
長野救命医療専門学校 
平成３０年度 第１回 学校関係者評価委員会 開催記録 

 
開 催 通 知 平成３０年５月１６日（水） 
開 催 日 時 平成３０年６月１４日（木）１４時～１６時３０分 
開 催 場 所 長野救命医療専門学校 基礎医学実習室 
出 席 委 員 委員１１名の内 次の１０名の委員が出席した。 
 

地域消防署役職員 石井 重男 東御消防署 署長 
地域柔道整復師会役員 石坂 秀司 長野県柔道整復師会 理事・学術部長・東信地区長 

地域中学校長 勝見 藤一 御代田中学校 校長 
地域高等学校長 佐原 智行 長野県東御清翔高等学校 校長 

大学教員 宮田 暉朗 上田女子短期大学 教授 
教育関係有識者 柳澤 英夫 東御市教育委員会 元教育長 
福祉関係有識者 増田 勝仁 東御市社会福祉協議会 顧問（前会長） 
地域自治会代表 長越 修一 東御市田中区 区長 
保護者代表 中澤 美鶴 保護者会 代表 
学生代表 野本 綾子 長野救命医療専門学校 学生会長 

 
※他に本校教職員下記５名が出席した 
学校教職員 我妻 忠夫 長野救命医療専門学校 学校長 
学校教職員 中村 哲也 長野救命医療専門学校 事務長 
学校教職員 瀧野 昌也 長野救命医療専門学校 救急救命士学科長 
学校教職員 加藤 里美 長野救命医療専門学校 事務 
学校教職員 藤井 彰 学校法人 成田会 事務局長 

 
一 開会   中村 哲也事務長が開会を告げた。 
二 校長挨拶 我妻忠夫校長が次の主旨の挨拶をした。 
   ご多忙の中 ご出席いただきありがとうございます。 
 １ 委員就任（再任）をご快託いただき感謝します。 
 ２ 今ざくろ樹が赤い地味な花を咲かせています。 
   〇平凡に勤め驕らず花石榴 野中紫陽 
   多くの花は落下してしまいます。この秋には果実となるかは全く分かりませんが、

今日 今日の命を精一杯表現しているかの表情がざくろの花には漂っています。学ぶ

ことが多々あります。 
 ３ 本校創立１３年目、新任教職員を迎えて心を新たにして一致協力して教育活動を展

開しているところです。 



 ４ 昨年度いただいた評価やご提言を受けて、教育課程全般を見直して教育に立ち向か

っています。 
 ５ 各界の専門のお立場から、本校の願いに応え得る教育が計画され展開しているのか

厳しくご検討いただき、かつご指摘いただいて、今後改善すべきことを明らかにし

ていきたいと考えております。 
どうぞよろしくお願いします。 
 
〇本日の委員各位の動向 
    森田幸雄様 公務のため欠席 
    勝見藤一様 校長会業務のため途中退席 
    本校 楢原学科長 急用への対応のため欠席 

 
三 委員委嘱と委員紹介 
   新委員に校長が委嘱状を交付し、一人一人の委員を紹介した。 
   新委員  保護者代表 中澤 美鶴様 

学生代表  野本 綾子学生会長 
   新任職員 加藤 里美事務 
   学校法人 藤井 彰 事務局長 
 
四 協 議 要綱第５条２により校長が議長となり協議に入った。 

１ 本校の教育について 
（１） 教育方針について我妻校長が以下の要旨の説明をした。（学校要覧参照） 

①  教育目標について 
「確かな専門性」と「豊かな人間性」を兼ね備えた人材を育成することを掲げ、

専門教育と人間教育の統合を具体化するよう全力を尽くしている。 
   ② 校歌三心（建学の精神）「自主・愛・至誠」を学生が目指す目標として大切に

している。 
   ③ 学校運営の重点について 
   ア 基礎基本の確かな定着を図り「個性の開発」に努める。 
   イ 職業実践専門課程として「特色ある教育課程の編成」をする。 
   ウ 学生を共感的に理解し、自立するよう支援することを通して「生活指導の徹底」 

を図る。 
   エ 「開かれた学校」を目指し、地域社会並びに関係者との連携を図り、学校運営   

の向上に努める。 
   オ 学生の自己実現を支援し、「教育責任」を果たすとともに「教育実績」の向上

に努める。 
   カ 「新たな課題」について、次の２点を考えている。 



・学校法人中期目標・本校中期計画の実行初年度（資料別紙） 
・高等専門職業教育の新たな枠組みへの対応として専門職短期大学の設立を目

指す。 
 （２）学校要覧等について、中村事務長が「年間計画」「時間割」「教育課程」「学校

関係者評価委員会要鋼」など主たる内容について説明した。 
 （３）学校法人会計について、学校法人藤井事務局長が「収支決算の推移」を説明し、

収入増を目指す方途を検討中であること、寄附金制度の設置（現在 1,016,000 円） 
、持続可能な対応、学生充足率の向上（６０％以上を目指す）などについて説明

