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２ 

 

基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 設置法人の「教育理念」は、「他人を敬い自らを律し、

人々の心を最も大切にします。」です。 

行動指針として、「先駆性」｢科学生｣「倫理性」「文

化性」を基盤に、実学を重んじ、患者さんとその家族

から信頼される柔道整復師・鍼灸師を養成します。 

 一方、 学力低下が認められる昨今の入学者の現状

から、高校科目の再講義、試験後の補講、学生による

授業評価、模擬試験、国試対策講座を行っている。臨

床に即した授業に力を入れ、国家試験に合格すること

を目標にする。 

 具体的な育成人物像になると、検討が不十分であり

明確化されていない。今後は、具体的育成像を明確化

するとともに、それに準ずるカリキュラムの検討が必

要になってくる。 

 また、絶えず社会や業界のニーズに即した教育事業

を展開しなくてはならない。そのためにも、社会の動

向を常にチェックし、業界関連団体等と連携して行か

なければならない。 

 

 2013年 4月（平成 25年）、学校法人情報学園は学校

法人敬心学園と合併しグループ専門学校(医療・福祉・

児童教育)は 5校となった。学校法人敬心学園の“敬心

クレド”として掲げる理念・使命を学内により浸透さ

せ・具体的なものにしなくてはならない。 

 また、教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会

（職業実践専門課程）を上手く機能・活用し、より社

会に貢献できる人材を育成すべくカリキュラムを検討

していきたい。 

・ポートフォリオ 

・キャリア支援センター（平成 25 年度より学生

生活・就職等支援すべく設置） 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 25 日 



３ 

 

基準２ 学校運営 
総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

・2002 年（平成 14 年）4 月 設置者学校法人情報

学園の「柔道整復師・はり師・きゅう師」の養成施

設として｢日本柔整鍼灸専門学校｣(当時)開校。 

・2004年（平成 16年）4月「日本医学柔整鍼灸専門

学校」に校名変更。 

・2013 年（平成 25 年）4 月「学校法人情報学園」

は「学校法人敬心学園」と合併。 

 

学校運営目標（入学者数・国試合格率・中退率）

を明確に定め、単年度事業計画を作成の上、運営

にあたっている。また、組織図を作成し運営組織

を明確化している。ただし、事業計画に基づいた

執行確認・検証・徹底が毎年あまく、運営組織に

関しては、各部署の職務業務分掌規程が整備され

ていないため明確さに欠けている。 

 

業務分掌規程の策定・就業規則・人事考課制度の

見直しと教職員への周知の実施。既に運用されてい

る各種規程や内規などは、時代の変化に応じた改定

の必要性が生じてきている。平成 26 年度に向けて

検討作業に入る。 

10年先を見据えた中・長期事業計画を策定し、そ

れを基に単年度事業計画を策定・実行していく。 

・就業規則を、教員・職員・嘱託職員毎に作成 

・単年度事業計画の策定 

・広報・学納金の情報システムを導入 

 

最終更新日付 2013 年 11 月 25 日 

 



４ 

 

基準３ 教育活動 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校は、国家資格である柔道整復師・はり師きゅ

う師を養成する養成施設である。厚労省の設置基準

をクリアするこが大前提である。 

 国家資格取得は一つの目標であり、最終目標では

ない。資格取得後、医療現場に進み、活躍し社会貢

献することが最終目標である。 

 現行カリキュラムの中には、厚生労働省指定科目

以外に、臨床現場に出てから役立つ科目を選択科目

として設置している。 

 また、卒後教育にも力を入れている。「臨床現場

に進んでからが本当の勉強が始まる」と言われてお

り、卒業生からも卒後教育への期待は大きい。柔道

整復学科は、卒後セミナー（1 日完結）・鍼灸学科

は卒後研修（1年間 2年間まで更新可）として実施

している。 

 課題のひとつに学生の基礎学力低下がある。基礎

学力の低い学生を、国試合格レベルまでどうやって

引き上げるか、大きな課題である。 

 

 どういった医療人を「第一線」に排出したいのか。

どのように「第一線」で社会貢献できる医療人を育

成したいのか等々。学校のあるべき姿からカリキュ

ラム内容を再検討しなくてはならない。基礎学力低

下という課題を抱えながら難しいことではあるが、

学生が目標達成できるカリキュラムを作成しなけ

ればならない。 

 また、学生を育成する教員自身の研修体制の確立

も急務である。医療人（業界）の先輩でもある教員

が、学生から尊敬されるような人材になることも大

切なことである。 

 学生の声を正しく理解することも大切である。現

在実施している「授業評価アンケート」の有効な活

用方法も検討・確立すべく検討していかなくてはな

らない。 

・人体解剖の見学実習 

・学生主体によるゼミ・クラブの充実 

・卒後セミナー（柔道整復学科） 

・卒後研修（鍼灸学科） 

 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 



５ 

 

