー会議などを開催している。

会議数が増えてきたため、時間の効率化、開催頻度について柔軟な対応が求められる。 

学籍管理、成績管理、証明書発行、学生募集等はシステム化しており、学生に配布するシラバス、教材等は

ネットワークにてアクセス可能にしている。 
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3．教育活動（進捗状況） 

【シラバス・カリキュラム(水島学科長)】 

学生募集イベント（体験入学）にて入学前の高校生に模擬授業を展開し、学校を知ってもらうと同時に高校生

の現状を把握している。平成 29 年度より任意ではあるが、入学前学習として現代国語の通信教育を導入し、国

語力の強化策を講じている。入学試験では受験生全員に個別面接を課しており、生活習慣、学習習慣、社会

適応力などについて聴取し、必要なカリキュラム改定を実施している。教職員 3 名が県立高校 4 校にて評議委

員を務め実情を確認した。 

臨床実習における症例報告会では他職種との意見交換を実施しており、その状況を臨床実習訪問時に情報

収集している。臨床実習訪問時に、卒業生の状況、学校への評価などについて随時聞き取り調査を実施してい

る。 

 

【教育力向上（田中）】 

平成 29年度よりシラバスの行動目標をより具体化し、各授業にてどの目標が達成されるか明記した。加えて、

講義形態や具体的な授業概要を記載し、学生が授業に積極的に取り組めるように変更した。学生の活用状況

はあまり変化していないようであるため、説明のうえ、一層の促しが必要である。 

前期授業アンケートは 5月 15日～26日に適正に実施され、回収率 95.1％であった。また、教員への結果の

フィードバックも実施した。 

 

【臨床実習（瀬戸山）】 

実習依頼、実習施設確保、実習施設からの申請書、契約書の管理は、各学年ともに概ね滞りなく実施した。

回答結果に対する公文書の送付については入念なチェックを行い、概ね滞りなく実施した。3 年次臨床実習指

導者会議参加率（平成 29年 6月 24日開催）は、3年次理学療法学科 88.2%（68施設中 60施設出席）、作業療

法学科 70.1%（46施設中 35施設出席）であり、例年と変化ない状況である。 

平成 30年度 4年次臨床実習指導者会議（平成 30年 3月 16日開催予定）に向けて準備を行っていく。その

際、出席者数の増加や臨床教育の向上の為の講演会内容を吟味していく。 

 

【情報公開（水島学科長）】 

本校受験者、保護者に授業を公開している。カリキュラム一覧表並びに授業風景、国家試験の合格率、就職

率につい本校 HP およびパンフレットにて公開している。授業アンケートの結果については、各科目担当者が学

生にフィードバックを直接行うのみで、まだ公開はしていない。専門大学化の情報も取り入れ、授業アンケート結

果及び対応などの公開に関しては継続課題である。 

 

4．教育成果 

【資格・卒業研究（田中）】 

研究論文を作成する力が低下してきているため、研究手法や論文作成において教員による助言は多く必要

である。作業療法学科は 9月 23日に提出期限、理学療法学科は 12月 22日に提出期限としている。4年次の

卒業研究発表会は 11月 17日に行われる予定である。 

 

【国家試験・卒業試験（島田）】 

国家試験における問題解説および分析を行い、国家試験についての対策（学生オリエンテーション、特別講
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義など）を実施した。昨年度同様、国家試験問題の携帯版を実施し、第 52回の問題を加え 8月より使用可能で

ある。臨床実習終了後の 10 月より特別講義等を計画し、現在実施している。第 52 回の解説作成と同時に各分

野の担当教員より傾向と対策を作成している。 

試験問題の精度向上のため、試験作成者に昨年度作成問題の正答率提示・難易度配分依頼を行った。また、

今年度も卒業試験基準点を事前に決定する予定である。昨年度は、卒業試験問題を回収せず、正答と問題の

解説も公開し復習する機会を与えた。今年度も同様に継続して行う予定である。 

今年度より、学生の学力向上を目的として卒業試験を 3 回に変更し最初の年となるため、合格基準点を今後

決定する。昨年度より卒業試験問題を回収せず模範解答および解説を提示しており、より慎重に依頼方法、問

題校正作業の体制等の検討を継続したい。 

 

