
  平成29年度　学校自己評価　および学校関係者評価結果　　　　　　　　４段階評価（　A：十分できている　B：ほぼできている　C：あまりできていない　D:全くできていない　）

　　　　　ＣＥ＝臨床工学技士科、　ＤＴ＝歯科技工士科、　ＤＨ＝歯科衛生士科

評価項目 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価

（１）　教育理念・目標

　○学校の理念・目的・育成人材像 Ａ ・博多学園建学の理念である「全人教育」「自立・共存」「地域社会への奉仕」を堅持し、校訓 （１）教育理念・目標について、自己評点の変更なし

「徳性の涵養」「気力の充実」「技術の錬磨」にあるように、「徳性を涵養し、専門知識及び専門

技術の向上を図り、社会性・創造性豊かな人材を育成する」という教育方針に基づき教育を

行っている。教職員には教職員便覧、教職員研修会等で周知徹底している。 ・適切な対応が図られていると認められる。

平成28年11月に博多学園は創立75周年を迎え、新たに学園指針として「心が志を、志が

人成を」を定め、「心を育み、志を立て、夢を実現し、豊かな人生を築き、人間として成長する」

という人生に深く関わる教育を実践していきたい。

　○職業教育の特色 Ａ ・心豊かな人間性と高い専門性を身につけた医療専門職を養成するため、各科の日常授業を

通し各職業の役割を教授し、業界イベントへの参加や多くの病院・診療所等での実習授業で、

意識を高め技術を磨いている。また、企業との連携授業で、業界 先端の技術を学ぶという

取り組みも継続して行っている。

　○地域社会等のニーズを踏まえた学校の将来構想 Ｂ ・各業界から寄せられるニーズに対し的確に対応し、求められる職業人を育成するよう、教員の

スキルアップ、カリキュラムの継続的な見直しを行っている。　「喫煙」については、29年度より

敷地内禁煙の実施準備を行い、３０年４月より実施した。薬剤師による禁煙や危険ドラッグに

ついての講演も継続して行っている。

　○学校の理念・目的・育成人材像などの学生・ Ａ ・学生には入学前の体験入学時に説明し、入学後は学生便覧や入学後の各科オリエンテー

　　 保護者等への周知 ション、宿泊研修会等で周知。保護者には、入学式後のオリエンテーションで説明している。

　○学科毎の教育目標・育成人材像と、学科毎に Ｂ ・いろいろな機会を捉えて業界ニーズの把握に努めており、毎年の教員研修・カリキュラム

　　 対応する業界のニーズとのマッチング 編成に生かし、各科の教育課程編成委員会で審議している。　ＤＨでは、業界動向を勘案

して27年度から2年生のカリキュラムにあった「介護職員初任者研修」を「専門的口腔ケア

実習」に変更し、多職種連携によるチーム医療に対応できる歯科衛生士養成に取り組んで

いる。また、ＤＴでは、31年度の単位制移行への布石として、カリキュラムを大幅に変更、

ＣＥも国家資格取得に向けて確実な知識の定着を図るためカリキュラムを変更するなど、

業界動向・ニーズに合わせた改変を行っている。

（２）　学校運営

　○目的等に沿った運営方針の策定 Ａ ・理事長経営方針に則り、学校長が専門学校経営方針を策定する。 （２）学校運営について、自己評点の変更なし

平成29年度は、経営方針を『百周年に向けた第一歩を踏み出す～教職員が「心が志を、志が

人成を」を共有し教育にあたる』とし、運営方針として①教職員一体となった学校運営、②「職

業実践専門課程」認定校として学校関係者評価委員会、教育課程編成委員会と連携した教 ・適切な対応が図られていると認められる。

育内容の構築、③教職員の時間管理のための委員会設置、を掲げ、経営および教学の充実

に取り組んだ。

　○運営方針に沿った事業計画の策定 Ａ ・経営方針に則り、教務主任を中心に事業計画を策定している。

具体的内容は、各科の自己評価で説明。

　○学校の運営組織や意思決定機能について、 Ａ ・「学校運営規則」により明確にし、教職員便覧に掲載し徹底を図っている。

　　 規則等における明確化とその有効化

　○学校運営上の各種規程の整備状況 Ａ ・学校法人博多学園諸規程、学校運営規則等により整備されている。

　○教務・財務等の組織整備など意思決定システム Ａ ・学校法人博多学園諸規程、学校運営規則等により整備されている。

　　 の整備状況

　○業界・地域社会等に対するコンプライアンス体制の整備 Ａ ・４年前の委員会指摘によりコンプライアンス体制の整備を行うと共に、情報セキュリティ体制

も強化しており、十分な整備が図られている。

　○教育活動等に関する情報公開 Ａ ・平成24年度より学校概要・学校評価・財務など必要な情報は公開済。日々の行事や受験

情報などは、ホームページ、ＳＮＳ（Twitter、Facebook、ＬＩＮＥ、Ｉnstagram） で発信している。

　○情報システム化等による業務の効率化 Ｂ ・日常の運営に関するものはほぼシステム化されており、効率的に運用されている。

自己評点

Ａ

Ａ
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評価項目 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

（３）　教育活動

　(目標設定等) （３）教育活動について、自己評点の変更なし

　○教育理念等に則した教育課程の編成・実施方針等の策定 Ａ ・学校長と連携しながら教務主任を中心に目標設定を行いカリキュラムを作成し、教育課程

編成委員会で審議後カリキュラムが完成。その後シラバスを整備する。 ・適切な対応が図られていると認められる。

　○教育理念・育成人材像等を踏まえた科の修業年限 Ａ ・厚生労働省が定める各科の養成所指定規則を踏まえ、過重な教育時間にならないよう留意

　　 に対応した教育到達レベルや学習時間の適正化 しながら、各学年の到達レベルも考慮してカリキュラムを作成している。

　(教育方法・評価等)

　○学科等のカリキュラムの体系的な編成 Ａ ・文部科学省・厚生労働省令である各科養成所指定規則、および本校カリキュラムポリシー

に基づき各学科の中で議論したカリキュラム案を、教育課程編成委員会で議論し、

修正・改善したものを職員会議で決定し、シラバスにまとめている。

　○キャリア教育・実践的な職業教育等の視点に Ａ ・卒業後すぐに実践出来るようになるための多様な実習を取り入れたカリキュラムとなっており、

　　 立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発 各科毎年見直しし、改善している。ＯＳＣＥの内容(ＣＥ・ＤＨ)や、実習内容も見直ししている。

ＤＴでは九大病院見学、企業でのインターンシップなど多様なキャリア教育を実践している。

　○科毎の関連業界・企業等との連携によるカリキュ Ａ ・各科の教育課程編成委員会に、各科業界団体および有力企業・病院等から参加いただき、

　　 ラム等の作成・見直し 実践的な職業教育のためのカリキュラムを検討している。

　○科毎の関連業界・企業等との実践的な職業教育の Ａ ・平成27年2月17日付で文部科学大臣より各科共「職業実践専門課程」の認定を受けた。

　　 体系的位置付け ＣＥ・ＤＨは病院等での実習がカリキュラムに組み込まれており、実習担当者からの評価も受け

進級・卒業判定にも影響がある。　ＤＴでは、平成26年度より企業３社と連携授業を行い、 先

端の機械・器具を用いた授業を行っている。 ＣＥでも平成27年度から企業と連携した先端医

療機器の授業を行っている。

　○授業評価の実施・評価体制 Ｂ ・平成28年度から、専任教員の授業の学生アンケートを導入した。教員の自己評価と学生の

評価を点数化し、グラフで視覚化することにより、評価をわかりやすくした。平成29年度からは

非常勤講師の希望者に学生アンケートを実施し、30年度からは非常勤を含め全教員に実施

する。また、３０年度から専任教員は全員公開授業を実施する予定。

　○職業教育に対する外部関係者からの評価体制 Ｂ ・学校関係者評価委員会、教育課程編成委員会の検討時に外部委員からの評価は行われて ・第三者評価の必要性は認識しているが早期導入が難しいのはなぜか。

いるが、いわゆる第三者評価は実施していない。教育の質保証の観点から、第三者評価の →　評価を受けるための費用が約2百万円程度かかることと、書類作成等

必要性は認識しているが、すぐに導入することは事務体制面、費用面から難しい。 　　 にかかる事務負担が大きいことです。

　○成績評価・単位認定、進級・卒業判定基準の明確化 Ａ ・担任・副担任が資料作成 → 教務会議 → 判定会議の手順で行う。　基準については学則で ・第三者評価は大学では義務化されていますが、実際に大変な作業です。

明確にしている。

　(資格試験)

　○資格・検定取得等に関する指導体制、カリキュラム ・各科共、国家資格取得が 大の目的であるため、すべてはそのためのカリキュラムが組ま

　　 の中での体系的な位置付け れており、各種検定試験(ＣＥ～ＭＥ2種・1種、ﾋﾞｼﾞﾈｽ検定、情報処理検定、工業英検、 ＤＴ～ ・適切な対応が図られていると認められる。

ﾋﾞｼﾞﾈｽ検定、　ＤＨ～秘書検定、日本口腔ケア学会認定資格５級)もその一部に組み込まれて

いる。

　(教職員)

　○人材育成目標の達成に向けた授業が行える教員の確保 Ｂ ・現在の専任教員は、経験も十分で資質・技量とも全く問題ないが、退職者が出た場合は、 ・ＤＴ教員が歯科医院で研修をしているが、技工所ではだめなのか。

各業界団体やＯＢと連携を図りながら優秀な教員の確保に努めている。 →　教員は全員技工所勤務の経験のみで、歯科医院に勤務したことがない

　○関連業界との連携による優秀な教員の確保体制 Ｂ ・非常勤講師については、福岡県歯科医師会や九州大学からは講師派遣について直接 　　 ため、歯科医院での臨床研修を行っています。

支援をいただき、また各科の業界団体からも協力いただき、一流の講師陣を確保している。 ・ＤＨ教員の九大病院臨床研修は何をしているのか。

　○関連業界の先端知識・技能の修得、教員としての Ａ ・各業界団体主催の教員研修会、福専各主催の研修会等により、専門性と教育技術を高め →　周術期の口腔ケアを行っています。

　　 指導力・資質向上のため研修等 ると共に、DTでは歯科医院、DHでは九大病院での臨床研修を実施している。 ・教職員に対するセクハラ研修、飲酒運転研修はしておくべきではないか。

また、本校に外部の専門研修や講演会を招致し教員を参加させている。 →　プログラムに入れるよう検討します。

　○教職員の能力開発のための研修等 Ａ ・学内では、夏期、冬期、年度末に研修会を設け、外部講師の講演や教育に関する討論等を

行っている。平成29年度は、外部講師によるアンガーマネージメントやインストラクショナル

デザインの基本等の研修も実施した。

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ Ａ
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評価項目 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

（４）　学修成果

　○就職率の向上体制 Ｂ ・各科共、国家資格が取得できないとその職業につけない職種のため、１年次より、高い （４）学修成果について、自己評点の変更なし

職業観の醸成と国家試験対策に取組み、国家試験100%合格＝100%就職を目指している。

　国家試験合格率　ＣＥ 82.1%（100%） ＤＴ 96.9%（88.2%） ＤＨ 100%（97.9%） （）は前年度実績 ・臨床工学技士科は昨年度対比で国家試験合格率、就職率とも下がって

　就職率　　　　　　　ＣＥ 79.5%(100%)  ＤＴ 93.3%(91.2%)  ＤＨ 96%(97.9%)　　　 　いるが、今年の試験問題は難しかった。他校も同様の状況で、本校は