基準４ 学修成果 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

柔道整復師・はり師きゅう師の国家試験合格率の

目標は「全国平均以上」である。しかし、ここ数年、

柔道整復師においては全国平均を 10％以上下回り、

はり師きゅう師においては、2 年前の結果以外は、

10％以上上回っている。国家試験対策としては、各

学科試行錯誤で行っているが、教科書の改訂や国家

試験の難易度向上など、再検討の必要性を感じてい

る。国家試験不合格者に対しては、国試支援室にて

卒業後も支援体制を整えている。 

就職に関しては、「キャリア支援センターを」設

置し、きめ細やかな学生支援を目指している。全体

的な指導はもちろん、学生一人ひとりに合わせた指

導を行っている。業界の特性上、離職率も高い。そ

のため卒業生対応にも力を入れている。 

 

両学科の学生とも教員の指導の下、学校協会の学

術大会で研究発表を行っている。また、敬心学園全

体で行っている学術研究会にも参加している。 

 国家試験合格率向上のためには、低学力の学生へ

のサポート体制を早急に整備する必要がある。 

また、サポート体制だけではなく、学生本人が能

動的に学習しるような“仕掛け”も必要。学生に配

布しているポートフォリオもそのひとつであるが、

更なる工夫を教職員間で検討していく・ 

・ポートフォリオ 

・敬心学園学術研究会 

 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 



６ 

 

基準５ 学生支援 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 学生が目標達成（資格取得し医療人として臨床現

場で活躍すること）することができるよう、学習

面・経済面・健康管理・学生生活の相談・課外活動・

就職・卒後教育などの支援体制を整えている。 

 しかし、学生が多様化（年齢・基礎学力・生活環

境・経済力等々）する中、支援体制を改めて検討す

る必要がある。その中には、保護者との連携強化・

ハラスメント対策が挙げられる。 

 

 

 学力低下が顕著にみられる昼間部に対し、両学科

とも成績表・授業出席状況を保護者宛てに定期的に

送付している。送付に対する保護者の反応（感想・

疑問・不安等々）も、学生指導の参考となっている。 

今後は、保護者会・必要に応じた三者面談等、直接

保護者に会うことも検討していきたい。 

・キャリア支援センター 

・初年次学費サポート 

・健康診断 

・就職合同説明会 

・意見箱 

・サークル（6団体） 

・同窓会会報 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 



７ 

 

基準６ 教育環境 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 本校の施設・設備は、厚生労働省指定養成施設設

置基準や専門学校設置基準に基づき整備されてい

る。ただし、校舎自体が築 20年を超えているため、

老朽化による不具合が生じてきている。今後は大規

模修繕を計画的に実施していかなくてはならない。 

 防災関係については、防災委員会を中心に整備を

行っている。備蓄等は整いつつある。今後は、学生・

教職員を 100％守れる体制までもっていきたい。 

 海外研修を鍼灸学科のみだが、上海中医薬大学（6

泊 7日）で実施。今後、研修以外の形（講師を招き

特別講座実施）でも連携をしていきたい。 

 校舎の老朽化は深刻な問題である。今後、大規模

修繕を計画的に実施していかなくてはならない。 

 防災関係は具体的な防災計画を立て、避難訓練を

行うなど、学生を含めた学校の動きにしていく。 

・防災委員会 

・中国研修 

 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 



８ 

 

基準７ 学生の募集と受入れ 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 学生募集は定員確保を目標に、教職員一同行って

いる。 

学生募集活動は、学校案内パンフレット・学生募

集要項・ホームページ等を使い、学校の情報等を正

確に分かりやすく伝える努力をしている。就職実

績・国家試験合格率・卒業生の活躍等の教育成果を

伝える際は、特に気を付けている。 

 選考方法は、学生募集要項に明記しており、選考

は入試判定会議で合否決定をしている。選考方法に

ついては、入試委員会にて絶えず検討しながら改善

を行い、公正で適正な選考となるよう心掛けてい

る。入学志願者の情報は管理台帳にて厳重に管理し

ている。 

 学納金は、競合校と比べても、教育内容（授業時

間数等）から見ても低く設定している。しかし、教

育の質・教育環境の整備には充分配慮しながら運営

を行っている。 

 