した。また、専門職短期大学を目指す方針と構想について説明した。 
 
２ 本年度の教育課程について 

（１）救急救命士学科の教育課程について、瀧野学科長が次のとおり説明した。 
 ① 国のカリキュラムは全体で７０単位となっている。 
 ア 基礎分野～科学的思考の基礎、人間と人間生活８単位 
 イ 専門基礎分野～人体の構造と機能、疾患と回復など基礎医学１０単位 
 ウ 専門分野～救急医学概論、救急症候、外傷救急、臨地実習など５２単位 
 ② 本校のカリキュラムは、全体で１０８単位となっている。 
 ア 基礎分野～科学、英語、人文・社会科学、体育、礼式訓練など３１単位 
 イ 専門基礎分野～人体の構造、法医学、健康と社会保障など１４単位 
 ウ 専門分野～救急医療、救急処置、環境障害、臨地実習など６３単位 

  エ その他に選択科目として、山岳救命コース、国家試験対策、公務員試験対策の講  

座がある。 
  オ 臨地実習の内容として、シミュレーヨン、臨床実習、救急用自動車同乗実習など

がある。 
（２）柔道整復師学科の教育課程について、欠席した学科長に代わって校長が次のとお

り説明した。平成３０年度、教育課程が大改訂となる。 
 ① 国の現行カリキュラムは、全体で８５単位となっている。 
 ア 基礎分野～科学的思考の基礎、人間と生活など１４単位 
 イ 専門基礎分野～人体の構造、疾病と傷害、保健医療など３２単位 
 ウ 専門分野～柔道整復学、柔道整復実技、臨床実習など３９単位 
 ② 本校のカリキュラムは、全体で９０単位となっている。 
 ア 基礎分野～科学、英語、体育など１４単位 
 イ 専門基礎分野～解剖学、生理学、運動学、病理学など３２単位 
 ウ 専門分野～柔道整復学、柔道整復実技、臨床実習、包帯など４４単位 
 エ 選択科目～山岳救命コース、国家試験対策 
 ③ 平成３０年度改訂に伴う国のカリキュラムは全体で９９単位となる。 
 ア 専門基礎分野～柔道整復術の適応（２）社会保障制度（１）などが加わる。 



 イ 専門分野～臨床実習が１単位から４単位に拡充される。 
 ④ 新教育課程における本校のカリキュラムは全体で１００単位となる。 
 ア 専門基礎分野の新たな科目～職業倫理、社会保障制度、高齢者・競技者生理学的

特徴、柔道整復の適応など 
 イ 専門分野の新たな科目～臨床的判定（画像診断）、物理療法機器等の取扱いなど 
 

３ 授業参観とその評価 
（１）次の授業を委員全員が参観した。（１４時４０分～１５時２０分） 

 救急救命士学科 柔道整復師学科 

参観時間 １４時４０分～１５時 １５時～１５時２０分 

学年 １年 １年 

人数 ２１名 ９名 

場所 ４階 実習室 ２階 １年教室 

科目名 救急処置 １－③ 英語 

ねらい 
固定に必要な器具の種類と 
用途について理解させる。 

英語を活用した会話力とコ

ミュニケーション能力の向

上を図る。 
授業者 金井 健 教務 福澤 稔 講師 

 
（２）授業参観後、委員から次の感想・意見をいただいた。 
（柳澤委員）救命士科の学生は真剣で素晴らしい。先生の指示・言葉など明確でよく伝わ

る。間の取り方がよい。行動を通して指導できることが素晴らしい。理解さ

せて実践する行動が含まれているのがよい。 
「２０秒で実践」については、時間内にできることを通して理解が正確にな

ることをねらっているものと考える。金井先生の指導の在り方を若い先生が

共通認識することが大切である。 
柔道整復師学科の授業は、英語を使って学力を付けるために尽力している。

同じ言葉が繰り返し出てくるが、ポイントだけ言うことがよいのか。聞き取

って行動に移すことが難しい。重要なポイントは日本語で言ってもよいので

はないか。柔整師の世界は、外国語や手話など新しい状況が生じている。全

ては無理であるので必要最低限の内容をどの程度理解させるか共通化するこ

とが大切であると思う。 
（長越委員）救命士学科１年生は入学したばかりであるが大変素晴らしい。規則、規律な

どよく身に付いている。先生方の指導の賜物であり、学生の目標の明確さの

証でもあり誠にいい姿である。将来の様子が見えるようである。 



柔整師学科は、いい表情でいい顔して楽しくやっている。英語の会話がよ

い。ヒアリングだけでも大切である。羨ましい授業である。 
（校  長）高等学校の先生の立場から見ていかがでしょうか。 
（佐原委員）学生はいい表情で学習しており感動している。高校は平成３４年度、新学習