　○資格取得率の向上体制 Ｂ ・１年次より各科共各種資格取得に取組み、さらに国家資格取得へと繋げている。 　よく健闘している方だと思う。

DTは昨年国家試験不合格だった4名を聴講生として受入れ、2名は合格できた。 →　特に工学系で今までなかった内容の問題が出題されていた。就職は、

　○退学率の低減対策 Ｂ ・学生との個人面談を実施し、学習面・生活面の指導・支援により、脱落者が出ないよう教員 　　 国家試験合格者は全員就職している。

全体で取り組み、29年度は退学者が6名（CE4名、DT2名、DH0名）となった｡（28年度は11名）

　○卒業生・在校生の社会的な活躍等の把握 Ｂ ・同窓会組織はあるが、卒業生の把握は十分とは言えない。 29年度も前年度卒業生に対し

ホームカミングデイを各科で実施した。また、教員による卒業生の就職先訪問も実施している。

活躍する卒業生に講演を依頼することで、在校生のモチベーションアップに繋げている。

　○卒業後のキャリア形成の把握と教育活動改善への活用 Ｂ ・平成27年度より同窓会主催の卒後研修会を実施している。

（５）　学生支援

　○進路・就職に関する支援体制 Ａ ・各科毎に外部講師による就職セミナーを実施。　就職担当教員と事務室で、求人票の管理、 （５）　学生支援について、自己評点の変更なし

学生相談、面接指導等を実施。企業見学や校内での企業説明会も随時実施。

　○学生相談に関する体制 Ａ ・前期・後期で担任が個人面接を実施。必要に応じて、学外のカウンセラーを招いての相談も

実施。それ以外にも、随時相談に応じる体制を取っている。

　○学生に対する経済的な支援体制 Ｂ ・博多学園奨学金、日本学生支援機構奨学金およびオリコとの提携ローンなどの紹介。

・平成26年12月25日付で厚生労働省から各科「専門実践教育訓練講座」の指定を受け、社会

人のキャリア形成に対する教育訓練給付金が平成27年度より該当者に給付された。（27年度

対象者4名、28年度新規対象者3名、29年度新規対象者8名、30年度新規対象者7名）

　○学生の健康管理を担う組織体制 Ａ ・年度当初に健康診断を実施。体調不良時は、校医(安元医院)を受診するよう促している。

・保健衛生委員会で、インフルエンザ対策等学生の健康管理を担当。日常的には担任がホームルームで

チェックしている。

　○課外活動に対する支援体制 Ｂ ・放課後、各科の補習等に教室、図書室、ＰＣ教室等を利用。

　○学生の生活環境への支援体制 Ｂ ・民間学生寮やアパート等の業者紹介を実施。

　○保護者との適切な連携体制 Ａ ・日々の状況(体調、成績、行事、研修、ワクチン接種、実習参加等)に応じて連絡を行うなど

工夫している。成績不良者や学校生活に問題のある場合は、その都度連絡を行い、必要に

応じて来校いただいている。また、授業料等の延納などについても、早めに連絡をとり、放置

しないよう努めている。

　○卒業生への支援体制 Ａ ・国家試験不合格の卒業生は、補講を行ったり聴講生として受け入れたりしている。 ・聴講生から聴講料は取っているのか。

・教員が卒業生の職場を訪問し、状況を確認したり相談に乗るなどフォローも実施している。 →　1ヶ月3万円で、歯科技工士科では昨年度4ヶ月間行いました。

　学校でも、技術指導やアドバイス、再就職等いつでも相談できる体制を取っている。

・同窓会でもホームカミングデーを実施し、卒業生が集まれる場を提供している。

　○社会人のニーズを踏まえた教育環境の整備体制 Ｂ ・ＡＯⅠ期入試は社会人限定で行っており、ＡＯ(Ⅱ･Ⅲ)入試と一般入試は社会人も受験できる。

働きながら学ぶことへの対応は現状難しいが、正規の学生としては十分な対応を実施している。

　○高校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組 Ｂ ・ＣＥでは高校と連携し、職業講話や体験授業などを実施。　高校からの依頼による臨床工学

技士・歯科技工士・歯科衛生士の職業ガイダンスも実施。

（６）　教育環境

　○施設・設備の整備体制 Ａ ・平成23年度に新校舎完成・移転した時点で、教育施設はほぼ 新の設備となった。以後も、 （６）教育環境について、自己評点の変更なし

ＤＴへのＣＡＤ・ＣＡＭ、ラボチェアの導入、ＤＨのユニットやデジタルパノラマ装置の買い替え、

３０年度にはＣＥに人工心肺装置を購入予定で、 新設備の整備に努めている。 ・今の学校は至れり尽くせりなので、逆に学生が就職した時、基礎的な

　○実習施設・インターンシップ等の教育体制の整備 Ａ ・ＣＥ、ＤＨの実習施設は十分確保出来ている。DTのインターンシップ先も毎年増加している。 　仕事を続けるのをいやがる傾向がある。

　○防災に対する体制の整備 Ａ ・防火・防犯委員会を中心に、避難訓練の実施、非常時用の備蓄、危機管理マニュアルの ・そのとおりで、基礎中の基礎がわかっていない人も多い。職種のベースを

整備等を行っている。平成27年度新入生より、防災サバイバルセットを購入し備蓄している。 　しっかり身につけさせることが大切です。

Ｂ

Ｂ

Ａ



  平成29年度　学校自己評価　および学校関係者評価結果　　　　　　　　４段階評価（　A：十分できている　B：ほぼできている　C：あまりできていない　D:全くできていない　）

　　　　　ＣＥ＝臨床工学技士科、　ＤＴ＝歯科技工士科、　ＤＨ＝歯科衛生士科

評価項目 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

（７）　学生の受入れ募集

　○高校等への情報提供体制 Ａ ・福岡県はもとより、九州各県・沖縄・山口県の高校４５０校にパンフレットを送付。 （７）学生の受入れ募集について、自己評点の変更なし

高校訪問も積極的に行い、高校教員への広報活動や、生徒へのガイダンス等に注力して

いる。また、ホームページにも注力し、学校概要他本校の各種データを公開、ブログやＳＮＳ ・募集で高校訪問した際、歯科技工士という職種の認知度はどの程度か。

などでも 新の情報を発信している。 29年度は、WEB広告や漫画家へのポスター作成依頼、 →　歯科技工士について知っている先生は非常に少ない。知っている先生

広報用動画の作成にも取り組み、学生募集に注力した。 　　 でも、ネットに出ているような低賃金長時間労働のイメージを未だに

　○学生募集活動の適正性 Ａ ・学生募集は、法令や高校進路指導協議会方針等を遵守し、適正に実施している。 　　 持たれている。そこで、 近は離職率もグッと下がっている、という話を

　○募集活動における教育成果等の正確な伝達 Ａ ・各科国家試験合格率を始め、学校概要、職業実践専門課程の基本情報はホームページに 　　 している。

公開しており、正確なデータを伝えている。

　○学納金の妥当性 Ｂ ・近隣の同学科と比較して妥当な水準。　

（８）　財務

　○中長期的な学校の財務基盤の安定性 Ｂ ・専門学校単体では必ずしも安定しているとは言えない面もあるが、学校法人博多学園の （８）財務について、自己評点の変更なし

中長期的な財務基盤は安定している。

　○予算・収支計画の有効性・妥当性 Ａ ・年度初めに予算を確定し、予算に即して実行している。 ・適切な対応が図られていると認められる。

　○会計監査の適正性 Ａ ・監査法人、学園監事による監査を実施。

　○財務情報の公開 Ａ ・平成24年度よりホームページで直近2年分を公開している。

（９）　法令等の遵守

　○法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営 Ａ ・法令を遵守し、コンプライアンス宣言をはじめ各種規程も整備している。 （９）法令等の遵守について、自己評点の変更なし

　○個人情報保護対策 Ａ ・スカイシー導入を始め情報セキュリティ対策を高度化し、情報漏洩が発生しないよう、規程の

整備・研修などによる運用強化を図っている。また、マイナンバー制度にも適切に対応済。 ・適切な対応が図られていると認められる。

　○自己評価の実施と問題点の改善 Ｂ ・学校関係者評価委員会での指摘・意見等を踏まえ、極力早期に検討・改善を行っている。

　○自己評価結果の公開 Ａ ・学校関係者評価の内容を十分反映した評価結果を、平成24年度よりホームページで直近

2年分を公開している。

（１０）　社会貢献・地域貢献

　○学校施設等を活用した社会貢献・地域貢献活動 Ｂ ・学校施設を学科関連業界・企業に利用してもらうことが、社会貢献への一助に繋がる。 （１０）社会貢献・地域貢献について、自己評点の変更なし

29年度も多くの業界団体、企業セミナーに利用いただき、3年連続で歯科技工士国家試験

会場にも選ばれた。地域との関係では、文化祭で施設を開放しているほか、１階ピロティをコミュ ・適切な対応が図られていると認められる。

ニティスペースとして開放している。

　○学生のボランティア活動の奨励・支援 Ｂ ・学生指導・地域対策委員会や学生によるボランティア活動～地域の歩道・道路清掃活動など

・業界団体の街頭アンケート活動や「福岡市民の健康を歯と口から守る集い」などに学生を

参加させている。

　○地域に対する公開講座、教育訓練等の実施 Ａ ・DHは舞松原公民館で歯科講習会を実施。　ひまわり祭の際には、来校者に対しＣＥは簡単

な健康診断、DHはPMTC（ Professional Mechanical Tooth Cleaning　専門家による機械的な

歯面清掃）等を実施している。また、地元老人クラブを招いて、ＣＥは健康セミナー、ＤＨは歯や

　 口腔内のセミナーを実施。幼稚園実習の際には、保護者への歯磨き指導も行っている。

（１１）　国際交流

　○国際交流についての体制 Ｂ Ｂ ・平成14年11月、韓国　釜山カトリック大学と姉妹校提携。以降毎年交流を続けている。（ＤＴ） （１１）　国際交流について、自己評点の変更なし

平成29年7月には、本校で2度目の「5日間の姉妹校学生交流」を実施した。また、研修旅行

でも、平成27年・28年とCEが国立台湾大学毉学院付設毉院を訪問、29年はDTが台湾で開催 ・国際交流は相当しているようだがＢになっている。どうなればＡにできるのか。

される国際歯科技工学術大会に参加するなど、交流の機会を設けている。 →　歯科技工士科は国際交流によく取り組んでいますが、他の科はあまり

　　 ないのと、本校に留学生がいない、ということもＢにしている理由です。

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ



  平成29年度　学校自己評価　および学校関係者評価結果　（　臨床工学技士科　）　４段階評価（　A：達成できた　B：ほぼ達成できた　C：あまり達成できなかった　D:達成できなかった　）

評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価

国家試験合格１００％ 合格率１００％の継続 Ｃ 受験者39名中32名合格  合格率82.1% (前年度100%)   全国平均73.7%

１年生の退学者防止

定期的なCEによる講話を企画し、年間を通してのﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ低下防止を図る。

