横浜医療情報専門学校

平成 25 年度学校関係者評価報告書
1．学校関係者評価会実施要領
日時

平成 26 年 6 月 17 日(火)

場所

横浜医療情報専門学校

3 階 セミナー室

参加者

学校関係者評価委員

中村

ふじ (神奈川県立体育センター 所長)

二宮

克行 (医療法人財団 明理会 東戸塚記念病院 事務長)

広瀬

良介 (株式会社 富士通ワイエフシー ヘルスケアソリューション統括部 統括部長)

真船

明雄 (横浜メディカルグループ本部業務部 事務長)

岩崎

文裕 (学校長)

川上

隆 (教務部長)

小松

加代子 (教務部 教務課 課長)

鈴木

和江

(教務部 教務課 主任／1 年次学年主任)

山田

典弘

(教務部 教務課 主任／医療 IT 系授業担当)

本校教職員

資料

16：30～18：30

・平成 25 年度自己点検評価報告書
・当日説明用スライド資料

2．学校関係者評価会実施の背景と目的
・平成 26 年度より以下の学科が文部科学省より「職業実践専門課程」の認可を取得。
－医療事務科
・認可を取得した学科は年に 1 回以上学校関係者(企業等委員、卒業生、保護者、地域住民等)による評価会を実施し、教育活動・学校運営の改善を行うことが
義務付けられている。
・既に実施した平成 25 年度自己点検評価の結果を踏まえ、ご評価いただきたい。
・今回の職業実践専門課程認可をキッカケに、これまで以上に産業界のニーズや最新の業界動向を踏まえたカリキュラムを開発し、これからの日本を支える人
材を育成していきたい。そのためにも、ぜひ忌憚のないご意見をいただきたい。
3．学校関係者評価を踏まえた次への取り組み
・企業連携を深め、業界のニーズに合った学生を輩出するため、漠然と医療業界に就職を考えている学生に対して、業界の厳しさや、医療機関で働く事の不安
を払拭させる目的で、現役の医療事務職員及び役職者の方々に特別講師をお願いし、講演会を実施することとした。
・卒業生の動向調査（定着率等の調査）をする事によって、本学の社会的評価を測る目安になるのではないかとのご指摘を受け、卒業生に対してアンケートを
実施する事とした。
・主体的な学びを引き出すための手段として、科目担当以外の教員が学生生活指導を行うと良いとのご指摘を受け、学校行事等を通じて普段授業を担当してい
ない学年・学科の学生と積極的にコミュニケーションを取る事とした。
・医師事務作業補助の分野において、人材育成が急務である事とのご指摘を受け、従来の医学的基礎を学ぶ科目において、疾病知識のボリュームを増加させる
よう検討することとした。

4．自己点検評価結果報告および各項目に対する学校関係者評価
4－1．教育理念・目標
学校が設定する評価項目
自己点検評価の概要
学校関係者からの評価
・理念・目的・人材育成像は定められているか
・「高度な技術力の習得」、
「文章作成能力の育成」、「豊 ・主体的な学びを引き出すための手段として、普段接し
・学校における職業教育としての特色は明確か
かな人間性の涵養」を開校以来の理念として教育活動
ない教員からの生活指導や、悩み相談、専門教育を学
・社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱い
を展開している
ぶ意義、働く事の意味などについて教示するようにし
ているか
・理念・目的・人材育成像・特色・将来構想などが生徒・ ・神奈川で最も信頼される専門学校として、
「社会が求
てみてはどうか。
保護者に周知されているか
める実践的スキル」と「人間力」の両面を備えた人材 ・主体性にはコミュニケーションスキルが不可欠である
・各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する
の育成に努めている
が、最近の学生については、ボキャブラリー不足から
業界のニーズに向けて方向づけられているか
・最新の業界ニーズを組織的に集約する仕組みの構築が
くる表現力の欠如が見受けられる。読書は非常に有効
今後の課題

な手段であり、病院でも社員教育に取り入れている。
言葉の正確さが必要とされる業界でもある事から、読
書を有効に取り入れてみてはどうか。

4－2．学校運営
学校が設定する評価項目
・目的や事業計画に沿った運営方針が策定されている
か
・運営組織や意思決定機能は効率的に行われているか
・人事・給与に関する制度は整備されているか
・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が
整備されているか
・教育活動に関する情報公開が適切になされているか
・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