指導要領になり学びの改革が行われる。知識理解を深めながら主体的な学び

を大切にしている。大切なことは主体性を持って学ぶことであり、勉強をや

らされるのでなく、目的意識を持って学び、知識理解を深めることである。

その点からしても本校はいい授業であると思う。 
（宮田委員）救命士学科の学習問題は何か。学習場面が書かれていない。学生は暇で今日

は何をしたか、それをどう生かすかということが大切である。学習場面を明

らかにし、学生が評価し自分が高まっていくことが大切である。 
救急救命士は、命を預かるので正確な知識と友達の意見が重要となる。先

生の評価が先でなく、自分で行わせ、友達が行うのを見ることによって客観

的意見となるところに学びがある。 
柔整師学科では、スリッパを履いている先生（講師）の様子から授業への

意識など学生に見透かされないようにしなければならない。 
（増田委員）救命士学科の授業は緊張感があり素晴らしい。学生が得たものをいかに自分

のものにするかが大切である。自主的態度をいかに自分のものにするかが肝

心となる。 
（石井委員）救命士学科１年生はよくここまで成長したと思う。よい訓練であり実践的指

導が多く、署での新規職員と同等のカリキュラムであると思う。但し、移動

交代が遅い。何のための動作か考えて自主的に動くことが必要である。目的

を持った動作であるか、また、その動作はなぜ必要であるか説明して理解さ

せないと、生徒からは意見は難しい。説明しないと動かない。 
（石坂委員）自分の時代とは違う学校教育である。患者さんがブラジル・中国など国際的

になった。WHO で柔道整復がはばたいていこうとしているので、ニーズも増

えるのではないか。カリキュラムが変わっていくが、優秀な人材を育ててい

ただくよう頑張って欲しい。     
救命士学科はさすがにプロを養成しているという感じである。柔道整復も

救命と関連して訓練しているが、私たちが何をしていくべきか明らかにして

いきたい。防災ということになると、柔整界も救命の力になっていきたいと

考えている。 
（中澤委員）救命士学科の授業参観はいい経験になった。子供（学生）は普段家ではピリ

ピリしていないが、授業ではピリピリした中でよくやっていると思った。一

生懸命やっている姿を見て応援したい気持ちになった。 
柔整師学科は楽しそうな授業だった。先生が英語でしゃべって学生が聞い

ているだけだったが、学生も英語でやりとりするようにして話し合うことが    



       よいのではないか。 
（石 坂 委 員）国家試験に英語が出題されるのですか？ 
（中村事務長）接骨院における患者対応のためであり、英語で会話できる人になって欲し

いと考えている。 
（柳 澤 委 員）救命士学科の授業では、学生自身が学習目標を持つことが大切であると感

じた。授業者が「ねらい」に書いてあることは、全時において言えること

であって「本時のねらい」として焦点化し、本時に身に付けることを明ら

かにした方がよい。 
柔整師学科の授業では、例えば、怪我した時に自分の状況を伝えられる

かどうか。具体的に表現できたか、難しかったかなど、学生が自分で判断

できるような取り組みが必要であると思う。まず、理解させるのか、行動

させるのか、どちらが中心であるのか明確にして学習活動を進めるように

したいと思う。 
両授業はいい授業だが、「ねらい」を明確に書いて、「これができた。」

「理解できた。」「分かってよかった。」などと評価を通して、自分の姿

が分かるようにしていくことが大切であると思う。そして、一人一人が高

まったことを実感できるようにしたいものだと思う。 
（校   長）本時の授業のねらいを具体的にし、授業者の願いがよく分かるようにして、

学生が身に付けることが明確になり、自分でどのように高まったか、また

課題は何かなど、自己評価につながるように改善することの大切さを指摘

していただいたことと思います。 
 
４ 平成２９年度の自己評価結果と改善方策（案）について 
  中村事務長が平成２９年度に実施した、「学校関係者評価委員による評価結果」と「教

職員による自己点検結果」のまとめと、本校としての改善方策（案）の概要を次のと

おり説明した。 
（１）学校関係者評価委員による評価結果と課題 
 ① 平成２８年度との比較から改善が見られた内容、変更ない項目や低下した項目につ

いて説明した。 
   （例）退学率が評価３.４から２.７５に低下したが、現３年生が１年次に退学した学

生が居たことを学生代表委員が評定したことに関係している。経済的理由による退

学が主である。（評価４が適切、３がほぼ適切、２がやや不適切） 
 ② 課題となる主たること 
 ア 柔道整復師の質の低下が問題となっているので、学校でも教育して欲しい。 
 イ 実習に関してもっと社団を活用して欲しい。 
 ウ 卒業後の研修が必要ではないか。 
 エ 就職率・国家試験合格率をアピールできるよう実績を残す必要がある。 