（年4回以上）　特に夏期休暇前後におけるフォローを強化する。

入学後から4月中の授業（入り口教育）の授業内容工夫継続実施。

興味をもたせ、資格取得・医療従事者への意識付け、勉強に集中できる勉強へ集中

する環境作りも検討する。

日頃から学生の履修状況を把握し、必要に応じて面談や補習などを盛り込み

低学力者へのフォローを行う。

Ｂ

・現役CEによる卒業生講話を実施（7/15、8/28、12/2）。

　1年生に対して7月と12月には同じ卒業生に来校していただいたこともあり、

  1年生の反応や状況に応じた講話を実施することができた。

　その成果もあり、例年と比較して学習意欲や資格取得への意欲向上が

  感じられ、退学者も2名に留めることができた。

・成績不振者に対しては、日頃の履修状況は把握していたが、補習などの

　取り組みがなく、進級保留となり春休みに取り組みをすることになった。

遅刻・欠席者の減少 HR遅刻の減少、8:45には更衣を済ませ退出完了、全員8:50着席を目指す。

夏期休暇直後の出席状況を改善する。
C

2年生は前年度より改善できているが、1、3年生での改善がみられなかった。

今年度は、10月以降の後期期間の出席状況では全学年とも必ず遅刻欠席者が

みられた。

<月平均数（前年度）>

　HR遅刻：3年2.4名（1.2名）、2年1.8名（1.4名）、1年  4.7名（2.5名）

　遅　　刻：3年8.6名（2.0名）、2年4.9名（7.4名）、1年10.2名（5.8名）

　欠　　席：3年5.5名（1.7名）、2年7.4名（6.0名）、1年12.7名（9.8名）

　早　　退：3年2.2名（0.4名）、2年0.8名（2.0名）、1年  2.2名（1.3名）

医療人・社会人教育の

強化

笑顔ある挨拶をテーマとした教育講話の継続実施。どんな就職面接で打ち勝つ

ことができる「良い印象づくり」も継続したい。

禁煙指導の継続実施、学内完全禁煙に着手する。

医療従事者としての自覚が芽生え、行動できる、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙを育てる指導を

実践する。

A

・すえながひとみ先生による「笑顔の講話」を継続実施。

　　それぞれの学年に応じた目標を設定

　 　3年生：就職先（就職試験）で医療スタッフや患者様 に笑顔で挨拶ができる。

　　 2年生：病院実習や見学先で笑顔で挨拶ができる。

 　　1年生：友達同士や家族、先生に対して笑顔で挨拶ができる。

・禁煙指導の継続実施

　  喫煙者の把握、個別指導を実施。2・3年生は学内禁煙ができた。

  　 1年生：薬剤師・禁煙指導員 馬場正佳先生、

     2年生：フクダ電子株式会社 小野沢先生

・29年度に敷地内禁煙の準備をし、30年4月1日から実施した。

体験入学の充実

大学に負けない魅力ある”楽しい”体験入学内容を継続実施、体験参加者からの

出願率70%を目指す。

大学との比較に関する説明では、スライド内容を工夫し、もっと当校の強みを

打ち出した学科説明をおこなう。

B

・出願率67％

　前年度64%を上回ったが、受験につながる参加者(社会人・高3の参加者

　59人→52人)の減少が危惧される。  次年度は参加者数を伸ばし

　ながら出願率を維持できるよう更なる工夫をしたい。

学習目標（GIO)・行動目標

（SBOｓ）を明確化したID授業

の実施

学習目標(GIO)・行動目標（SBOs)を明確にし、様々なインストラクショナルデザインを

盛り込んだ授業設計を実践する。

専任教員の全ての担当科目（ME対策、国家試験対策も含む）で着手する。

結果（成果）を見えるようにする。

B

・専任教員における学習目標(GIO)・行動目標（SBOs)の明確化、

  インストラクショナルデザインを盛り込んだ授業設計には着手できた。

・「結果（成果）の把握」に関しては、修了試験や模擬試験正答率を通して

  把握はしていたが、それぞれの教員で行ったことに対して、どのような成果

  が出たのか、もっと見える化する必要がある。

カリキュラムマップの作成
現行カリキュラムにおけるカリキュラムマップ作成を通じて、現行カリキュラムを見直し、

新カリキュラム内容の検討をおこなう。
C

・教務会議を通して、現行カリキュラムの問題点や教育方針の協議を行い、

　新カリキュラムの内容検討を行った。新カリキュラムマップの着手は次年度

　へ持ち越しとなった。

カリキュラムの見直し
科目内容、履修時間の精査を行い、平成30年度のカリキュラム改訂を目指す。

特に1年生における科目の精査を行い、入り口教育のウエイトを軽減させる。
A

・カリキュラム改訂には着手できた。

　1年生では特に前期期間に余裕ができた。個人指導や補講に有効活用したい。

　<変更点>

　①実施学年の見直し：病理学概論、機械工学、システム工学、材料工学、

                              　 計測工学、生体機能代行装置学

　②新設：基礎医学演習、基礎工学演習、情報処理工学演習、医療情報学、

　　　　　　基礎医学、基礎工学、情報処理工学の知識定着を図る

　③時間数減少：情報処理工学実習、医用機器学実習、システム工学

　④臨床工学総論（国家試験対策）の各学年での実施

シラバス様式の変更

平成30年度のカリキュラム改訂に合わせて、学習目標(GIO)・行動目標（SBOs)を

明記したシラバス様式に変更する。様式はDT科を手本とする。

＊取りかかりとして、「解剖生理学」「生体機能代行装置学」ではGIO・SBOｓを

   明確にしたシラバスを作成、実施する。

A
・学習目標(GIO)・行動目標（SBOs)を明記したシラバス様式に変更できた。

　形づくりはできたが、先行して実施している科目も含め、成績や学生状況と

  照らし合わせをしながら内容の精査を行いたい。

②カリキュラムについて、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

自己評点

①目標 Ｂ

②カリキュ

　 ラム
B

①目標について、自己評点の変更なし

・１年生の退学者防止対応をするなかで、どのような悩みが多かった

　か。

→今勉強している内容が、現場でどう役に立つのかわからないから

　 勉強意欲がわかない、という学生が多い。

・補講をしても追いつかないという場合はどうしているのか。

→分かっていない学生に対し、さらに補講をするしかない。

・補習をさらに増やすと教員の負担になるのではないか。

  教員が不足したら増やすことはできるのか。

→まずは教員の授業力の向上が必要。それで無理であれば、教員

　 を増やすことも考えなくてはならない。

・大学でも4年間かなりみっちりとするようになっている。それを3年間

　でするのはかなり大変だと思う。

→いろいろと工夫してはいるが、今の段階で手一杯ということであれ

　 ば、次のことを考えていかないといけない、と感じている。



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

臨床実習に必要な知識・技

術の向上

3年生手術室実習における清潔概念の教育

正しいレポート作成の教育

臨床実習事前課題の実施

上級生から下級生へ情報伝達する実習ノートの検討

C

・例年、教育不足を指摘されている清潔概念に関して、清潔の概念、手袋・マスク

  の正しい着用法、手術室内での立ち振る舞い等を手術室内を想定して実習を

  実施（科目：医用機器学実習）実習前から医療現場における清潔に対する意識

  付けをおこなった。

・レポートの書き方に関しては、手本となる学生の事例を紹介し、書き方の指導を

  実施。

・2年生では血液透析、3年では循環・呼吸・安全管理に関する事前課題を課し、

  レポート提出させることにより、臨床実習に必要な知識の振り返りをおこなった。

・上級生から下級生へ情報伝達する実習ノート作成には着手できなかった。

  次年度着手したい。

臨床実習期間の増加

　　　　　　　　〔2年生〕

臨床実習施設の追加

　　　　　　　　〔3年生〕

①2年生（透析実習）の実習期間増加：13日間→19日間

②3年生実習先の追加：地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院、

   鹿児島大学附属病院（合計2施設）

A ・2年生の実習時間増加、3年生の実習先追加は実施できた。

OSCEの充実

3年生：呼吸・循環分野の内容・工程工夫、2年生：透析分野とからめ患者接遇に関わる

内容を深める。

1年生でのOSCE実施を目指す。

B

・2年生のOSCEでは、接遇やコミュニケーション担当の柴戸先生にも試験管

　として参加していただき、以降の接遇指導にフィードバックできた。

　3年生では試験内容を見直し、時間も遅れることなくスムーズに実施できた。

・1年生でのOSCE実施はできなかったが、透析に関する実技試験（プライミング）

  ・口頭試問を実施した。

3年生

成績低迷者に対しての

迅速な対応

全員が余裕を持って国家試験に臨めるよう早い段階で実力作りを完結させる

①成績低迷が把握できた段階で、個別指導を実施する

②統一模擬試験2回目(1月実施)での正答率：全員60%以上

C

今年度、前年度の対策に追加して下記1～4を実施、早い段階で成績状況を把握できて

いたため、早期からの成績向上を 目指す取り組みを行ったが、最後の最後まで十分な

成績向上に達すことができなかった。

　　1.4月～10月の臨床工学総論の見直し（不得意科目の重点講座）

　　2.臨床工学総論修了試験の前倒し（前年12/12→12/1へ）

　　　強化補講開始の前倒し、少数人補講の実施（前年12月分：8回→13回へ）

　　3.個別補講（12月～）の実施

　　4.補講対象外学生への学習不足防止として演習問題の配付

①模擬試験を分野別に分析し、その分野の目標正答率に達していない学生は

   強化補講を実施。さらに成績低迷者に関しては、放課後に個別補講を実施、

   特に工学に関する強化をおこなった。

②統一模擬試験2回目(1月実施)での正答率：56.8%（前年59.6%)

