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教
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課
程
･
教
育
活
動

3.4 3.3

定期的にシラバスの見直しを行ってい
る。現行カリキュラムの振り返りから新
カリキュラムの科目設定を変更してい
る。卒業生アンケートをもとに看護技術
の内容を検討する。科目間の重複も改
善していく。

3.6

教育理念・教育目標から一貫性を保っ
ている。到達目標の評価や授業ｱﾝｹｰﾄ
結果などをふまえ新カリに向けて、見
直しを今後行う予定である。

8 教育課程は、教育理念・教育
目標と一貫性がある内容に
なっているか 4.0

9 定期的に教育課程の評価を
組織的に行い、時代の要請、
変化にあったものに修正して
いるか

3.9 3.7

6 教務会が学年および各看護
学の目標達成や年間指導計
画実施の場として機能してい
るか 4.2 3.9

年間計画表をもとに作成してきたが、
新型コロナウイルス感染症の影響で変
更があった。議事予定の資料を事前に
準備出来れば良い。

7 教育目標に、養成する看護
師が卒業時において持つべ
き資質を明示しているととも
に、卒業時の到達状況を分
析しているか

3.8 3.4

今年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により多くの実習が学内実習に
なった。実習ができず「臨地実習におけ
る技術到達確認」は評価が困難であ
る。未到達の場合、フォローの方法を
検討する。

学校運営評価は年2回全教職員で実
施し改善に向け努力している。中間評
価内容が学院運営に反映されていると
考える。

4 特色ある学校づくりを進める
ために、教育内容の充実に
努めている 3.6 3.7

卒業生のアンケート、現行カリキュラム
の分析とともに、自校の特色ある学校
づくりを進めるため教育内容を検討し
新カリキュラム編成を行っている。

5 学校運営委員会が、学校運
営に関する議論の場として機
能しているか

4.1 3.7

学校運営会議は臨時を含め3回開催し
た。今年度は臨時休業など緊急で学校
運営の方針を決定する必要があり、学
校運営会議の構成員に相談、意見を
取り入れ進めることができた。

ｶﾃｺﾞﾘｰまとめ

Ⅰ
　
学
校
運
営

1 学校のビジョンおよびそれを
実現するための中期目標と
単年度目標を策定しており、
かつ、教職員に理解され、教
職員の提案を活かしている
か

4.1 3.8

4.0

現状を目標等に反映させ中間評価をも
とに確認しながら運営した。新型コロナ
ウイルス感染症の影響で臨時休業もあ
り随時変更しながら進めてきた。教員
間の情報共有を更に強化していく。

学校運営は教育目標の到達に向け
て機能しているが、今年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響による
臨時休業を含め、教育内容の変更
を余儀なくされた。教員間での情報
共有を深めていきたい。2022年度
の新カリキュラム編成に向けては本
学院の特色を教育活動により反映
できるよう計画を進めていく。

2
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評価の理由

目標に対する評価を年度内
に実施し、その結果を教職員
に周知するとともに、次年度
の目標につなげているか 4.1 3.9

臨時休業もあったが情報を共有し対応
した。例年とは異なる運営となった点が
多かったが、次年度に活かせるところ
は活かしていく。

3 学校評価を組織的に実施し、
評価結果を教職員に周知す
るとともに、改善計画を策定
しているか
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評価の理由

今年度は新型コロナウイルス感染
症の影響でシラバスどおりに進まな
い部分があった。講義や実習方法
の変更も学生に影響を与えていた。
授業アンケート結果等を検証し、こ
れからの新カリキュラム編成に役立
てる必要がある。また、科目により
講師間での教育内容の共有が出来
ないことが課題として残った。授業
はオンライン授業を導入した。更に
効果的なICTの活用方法を取り入れ
ていく。自宅学習期間には実習のグ
ループ毎にオンライン学習を取り入
れた。実習の受け入れ状況により、
学びの深い実習ができるよう臨床
指導者と協力し実習方法の多様化
へ向けた工夫が必要となる。インシ
デントは報告しやすい風土づくりを
意識して教育にあたる。コロナ禍で
の誹謗中傷や個人情報の漏えい防
止にも注視していく。新カリキュラム
編成に向け今後も現状や課題に合
わせ学生の学びやすい環境を整え
ていく。

3.7

17 実習における患者への倫理
的配慮に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを
作成し、患者等の同意を得た
上で、実施しているか

4.2 4.3

倫理に関するガイドラインはできている
が、記録の持ち帰り等の倫理行動基準
違反があったため今後も指導の強化が
必要である。

18 実習において、学生が関係し
たｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ等を把握・分析し
ているとともに、改善策を講じ
ているか