（２）教職員による自己点検結果と改善方策（案） 
 ① 教育理念・目標 
   ◦学生の現状を踏まえた目標へ見直すことが求められるが、各業界で求められる人間

像を学科で把握し、目標に組み込むようにする必要がある。 
◦保護者へのアピール強化のため授業参観や学校行事への参加を促すことが大切で

ある。 
 ② 学校運営 
   ◦時間外業務に対する手当てが必要であるが、現在、学校法人として対応を検討して

もらうことになっている。 
 ③ 教育目標 
   ◦学習習慣のない学生が多い。日常の学習の習慣化を図る工夫をする必要がある。 
   ◦外部実習や研修の機会が少ない。関係団体に協力を依頼し、積極的に参加できるシ

ステムを構築することが求められる。 
 ④ 学修成果 
   ◦将来の就職に向けた自覚が乏しい。積極的な学会への参加や校内での就職説明会の

実施等、入学当初より意識を高めるようにする。 
   ◦国家試験不合格者に対する原因究明が不十分で、次年度以降に生かされていない。

過去に遡り、不合格者の在学時の成績推移を分析し、在校生の指導に生かすこと

が大切である。 
 ⑤ 学生支援 
   ◦必要な学生の保護者とは連絡を取ったり、面談を行ったりしているが、すべての保

護者には徹底されない状況である。面談を行えない家庭には電話で状況を伝える

などの配意が必要である。 
   ◦卒業後、転退職した卒業生の把握や指導ができていない。在学中に就職に対する意

識付けをし、卒業後も連絡を取れるシステムを構築することが求められる。 
 ⑥ 教育環境 
   ◦新しい資機材の更新が必要となっている。長期的な視野で更新する計画を各学科で

検討していく。 
   ◦実習中に扱う資機材の破損が多い。使用方法の指導並びに破損した場合の報告を徹

底させる。 
 ⑦ 学生募集 
   ◦担当する授業が多く学生募集活動に出ることができる教職員が少ない。専門に活動

できる職員の補充が必要である。 
   ◦学生募集に関する教職員の意識が低い。教職員全員がすべての質問に答えられるよ

うに研修会を開催する必要がある。 
 ⑧ 財務 
   ◦学生数の減少に伴い収入が減少している。学生数の確保を優先課題として位置付け、



これまでの活動の強化に加え、地域の関係団体へも協力依頼する。 
 ⑨ 法令等の遵守 
   ◦情報公開の方法はインターネットで行っているが、その他の公開方法を研究し、学