【臨床実習（水島学科長）】 

理学療法学科では、1 年見学実習は 89 名修了した。2 年次体験実習は合格 79 名、不可項目あり 1 名の結

果である。3 年次臨床実習は合格 71 名、不可項目あり 1 名、中止 2 名の結果である。4 年次臨床実習は合格

82 名、不可項目あり 4 名の結果である。4 年次臨床実習に導入した「症例のまとめ」（横浜市立脳卒中・神経脊

椎センターリハビリテーション部作成）の使用状況について分析した。 

作業療法学科では 1 年次見学実習は 43名修了（年度末に他 5領域実施予定）。2 年次基礎実習は介護老

人保健施設等での 1週間の実習を年度末に実施予定である。3年次臨床実習は不合格未実施 2名、細項目に

D 評価のついた学生 8 名の結果である。4 年次臨床実習は合格 37 名、追加実習 3 名、実習未修得 1 名の結

果である。今年度は生活行為向上マネジメント（MTDLP）推進協力校 B 校から A 校へのランクアップした。昨年

同様、その基準を満たすように、30％以上の実習施設で MTDLP を活用できるように臨床実習指導者に働きか

ける。 

 

【留年・退学者防止（水島学科長）】 

理学療法学科では、1年生の再試験平均数は 1.16と昨年度 0.75に比べ増加し、留年者数も 5名と昨年度 4

名に対し微増していた。2年生の再試験の平均数は 1.25と昨年度 1.08よりもわずかに増加したが、留年者数は

2名であり昨年度 2名と同数であった。3年生の再試験数は 0.75と昨年度 0.56に比べ微増したが、留年者数は

2 名であり昨年度 4 名に対し半減した。ただし、昨年度の 4 名が例年になく多すぎており、2 名は例年並みと言

える。 

作業療法学科では、前期強化組対象の再試験科目は、１年生 9名、2年生 6名、3年生 6名であった。全学

年で強化組対象学生の再試験科目数がクラス平均以上の結果となった。前年度からの偏差値比較では、1 年

生平均 39.78（比較なし）、2年生 36.12（留年者 1名除く前年度平均 39.32で−3.2）、3年生 35.90（留年者 1名

除く前年度平均 33.23で＋2.67）であり、3年生においてプラスの効果があった。 

 

5．学生支援 

【社会性（田中）】 

年度初めは、新入生に社会性や公共性に欠ける言動の学生が散見されるため、基本的生活習慣と社会性に

ついて指導した。しかし、1 年生については、十分浸透しているとはいえず、引き続ききめ細やかな指導が必要

である。また、実技授業等においても随時社会人・医療人としての資質の育成・向上に向けて指導を行ってい

る。 
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【行事（机）】 

5 月より各クラスから学園祭実行委員を 2 名選出し、2 年生の代表を中心に月 1 回会議を実施。今年度のテ

ーマなど自分たちの思いを形にしている。 9月最初に岩崎学園本部へ企画書を提出した。各学年ともに8月

中は実習があり、企画書の提出が遅れるクラスもあった。事前に本部には遅れることを連絡していたため、大

きな混乱にはならなかった。 

 

【個別指導（水島学科長）】 

定期的な面談に加え、必要に応じ随時面談を実施している。各学科会議でも情報を共有し対応策を検討す

る中で、必要に応じてスクールカウンセラーの利用を促すなど心身の健康問題等への適切な対応を行った。学

科会議にて定期的に学生に関する情報交換を行っている。学生カルテを作成し、学生のプロフィール・緊急連

絡先及び面接の記録、臨床実習の記録を保管している。 

 

【就職支援（宮野）】 

就職内定者（10 月 25 日現在）は理学療法学科 16/87 名、作業療法学科 11/40 名である。8 月、10 月に合

同就職説明会実施(57施設 91名来場）117名の学生が参加した。年内内定率 60%、年度内内定率 100%の達成

に向け、教員と就職指導担当との連携をより高め、国試対策の進捗が順調な学生から早期内定を促していく。  

平成 29 年度は学生の学習状況と就職活動状況（活動の可否を含む）の把握と情報共有を徹底し、より効果

的な支援につなげる。 

 

【経済援助・活動援助（宮野）】 

日本学生支援機構奨学金に対応、岩崎学園奨学金を整備した。新たに給付型である岩崎ともみ奨学財団が

設立された。今後も経済的に厳しい学生を支援していく。定期試験結果より特待生選抜を行い、学費等の減免

を行っている。学費分割納入を制度として実施。 

 

6．教育環境 

【教室（宮野）】 

６階の視聴覚教室、自習室の机・椅子の経年劣化に対応し 9月に入れ替えを完了した。全学生にノート型 PC

を貸与し、導入時に最新の環境を提供している。スマートフォンを利用した国家試験対策教材を導入した。新規

解剖生理学デジタル教材として Visible Body（3D人体解剖学習リソース）を導入した。 

 