3.7 3.8

インシデント発生時マニュアルはできて
いる。分析も行っているが、以前に比
べてインシデント内容の共有ができな
かった。教務内でも共有できるように意
識し、学生には報告する風土を作って
いく必要がある。

15 実習目標に沿った病棟の選
択及び、学習環境・指導体制
が整っているか

3.8 3.9

実習施設は整っているが新型コロナウ
イルス感染症の影響で指導者の負担
が大きかった。教員は領域別に実習担
当できるように考慮している。臨床指導
者会議を通し学内実習や実習期間の
短縮などをふまえた実習目標や実習内
容を検討できた。

16 学生に修了認定のための評
価基準と方法を公表してお
り、かつ、評価が公平性・妥
当性が保たれているか

4.0 4.0

教育要綱・実習要綱に評価基準は明
記し学生に周知している。今年度から
再実習の受け方が変わり要綱で学生
に説明した。新カリに向けての評価方
法を検討していく。

11 授業の一貫性を確保するた
めに、1教科の担当者数を最
小限にするとともに、担当者
間の連携がとれているか

3.3 3.0

科目により講師が複数名だがやむを得
ない状況である。最小限にする検討が
必要である。担当者間の連携を図るよ
うシラバスでの調整をしていく。

12 効果的な授業運営を図るた
め、教材の準備・整理のため
時間割を調整しているか

3.2 3.0

カリキュラム進行に遅れはなかったが
臨時休業や感染対策のため変更があ
り時間割調整は困難であった。新たな
授業計画や環境調整に時間を要し準
備に課題は残った。演習の順序性が変
更になり、短期間に複数の演習が集中
したことで教員、学生共に負担があっ
た。

13 授業内容や指導方法が学生
ﾚﾍﾞﾙにあうよう工夫・改善し
ているか

3.8 3.7

教員は領域別に担当できるよう実習配
置表に示している。今年度は新型コロ
ナウイルス感染症の影響で学内実習
や病棟実習の短縮などがあったが、実
習目標に合わせてその都内容を検討
できた。

14 未修了科目の原因分析を教
員側と学生側とで実施し、対
応策を講じているか

3.4 3.6

単位未修了の学生とは、学生本人・保
護者・教員など複数回の面談を行い現
状を確認した。評価方法の検討など今
後の対応に活かし、教員間での原因分
析の情報共有などを進めていく。

10 シラバスは、学生が授業内容
を理解しやすく、授業内容と
一致しているか

3.5 3.6

今年度は新型コロナウイルス感染症の
影響でシラバスの通りに進まない部分
があったが、毎年見直しを行い学生が
理解しやすい内容としていく。科目によ
り内容の大きさにばらつきがあるので
改善していく。
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Ⅳ
学
生
生
活
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の
支
援

25 学生の心身面での健康管理
体制が整っているか

3.9 3.9

3.9

予防接種状況の確認、検診は行ってい
る。健康診断の再検査・受診状況は再
診率が低いため再診者に提示するな
どを検討する。カウンセラーの存在は
周知できているが活用状況など検証す
る。今年度は新型コロナウイルスの感
染防止対策を講じた。また入学時の予
防接種確認のフローを作成した。2年生
有志が禁煙学会で発表、受賞し禁煙へ
の意識が高くなったと考える。

3.9

臨時休業に伴い進路ガイダンスは中止
となった。受験生の多い高校のみ高校
訪問を行った。
学校説明会は高校3年生と受験予定の
社会人に限定し、人数・時間を決めて
開催した。
昨年と同様の受験者数を確保できた。

Ⅲ
入
学
･
卒
業
対
策

新型コロナウイルス感染症の影響
で募集の機会が減った。地域への
PRが少ない印象で、募集倍率の基
準を達成できなかった理由を検証す
る。国家試験対策では教員のサ
ポートを得ることができたが、負担も
大きかった。就職に関しては地域
（県内）の医療機関を勧め、地域に
貢献できるよう動機づけを行ってい
く。

23 国家試験対策に個々の学生
にあった指導・援助を実施す
るなど、教員一丸となって取
り組んでいるか

3.9 3.9

今年度は模試の回数を増やした。3年
生の成績低迷者は教員がサポートし、
面接で学習方法の分析を行っているが
対応する教員の負担が大きい。1年次
から国家試験への動機づけが必要で
ある。