生や保護者へも周知するようにする。 
   ◦個人情報の管理が十分でない事例がある。成績表等、個人情報が第三者の目に触れ

ないように管理を徹底する。 
   ◦附属接骨院は公共の場であるので、臨床実習など必要以外の学生の出入りは禁じ、

入退室も安易に行わないように指導する。 
 ⑩ 社会貢献・地域貢献 
   ◦地域における教育活動（学習活動）を積極的に行う必要がある。スポーツボランテ

ィア活動、福祉分野の活動、防災活動等に積極的に参加（協力）する。 
 
５ 本校教育に関する改善提言 
（長越委員）地域の声として、学校が頑張って教育していただいていると評価したい。学

生が街中をランニングしながら大きな声を出し、はつらつとした表情を示し

ている姿は大変素晴らしいと思う。今後、学生が街の中へ入って活動して欲

しいと願っている。祭などに学生が遊びに来て欲しいと思う。そのようにし

て地域とともに学校教育を行っていただきたい。地域としてもそのように成

長していけたらと考えている。 
（柳澤委員）学生と接しいい感じがしている。先生方が環境整備や生活態度の指導などよ

くやっているので、よい学生が育っている。 
       予算について、人数減はどこの学校でも一般的となっている。教職員の自

己点検でも学生募集が難しいと言っているが、学生に入学してもらうために、

今回のアンケートの事なども含めてもっと話題に上げて具体的に方法を考え

て欲しいと思う。職員の自己意識が薄いように思い、頑張って欲しいと考え

ている。「評価」「自己点検結果」は非常に貴重なものである。課題と改善

方策等の字を大きくし、はっきり見えるようにしてほしい。 
（佐原委員）本校の３年生のガイダンスに出席してもらって、ありがたいことと感謝しま

す。 
       県教委から高校教育の改革を期待されている。「高校でどういう力を付け

るか」「そのためのカリキュラムをどうするか」「地域に開かれたカリキュ

ラムの編成」という３つの方針が示され、各学校でどういう学校にしていく

か明らかにするよう求められている。カリキュラムを明確にして生徒の意欲

改革をすること、学校と地域の立ち位置をはっきりさせること、今居る子ど

もたちの教育が中心とならなければいけないことなどを大事にしていきたい

と考えている。 
       救命専門学校の先生方が真剣に取り組んでいることが自己点検結果の中に



現れていると思う。学校の発展を期待しています。 
 
６ 今後の取り組み 
  中村事務長が、今後の取り組みについて、学校要覧で主たる事業を説明した。 

（１） 学 園 祭 １１月１０日（土） 
三者面談 １０月上・中旬 
教育相談 ３月下旬 

（２） 第２回委員会 ２月２８日（木） 
 
五 校長挨拶 我妻校長が次の通り挨拶をした。 
  委員の皆様からいただくご意見は、本校教職員に伝達させていただいておりますが、 

指導に生かそうとしている姿に接し嬉しく思っています。貴重なご意見をいただく故

に、日頃気付かないでいること、これでよいと思い違いしていることを反省し、改善

につなげることができるものと感謝しています。 
本日の委員会で提示させていただいた内容をこれから検討していただき、第２回委員

会で改善すべきことをご指摘ご提言いただいて、本校として改善を加え、平成３１年

度を迎えるようにしたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。 
本日は、ご多忙の中、ご出席くださいましてありがとうございました。 

 
六 閉会 中村事務長が閉会を告げた。 
 
 
 



平成30年度　第１回委員会資料 平成２９年度自己評価結果と改善方策

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

教育目標・育成人材像は定められているか 3.86

教育目標・建学の精神・育成人材像等が学生・保護者等に周知されているか 3.67

教育目標・建学の精神・育成人材像等は、各学科に対応する業界のニーズに向けて方向づけられているか 3.80

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

学校運営方針は策定されているか 4.00

運営方針に沿った事業計画が策定されているか 3.67

運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、有効に機能しているか 3.67

人事・給与に関する規程等は整備されているか 3.60

教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか 3.50

コンプライアンス体制が整備されているか 3.75

教育活動等に関する情報公開が適切になされているか 3.67

情報システム化等による業務の効率化が図られているか 3.50

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

教育目標等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか 3.86

教育目標・人材育成像や業界のニーズを踏まえた学科の修業年限に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか 3.57

学科のカリキュラムは体系的に編成されているか 3.67

キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発などが実施されているか 3.60

各関連分野の実習施設等の関係施設や各団体等との連携により、カリキュラムの作成・見直しが行われているか 3.67

実践的な職業教育（実技・実習・演習・インターンシップ等が体系的に位置づけられているか 3.57

授業評価の実施・評価体制はあるか 3.80

職業教育に対する外部関係者からの評価を取り入れているか 3.80

成績評価・単位認定・進級判定・卒業判定の基準は明確になっているか 3.50

資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか 3.60

人材育成目標の達成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 3.67

関連分野における各団体との連携において優れた教員（本務・兼務を含む）を確保するなどマネジメントが行われているか 3.20

関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資質向上のための取り組みが行われているか 3.67

職員の能力開発のための研修等が行われているか 3.33

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

就職率の向上が図られているか 3.75

資格取得率の向上が図られているか 3.80

退学率の低減が図られているか 2.75

卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか 3.50

卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用されているか 3.50

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

進路・就職に関する支援体制は整備されているか 3.80

学生相談に関する体制は整備されているか 3.67

学生に対する経済的な支援体制は整備されているか 3.60

学生の健康管理を担う組織体制はあるか 3.33

課外活動に対する支援体制は整備されているか 3.50

学生の生活環境への支援は行われているか 3.75

保護者と適切に連携しているか 4.00

卒業生への支援体制はあるか 3.33

社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか 3.33

高校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取り組みが行われているか 3.25

（３）　教育目標

（４）　学修成果

（５）　学生支援

（１）　教育理念・目標

（２）　学校運営

1



平成30年度　第１回委員会資料 平成２９年度自己評価結果と改善方策

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

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 3.00

学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備しているか 3.17

地球環境に配慮した指導体制（クールビズ・ウォームビズ）が整備されているか 3.40

防災に対する体制は整備されているか 4.00

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

学生募集活動は適正に行われているか 3.57

学生募集活動において教育成果は正確に伝えられているか 3.50

学納金は妥当なものか 3.33

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

中長期的に学校の財政基盤は安定しているといえるか 3.20

予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか 3.67

財務について会計監査が適正になされているか 3.83

財務情報公開の体制整備はできているか 3.60

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか 3.83

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 3.83

自己評価の実施と問題点の改善を行っているか 3.83

評　価　項　目
４（適切）　・　３（ほぼ適切）

　２（やや不適切）　・　１（不適切）

自己評価結果を公開しているか 4.00

学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか 3.80

学生のボランティア活動を奨励、支援しているか 3.50

地域に対する公開講座等を積極的に実施しているか 3.50

（６）　教育環境

（７）　学生募集

（８）　財務

（９）　法令等の遵守

（１０）　社会貢献・地域貢献
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長野救命医療専門学校 
平成３０年度 第２回 学校関係者評価委員会 開催記録 