　目標を達成することができなかった。今年度は第3回（2月実施）の正答率も

国家試験対策プログラムの

継続構築

①1年生：重点科目「解剖生理学」「電気工学」「生体機能代行装置学（浄化）」に

　関しては、通常授業の進め方も見直す（GIO/SBOｓを明確にした授業設計の実施）、

　春期ME対策（3月）・合同模試にて正答率70%を目指す。

②2年生：前年度の対策スタイルを継続

　前期（4～9月）：重点科目「生体計測装置学」「医用治療機器学」「医用機器安全管

　理学」「情報処理工学」に絞った対策を実施。

　春期（3月）：不得意科目「医用機械工学」「生体物性工学」に絞った対策を実施。

　ME2種試験での科目正答率70%を目指す。

③3年生：前年度の授業アンケート結果を踏まえ、最終学年に対する対策講義スタイル

　を検討する。

④対策の進捗状況・成績状況を教務会議（毎月）で確認する。

⑤指導のばらつきが出ないように指導方法の統一化を図る。

Ｃ

・1年生

　GIO/SBOｓを明確にした授業設計の実施

　合同模試正答率：解剖生理学53%、電気工学42%、生体機能代行装置学（浄化）

　51%。　いずれの科目も目標70%を達成できなかった。

・2年生

　ME2種試験正答率：解剖生理学生体計測装置学55%、医用治療機器学53%、

　医用機器安全管理学62%、情報処理工学32%、

　いずれの科目も目標70%を達成できなかった。

・3年生

　どのような対策講義か内容も含めて伝達を密に行い、科内で検討しながら

  取り組みをしてきたが、今年度の授業アンケート結果でも対策講義に対して

  改善意見がでていた。再度、検討し直したい。

・終礼にて、対策講座の進捗状況・成績状況の伝達は実施できたが、教務会議

  （毎月）での実施ができない月があった。

・指導方法の統一化には着手できなかった。

ME２種実力検定試験の合

格率向上

重点科目に絞った対策の継続実施。

2年生合格率50%、3年生合格率100%を目指す。
B

重点科目に絞った対策の継続実施、科目によっては全学合同対策講座を実施（医用機

器安全管理学）教え合うことによって学習定着率向上を図った。

3年生における合格率（累計）は過去5年間の中でも一番高い結果となった。ME合格と

国家試験合格は相関しているため、もっと合格率をあげていきたい。

<結果>　3年生：23名受験13名合格　合格率56.5%（前年69.7%）

　　　　 　2年生：37名受験13名合格　合格率35.1%（前年35.9%）

　　　　 　1年生：24名受験  3名合格　合格率 7.5%（前年  0%）

　＊3年次における合格率：39名中29名合格　74.4%（前年72.2%）

ME１種実力検定試験

へのチャレンジ

ＭＥ２種合格者には１種受験のチャレンジを促す。

受験手続きを教務でおこなう。
C 受験者を募ったが応募無し。

B検、J検、工業英検の

合格率向上

①B検、工業英検：合格率90%以上を目指す。

②J検：3級合格率100%を目指す。

C

→

Ｂ

・B検（2年生）　3級：34名受験29名合格 合格率85.3%（前年97.4%）

　　　　　　　　　 2級：  1名受験  1名合格 合格率100%（前年75%）

・工業英検（2年生）　4級のみ　35名受験中17名合格 合格率48.6%（前年69.2%）

・J検（1年生）　前年に引き続き、3級のみの受験に絞り、全員合格を目指した。

　　　　　　　１回目：39名受験名36名合格、　2回目：3名受験3名合格、

　　　　　　 最終結果　40名中合格40名　　合格率100%（前年97.4%）

③臨床実習・病院見学・インターンシップについて、自己評点の変更

　 なし

・適切な対応が図られていると認められる。

④国試対策 C

④国試対策について、自己評点の変更なし

・国家試験の関連項目の自己採点は、確かに数字だけを見るとＣに

　なるのかもしれないが、全国平均からみれば、Ｂでもいいような気

　もする。

→目標対比の結果としてＣとしています。

B

③臨床実習・病院

見学・インターン

シップ

⑤資格取得

C

→

Ｂ

⑤資格取得　B検、J検、工業英検の合格率向上　の自己評点を

　 ＣからＢに変更する。　⑤資格取得全体もＣからＢに変更する。

・B検・J検・工業英検は、目標が高すぎたので、その目標からする

　とＣかもしれないが、水準的には十分Ｂでよいのではないか。



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

教員の授業力・指導力向上

①インストラクショナルデザイン、アクティブラーニング、ファシリテーションスキルに

　 関する研究、講習会への積極的参加

②授業研究（8月）の実施。

③臨床研修の実施

B

・日本臨床工学技士教育施設協議会 教育研究会への参加

　（H29/9/23、11/11池永）

・授業研究の実施（H29/8/4）

　上記研修で学んだアクティブラーニングを盛り込んだ模擬授業を実施。

　アクティブラーニングの理解を深めた。

・臨床研修（担当：平山）の実施ができなかった。

GIO/SBOｓを明確にしIDの意識づけはでき、日頃から教育問題の共有化は

している。次年度は成果までつなげたい。

関係団体との協力体制

強化

学会やイベント参加を通して、福岡県臨床工学技士会との協力関係を継続する。

教育講話や学内実習への講師派遣を依頼する。
B

・第25回福岡県臨床工学会への参加、学生発表（　H29/6/11）

   *3年生のみ、1・2年生は希望者のみ参加

　福岡県臨床工学会主催の教育ｾﾐﾅｰへの参加

　福岡県臨床工学会の理事からの入会案内説明会（卒業生に対して、H30/3/8）

・福岡県臨床工学会養成校連絡委員会の発足、参加（H30/1/27）

　教育講話や学内実習への講師派遣依頼は着手できなかった。

  連絡会を通して実現したい。

博多高校看護専攻科合同

実習

　〔1年生〕

臨床実習と同様、事前オリエンテーションを行い、医療従事者としての事前指導、

諸注意・実習の意義を把握させて実習に臨ませる。

挨拶や身嗜みの指導強化。

B 看護学概論の芥川先生のご協力もいただき事前オリエンテーションを実施した。

高齢者実習（健康セミナ）

　〔2年生〕

アクティブラーニングを通して、疾患-治療（医療機器）-患者応対を体系的に学び、

体験させる。

マナー等の事前講義を行い、高齢者とのコミュニケーションスキルを身につける。

A

・今年度は疾患と治療に重点を置いたテーマ（①悪性新生物、内視鏡②糖尿病、

　透析）を設け実施した。

・事前準備の中でも、悪性腫瘍に関しては各グループ各臓器ごとの発表会を

　行い、ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞを通してし、病態生理、治療、予防などﾎﾟｲﾝﾄを押さえ

　ながらｸﾞﾙｰﾌﾟ内でｾﾐﾅｰ内容を検討した。

・参加された高齢者の方々は楽しく参加されていた。

臨床実習事前懇談会

　〔2・3年生〕

前年度は登院式後の実施だったが、H29年度は切り離して実施する。

会場を工夫し（例えば、学校側との打合せは１Fにて、学生との打合せは５Fで実施）、

実習生と指導者が落ち着いてしっかり打合せできるような会場配置や内容を再検討

する。

A

・登院式と切り離し、事前懇談会のみの実施した。（H29/9/7）

　実習施設34施設中25施設33名の参加があった。（前年21施設27名）

　2年生に対しては、コミュニケーション論講師（柴戸先生）による挨拶等の

　事前指導を実施した。

・会場は５F教室と５F各実習室を利用、会場を分散して施設間を広くとることに

  より、話しやすく集中して打合せができた。

登院式〔2年生〕
登院式の在校生参列は1年生に変更し、保護者には早くの案内発送（7月中）を行い、

多くの保護者の参列を目指す。
A

・今年度より登院式のみ実施(H29/9/28)、来賓には 福岡県臨床工学技士会

  小島英樹会長、同窓会 小野沢聡副会長をお迎えし保護者も5名の参加が

  あった。 教育講演では、聖マリア病院 小野信行副室長より、臨床実習に

  向けて の心構えと諸注意についてご講演をいただいた。

  例年に引き続き、実習生1人づつの誓いの言葉を行い、臨床工学技士科の

  登院式のスタイルが定着してきた。

・在学生参列には早期意識付けとして、1年生に参加させた。

患者接遇発表会

〔全学年〕

臨床実習で体験した患者接遇や他者との関わりを振り返り、対策を共有して、

コミュニケーション力向上を目指す。

2年生での発表では1年生が参加、3年生への発表では2年生が参加する。

A

・2年生での発表では1年生が参加、3年生への発表では2年生が参加

　（H29/11/7・14・21・28）

　病院毎に学年混合のグループを編成し、ロールプレイングを通して接遇事例を

　学んだ。　1年生に対しては患者接遇の意識付けができた。

実習発表会　〔2・3年生〕

前年度は2年生・3年生別日程での実施だったが、H29年度は同日実施する。

午前は2年生の発表（1年生聴講）、午後は3年生の発表（2年生聴講）とし、

実習指導者の出席も依頼する。

A

・今年度は午前2年生発表（1年生聴講）、午後3年生発表（2年生聴講）の終日

　実施とした。実習指導者には、7施設8名の参加をいただけた。（H29/11/10)

・口述のみの一方的な発表のみにせずポスター発表も設け、発表者と聴講者が

　自由に伝達しあえるスタイルに工夫した。不足している部分には指導者から

　説明があったり、1年生からも質問がでて、活発な発表会となった。

臨床実習事前懇談会

前年度は3年生の臨床実習発表会後の実施だったが、H29年度は切り離して

実施する。

臨床実習中の反省点、検討点を明確にし、現場指導者のご意見がいただき、

今後の教育に活かす。

A
・今年度より学生抜きの指導者のみ参加の反省会として実施した。

　（博多ｻﾝﾋﾙｽﾞﾎﾃﾙ、H29/11/18、12施設19名の参加）

　病院間での情報交換も活発に行われた。

研修旅行　〔2年生〕
国内研修（関東地区）へ変更。専門知識と一般教養を深めながら適度な行程を

検討する。
A

・関東地区（東京・神奈川、H29/12/6～8)）

　湘南鎌倉総合病院と虎ノ門病院分院 シミュレーション・ラボセンターの施設

　見学と技士長による医療人講話、東京研修を実施。

・学生のアレルギー食に関して準備が大変であったが、旅行会社と担任・副担任

　の細かな対応で、問題なく終了できた。

福岡県臨床工学会への学

生発表〔3年生〕

アクティブラーニングを利用して、電子工学実習内における自由研究を継続実施する。

H29年度福岡県臨床工学会では、他学校合同の学生セッションにて発表、発表運営の

手伝いをおこなう。

A

・自由研究9演題発表の中から、「着目点」「アイディア」「完成度」の評価が高い

　2演題を選出、第25回福岡県臨床工学会 学生セッションで発表をおこなった。

　（H29/6/11)　他学校（純真学園大学、帝京大学）からの質問もあり、同じ資格

  を目指す同士、刺激があったのではと感じる。

<演題名>

  ①簡易排尿検知器の作成

  ②カプラの接続ミスによる液漏れ検知器の作成

博多高校看護専攻科

医療機器実習〔3年生〕

H29年度では、3年生による医用機器実習を実施する。

アクティブラーニングを利用して、機器の構造・操作・トラブルについてまとめ、他職種への機器

説明を体験させる。

B
・今年度より教員からではなく、3年生からによる機器説明を実施。（H29/7/24)

　機器によっては、個別説明・体験ができ、会話も弾みながら楽しく実習ができ

  た。機器によって説明内容の差があったため、次年度は内容を工夫したい。

⑥教員研修・学会

等
B

⑥教員研修・学会等について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

⑦科の行事について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

⑦科の行事 Ａ



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

⑧就職 全員内定

卒業時85%内定を目指す。　就職試験前の履歴書添削、面接指導を継続実施する。

社会人としての心構えを意識させ、日頃から挨拶や良い印象を心掛ける指導を

実施する。ヒヤリングを行い学生に見合う就職ができるよう支援をする。

B B

・卒業時内定：27名/39名中　69.2%（前年81%）　(30年5月時点では、国家試験

　合格者は100％就職した。)

　前年度に引き続き、副校長先生による面接指導、柴戸先生によるマナー、

　履歴書指導を実施。

　積極的な活動は見受けられたが、1施設目での合格者（第一志望内定）が前年

　より少なかった。原因を確認し、次年度の参考にしたい。

　　　1施設目内定者：17名（前年23名）、2施設目内定者：10名（前年6名）、

　　　3施設目内定者：  6名（前年 2名）、4施設目内定者：  1名（前年6名）

⑧就職について、自己評点の変更なし

・就職の内定をもらって国家試験不合格になった場合でも、内定が

　取り消されないケースはあるか。

→以前は不合格でもそのまま採用して次年度受験するということが

　 あったが、最近では不合格者は全員内定取り消しとなっている。

科内業務の分担

行事運営の業務分担（担当科目・講師対応等）の継続。担当科目の見直し

（担当授業時間数の見直し）

期日ギリギリのできあがりを目指すのではなく、教員全員で意識・協力しながら

余裕ある準備を行う。成績処理の改訂を検討する。

B

・担当科目、担当時間数の見直しを行ったが、まだ不十分なため、

  次年度も継続実施する。

・行事運営の分担を適正に行い、教員全員で取り組めた。

・成績処理の改訂にも着手できた。

ワークライフバランスの推進
副担任と業務分担し、担任の業務負担軽減、振休・有給休暇取得の推進

定時内における対策の実施。時間外補習をしないでいいような授業内容を目指す。
C

・まだ担任や一部教員に負担がかかっているため、次年度も更に担当科目の

  見直しを図る。

・国家試験対策時も時間外補習を設けた。しかし、国家試験全員合格には

  つながっていない。成績低迷者への早期からの対応、日頃の授業内容・

  国家試験対策の見直し、時間管理や業務の進め方の見直しが必要。

同窓会との連携

・ホームカミングデーの継続実施。

・第2回卒後勉強の開催、新任の副同窓会長と連携をとり、多くの卒業生が参加する

  魅力ある研修会を開催を目指す。

A

・第26期生ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾃﾞｰ実施、13名参加（H29/9/16)

  小野沢同窓会副会長にも参加いただいた。

・第2回卒後勉強会実施、12名参加（H30/2/3)