24 卒業生の近隣への就職率を
高めるよう努めているか

21 学生指導において、学生に
対して人権への配慮がなさ
れている 4.0 4.0

ガイドラインに明記されている。コロナ
禍での誹謗中傷、個人情報の取り扱い
には今後も注視していく。

22 より多くの応募者を確保する
ことに努めているか

3.7 3.7

4.1 3.9

進学希望者は100％合格であった。就
職率は県内78.6％、県外21.4％であっ
た。近隣への就職率60％は満たしてい
るが、県の充足目標8割には達成して
いない。公立岩瀬病院の求める就職率
は達成できた。今後もキャリア支援を実
施していく。

19 実習指導者と教員の役割を
明確にしているとともに、実
習指導者と教員の協働体制
を整えているか 3.8 3.8

臨床指導者会を定期的に開催してい
る。教育目標の共有の為に、学院から
教育方針、指導方針を分かりやすく説
明して理解していただき、病院での具
体的な指導をお願いしていく。

20 学生による授業評価を実施
し、授業の改善に努めている
か

3.8 3.8

授業評価は10時間以上の講師に実
施、学生の素直な意見を聞くことができ
ている。記名式になりコメント欄への記
入が増えた。担当講師の自由設問が
少なかった。授業形態の多様化（オン
ライン等）の影響もあり担当講師とのア
ンケート結果の共有が難しいが、評価
結果を次の授業に活用できるようす
る。
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Ⅵ
施
設
設
備

健診再診率が低く健康管理体制は
検討が必要である。入学時の予防
接種の配布文書は見直しをした。禁
煙学会で発表の機会があり受賞し
たことで禁煙への意識も高まった。
新型コロナウイルス感染症関連で
の家計困窮者へ「学生支援緊急給
付金」などの手続きを行い学習環境
を整えた。緊急事態宣言等の対応
で就職活動に影響があり、キャリア
支援では外部業者の講座を活用し
対応した。卒業生からの情報は入
手が困難だったため、今後の課題と
する。

32 校舎は、耐震性に優れ、バリ
アフリーなどに配慮された構
造になっているか

2.9 2.8

3.3

バリアフリー化は進んでいない。感染
防止対策も必要であり、限られた設備
をどのように使用していくか運用上の
工夫が求められる。劣化により管理
上、水道、暖房などの経年的な修繕計
画が必要である。建築物調査、消防点
検等必要な検査は事務担当者が遂行
している。

予算は適正に管理執行されてい
る。今年度は新型コロナウイルス感
染症の感染防止対策に関して補正
予算を組み、対策を行った。学生の
安全を確保するため新しい生活様
式を講じ、最新の情報を得ながら危
機管理を高めていく。「学院生活に
関する調査」で学生や保護者からの
意見や感想等、満足度も分析して
いきたい。29 学生・非常勤講師や教職員

の個人情報の保護につい
て、考慮しているか

4.1 4.2

ガイドラインは策定している。個人情報
漏洩に関し個別指導を行った。今後も
SNS問題等、警察の出前講座も活用し
個人情報保護に努め行動できるよう学
生への注意喚起を促す。マイナンバー
カード等の情報管理もされている。

30 災害など非常時の危機管理
体制が整っているか

3.8 3.7

学校運営などに学生の意見
が反映されているか

3.3 3.1

学生の意見箱の利用は少なく、学生が
学院生活をよりよいものにするために
要望や意見を聞く機会を満足度調査の
他にも考慮する。

Ⅴ
管
理
運
営
･
財
政

28 予算計画、年間授業計画を
策定し、適正な予算の執行・
進行管理を行っているか

4.1 4.0

3.8

緊急支援の補助申請を含め、適宜適
正に予算執行管理できている。修繕費
が毎年多くなっており、今後も予算確保
を進めていく。今年度はオンライン授業
のICT環境整備に臨時の出費があり事
務担当者の負担が大きかった。授業料
滞納者は保護者に事情を聞き手続きを
し分割で適正に支払いできている。

防災訓練は後期に消防署立ち会いの
下、1回実施した。緊急連絡網として
LINE　WORKSを立ち上げた。感染防止
対策は行動ガイドラインとして整備し
た。火災警報機が鳴った場合のマニュ
アルを整備する。

31

3.9

26 学生生活、進学、就職に関し
て学生の相談に充分応じて
いるか

4.3 4.0

修学支援新制度の認定を受け、緊急
対応も含め奨学金の利用体制を整え
た。進路に関しては学年担当者を窓口
に様々な相談体制を整えている。キャ
リア支援も変更し今年度の就職状況の
変化に合わせ外部業者から情報提供
を行った。学生には最新情報が役立っ
た。

