
平成 29年 7月 21日 

朝日医療大学校 歯科衛生学科 

平成 29年度 学校関係者評価結果 

 

（1）教育理念・目標（教育理念、目標、育成人材像） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

４ 建学の精神、教育理念、教育

目標については、ホームペー

ジ、入学案内、学生便覧等さ

まざまな手段で学校関係者は

もとより学外へ公表されてい

る。ただし、学生・教職員等

に深く定着しているかが課題

である。 

 

学生・教職員が、ことあるごとに

共有する機会を持つことが大切と

思われる。その機会は、入学式は

勿論のこと、新学期のガイダン

ス・実習のオリエンテーション等

で、教育の方向性を一致させるよ

うにする。 

学内委員の課題報告に対して、

今後の改善方策の遂行を徹底 

すること。 

特記事項  

臨床現場が何を求めているのかを情報収集し、教育カリキュラムに反映している。教育目標、各ポリシ

ーを社会情勢やニーズに合わせて変更し、ホームページ、募集パンフレット、学生便覧等に掲示してい

る。 

（2）学校運営（運営方針、運営組織、情報管理） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

４ 理事会・評議会で決定した経

営方針や事業計画をもとに学

校長の指示の下、組織的に運

営されている。また情報管理

については、情報管理委員会

を設置し、校長の諮問機関と

して活発に運営されている。 

 

学校長を主に学校運営を行い、学

科長の責任において、学科運営を

行っている。今後は、各教職員が

学校運営の理解や ITリテラシーの

向上に努め、各学科の規程や方針、

ルールについても検討を行い、学

科運営方針の見直しを順次行う。 

学内委員の課題報告に対して、

今後の改善方策の遂行を徹底

すること。医療機関における情

報管理についても適宜、情報提

供を行っていくこと。 

特記事項  

教育企画対策会議主催の FD研修、情報管理委員会主催の ITリテラシーに関する勉強会、研修会を

開催している。 

（3）教育活動（目標設定、カリキュラム編成、成績評価・単位認定、資格取得の指導） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



５ アドミッションポリシー、カ

リキュラムポリシー、ディプ

ロマポリシーを明記し、どの

ように教育するかを明確にし

ている。項目に沿った教育企

画やシラバス作成を行ってい

る。また、教育課程編成委員

会を年 2 回開催し、社会的ニ

ーズや臨床場面に沿ったカリ

キュラムを検討している。 

 

国家試験対策の計画が細かく立案

され、システムの構築を行ってい

る。教育課程編成は継続的に見直

しを行い、柔軟的な対応に努める。 

教育活動が充実している証が

国家試験合格率１００％であ

る。専門学校としての使命が全

うされている。今後も継続して

ほしい。知識の吸収も十分に必

要だが、即戦力となる技術の習

得システムの構築が必要と思

われる。 

特記事項 

教育課程編成委員会、臨床実習指導者会議、などを通じて社会的ニーズの把握、臨床場面に沿った

教育課程の編成を行っている。 

（4）教育研究（研究業績・教育研修・講習会、教育研究システム、業務実践能力） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 学科長の指示の下、キャリア

に応じた研修に参加し、指導

力を高めている。然しながら、

学会発表や、臨床現場での技

術研修の充実を図らなければ

ならないのが現状である。FD 

研修等学校としての企画に

は、全員出席している。 

教員の特徴を生かした、研究や臨

床の場を早急に開拓しなければな

らない。 

自己点検評価が低い。各々の教

員が研究目標を定め、研究を早

期に開始してほしい。学校の体

制もあると思うが、歯科衛生士

の教育の質を高めるためには、

教員の業績は不可欠である。 

特記事項 

教員の増員が図られなければ学外への定期的な研修は実施するのが難しい。 

（5）学生指導（就職・進学、中途退学者、学生相談、学生生活、保護者との連携、卒業生） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ キャリア教育を充実させ、自

分を徹底的に分析し、なりた

い自分になれるよう指導して

いる。求人倍率が２５倍程度

毎年あるので、学生は担当制

の教員と面談しながら、全員

就職している。 

退学者はいないが、予備軍の

キャリア支援センターとの連携

で、求人説明会を開催した。 

その効果を検証したい。 

学校の学生に対する指導は、丁

寧な印象があり、よくできてい

ると思う。専任教員が、一人一

人の学生をよく見ている。入学

してきた学生は卒業までとの

思いを感じることができる。 

素晴らしい指導ができている。 

自主的に行動できる学生指導



対応に全力を尽くしている。 

保護者との連携も十分とって

いる。 

も合わせてお願いしたい。 

特記事項 

就職支援として就職希望調査を行い、就職ガイダンスや個別指導につなげている。健康管理につい

ては入学事前教育を行い、感染症に対するリスクや取り組みについて指導している。キャリア対策

会議にて、臨床状況に応じた抗体検査・ワクチン接種のガイドラインを作成している。学生生活に

ついて、学生満足度調査を行っている。 

（6）特別活動（特別活動の支援） 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 学校行事をふんだんに取り入

れているので、特別活動は充

実している。また、学友会で

スポーツのサークル活動も充

実している。 

一部の学生に、長島愛生園での、

研修を計画実行させたが、成果は

大であった。学生全体に広めたい。 

 

 