 
開 催 通 知 平成３１年１月２２日（火） 
開 催 日 時 平成３１年２月２８日（木）１４時～１６時３０分 
開 催 場 所 長野救命医療専門学校 基礎医学実習室 
出 席 委 員 委員１１名の内 次の９名の委員が出席した。 
 

地域消防署役職員 石井 重男 東御消防署 署長 
地域柔道整復師会役員 石坂 秀司 長野県柔道整復師会 理事・学術部長・東信地区長 
地域医師会役職員 森田 幸雄 小県医師会 事務局長 

大学教員 宮田 暉朗 上田女子短期大学 教授 
教育関係有識者 柳澤 英夫 東御市教育委員会 元教育長 
福祉関係有識者 増田 勝仁 東御市社会福祉協議会 顧問（前会長） 
地域自治会代表 長越 修一 東御市田中区 区長 
保護者代表 中澤 美鶴 保護者会 代表 
学生代表 野本 綾子 長野救命医療専門学校 学生会長 

 
※他に本校教職員下記５名が出席した 
学校教職員 我妻 忠夫 長野救命医療専門学校 学校長 
学校教職員 中村 哲也 長野救命医療専門学校 事務長 
学校教職員 瀧野 昌也 長野救命医療専門学校 救急救命士学科長 
学校教職員 加藤 里美 長野救命医療専門学校 事務 
学校教職員 藤井 彰 学校法人 成田会 事務局長 

 
一 開会   中村 哲也事務長が開会を告げた。 
二 校長挨拶 我妻忠夫校長が次の主旨の挨拶をした。 
   ご多忙の中 ご出席いただきありがとうございます。 
 １ 明日は春、弥生を迎えます。当地にも光の春から春への歩みを感じさせる日が訪れ

るようになりました。本日はあいにくの雨天ですがご多忙の中、ご出席賜りありが

とうございます。 
 ２ 本校における教育が、これまでのささやかな実践の積み重ねの中から、ひとまず現

在の形となっております。しかし、停滞は死滅の始まりであることを知って、常に

改善・改革を目指すものでなければならないと考えております。 
 ３ 本校は創立１３年目の歩みのまとめの段階を迎えておりますが、この１年間の取り

組みのご報告とともに、新年度に向けた方針などをお伝えします。 
 ４ 委員各位から厳しいご評価をいただいて、平成３１年度が更に改善を加えて出発で

きるようにしたいと考えています。 



 ５ よろしくご理解賜りご教導くださいますようお願いします。 
 ６ 本日ご欠席の委員各位 
    勝見藤一先生・佐原智行先生（校長会で欠席） 
 
三、議事 要綱第５条２により校長が議長となり協議に入った。 
 １ 本校の取り組み報告と平成３１年度教育課程編成の方針 
（１） 本校の教育について、我妻校長が以下の項目について、学校要覧と資料をもとに

説明した。 
① 教育目標について 

「確かな専門性」と「豊かな人間性」を兼ね備えた人材を育成するため、専門 
教育と人間教育の一体化を図るよう全力を傾注して実践に努めている。 

   ②校歌三心について 
     「自主・愛・至誠」を学生が仰ぎ、その実現を目指すよう支援している。学生

もよく理解して活動に当たっている。 
   ③職業実践専門課程について 
     国は職業教育の充実を図るため専門職大学の設置を構想しその準備過程として

職業実践専門課程を認定している。本校の両学科がその主旨を踏まえ、教育課

程を改訂して実践に取り組んだ年度であった。 
   ④学校運営の方針について 
     個性の開発、特色ある教育課程の編成、開かれた学校、教員会の充実と目標の

共通化、少子化への対応、生活指導の徹底、情報の共有などを柱として実践を

展開するよう努力してきている。 
   ⑤教育者としての自覚と資質の向上について 
     「教育は人なり」研鑽に励む教職員であるよう期待し機会をとらえて精進を促

すこととしている。 
   ⑥新たな課題として次の２点を考え、全員で取り組んだ年度であった。 
    ア学校法人中期目標・本校中期計画の実行初年度（詳細新年度報告） 
    イ高等専門職業教育の新たな枠組みへの対応として、専門職短期大学の設立を目

指す基礎的な検討 
（２） 年間計画に基づいて展開した主たる教育活動と学生生活について、中村事務長が

以下の項目について説明した。（卒業式「学事報告」参照） 
  ①４月 入学式、長野マラソンランナーサポート、学生会総会、湯ノ丸高原山岳実習 

   ②５月 合同体育祭、教育相談、献血、合宿交流会（国立赤城青少年交流の家） 
   ③６月 救急救命士学科病院実習（３年生、４週間）、早期体験実習、湯ノ丸登山

実習 
   ④７月 救命講習、救急車同乗実習、日本体育大学研修会、東部中学校見学会 
   ⑤８月 男子バレーボール部全国大会出場（東京都）、防災訓練 
   ⑥９月 常田区防災訓練指導者派遣、長野市消防訓練協力参加 
   ⑦１０月 四阿山登山実習、東御市ふれあいフェスティバル参加、三者面談、軽井