自己点検評価の概要

学校関係者からの評価

・毎年度当初に学校目標を設定し、達成責任を明確化。 ・教員も実際の医療現場を見る事が大切であり、医療現
また、TQM 手法による個人レベルの目標管理を実施。

場としても実際の教育現場を見る事が大切であると

・また、昨年度課題であった教育活動に関する情報公開

考える。交流会などを通じて情報交換する事で、お互

も Web で公開を実施しており、改善している
・教職員研修の件数は着実に増加しているが、教育力向
上に関する研修は一律的な面がある。教職員個々の経
験・スキルに応じよりきめ細やかなメニュー設定を行
うことが次への課題。

いのスキルが向上すると考える。

4－3．教育活動
学校が設定する評価項目
・教育理念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
・教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育
機関としての就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か
・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
・関連分野の企業・関係施設等、業界団体等との連携に
より、カリキュラムの作成や見直しが行われているか
・関連分野における実践的な職業教育（産学連携による
インターンシップ、実技・実習等）が体系的に位置付
けられているか
・実践的な職業教育に関する授業評価の実施・評価体制
はあるか
・成績評価・単位認定の基準は明確になっているか
・資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な
位置づけはあるか
・人材育成目標に向け、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
・関連分野における業界との連携において優れた教員の
提供先を確保するなどマネジメントが行われている
か

・関連分野における先端的な知識・技能を習得するた
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

自己点検評価の概要

学校関係者からの評価

・短期集中のユニット型授業と一般的なセメスタ授業を ・医療業界では、2020 年問題について非常に関心が高い。
科目特性に合わせて配置

4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となる中で、医療に関

・また、各科目の学習ガイドでは到達目標と単元ごとの

わる国民負担率の増加は避けられず、経営的な視点も

学習課題を具体的に明示。これにより、教員・学生双

必要となってくる。また、在宅医療も進み、介護や医

方に目標意識を持たせている。日々ミニテストを実施

療の ICT 化は益々加速して行くと考えられる。現在ビ

し、理解度チェックを行い、理解が不十分な学生には

ッグデータを利用して、病気を予見し未然に防ごうと

当日中に補講を実施。細かな単位で PDCA を行うよう

いう取り組みも進んでいる事から、医療現場で働くも

にしている。

のとして、医療と ICT の関わりについて深く学ぶ必要

・授業アンケートは科目・教員ごとに実施。昨年度の結

があると考える。

果、他教員のスコアとも比較可能。結果が不十分な場

・医師不足、医療現場での ICT 導入などから、医師事務

合は管理職による面談を実施し、改善を促している。

作業補助のニーズは増加している。医学を深く理解

・教員の専門性・技術レベルを定量的に評価することが

し、情報機器に強い人材はこれからもっと求められて

次への課題。

いくと考える。

4－4．学修成果
学校が設定する評価項目
・就職率の向上が図られているか
・資格取得率の向上が図られているか
・退学率の低減が図られているか
・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

・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

自己点検評価の概要

学校関係者からの評価

・毎年就職率 95％を目標とし、H25 年度も達成。また、 ・教育内容の社会的評価の指針として、卒業生の定着率
単純な就職率以外に専門分野への就職率もモニタリ

や幸せ指数があると考える。積極的に卒業生とのパイ

ングしている。

プを作り、状況を確認してみてはどうか。

・学科ごとに就職およびその後に有利な資格を定め、卒
業までに 90％以上学生が何らかの資格を取得できる
よう指導。
・退学率は 5％未満とすることを目標としている。退学
につながる予兆を早期に発見して対策に結びつけて
いるほかに、教員対象のコーチング研修を毎年 1 回実
施。