　現場に出ると学会や院内勉強会等、プレゼンテーションの機会が多い。

　「プレゼンの極意」というテーマのもと、15期生の杉本謄寿氏を招いて実施。

　ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとして小野沢同窓会副会長にも参加いただき、有意義な勉強会、

  懇親会となった。

⑨その他 B

⑨その他について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。



  平成29年度　学校自己評価　および学校関係者評価結果　（　歯科技工士科　）　４段階評価（　A：達成できた　B：ほぼ達成できた　C：あまり達成できなかった　D:達成できなかった　）

評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価

国家試験１００％合格

国家試験対策プログラムの構築

＊①オフィスアワーを活用した１年次からの学力定着

＊②非常勤講師と連携した到達度確認試験の複数科目導入

　 ③統一国家試験に向けて、過去問のブラッシュアップだけでなく、

      オリジナル問題の作成をし、データベース化を図る

   ④実技試験では、今年度と同様の対策を行い、全員の合格を導く

＊⑤全15回の国家試験対策模擬試験を実施

B

国家試験結果　30名受験29名合格　合格率96.9％（前年度88.2％）全国平均94.7％

                    聴講生(前年度不合格者)4名受験2名合格

〈実技対策〉　出題を予測して集中トレーニングした。

〈学科対策〉　模擬試験を16回実施。国家試験の傾向に合わせ過去問をブラッシュ

　　　　　　　  アップした。 識別指数を求め正答率の低い所を集中講義した。

              　  データ活用で効率が高まった。

（１年） 昨年よりも成績が向上して国試に順調に向かっている。

〈年間再試験対象者〉 7名（のべ21科目）1人あたり0.88科目

                           （前年度）13名（のべ45科目）1人あたり1.45科目

〈理由〉到達度確認試験を9科目のべ54回分実施した。

          概論3回、矯正2回、解剖17回、修復6回、全部床10回、ブリッジﾞ7回、

          部分床9回   ＊講義の進捗に合わせ、講師と打ち合わせながら作問。

入学生の確保

目標　入学定員充足率 100％以上

＊①教員担当を常に２名体制で臨む。

＊②体験入学教材の新規開発（歯キャンドル、レジンジャケット冠、

　　　マグネットクリップ・フックは試作段階）

＊③実習、講義、見学、彫刻の順序・教室の変更→歯科理工学検査室で講義、実習

　　　の後、見学を終え、技工実習室で彫刻。

＊④スライドの大幅な変更（１超高齢社会と入れ歯　２アナログからデジタルへ

　　　３職業実践専門課程　４歯科技工士の適正　５活躍する卒業生歯科技工士

　　　６歯科技工業界の展望　７実績　８歯科技工士養成校　９まとめ）

＊⑤ＳＡは、憧れを持たれやすく、面倒見の良い学生を起用。

＊⑥CAD/CAM説明→KaVoのデモムービーを使用。デモ用のブロックを購入して

　　　対応したい。

＊⑦石膏彫刻通信講座用のマニュアル・スライドを新たに準備する。

＊⑧高等学校ガイダンスへの参加（時間があるときに参加したい）

Ａ

・2名体制で役割分担し、対応した。

・開発中であった「歯キャンドル」「レジンジャケット冠」「マグネットクリップ」を

　導入した。また「消しゴム付き石膏鉛筆」「アクセサリー」も加わえ、ライン

　ナップを増やした。

・学科説明から体験実習にスムーズに移行するため、内容の順序変更をした。

・教室移動が少なくなったので落ち着いて進めることができた。

・スライドを変更し職業理解を促した。CAD/CAMはムービーをスライドに

　取り込み工夫した。

・彫刻手順のマニュアルを動画で作成した。

・直方高校、佐賀学園、博多高校(2回)ガイダンスに参加した。

　また川内小学校、志免東中学校宇美東中学校の生徒受け入れた。

＊高校3年生と社会人の体験入学参加が38名で27名が出願した。（出願率71%）

就職内定率

①就職アンケートを年１回から年４回（４月、７月、９月、１月）に変更し、

　 学生の進路について相談する機会を増やす。

②前年度、効果を挙げた企業説明会は、各企業にもっと拡充し、学生が考える環境を

   更に設ける。

③インターンシップから就職に結びつくことが多いので、新たなインターンシップを拡充

   するため、卒業生の職場訪問を兼ねてお願い訪問を行う。

④歯科医院に就職を希望する学生に向けて、求人を確保するため、非常勤講師にも

   呼びかけをして信頼がある求人先を増加させる。

Ｂ

・就職アンケートを年３回実施（4月、9月、2月）早期アンケートで、就職の意識

  付けを促した。

・九大病院見学とインターンシップを就職指導に活用した。

  （30名中　内定28名　未決定2名）

・河原研修会参加の歯科医院に就職

  →　体験入学のPRに繋げていきたい

・本校非常勤講師の歯科医院に就職

・県外の有力企業に就職することができた。（計4名）

皆勤登校率

（クラス単位）

入学生は、まず歯科技工トレーニングで学生の特徴を把握し相性を分析する。DT

レクリエーションでグループ形成をしながらクラスの輪を構築し　学生の居場所を作り、

ドロップアウトを防ぐ。5月以降は専門知識の落ちこぼれが発生するので、　オフィス

アワーで底上げ支援を行う。9月の前期試験に向けて非常勤講師とも連携し基礎

学力の低い学生の対応をする。技術指導は、褒め指導を基本とし、学生が練習する

ことを躊躇わないようなムードをつくる。年間を通じて、皆勤の大切さを指導して

２年次の全員進級を目標とする。

２年生は、各学校行事に対して、受け身でなく積極的に取り組ませる。放課後

トレーニングは、スケジュールを月ごとに作成し学生に配布。企業見学で得た情報や

総括の内容を、教室に掲示したり、学生の就業意識に関　連して指導する。

九州大学見学・研修旅行・インターンシップに向けて態度面は笑顔・挨拶・良い返事を、

知識面はメモ取り調べ学習（図書活動）に繋げる。お互いに切磋琢磨する中で、学校

に来るムードを作る。

両学年共に定期的な保護者との連絡、終礼等での教員間の情報共有、個人面談の

実施、偏りのない学生への接し方、学生をよく観察するなど基本をしっかり取組む。

B

（１年）皆勤13名（56.6％ 前39.3％）精勤2名（8.7％ 前6％）他8名（34.8％ 前48％）

・連続無欠席記録を掲示して、登校への意識付けを行った。

・クラス目標設定（年8回）とグループワークで、学科・実技・態度習慣の意識付け

　を図った。

・目標の達成度をグラフ化してモチベーションの向上に繋げた。

・オフィスアワーは、質問者が一部に偏った。実技トレーニングが中心になり

　学力向上に繋げることができなかった。次年度は改善する。

（２年）皆勤10名（33.3％ 前26.4％） 精勤3名（10.0％ 前38.2％）

　　　　他17名（56.6％ 前35.2％）

・ＨＲや授業等で態度習慣の指導を継続的に行うことで、態度習慣に対する

　意識付けができた。

・行事の集中で負担過重になったため、クラス運営や振り返りシートの活用が

　難しかった。　年間のカリキュラムを見直す必要がある。

自己評点

①目標 Ｂ

①目標について自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

退学・休学の防止

（クラス単位）

   ①必要があれば、前年度と同様に学生の状況について、保護者と密に連携を図る。

　    （特別支援が必要な学生に対しては連絡帳を活用する）

   ②入学生に対しては、１ヶ月の歯科技工トレーニングの中で、学生の特徴をしっかり

      観察し、特別に手がかかる学生の抽出を行う。

   ③学力による退学を防止するため、専任教員による講義を各科目の初回に行い、

      学生の質問を受ける時間を明示する。

   ④ライン、ツイッターによるトラブルを軽減させるため、入学オリエンテーションや

      日常のＨＲで注意喚起をする。

   ⑤学生が抱える悩みについて気付きを持つために、徹底した学生観察を行い、

      些細なことも終礼で情報共有を図る。

＊⑥カリキュラムマップを元にＨＲのネタを準備する。

      担・副担任と教務主任が連携をする。

Ｂ

（１年）退学者１名

　・理由は、目的意識の希薄であった。学校に居場所を作る工夫が足りなかった。

　・クラス目標を活用してモチベーションの向上を図った。

　　個人面談を行い退学の防止に努めた。低学力者には、課題を通じて勉強法を

    指導した。

（２年）退学者１名

　・前年度休学していた学生が復学したが、一度も登校することなく４月に退学

    した。

　・登校指導に手がかかったが、問題学生や低学力者に対して保護者と連絡を

    取った。

　　また、科内で情報共有した結果、全員で対応したので退学防止に繋がった。

　今年度はラインやツイッターによるトラブルは発生していない

同窓会との連携強化 ＊新理事（中川、一志）らと協力して新しい同窓会研修を開催する。 B

12月30日にホームカミングデーを実施し、山田誠専務、中川理事、44期担任の

澤田先生が参加。41～44期までの卒業生31名が集まり、職場での悩み相談や

学年を越えての交流ができた。併せて45周年記念事業の告知と参加を促した。

企業連携授業の充実

   KaVo、イボクラールビバデント、松風と前年同様、協力しながら先端技術について

   授業を構築し、学生の専門性と向上心を養成する。

＊11月に行うデジタルプロセス社とは30年度に連携できるようにする。歯科技工所

   との連携は愛歯と連絡調整する。

B

企業連携授業はモチベーションの向上と専門性を高めるので今後も継続したい。

11月22日に歯科メーカーと授業を実施して、総義歯でのデジタル評価を

行った。学生からは、修正箇所が目で見えるので分かり易いと反応があった。

＊シラバスの改良 28年度刷新したシラバスをクラス運営に反映し、内容の確認と修正を行う。 Ａ

授業時にシラバスを持ち込み、ＧＩＯとＳＢＯｓを伝えながら授業に臨んだ。

内容に関してはその　都度、書き込みながら修正を行ったので、次年度の

シラバスに繁栄する。学生の中には適宜シラバスを確認する様子がみられた。

＊カリキュラムマッピング

   完成

28年度末に作成したカリキュラムマッピングに基づき運営をし、是非の確認を行う。

必要に応じて加筆・修正を重ねて29年度に完成を目指す。
B

夏期・冬期教職員研修の時間を利用して作成した。グループワークで、

討議しながら完成させた。

＊アクティブラーニング

   の導入

28年度末に歯科理工学実習で導入したアクティブラーニングを他科目にも反映する。

（できる科目とできない科目の選別も兼ねる）
B

歯冠修復技工学応用講義内でグループワーク形式を試した。教務主任

立ち会いで意見をもらい改善点を見つけた。今後は、他の教科に広げる。

＊インストラクショナル授業
シラバスに基づいて、インストラクショナル授業を実施する。SBOsが適正か、GIOの

不足がないか29年度実施の中で確認をする。
B

シラバスを用いて授業を行い、GIO、SBOsの見直しを図った。

次年度シラバスに反映したい。

＊非常勤講師との

　 連携を強化

   (到達度確認試験)