沢マラソンランナーサポート 
   ⑧１１月 柔道整復師認定実技審査（国家試験）（全員合格）、娑羅祭一般公開、

野球全国大会出場（岡山県、９年ぶり２回目） 
   ⑨１２月 保護者参観日、献血、全館ＬＥＤ化工事 
   ⑩１月 長野県消防学校合同訓練 
   ⑪２月 山岳救命コース雪上訓練（湯ノ丸高原）、佐久医療センター研修会 

⑫３月 柔道整復師・救急救命士国家試験及び合格発表 山岳救命コース修了式、

卒業証書授与式、教育相談 
 

（３） 救急救命士学科の取り組みと平成３１年度の教育課程編成の方針について、瀧野

学科長が次のとおり説明した。 
  ①本年度の取り組み 

   ア カリキュラム（資料要領に基づくシラバス）に則って指導を展開している。基

礎分野は公務員試験への強化を考慮して基準８単位のところ３１単位取得。専

門基礎分野は１０単位のところ１４単位取得。専門分野（臨床）は５２単位の

ところ６３単位取得。合計、指導要領基準単位合計７０単位のところ１０８単

位の取得となっている。またその他に選択科目も多く取得できるようになって

おりボリュームのあるカリキュラムを編成している。 
   イ 臨地実習については、校内で行うシミュレーションと郊外で実地する早期体験

実習（１年生）、救急車同乗実習（３年生、１週間）、臨床実習（３年生、４

週間、救急救命センターで実施）などがある。 
   ウ シミュレーションは、実際の患者に似せた場面の活動を展開している。 
   ②本年度での取り組みで工夫したこと 
   ア シミュレーションが毎回同じ内容とならないようにし、全部の内容を改訂した。 
   イ 臨床実習前の指導を工夫した。 
     a 心構え、態度を明らかにした。b 知識の整理をした。c 指示の仕方の確認をし

た。 
     このような対応によって、病院から昨年よりよかったと評価された。 
   ウ 文章表記ができるようにする工夫をした。次年度も踏襲したい。 
     a１・２年生の授業に文章作成の演習を取り入れた。 
     b３年生 ４・５月にレポート作成法の指導をし、２週に１度レポートを提出さ

せた。 
          c 定期試験に２０～３０％記述式を加えた。 
    ③ シミュレーションの実際場面についてビデオ放影し、それぞれの場面を説明し

ながら改善点など委員各位に理解していただくように配慮した。 
 
（４） 柔道整復師学科の取り組みと平成３１年度の教育課程編成の方針について、楢原

学科長が次のとおり説明した。 
    ①カリキュラム（指導要領とシラバス）に基づいて指導を展開したが、平成３０ 



度は教育課程が大きく変わる第１年目であった。 
    ②現行指導要領により、基礎分野は科学的思考の基礎など１４単位、専門基礎分野

は人体の構造と機能など３２単位、専門分野は柔道整復実技など専門性を養う内

容３９単位のところ４４単位取得。合計、指導要領基準単位合計８５単位のとこ

ろ９０単位の取得になっている。その他選択科目として学力向上を目指し多くの

内容を位置付けている。 
     ③平成３０年度から３年をかけて新指導要領によって指導を展開することとなる。

主として加わるものは次のとおりである。 
ア専門基礎分野では、人体の構造と機能として高齢者・競技者生理学的特徴。柔道

整復術の適応。職業倫理。社会保障制度などがある。 
イ専門分野では、専門性を養う内容として臨床的判定（画像診断）。臨床実習が１

単位から４単位へと大幅に拡充することなどがある。 
ウ取得する単位数が８５単位から９９単位へと引上げられ、授業時数が２７８０時

間以上に設定された。本校の教育課程は１００単位３３３０時間（必修２８８０

時間、選択４５０時間）となっている。 
④学生には全員が柔道実習で黒帯を取得するよう指導した。 
⑤本年度改訂された主たる内容について、パワーポイントによって「別紙」のとお

り説明して理解いただくようにした。 
⑥認定実技審査はどのように実施されるのか理解いただくためにリハーサルを行

ったビデオを放映した。 
（５） 学校法人の２０１９年度の方針について藤井事務局長が次のとおり説明した。 

①収支予算書の概要とともに事務室の体制拡充を図ることを説明した。 
②専門職短期大学を目指して実践に取り組む年度であることを説明した。 
ア資金収支について、財務体質の強化に努める。 
イ教員のキャリアアップに努める。その一環として紀要を作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