27 前年度の卒業生の就職先で
の評価を把握し、問題点を明
確にしているとともに、その対
策を講じているか 3.4 3.4

緊急事態宣言下で卒業生の訪問、求
人訪問は自粛した。感染が落ち着いた
時期に訪問を受け卒業生の状況を確
認することができた。今後、卒業生の状
況をどのように確認するか検討が必要
である。
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感染防止対策として設備の運用方
法は検討が必要である。教材の劣
化もあり教育目標に合わせ新しい
教材を計画的に整備していく。校舎
施設設備の老朽化では学生にも不
便を強いているが、不具合を早めに
修繕することで対処したい。
現在、感染拡大防止のために校舎
を時差や時短で使用している。

3.3

33 教育目標達成に必要な施
設、設備及び新しい教材が
整っており活用されているか

3.9 4.1

緊急支援の補助を活用し、ICT環境
（ZOOMの導入、ICT関連機器の購入
等）を行った。備品は劣化もあり十分で
はないため、今後は効果的な活用と学
内実習環境の充実を図っていく。

Ⅷ
広
報

40 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは、適時に更新し、
見やすくしているか

3.4 3.5

3.6

教員の授業を他の教員が参
観、講評できる制度があるか

3.7 3.3

教員間授業評価は計画的に実施し評
価会を行っている。県看護学校協議会
の公開授業への参加もした。学外短期
研修の受け入れ・参加は希望がなかっ
た。

ホームページの更新を適宜行っている
が学校生活の調査でも改善を望む意
見が聞かれている。内容の充実が出来
ると良い。

ＨＰは見栄え、アクセスの利便性な
ど質の向上が求められている。学
校運営評価の公表も示し、地域に
信頼される学校作りとして進める。
今後、情報公開の内容を精査して
いく。

41 学校運営及び評価の結果を
学校関係者以外に、何らか
の方法で公表しているか

3.7 3.2

修学資金新制度認定のため、今年度
より学校運営評価をホームページで公
開した。次年度から学校関係者評価を
実施する予定である。

Ⅶ
教
員
の
育
成

35 学生の抱えている課題を踏
まえた職場内研修を行ってい
るか

3.4 3.4

3.3

研修の機会はあるがオンラインとなり
例年より全体の件数は減っている。教
員によって研修回数にばらつきがあ
る。新カリに関する研修は教員間で共
有できた。

今年度の臨床看護研修会は学生の実
習があり中止した。オンライン研修は複
数名で受講している。今年度は中止な
どで研修の件数は少なかった。臨床指
導者会での学習会開催には参加でき
た。

研修がオンラインとなり研修件数が
減った。教育目標の達成に向け、教
員間で情報共有し教育方針を確認
しながら統一した指導に取り組んで
いる。今後も研修を活かし、新しい
知識を教育実践に取り入れていく。
教員の研究活動も新型コロナウイ
ルス感染症の影響により機会が減
り活動が進められないでいる。発表
に向けて調整する。教員の授業評
価は予定通り実施し効果的であっ
た。

36 研修や出張で学会等に参加
した成果を他の教員に還元
する仕組みがあるか 3.7 3.9

出張研修は必ず伝達講習で学びを共
有している。今年度は新カリに向けた
研修の機会が多くあり、伝達講習を行
い教員全体で考えを共有できた。

37 教員が計画的に臨床看護研
修会に参加しているか

3.3 3.1

38 教員が計画的に研究調査活
動を行っているか

2.6 2.9

2名が研究活動中である。次年度は研
究に対する意識改革と取り組める環境
について検討する。発表ができるよう
調整する。

39

34 学生のために、休息、親睦及
び交流等を行うためのスペー
スが設けられているか

3.2 3.6

以前よりも開放されており、自由に使
用・交流できるスペースは設けられて
いるが構造上限りがある。他施設に比
べ部屋数が不足している。現在、感染
拡大防止のために自由な利用は制限
している。教室の換気も、換気扇がな
いため課題がある。
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評価の理由

感染対策のため保護者参加の行事は
すべて中止した。また、学校開放も実
施しなかった。ヘルパー研修などへの
高齢者体験セットは貸出ししている。

施設の地域への開放はバリアフ
リー不備もあるが、今年度は感染防
止対策上困難だった。地域との連
携は学生のボランティア活動で還元
していく予定であったが機会がな
かった。43 地域との協力関係が確立さ

れているか

3.0 3.4

今年度は新型コロナウイルス感染症の
影響で、ボランティア参加・行事は取り
やめになった。学校説明会は学生８名
の参加があった。街頭募金活動のボラ
ンティア依頼は感染拡大防止のために
辞退した。地域との協力関係はとれな
かったがコロナ禍が落ち着いてからボ
ランティア活動は再開したい。

Ⅸ
地
域
と
の
連
携

42 地域社会への貢献の一環と
して、学校施設を地元に開放
しているか 2.9 3.0

3.0