＊前年度、点数改善に繋がった科目にならい、非常勤講師講義終了時に到達度

   確認試験を導入し学力の向上を目指す。
B

46期生（１年）到達度確認試験を９科目（54回分）実施した。年間成績では、

欠点者数が７名（今年度29％　前年度41％）で昨年度より減少した。

45期生（２年）到達度確認試験を４科目（30回分）実施した。年間成績では、

欠点者数が８名（今年度26％　昨年度35％）で昨年度より減少した。

到達度確認試験を行うことで授業の重要点が理解しやすく、復習もしやすく

なった。

＊５Sの行動を具体的にして、カリキュラムマップで年間の到達段階を明示して

   担任・副担任を中心に協力して指導する。

ＨＲや授業時間を利用して５Ｓの大切さを臨床現場と絡めた指導をした。また、

週末に引き出しの中を整理、整頓する時間を設け、継続的に指導を行った。

清掃に関しては担任、副担任だけでなく、定期的に教務主任が確認を行い

指導にあたった。

身だしなみや挨拶に関しても、その都度注意を行い全教員で指導にあたった。

＊教育課程編成委員会で求められた歯形彫刻の技術の錬磨のため、教員自ら技術

   の研鑽をする。また、学生の技術指導の割合を過去の状態に戻す。

・学生が歯型彫刻に苦手意識をもたないように、途中まで彫ったステップ模型を

  製作した。実習に関しても、ほぼ毎週授業とは別に週末課題を出し、技術

   トレーニングの量を増やした。

・４～６月まで毎週月曜と水曜日に放課後彫刻学習の時間を設け練習の

 習慣化を図った。

 また、前期と12月からは週末に彫刻の課題を出し、練習量の増加を図った。

＊人格教育と専門教育 Ｂ

②カリキュ

　 ラム

①目標 Ｂ

B

②カリキュラムについて自己評点の変更なし

・企業連携授業は良くできているのではないか。

→企業との連携は出来ていますが、まだ技工所との連携が

　 不十分なのでBにしている。



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

前年度に効果があった、見学前に学校でストレッチ体操を行い、貧血転倒を無くす。

学生グループのリーダーを中心に、グループワークを進行する。

教員はリーダー学生を通じて学生へ伝達を行い、グループのチームワークを高める。

教員はグループワークのコーディネーターとして、リーダーに必要な知識を伝達する。

挨拶や掃除だけでなく、ワックスアップなどの作業時間を自ら把握して作業するような

姿勢などが、インターンシップ時にできるように日頃から意識付けをして習慣化する。

前年度より教員の意識を更に向上させ、学生対応の温度差をなくすように研鑽に励む。

前年度に引き続き、施設数を１名の学生が２件の施設に訪問できるように計画をする。

九大見学時のグループ毎に、まとめをさせ、更なる成長につなげる。

早期模擬試験（4月10日）の結果から低学力者を抽出し、低学力層には集団で

履修不足の内容について対応を図る。

国試対策では出題基準に基づき、教員毎に担当を決めて講義を行い、

講義後に確認試験を実施して　学力の向上を図った。全教員で対応した

結果大きく学力が向上した。

＊クラス単位で週末課題（教本のまとめ）を行い、その到達度を確認して、学力の

   再確認および定着を図る。

特に苦手とする科目（理工学、口腔解剖）は週末課題を行ったが、その後の

フィードバックに至らなかった為、昨年以上の結果に結びつけることが

できなかった。

   国家試験の出題対象である歯型彫刻の苦手意識を克服するため、放課後の

   練習時間を設定する。

＊週末課題毎週１本の義務を設定する。

2年　週末課題を毎週1本夏休み前と12月以降は行うことができていたが、

       習慣づけて行う事ができ　なかった。単純に忘れていたり、就職活動や

       定期試験を優先させたことで当初の目標どおりになら　なかった。

1年　彫刻の苦手意識を克服するため、年間合計20本の彫刻を週末課題として

       実施した。昨年よりは　苦手意識をもった学生は少ないように感じる。

前年度の国家試験問題の識別指数や正答率を元に、分野毎の出題予測と

オリジナル問題を作成する。

前年度の国家試験問題と国家試験対策模擬試験①～⑩（800問）の正答率と

識別指数を抽出して出題予測し、そのデータをもとに国家試験対策模擬試験

⑪～⑯オリジナル問題（480問）を作成した。

⑤資格取得 ビジネス能力検定３級
就活と関連づけて、授業の進行と平行しながら、身嗜み、電話スキル、履歴書の　記入など学

生と確認を行う。
Ｂ Ｂ

30名受験中23名が合格、7名は不合格となった。練習問題を増やすなどの

対策が必要である。

⑤資格取得について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

学生指導のガイドライン作成

過去に発生したトラブルを元に、対応した経緯や状態について記録を作成する。

　指導における表現の仕方や学生との関係などについては、教務会議や終礼の中で　再確認

をする。

B

昨年度の怪我を踏まえて、危険を伴う実習は複数教員で対応することや、

機材の取り扱いに注意することで、大きな怪我はなかった。

終礼で学生状況を報告することで、教員間での情報を共有した。

＊客観試験問題

　 (四肢択一問題)

　 作成のスキルアップ

一人につき週に１問目標として年間50問（４人で200問）のオリジナル問題を

作成する中で、客観試験問題作成スキルの研鑽を行う。

教務主任は問題のブラッシュアップを通じて、作問スキルの指導する。

Ａ
4人で年間905問のオリジナル問題を作成した。教務主任が問題のブラッシュ

アップをして、教員の作問スキルの研鑽に努めた。

８月21～24日（予定）で本校を会場として全技協研修会が２種開催されるので、

準備と参加を行う。

福専各の研修会にも、受講していない教員を優先して受講する。

校内外部研修会誘致と参加

前年度同様、校内外部研修会で学校ＰＲを行う。研修毎にリーフを配布し、

業界からの学生募集につなげる。

学生や教員の聴講をお願いし、専門的な知識の修得につとめる。

Ａ
校内外部研修の歯科技工士から紹介を受け新入生の募集2名に繋がった。

河原先生総義歯コースを受講していた歯科医院に就職が決まった。

＊職業実践専門課程臨床研修
歯科医院で総義歯技工のノウハウを勉強出来るように受入先を探し、臨床研修を行う。

（中川歯科医院、森歯科医院に打診予定）
B 3/28 なかがわ歯科医院臨床研修　：　松山教員

④国試対策について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

③九大病院

　見学・イン

　ターンシッ

　プ

九大病院見学 Ａ

Ａ

体調不良もなく無事に見学を終えることができた。

各班ともリーダーを中心にまとまったグループワークができた。

プレゼンテーションや発表会も情報リテラシーの授業やコミュニケーション学の

授業と繋げることができ理解しやすい内容となった。

また、歯科医療について知識を深めることができた。

③九大病院見学・インターンシップについて、自己評点の

　 変更なし

・インターンシップの発表会に初めて保護者を呼ぶことで、

 学生の意識は変わったか。

→保護者にこういうことをしているのか、と思っていただけ

　 たようです。学生も恥ずかしがりながら、誇らしい表情も

   していました。

・保護者にとっても良いことなので、是非今後も続けて欲し

　い。

インターンシップ Ａ

新規訪問先として歯科技工所を３件加えて、計24件の訪問先を準備した。

インターンシップ報告会では、初めて保護者参加による報告会を実施した。

保護者の参加が8名あり、学内での学習成果を見てもらうことができた。

参加者は大分、長崎、熊本など遠方からの参加も見られた。

（企業7件　12名参加）

④国試対策
学説・実地試験対策

Ｂ Ｂ

⑥教職員研

　 修・学会
A

⑥教職員研修・学会について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

全国歯科技工士教育協議会

主催の各種研修会

福岡県専門学校各種学校

協会主催の各種研修会

学会

Ａ

　①全技協の専任教員講習会Ⅱに参加。（山田教務主任・石橋・松山）

　②全技協の実技研修会Ⅰに参加。（山田教務主任・石橋・松山）

　③下関歯科技工専門学校の実技評価を担当。（矢野）

　④大分歯科技術専門学校の実技評価を担当。（石橋）

　⑤九州医療専門学校の実技評価を担当。（松山）

　⑥山田教務主任が歯科技工士試験委員の2期1年を終了した。



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

レクリエーション

クラス内の交流、学年を超えた交流、学内では得られない経験、年度当初の目標

（クラス目標、個人目標）確認などを目的に実施。　また、目標は定期的に（月１）

見直し、修正作業をする事に意味を持たせる。→　カリキュラムマップに基づく。

Ａ

粕屋ドームでフラフープゲームを行った。ゲームを通して、コミュニケーション能力

とチームワークの大切さを得た。1，2年生との縦の交流を得ることができた。

今後は、女子学生が増加しているので、運動以外の内容を検討する。

⑦科の行事について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

研修旅行(台北予定)

国際歯科技工学会（５月）に参加予定。学生自身の将来像を意識付けし、就業意識の

養成を行う。歯形彫刻大会に代表者３名がエントリー済。

また、それまで培った基本的生活習慣を研修旅行を通じて確認する。

Ａ
5/26～28に実施（台北）

第6回国際歯科技工学会参加、九份、中生記念堂、故宮博物院、台北市内散策

体験入学・学校見学会の充実 上記　入学定員充足率100％以上に記載。 Ａ 入学定員充足率100％（34名）達成。

釜山カトリック大学との新展開
８月上旬に短期受入の予定。若干の政治情勢が不安だが、

前年度先方とは打合せ済。
Ａ

（釜山）教授1名　学生9名（本校）校長、副校長、教務主任、専任教員、学生9名

初日　ウェルカムパーティー　 2～3日　e-maxクラウン実習

        今年度はiPhoneの翻訳機能アプリ等を利用して、前回よりもより深い

        交流を得ることができた。

⑧就職 個性に応じた就職指導

学生にとって離職しやすい就職先へは就職斡旋を行わず、５年先に結果が出せる

ような企業へ学生を促す。　卒業生の離職者には、辞めた理由をアンケートし、

再就職を促す。　同窓会の卒後研修でも悩み相談を行い、継続的に歯科技工士を

続ける人材発掘の拠点を構築する。

B B

離職の少ない企業や県外への就職を促した。

福岡県21名、佐賀県1名、沖縄1名、広島1名、大阪1名、神奈川2名、群馬1名

決定28名　未決定2名 (30年5月現在 就職希望者は全員決定。未就職者1名)

⑧就職について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

⑨その他 ライフワークバランスの推進
みんなで協力し、業務負担を分散して負担過重を軽減する。また、28年度と同水準で

振休・有休の取得を行う。
Ｂ Ｂ

休日の業務に対して、教員毎で均等になるように計画し、振休、有休の

取得推進に努めた。

⑨その他について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

⑦科の行事 Ａ



  平成29年度　学校自己評価　および学校関係者評価結果　（　歯科衛生士科　）　４段階評価（　A：達成できた　B：ほぼ達成できた　C：あまり達成できなかった　D:達成できなかった　）