 定員確保を目指して募集活動を行っていると、

様々な学生が入学してくる。その学生達を国家試験

合格まで持っていくには、入学後の補講等だけでは

なく、入学前から補習等を行っていく必要がある。 

 また経済面でも様々な学生がおり、学納金の納入

方法も工夫をしていかなくてはならない。現在の方

法（一括・2 回・4 回分納）以外でも、学生の負担

感が軽減されるような方法を検討していきたい。 

・学生募集活動における在校生の積極的な活用 

・個別対応（相談）の強化 

 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 



９ 

 

基準８ 財 務 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

本校の財務状況は、昨年までの入学者が良好のた

め、帰属収入が維持されており、収支バランスがと

れている。今後の財務基盤の安定化には、継続的に

入学者を確保することが最重要課題であり、経費の

見直しや効率化による経費削減を図りつつ、教育現

場の意見を取り入れ、教育効果・学生満足度の向上

を見据えたバランスのとれた学校運営を行ってい

く必要性を感じている。 

また、本学園では、財務情報を公開している。 

 

※公開先…敬心学園ホームページ 

 

今後は、中期計画に基づき、財務基盤の安定を損な

わない程度で、教育施設設備への充実を図る等、安

定的な入学者確保のために、更なる努力を傾注す

る。 

予算編成については、教育現場の意見を反映させ、

教育効果・学生満足度の向上に主眼を置くことに努

める。 

 

 

全学科の修業年数が３年制のため、入学者の増減が

３年間にわたり、帰属収入に影響を及ぼす。 

予算策定は学校支援本部を通して行うため、効果的

な予算が可能である。 

公認会計士による外部監査と監事監査により、財務

における監査体系が整備されている。 

 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 8 日 

 



１０ 

 

基準９ 法令等の遵守 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 本校は、東京都認可の学校であり都の専修学校設

置基準に従い、更には厚生労働省の指定養成施設と

して指定規則に基づき学校運営を行っている。特に

教育運営上遵守すべき事項に関しては、教職員に対

し啓発を行っている。 

 ハラスメントに関しては、リーフレットを作成

し、まず非常勤講師を含めた教職員の啓蒙を始めて

いる。まだその対策は充分ではなく、今後継続的に

研修会等行っていかなくてはならない。 

 個人情報に関しては、マニュアルを配布し教職員

の意識付けに努めている。 

 自己点検・自己評価については、必要性は理解し

ているが、その取り組みは充分とはいえない。教職

員の個人ペースの取り組みではなく、学校全体の取

り組みにすべく体制を整えていかなくはならない。 

 

 指定養成施設の指定規則の教職員理解に付いて

は、引き続き理解の向上に努めるべく、研修等実施

していく。 

 ハラスメント次の段階は、ハラスメント委員会

（相談員）を決定し、学生への告知を含めた啓発を

行っていくことである。年度内に学生に告知できる

ようにする。 

 自己点検・自己評価については、個人レベルでは

なく、学内全体で実施する方向で進めていく。 

 

 

 
最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 

 



１１ 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 本校の施設や教育ノウハウ等を活かした社会

貢献の取り組みに関する概念は明確に構築され

ていない。しかし、毎年、新宿区マラソン大会に

ボランティアとして参加したり、新宿区鍼灸師会

の勉強会の実施に教室を貸し出している。 

 また、附属施術所（鍼灸院・接骨院）は、学生

の臨床教育施設であるが、地域の方々に開放して

施術を行っている。 

 これまで同様、学校の施設や教育資源を活用し

た社会貢献に努める。 

  

 学校の施設や医療職の人材養成の知識や技術を活

かした地域社会や業界等への貢献は、学校の知名度

を上げるだけではなく、業界の認知度を高めるため

にも非常に重要である。 

 現在の学生のボランティアへの参加方法は、学生

個人の参加、もしくは志ある教員が個人的に引率し

ている状況である。この個人的な活動を、学校とし

て取り組み体制を整えていく。 

関連業界団体 

・全国柔道整復学校協会 

・東洋療法学校協会 

・日本柔道整復接骨師会 

・東京都柔道接骨師会 

・東京都鍼灸師会 

 

 最終更新日付 2013 年 11 月 11 日 