4－5．学生支援
学校が設定する評価項目

自己点検評価の概要

学校関係者からの評価

・進路・就職に関する支援体制は整っているか
・担任制により、日常の相談は担任教員が対応。その他、 ・学生相談の体制として、日頃接している担任も良いが、
・学生相談に関する体制は整備されているか
無記名式「ご意見箱」、臨床心理士のカウンセラーが
評価に絡まない教員が相談を受けられる体制を整え
・学生の経済的側面に対する支援体制は整備されている
対応する学生相談窓口を設置。
てみてはどうか。
か
・学生の健康管理を担う組織体制はあるか
・経済的支援策として学園の奨学金制度や学生寮完備。
・学生の生活環境への支援は行われているか
・高校との連携では、専門学校各種学校協会の活動に積
・保護者と適切に連携しているか
・卒業生への支援体制はあるか
極的に協力し、キャリア教育や単位互換講座を毎年実
・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されている
施中。
か
・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教 ・卒業生への支援が同窓会活動に留まるため、卒業生同

育・職業教育の取組みが行われているか

士の交流を促進する機会の拡大が次への課題。

4－6．教育環境
学校が設定する評価項目

自己点検評価の概要

学校関係者からの評価

・施設・設備は教育上の必要性に十分対応できるように ・一般教室は 3 人がけの机を 2 人で使用する空間を確保。 ・現状の取り組みについて特段の問題は無い。
整備されているか
全教室にプロジェクタ、ＬＡＮを完備。
・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等に
・特別教室として医療 TI 実習室、病院受付実習室、調
ついて十分な教育体制を整備しているか

・防災に対する体制は整備されているか

剤薬局実習室、図書室、体育館、テニスコート、学生
食堂を完備。
・医療先進国への海外研修・留学制度の整備が次への課
題。

4－7．学生の受入れ募集
学校が設定する評価項目

自己点検評価の概要

・学生募集活動は適正に行われているか
・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

・個人情報取得に当たっては、利用目的を明確にした上

・学納金は妥当なものとなっているか

・前年度課題であった、就職内定率や資格合格率は算出

学校関係者からの評価
・現状の取り組みについて特段の問題は無い。

で資料を希望する場合に限定。

基準を明確化し、誤解の受けることの無いよう公開し
ている。
・カリキュラム刷新に伴う新しい専門分野や職種に関す
る情報を分かりやすく提示することが次への課題。

4－8．財務
学校が設定する評価項目

自己点検評価の概要

・中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適正に行われているか

・機中・期末において適正な監査体制を確立。また、監

・財務情報公開の体制整備はできているか

査人においては会計部分に留まらず、内部統制状況を
含めた監査を実施。

学校関係者からの評価
・現状の取り組みについて特段の問題は無い。

4－9．法令等の遵守
学校が設定する評価項目

自己点検評価の概要

・法令、専門学校設置基準の遵守と適正な運営がなされ
ているか
・個人情報に関し、その保護のための対策が取られてい
るか
・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか

・前年度課題であった、自己点検評価の公開については

・自己評価結果を公開しているか

学校関係者からの評価
・現状の取り組みについて特段の問題は無い。

昨年度の学校関係者評価の結果と合わせて既にＷｅ
ｂで公開している。
・自己点検評価での指摘事項を業務改善に具体的に活用
していくことが次への課題。

4－10．社会貢献・地域貢献
学校が設定する評価項目
自己点検評価の概要
学校関係者からの評価
・学校の教育資源や施設を活用した社会貢献は行なって ・1 年次を中心にボランティア活動を積極的に促進して ・患者への院内案内など、積極的にボランティアを受け
いるか
いる。また、ボランティアサークルもあり、継続的に
入れている病院もある。医療現場を知る事も含めて積
・生徒・学生のボランティア活動を奨励、支援している
活動を行っている。
極的参加させてみてはどうか。
か
・地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等 ・病院などへの組織的なボランティアの斡旋と推進が次
を含む）の受託等を積極的に実施しているか
への課題。

4－11．国際交流
学校が設定する評価項目
・留学生を受け入れているか

・留学生について、適正な学習が提供できているか

自己点検評価の概要
・毎年 JICA より数名の留学生を受け入れ。在校生にも

学校関係者からの評価
・現状の取り組みについて特段の問題は無い。

良い刺激となっている。
・海外留学・国際交流制度の整備が次への課題。

以上