評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価

・国家試験１００％合格

現在のスタイルである1年次の科目別対策(主に主要三科)、2年次の過去問題による模擬試験

を実施。3年次は12月からの国家試験対策に対する学生の取り組みを主体性のあるものにし、

冬期休業中の自己学習が効果的なものとする。それにより1月、2月の対策講義での習熟度を

上げ、全員合格に繋げる。

A

国家試験結果　52名受験52名合格　合格率100％（97.9％）　全国平均96.1％

3月16日(金)1･2年生が同一問題の校内模擬試験を実施。132点の合格点内に2年生

10名(6名)、1年生は4名(5名）が入っていた。

平均は1年生95.7点（105.5点）、2年生114.7点(107.8点）で、昨年より1年生は平均点

で10点下回り、2年生は7点上回る結果であった。今後も国家試験に向けて各学年、気

を抜かず取り組みたい。

3年生に対しての取り組みは例年通りではあるが、平成29年度より国家試験出題基準

が改訂されたため昨年度の反省を基に内容を強化した。

・2年次の模擬試験成績不振者を九州大学病院臨床実習終了後登校させ、補講、課題

による基礎知識の復習。

・冬期休業中の自己学習スケジュールの管理対策やそのための学習用課題。

・1月からの専任教員による対策講義と補講の見直し。

・5回の業者模試、15回の校内模擬試験の実施。

・1月からほぼ毎日、担任による補講後の成績不振者対応、自己学習の監督の実施。

※(　)内の数字は昨年度の点数

・遅刻、欠席者の減少。

学生指導委員会より掲げられた、8:45分更衣室退出へ向けた働きかけを科で検討し実践す

る。それにより教室への駆け込み入室なしの状態を理想とする。またこれまで通り遅刻、欠席

者へは指導、補習を行い各学年とも月平均の遅刻、欠席者の１５％以下を目指す。

Ｂ

【遅刻・欠席年間月平均】1年生14.4％(12.5％)、2年生13.2％(24.2％)、3年生22.9％

(35.7％)HR遅刻：1年生4.5％(0.6％)、2年生0.8％(2.4％)、3年生2.9％(2.5％)という結

果であった。

今年度は1･2年生ともに目標値に達することができた。3年生は九州大学実習中の６月

と歯科診療所臨床実習中の10月に体調不良者が多く出たことが目標達成に至らなかっ

たと思われるが、昨年と比較するとかなり良い出席率である。HR遅刻は例年の事では

あるが寝坊によるものが多く、ほぼ同じ学生であることから生活習慣を見直す指導や個

別指導を例年通り実施していくが内容を検討し強化して行きたいと思う。

※(　)内の数字は昨年度の平均

・全員就職

国家試験合格ラインの早期到達を対策講義や補講により目指し、早期より活動が開始できる

ようにする。また、見学後の聞き取りを十分に行い学生の性格等をふまえた就職活動の支援を

行う。

Ｂ

→

Ａ

【求人件数・求人者数】

3/23現在：652件／1086名（598件／1021名　※H29年3/28）

内定者　47/52名　　未定の5名は活動中。　　　(30年6月現在全員就職済)

※2名：福岡医療短期大学歯科衛生学科専攻科へ進学

※(　)内の数字は昨年度の実績

・退学者の減少

毎日の挨拶運動や、日常の関わりの中での変化を見逃さないようにし、情報は教員全員で共

有する。また、近年精神的に情緒不安定な学生がいることから、保護者との連携も密に取り長

期欠席や退学を防ぐ。定期的な面談(1年生は5～6月頃と各期末試験の成績面談、2,3年生は

各期末試験の成績面談）以外にも、学習や私的な問題を抱える学生に適宜面談を実施する。

A

今年度、各学年１名の退学者も出すことなく卒業・進級することができた。

1年生は入学すぐからの友人関係で問題が大きくなりそうではあったが、担任、副担任

が早期に本人、保護者、関係学生への対応を行い、今のところは収まっている。近年、

精神的にもろい学生や友人関係から情緒不安定になる学生が多く、成績だけではない

フォローも必要なため、教員全員による学生の情報共有を今後とも継続していく。

・募集対策内容の充実

SAと教員が一体となって魅力的な学校の雰囲気作りを行い他校との差別化を図る。実施内容

も参加者が興味を持ち「学びたい」と思う内容であるか再考し改善を行った。また、保護者への

積極的な対応により安心できる教育体制であることを教員はアピールし、本人、保護者双方の

意志からの出願に繋げる。今年度は再び出願者率60％目指す。出前授業等でも体験入学参

加や出願に繋がるように取り組み、指定校や推薦入試で定員が大半を占めるように働きかけ

る。

A

今年度もSA(Student assistant)、教員一丸となって「出願率60％以上を目指す」との目

標を掲げ臨んだ。実施内容はこれまでと同じ10種類で、内容を高校生向けにリニュー

アルした。昨年度は参加者数が多くなった場合は内容を変更したり、複数回参加するこ

とでの特典を準備しリピーターの参加を募る工夫を行ったが、今年度は内容はもとよ

り、「女子」の特性を活かしたお土産の工夫を行った。結果的には出願率57％(51％)で

目標には達する事はできなかったが、一般B入試までで定員を1割増す入学生を確保

できたことは福岡県内8校のうち6校が定員確保に苦戦している状況から見て大きな結

果であると思う。

※(　)内の数字は昨年度の数値

・シラバスの充実とカリキュ

ラムマップの作成

今年度より記載した主要三科シラバスのGIO(一般目標)、SBOs(行動目標）の振り返りを行い、

改善を図る。カリキュラムマップについても検討し、改善点があれば見直しを行う。
Ａ

シラバスに載せているカリキュラムマップを始業時に説明を行い、現在地点の確認と到

達点の確認、授業目的、学習成果の確認を行った。専任教員担当科目へGIO(一般目

標)、SBOs(行動目標）を記載することで、各授業毎の学習成果の向上を図った。

・アクティブラーニングを活

用した授業の導入

学生の能動的な学びを促し、歯科衛生士としてまた、社会人としての汎用的能力の育成を図

る。
Ｂ

学内実習や臨地実習の事前授業で実施。学びにばらつきがでないよう、また雑談にな

らないように適宜注意を促し、学生一人一人が主体的かつ協動的に学ぶように心がけ

た。受け身の学習ではなく、個々が何をすべきか良く把握できているため、実習へ取り

組む意欲的な姿勢や臨機応変な対応も十分できたと感じた。

・学習目標、到達目標の明確化

した授業の設計(インストラク

ショナルデザイン)の再考

シラバスに記載したGIO(一般目標)、SBOs(行動目標）を十分に活用し授業毎に学生に認識さ

せ、これまで以上に学習効果のある授業を展開する。
Ｂ

授業展開に必要な授業案の作成については、全教員実施している。そこに挙げている

GIOに到達するためのSBOsを、授業資料に明記し到達できたか自己評価を行わせ学

習効果の把握を行っている。

・授業目標に到達できない学

生へのフォロー

放課後を利用した補講を実施し講義、実習の理解や技術習得不足による成績不振やそれに伴

う目的意識の低下を防ぐ。
Ｂ

各学年において、学生からの申し出や授業担当や担任、副担任が声掛けし、実技試験

前後や必要時に補習を実施した。特に、OSCE事前事後の実技指導、定期試験、再試

験前後は成績不振者の対応をおこなった。

・専任教員授業アンケートの

実施

学生の学習効果の向上と授業改善、それによる学生の学校満足度の向上のための資料として

の活用を検討する。
B

各教員前期、後期で担当教科で実施。また、臨地・臨床実習終了後にも実施した。学習

効果の向上と授業改善のための指標として活用中。

Ｂ

自己評点

①目標 Ａ

①目標　全員就職の自己評点を ＢからＡに変更する。

・全員就職は、今の時点で全員就職出来ているのだから

　Ａでよいのではないか。

②カリキュ

　 ラム



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

・人格教育と専門教育の充

実
女性として、また医療専門職として幅広い見識や目的意識向上に繋がる、研修等を導入する。 B

1年生：

・11/1(水) 食育セミナー研修　福岡市食生活改善推進委員協議会

・12/2(土）歯科衛生士の重要性について　卒業生による院内勉強会の紹介　第35期

生

・H30.3/1(木)人権セミナー：NPO法人 キャンサーサポート宮部治恵先生 山本美裕紀

先生

・H30.3/5(月)モリタ バキュームセミナー

・H30.3/15(木) 「安心感のある自然な笑顔の作り方」講演すえながひとみ先生

2年生：

・H30.1/19(金)シャープニングセミナー

・H30.2/14(水) ホワイトニングセミナー

・H30.3/1(木)  デンチャーケアセミナー

3年生：

・就職セミナー

・「教育課程編成委員会」と

の連携

委員の方々からのご意見と教育内容を検討し、現状をふまえた専門性の高い教育の実施を目

指す。また、専門的口腔のケアについては、平成28年度の実績を基に評価いただきさらなる内

容の充実を図る。

A

→

Ｂ

平成2９年4月1２日(木)日本口腔ケア学会認定資格試験５級試験実施　５２名受験、４９

名合格で３名不合格という結果となった。(４６/４８名　２名不合格)

今年度は対策問題集も教材として購入したが、全員合格とならなかった。春期休業中

の取り組みも再考する必要があると思われる。実施内容については高齢者福祉施設

での「口腔アセスメント」からの口腔ケア実施について、昨年度以上に施設の理解が得

られ施設方の協力と専任の巡回時を利用して行う事ができた。

※(　)内の数字は昨年度の数値

・臨床実習における知識・技

術の向上

OSCEの合格で自信を付けて臨ませる。2年生は1回目の評価を基に、2回目の実習評価が向

上するようフィードバックを実施する。3年生は歯科衛生業務において歯科衛生過程を活用す

る力を付ける。1年生は臨床実習の意味等の事前説明や臨床実習対策実習の時間を増やし、

事故防止や実習の充実を図る。

Ｂ

【実習評価平均】1年生：41.1点(42.4)・2年生：87点(80.6)　・3年生：86点(85.6)