体験することによって得られ

る感受性の強化を特別活動で

しっかり養ってほしい。 

長島愛生園の研修は大変良い

と思う。川崎の現代博物館の見

学・津山の博物館の見学・学会

への参加等も良いのではない

か。 

特記事項 

各学年ともに支援体制はまずまずのようであるが、なお一層の努力をしたい。 

（7））学習成果（就職率、資格取得率、退学率、学生の社会的評価 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 就職率、国家試験合格率とも

に、１００％である 

退学者もいない。 

学生の社会的評価も高いが、

一層の魅力を付加したい。 

 

全教員で対応している。 

計画的に進め教員の負担軽減を図

りたい 

全ての項目で勝っていると思

う。学生の社会的評価をますま

す高める工夫をして頂きたい。 

特記事項 

就職率も国家試験合格率も、連続している。 

（8）生徒・学生支援 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



４ 担任制であるため、学生の変

化に気づき易く、対応が早い。 

また、担任・主任・学科長の

ホットライオンがしっかりで

きているので、段階的に支援

できる。 

相談室の運用も始まり、サポ

ート体制が充実してきた。 

 

一層の充実を教員に求める。 担任の負担が大きいように思

う。定員５０名なので、担任・

副担任の二人制ができれば、よ

り充実すると思う。学校の努力

を期待したい。 

特記事項 

指導システムが構築されている。 

（9）教育環境 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 自習スペースや図書室のシス

テムや運用が十分ではなく利

用制限があった。学生指導対

策会議、教育企画対策会議に

て審議・決定し、実習スペー

スの確保、図書室の運用マニ

ュアルの整備を行い、教育環

境は、大幅に改善した。 

意見箱の投書内容や授業アンケー

ト、学校満足度調査結果を踏まえ、

キャリア支援センターや教育企画

対策会議等で改善方策について協

議・決定する。 

施設整備が、どこよりも充実し

ている。素晴らしい教育環境で

ある。内部の運営を早々に整備

されたい。 

特記事項 

教育環境および防災・安全対策については、安全対策委員会や教育企画対策会議等で審議・決定し

ており、災害時などのマニュアルなども整備されている。 

（10）生徒・学生の募集と受け入れ 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 募集は苦戦しているが、多様

性に富んだ学生の受け入れは

学校としてのシステム化がな

されている。 

 

今回行われている募集のやり方を

分析し、今後の改善点を明確にし

たい 

定員切れは、人気のない学校と

評価される。定員の確保は絶対

である。早急に手を打つよう

に。 

特記事項 

授業料の値上げ・AO 入試の遅れ・景気の回復・歯科衛生士の希望数の減少・募集広報の在り方等

の要因有り 

（11）財務 

評価点 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 



３ 財務情報はホームページに公

開しており、公認会計士の監

査を受けている。 

 

 

財務基盤安定のために、募集活動

を教職員全員で行う。予算・収支

計画については、募集状況や予測

を踏まえ計画を立案する。 

経営人の手腕が問われる危機

に面している。教職員への意識

改革を早急にする。共通認識を

持たせる。 

特記事項 

 

(12)法令等の遵守 

評価 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

５ 

 

朝日医療大学校として統合

後、フリーアドレス、クリー

ンデスクの意識化を図り、個

人情報の管理向上を行ってい

る。学校評価に関して、各学

科において学校関係者評価を

実施し、意見を聴取し指摘内

容について検討を行ってい

る。 

インターネットや SNSなど、個人

情報流出の危険性を把握し、その

保護について FD 研修にて認識を

高めている。また、学生に対して

も必要な個人情報の取り扱いと守

秘義務について徹底した指導、管

理を徹底する。 

教職員への研修も意識づけも

徹底されているようなので安

心している。 

特記事項 

各会議もしくは委員会主催で社会・学内状況を踏まえた研修会（FD 研修、IT リテラシー研修、個

人情報保護について等）が企画・運営されている。 

(13) 社会貢献・地域貢献（ボランティア活動） 

評価 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 

 

AMDA との連携もでき、職員

や学生の社会的活動に関して

積極的に取り組む体制ができ

た。 

各種ボランティアの要請を受けて

いるので、積極的に参加していく。 

地域の活性化のため、また専門

職を生かしたボランティアを

引き続き積極的に行っていた

だきたい。 

特記事項 

おかやまマラソン・奉還祭等の地域ボランティアに参加している。 

(14)国際交流 

評価 課題 今後の改善方策 学校関係者評価 

３ 

 

 

 

外国人の受け入れを、学校と

しては、システムを構築して

いる。 

外国の学校・地域との交流は

対象者が今のところいないが、 

希望者がいれば、積極的に対応す

る。学科としての交流を模索する 

グローバルな時代なので、国際

交流を積極的に試みてほしい。 



 

 

それからである。 

 

特記事項 

以前、韓国・北京と交流していた。現在はない。 

 

4．学校評価の具体的な目標や計画の総合的評価結果 

統合による教職員のコミュニケーション不足が推察される。3年間の教育を通して、ディプロマポリシー

に掲げた職業人が養成できるよう、各学年の連携を密にして、学生支援に取り組んでもらいたい。様々

な個別性や社会的背景をもった学生が在籍しており、今後も複雑な様相をきたすことが予想できる。多

様性を受け入れ、それぞれの学生が目標をもって学校生活が送れるように支援をお願いしたい。 

 

 