「パワーポイントの内容」                 （別紙） 

 
１柔道整復師学校養成施設 

指定規則改正（平成３０年度より） 

 

２総単位数の引上げ、最低履修時間数の設定について 

（新カリキュラム） 

・単位数：９９単位以上 

・最低履修時間数：２７５０時間以上 

         ↓ 

１００単位 ２８８０時間 

※平成３０年度入学生より運用 

※２・３年生は９０単位 ２５３５時間 

 

３～医療人としてのモラル～ 

①職業倫理 

（専門基礎分野）１単位 １５時間 

②社会保障制度  

（専門基礎分野）１単位 １５時間 

 

４～多様化に対応できる柔道整復師～ 

③高齢者・競技者の生理学的特徴と変化 

（専門基礎分野）２単位 ３０時間 

④高齢者・競技者の外傷予防 

（専門分野）２単位 ３０時間 

 

５～系統的な柔道整復術の習得～ 

⑤柔道整復術の適応 

（専門基礎分野）２単位 ３０時間 

⑥外傷の保存療法 

（専門分野）１単位１５時間 

⑦柔道整復術適応の臨床的判断（医用画像の理解を含む） 

（専門分野）２単位 ３０時間 

 

６～実践教育の充実～ 

⑧物理療法機器等の取扱い 

（専門分野）１単位 １５時間 



⑨臨床実習（専門分野） ４単位 １８０時間 

※１単位 ４５時間から拡充 

（６） 委員から次の感想・意見をいただいた。 

 

（柳澤委員） 学事報告について、多方面で多様な活動を行っていることを知り、ありが

たいことであると感じた。１１月３日の認定実技審査が全員合格し大変素

晴らしいことである。この点の力を入れたというところを説明して欲し

い。全員合格を続けるには今後カリキュラムの工夫をどうすればよいかも

明らかにして欲しい。 
（中村事務長）柔道の審査（形と受身、礼法、乱取）のため充実した指導を行っていただ

いている。全員黒帯となっており指導の素晴らしさを証明している。日常

の授業が本番さながらのように指導していただいている結果である。ま

た、全校模試の一環として本番訓練の形を取っていることも重要である。 
（柳澤委員） 認定実技審査での合格を続けるよう引き続いて努力して欲しい。 
   
 
 
２ 平成３０年度の自己評価結果と改善方策（案）の報告 

学生アンケート（前期データ）による「学生自己点検結果」について、別紙報告書に

よって中村事務長が概要を次のとおり説明した。 
（１）学校設備について。ゴミ箱の設置と消しゴムのカス対策、エアコンの使用と温

度調整などに対する学校の立場と学生への協力依頼。 
（２）学校行事についての要望事項と対策。学園祭の満足度、徽章授与式の練習必修

化の提起などに対する学校の受け止め。 
（３）学習・学校生活について。予備日や試験日程の早期連絡、前期国家試験対策と

公務員試験対策の関係の在り方、定期試験の時期、自主学習不足への対応など

に対する方針と対策。 
（４）３年生の郊外実習について。消防署実習時期の延長、実習前指導の充実、授業

履修内容と実習中の指導内容の相違の是正などに関する学校の受け止めと対

策。 
 
３ 自己評価結果に基づく評価 

（石井委員）消防署実習期間を長くして欲しいとの要望があるが、長くすることは大変厳

しい。また、一斉に行うということは難しいことである。学校において平

常密度の高い学習を行うとともに、消防署実習の事前学習をしっかり行っ

て欲しいと考えている。 
（石坂委員） 平成３０年度からの改正で、臨床実習が外部施設に拡大されることとなっ

た。今後、長野県柔道整復師会と学校との連携が必要となると思うので、

柔道整復師会を大いに活用してください。 



 
 
４ 学校関係者評価及び改善提言 

中村事務長が委員各位に「評価表」に基づく評価の観点を説明し、学校評価をお願い

した。 
（委員）各観点によって評価及び意見等記述 

 
５ 今後の取り組み 

中村事務長が次のとおり説明した。 
（１） ３月３日（日）柔道整復師国家試験～３月２６日合格発表 

３月１０日（日）救急救命士国家試験～３月２９日合格発表 
３月１３日（水）山岳救命コース修了式 
３月１４日（木）卒業証書授与式 

（２）本校が公開しているホームページの紹介をし概要を報告した。 
 
四 校長挨拶 我妻校長が次のとおり挨拶した。 

委員の皆様から具体的で心に染み入るご提言をいただき意義深い協議ができたこと

を感謝します。評価いただいた内容をまとめ、次年度の学校運営に生かしてまいりま

す。また、貴重なご意見をいただきましたので、職員に伝達するとともに改善してい

くよう努力したいと考えています。 
   本日はご多忙の中ご出席くださいましてありがとうございました。 
 
五 閉会 中村事務長が閉会を告げた。 
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