【器物破損】・1年生：0件、2年生：0件、3年生：0件

【アクシデント】・0件

【インシデント】・1年生：0件、2年生：1件、3年生：0件

今年度は器物破損、アクシデントもなく安定した実習を行うことができた。2年生のイン

シデント1件は、器材を薬液に浸けてしまったものであるが、故障や不具合もおきず実

習場の厚意で賠償も無くて済んだ。1年生は事前指導の時間を十分に活用し、実習目

的や到達目標の確認、実習時に想定できる問題を設定したグループワーク等を行っ

た。2年生はOSCEの取り組み、1回目の評価をもとに面談によるフィードバック、苦手実

技の補習を実施したことも効果的で昨年度に比べ評価が向上した。3年生は実習の事

前指導として「診療室における社会人としてのマナー」について指導を行い臨んだ。ま

た、歯科衛生過程のレポート発表会は12/19(火)に行い、11名の指導者に出席いただ

きプレゼン内容や質疑応答時の学生態度について好評価を頂いた。

※(　)内の数字は昨年度の点数

・事前実技試験（OSCE）の

充実

臨床実習後の学生評価をもとに内容の検討を行い、臨床実習で実践できる内容に近づける。

学生は合格することで自信を持ち落ち着いて実習に臨み、知識や技術の向上に繋げる。また、

学生全体の知識や技術の差を小さくし評価のばらつきや事故防止を目指す。

Ａ

今年度も臨床実習で求められる実践的な内容を協議し、臨床現場であり得る条件を設

定した問題や、取り扱いの手順や使用後の処理に注意を要する合着剤を導入する等

学生が安心と自信を持って実習に臨めるように改善を行った。5Stの合計で不合格にな

る者はいなかったが、各Stでの不合格者それぞれ1～7名は、翌日の各ステーションの

試験官によるフィードバック後再試験を行い全員合格した。

・３年生の国家試験対策講

義、補講、補習の取り組み

非常勤講師の対策講義のフォローを含めた専任教員による補講の強化。冬期休業を利用した

効果的な自己学習の取り組みの働きかけを行う。
A

平成29年度より国家試験出題基準が改訂されたため、学生一人一人出題基準の確認

を行わせた。また、専任教員の補講も非常勤講師の内容、専任間の内容も確認し網羅

できるように取り組んだ。模擬試験後、補講終了後も決められた時間は全員で自己学

習を行い、その後を模擬試験の点数により自己学習の時間として取り組ませた。

・個人データの分析による

科目別対策の実施

現在活用している業者ソフトによるマークシート採点で個人データの分析を行い苦手科目の強

化を図る。
Ａ

定期的に業者ソフトによる個人データの分析を行い、苦手科目を把握し強化し必要に

応じて課題を与えた。

・国家試験合格に向けたシ

ステム作りの構築

1年次から国家試験を意識したシステムを構築する。1年次は動機付け的な試験の実施と教員

による補講、2年次は基礎科目の反復学習を含めた模擬試験と教員による補講、3年次は業者

による全国模擬試験、十数回実施する校内模擬試験、非常勤講師による対策講義、教員によ

る補講を行う。また、国家試験対策時に不安な学生は1年次の成績不振者でもあることから、早

めの対策を検討する。

Ｂ

例年通り、1年次は専任の授業の内容に沿って出題し国家試験を意識させると共に、

夏期や冬期休業中の課題として誤った問題のやり直しの提出、２年次では3回の模擬

試験の実施後に誤った問題のやり直しを行っている。各学年とも基礎科目の知識が薄

くならないよう取り組んでいる。3年次では、業者による全国模擬試験、15回の校内模

擬試験、非常勤講師による対策講義、教員による補習の実施。模擬試験の目標点を

掲げ達しない場合は補習終了後も自己学習の時間とした。

②カリキュ

　ラム
Ｂ

④国試対策について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

④国試対策 Ａ

③臨床実

習・病院見

学・インター

ンシップ

Ｂ

③臨床実習・病院見学・インターンシップについては、自己

　 評点の変更なし。

・臨床実習で、レポート発表会の実習指導者11名出席と

　いうのは多い方か。

→実習施設数からすると少ないような気もしますが、学校の

　 都合で歯科の診療時間中に設定しているので、やむを

　 得ない人数ではないかと思う。

・学生に緊張感を持たせるためにも来てもらった方がいい

　ので、開催日時の設定を少し考えてもらいたい。

②カリキュラム「教育課程編成委員会」との連携は、ＡからＢ

　 に変更する。

→「教育課程編成委員会」との連携は、昨年Ａをつけたが、

　今年は日本口腔ケア学会認定試験５級で３名不合格を

　出したのにＡというわけにはいかないのでＢに引き下げる。

・人格教育と専門教育の充実はＢだが、前年度はどうでした

　か。

→29年度の新設項目です。食育セミナー研修では、食事と

　 栄養について学びながら、食進会の皆さんと一緒にバラ

   ンスの良い食事を作ったりしている。

・食育に関する研修は大変よいこと。学生はちゃんと朝ご飯

　を食べてきているのか。

→学生は食べてきていると言うが、菓子パンなどですませて

　 いる学生が多いのではないか。

・歯科衛生士の仕事に就いてからは、まず自分が健康で

　なくては勤まらない。そのうえで、患者さんの立場になって

　考えられる歯科衛生士になってもらいたい。

→口腔ケアでは、３日間ですが高齢者施設に伺ってお話を

　 する機会を設けている。

・高齢者とコミュニケーションをとる能力は今後益々必要に



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

⑤資格取得
・秘書検定3級全員合格、２

級合格率UP
３級合格：１年次１００％、２級合格：８０％台を目指す。 Ｂ Ｂ

3級 全国合格率72.9％(69.1％)　本校合格率97.9％(96.2％)

2級 全国合格率57.6％(61.6％）　本校合格率85.2％(64.7％)

3級は1名不合格であったが秋に行われた試験を受験し合格することができた。2級は

全国平均を大きく上回る結果となり、6年連続、公益法人実務技能検定協会より実務

技能検定協会団体優秀賞校として賞状と盾をいただいた。

⑤資格取得について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

・該当研修への積極的参加

職業実践専門課程の認定校でもあることを意識し、指導者としてのスキルアップを図る。専任

教員研修や業界団体の研修、臨床研修へ積極的に参加し、最新の情報や技術の習得に心が

ける。

Ａ

・7/31(月)～8/4(金) 専任教員講習会Ⅱ(岐阜)：加藤

・8/1(火)～3(木)福専各研修(博多バスターミナル)：牟田

・8/4(金)福岡県歯科衛生士専任教員研修(天神)：小村、牧原、牟田

・8/21(月)～25(金) 専任教員講習会Ⅳ(東京)：牧原

・8/25（金）FFG研修(天神)：大峰

・11/18(土) 専任教員特別講習会Ⅴ(大阪)：植木

・11/18(土)、19(日)専任教員講習会Ⅴ(大阪)：牧原

・11/23(木)お口のサポート講習会(天神)：牟田

・11/25(土)第8回日本歯科衛生教育学会専任教員講習会Ⅵ(大阪)：大峰

・11/25(土)、26(日)第8回日本歯科衛生教育学会講習会Ⅵ･学術大会：小村

・12/12(火),13(水) 福専各研修(福岡バスターミナル)：牧原

・H30.1/27(土)、28(日)歯科衛生士復職支援研修会(天神)：加藤

★10月～12月 火、金　九州大学病院臨床研修：牧原

・平成30年度の歯科衛生教

育学会発表準備へ着手
演題の選定、準備等、H30年発表に向けて取り組む。 Ｃ

外部の協力体制は得ることができたが、演題等の選定、準備には取りかかれなかっ

た。

・ファシリテーションスキルの

習得

アクティブラーニングを実施する上で不可欠なファシリテーションスキルの習得に積極的に取り

組み効果的な授業を展開する。
B 外部研修で得た方策について、伝達研修を行ったがまだまだであるため、継続課題。

・レクリエーションによる交流 クラス内交流、学年を超えた交流を図り科の結束を強める Ａ

5月2日(火）東市民体育館で1,2年生対抗や混合のドッジボール大会を実施。本年度は

1・2年生の合同実習前に行う事ができた。1年生対2年生の対決でも容赦なくゲームす

ることができ、熱い戦いが行われた。終了後の懇親会では軽食を食べながら、良い雰

囲気での歓談と交流が見受けられた。

・１・２年生合同実習による

交流

１年生はこれからの学びの目標として、２年生はこれまでの1年間の知識・技術の確認と先輩と

しての自覚を持てるようにする。実施内容も検討し、各学年の教育的効果にも考慮する。
Ａ

第1回目5月10日（水)終日、第2回目5月31日(水)半日で実施。レクレーション後であっ

たため、2年生が上手にコミュニケーションをとり1年生も安心した雰囲気で実習に臨ん

でいた。1年生の感想では2年生への尊敬とこれからの学習への期待があった。患者と

しての意見も率直に記入してくれたものもあり担当学生や指導にあたる教員も再考する

良い機会となっている。

・福岡県歯科衛生士連絡教

育協議会

協議会では教育や募集対策の参考となるよう他校の取り組みや歯科衛生士の動向について

等の積極的な情報収集に努める。また、専任教員研修では他校の教員との良好な関係を築

き、情報交換やネットワーク作りにも努める。

Ｂ

8月4日(金）福岡歯科衛生専門学校が当番校として実施。協議会では理事会報告、学

生の個人情報の取り扱い等について参加校の情報交換を行った。専任教員研修では

日本歯科衛生士会常務理事、福岡県歯科衛生会専務理事の久保山裕子先生による

「今、歯科衛生士に求められること～日本歯科衛生士会の取り組み～」の演題で講演

が行われ、現場のニーズと歯科衛生士会の動きを知る事で教育機関の役割を考える

ことができた。

・臨床実習事前、事後懇談

会

実習指導者に臨床実習の位置づけを理解していただき、学生が歯科衛生士となるための学び

を得られる実習実施を目指すこと。また、実習指導者と学校・教員が臨床実習での問題点や改

善点等の意見交換や情報交換を活発に行い、実習目的の共通理解を図るとともに良好な関係

を保つことを目的として実施する

Ａ

9/2(土)本校多目的ホールにて事前懇談会実施。実習施設33施設の内21施設35名の

指導者の方々に出席頂いた。事前に実習施設から頂いていた協議事項に対し回答を

行い、実習に対しての問題点の改善を図った。

事後懇談会は平成30年1/20(土）福岡リーセントホテルで実施した。年始の多忙時期

のためか当日2施設2名の欠席があり7施設12名の指導者の出席となった。今年度は

保護者にご協力頂いている総合実習の様子を動画で上映し、授業と実習の関連性と

学校の取り組みを知って頂いた。また、懇親会では参加者の方々に「こだわっているこ

と・・・」等の内容で一言コメントを頂き大いに盛り上がり、懇親を深めることができた。

・登院式
実施後の振り返りを行い、改善点について内容を検討する。常に、１年生が2年次の目標とな

るように、また２年生は臨床実習に臨むという緊張感のある式典を実施する。
Ａ

9月15日(金)実施。前期末試験で少ない練習時間を効率良く活用して動作や所作の指

導を徹底して行った。今年度もLED内蔵で色とりどりに光るキャンドルをメインキャンド

ルに用いて式典に華を添える演出にも心がけた。また、出席した1年生にも先輩を敬う

気持ちと「来年は自分たちが主役」の意識を持った姿勢で臨むよう事前指導を行ったこ

とで、1年生の態度も褒めて頂く事ができた。

・研修旅行
臨床実習の間でもあるため学生の目的意識の向上や視野の改革になるもの、また、2年次での

実施に意義を持たせる内容を業者の協力を得ながら早期より企画する。
Ａ

近畿日本ツーリストの添乗で10月18日(水）～20日(金)の2泊3日で関東への研修旅行

を実施。企業施設見学・実習、テーブルマナーを学ぶ船上ランチクルーズは専門分野

や一般教養の習得として研修旅行の重要な内容となっている。今年度のカリスマ美容

家はファッションモデル、デザイナーで現在もファッション雑誌で活躍されている「有村

実樹」先生。幸せ美人になる方法「今の自分と未来の自分」というテーマで実施。美しさ

だけでなく学生一人一人に丁寧に対応して頂く事ができて学生の満足度も高かった。

Ａ

⑦科の行事について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

⑥教員研

修・学会等
Ｂ

⑥教職員研修・学会等について、自己評点の変更なし

・唯一のＣの項目の⑥学会発表は、３０年度是非達成して

　もらいたい。

⑦科の行事



評価項目 具体的方策 自己評価　(成果と課題) 学校関係者評価自己評点

⑧就職 ・第一希望先への就職

挨拶、返事、笑顔など新人として求められる人材の育成に、朝の挨拶や教員との対応時などの

日々の学校生活の中から身につけられるように取り組み、面接時に自信を持った態度で臨める

ように指導する。また、1年次から学生の個性を多面的に評価し就職活動等で不利になりそうな

要素がある場合は、指導改善を行っていく。

Ａ Ａ

就職セミナーを9月7日(木）ハーモニックの林先生、12月8日（金)福岡県若者しごとサ

ポートセンター青野先生で実施。青野先生の講義では、今年度も自己PRについて実

践的にご指導頂いた。また、副校長より模擬面接をして頂き、内定に繋がる学生も多

かった。ほぼ、第一希望先への就職内定を頂く事ができたが複数見学に行き、決めか

ねる学生や保護者の意見を重要視する学生も多く「自分の意見や意志」、「希望」を持

つようなキャリアデザインを1年次から意識させる事も必要だと感じた。

⑧就職について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。

⑨その他
・ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進

過重になりそうな業務は早い段階から取り組めるよう働きかけを行う。担任は副担任と連携を

とり円滑な業務の運営を指す。また、教務主任は進捗状況の確認を密に行い、状況によっては

振り分けによるタイムマネジメントを行い時間外労働の軽減を図る。

Ｂ Ｂ

昨年度から取り組んでいる「業務の見える化」と合わせて業務終了時間の可視化を実

践した。また、出勤、退勤時間のシステム化以前の4月から8月までは退勤時間から残

業時間を集計しそれぞれの残業時間数の確認を行った。それにより、優先順位を重視

した業務の展開、ムダや手のかけすぎをせず、早めの業務終了を心がけてもらうこと

ができたように思う。学年や時期による業務の負荷の軽減は厳しい状況ではあるが、

就労時間の管理について問われている以上実践できるよう取り組んで行きたい。

⑨その他について、自己評点の変更なし

・適切な対応が図られていると認められる。
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