【図書・設備・備品（杉山）】 

教職員、学生より蔵書希望のアンケートを実施。蔵書の増加発注を行った結果、平成 29年 5月に蔵書納入と

なる。平成 28年度より献本の図書室管理を開始したため、発注分、献本を含めると約 130冊の蔵書増加ができ

た。図書室内蔵書数は 3,578 冊である。図書活用を推進するために、年度末に新規購入蔵書について周知を

行い、蔵書利用者の増加を図る。教務室内、倉庫内（2階、3階）を中心に物品の点検・整理を実施。不足品、欠

品については、修理・補充を行った。後期期間に「養成校備品・設備施設基準」に基づいて保有点検を行う。 

 

7．社会貢献・地域貢献（宮野） 

高校生向けの講座を実施した。放課後児童クラブの児童を対象に体験イベントを実施した。その他、中学校・

高校より依頼を受けて、職業講話などを行っている。 
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学外者と学生との事故も想定し、安全確保を図りながら、学校休業日に教室・体育館を貸し出している。地域

の老人クラブイベントに施設を提供している。 

 

8．法令等の遵守 

【法令遵守（林副校長）】 

所管の神奈川県へ現況調査（学生数・教職員数・卒業状況等）を報告した。平成 29 年度は、理学療法学科

で 11 人、作業療法学科で 3 人の定員数を超える入学生を迎えることとなった。自己評価は、学校運営の一部

（授業アンケート、保護者アンケート、教職員の自己評価等）となっていた。平成 24 年度より「専修学校における

学校評価ガイドライン」に従い、本形式にて実施している。 

ＷＦＯＴへの認定登録が更新された。リハビリテーション教育評価機構による外部評価を受審し、認証された。 

 

 

Ⅲ．質問・意見 

松本先生 

実習生の国語力低下が目立つので今後も学校で支援してほしい。パソコン操作能力が低い学生が増加して

おり、実習生が資料作成に時間がかかる。他校学生ではプレゼンテーション未経験で実習に来る学生もみられ

る。 

 

水島学科長 

全学生にノート型 PCを貸与しており 1年次の IT活用法講義で PCの設定、及び操作方法についてレクチャ

ーしている。3年次では研究法講義でプレゼンテーション、文献検索の実習を実施している。 

 

林副校長 

スマートフォンを利用したデジタル教材を長所短所の把握をしながら導入している。今後は IT 化が進歩する

教育分野で、うまくデジタル教材を導入していきたい。また、医療人として不可欠な個人情報の管理についても

1年次より指導していきたい。 

 

中村学科長 

国語力に問題のある学生が増加している傾向がある。臨床実習で客観的内容、主観的内容を整理して文章

で表現することが苦手な学生が目立つ。 

 

阿部先生 

国語力低下の問題は高等学校の分野でも実感している。また教員の国語力低下も実感している。入学前の

卒前教育が必要であり、強制的に実施してほしいと思う。 

アクティブラーニング、ICT活用の推進など、様々な手法を用いて授業改善を進め、組織として取り組むことが

重要であると思う。 

 

林副校長 

今後も高校卒前教育は継続していきたい。本校入学後、スムーズに本校での学習に入れるように、高校の先

生方の意見を聞きながら実施していきたい。 
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大場先生 

臨床現場でコミュニケーション能力の低下、状況理解力の低下により、指導者からの指導内容を理解できな

い学生が多い。学力低下者に対しての強化組対策、国家試験対策を実施されており、是非、今後も継続してほ

しい。 

 

机 

作業療法学科では MTDLP を導入し、聞き取り調査の学内実習を実施している。また、精神科作業療法の講

義では面接技術、自己表現力の向上を目指した学内実習を取り入れている。 

 

阿部先生 

退学、留年する学生の特徴を伺いたい。 

 

中村学科長 

学力に問題のある学生と臨床実習でトラブルが生じる学生が対象となることが多い。また、臨床実習ではスト

レス対処能力が低いことで心身の体調を崩してしまい、実習中止となる事例が増加している。 

 

林副校長 

コミュニケーション能力低下の学生が多く実習で問題となる。まずはコミュニケーション能力、国語力を上げて

いきたい。教員からの一方的な講義ではなく、グループワーク等を通して学生の主体的な学習、自己表出の場

を増やしていきたい。 

 

 

Ⅳ．次回の会議について 

開催時期を考慮した結果、平成 30年 4月 30日（金）に開催する方向で調整。 

 

 

 

以上 

文責：杉山 


