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学校関係者評価結果報告

学校関係者評価

―学校関係者評価委員会―

さいたま市立高等看護学院、学校関係者評価委員会は「令和２年度学校運営評価」の評価結果に基づいて学校関係

者評価を令和３年２月２５日に実施いたしました。

１ 学校関係者評価委員

氏  名 所  属

１ 大野 亜紀 保護者

２ 川上 千津子 卒業生

３ 泉  文子 外部講師

４ 小山内 富士子 実習先：大宮共立病院看護部長

５ 石井 素子 実習先：保健福祉局市立病院 看護部副看護部長

６ 越田 歩 実習先：保健福祉局市立病院 病院経営部病院総務課長

２ 学校関係者評価

カテゴリー 自己評価点 学校関係者評価委員の意見

Ⅰ 教育理念・目標
3.6 

学生に教育理念・教育目標や目標をすべての部屋に掲示し、浸透さ

せる努力はしている。学生便覧に記載したことや各教室に張り出し

たことで学生にも分かりやすくなったのではないか。2022 年のカ

リキュラム改正に向けて教育の理念や目標についても検討が始めら

れている。中間評価の見直しを行い、課題を明確にしていることは

良いことであり、今後も継続をして欲しい。昨年度より評価は 0.1 
上がっているがもう少し評価を上げてもよかったのではないだろう

か。

Ⅱ 学校運営
3.6 

昨年度より自己評価が 0.1 上がっている。教職員会議で組織目標に

ついて周知をするなど教職員が目標の共有が行われている。中間評

価で改善点を見出して、問題解決に向けて努力をしている。進歩、

変化を加えて実施していることがよいのではないか。将来構想につ

いては、さいたま市に貢献できる人材の確保という点で努力してい

ただきたい。

Ⅲ 教育課程・教育活動 3.7 

教育内容のマトリックスの見直しは、何をどこで教えるのかをきち

んと整理するために必要だと考える。新カリキュラムに向けてぜひ、

見直しをして欲しい。今年度は新型コロナウイルス感染に伴い、学

校も６月から開始となり実習や授業等影響があったと思うが工夫を

しながら教育活動がされていて良かったと思う。実習については学

校側だけでは解決できない問題もあり、病院側の教育についても考

えさせられる１年であった。

今年度から担任制をとりアドバイザーと連携して学生支援をするこ

とは効果的だったと考える。
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Ⅳ 学生の募集と受け入れ 3.7 

入試委員会を立ち上げ、学生募集について定員を割らないように努

力はされている。子どもの数が減少しているため受験者数も減少し

ていると考えるが評価にもある様、学生確保に向けての対策を取ら

れることが必要と考える。コロナ禍の中で感染予防に努めながらモ

デル人形などを使用して、学校説明会を実施できたことは良かった

と考える。また、高校の先生との懇談会は受験生の状況をつかむた

めにも有効だったと考える。評価点としては 0.1上げてもよかった

のではないか。高校の先生方にも学校の魅力をもっと伝えていって

ほしい。

Ⅴ 卒業・就職
3.8 

昨年度より評価点が 0.1 上がっている。国家試験対策については教

員が一丸となって取り組めていたことがわかる。成績の低迷者への

フォローだけでなく、各学生にアドバイザーや担任から学習や生活

指導が行われる点は評価できる。教員間での情報共有をして引き続

き、学生支援に努めてほしい。学生個人個人へ対応する体制について、

努力をし、対策を取っている。また、進学や就職についても安定し

た結果を出している。進学者も多く、良く支援されての結果だと思

う。

Ⅵ 学生生活への支援
3.7 

昨年度より評価点は変わらないが休学者や退学者が出ないようアド

バイザーと担任とで支援している様子がうかがえる。今年度は新型

コロナウイルス感染の影響を受けて精神的にもフォローが必要な年

になったのではないか。医療従事者となる学生への意識付けや行動

面での指導を行っている。また、進学や就職についても安定した結

果を出している。進学者も多く、良く支援されての結果だと思う。

Ⅶ 管理運営・財政 3.6 

教職員が学院の財政状況について報告を受けることはどのように学 

校運営がされているのかをきちんと知るためにも機会を設けている 

ことはとても良いことだと思う。意見箱の設置場所や学生への PR の 

工夫の検討については今後に期待したい。新型コロナウイルス感染 

症対策について感染対策がきちんと取られていることがうかがえる。 

Ⅷ 法令等の遵守 3.6 

個人情報の保護に関して徹底されておりコンプライアンスに対する 

意識を高めるような関わりが行われているが、教員から学生へのコ 

ンプライアンス研修、教育の実践が十分でなかったと感じられてい 

るのではないか。教職員が学生に意識的にコンプライアンスについ 

て意識的に教育していくことが課題としているのではないか。 

Ⅸ 施設設備
3.8 

12 月から Wi－Fi の使用が可能になり、オンライン授業等ができる 

ようになったのは ICT に向けての第一歩であると同時に素早い対応 

がされていたのではないか。学生が研究や学習の効果をあげるため 

に文献検索システムの導入などを今後は検討をしていただきたい。 

Ⅹ 教職員の育成
3.5 

コロナ禍の中、学生への参加、研究授業の実施など工夫が評価でき 

る。研究授業では外部の先生の参加があることで刺激や新たな気づ 

きも得られることから、継続的に続けていってほしい。また、新人 

教員支援については教員一丸となって行われているがもう少しシス 

テム化したほうが指導しやすいのではないか。 
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 広報・地域活動

3.4 

ホームページについては、今年度行われた公開講座、学校説明会の

記事を載せられるともっと興味を引くものになるのではないか。タ

イムリーに記事を載せることが必要なのではないか。引き続き公開

講座の実施やホームページの充実に向けて努力をして欲しい。コロ

ナ過の中で外部への働きかけを行い、中学生への公開講座をしている。

コロナ禍の中で工夫をして実施をしている点では評価点を昨年度より

下げているが昨年同様の評価でもよいのではないか。

＜総評＞

 コロナ禍の中で、様々な教育活動が難しい状況であったと思いますが、実習・授業の内容に関して 

学校の中で取り組めることを検討しながら、いろいろと取り組んでいたことがこの評価の内容から理

解できました。次年度に関しても、課題が見えているところも多々あったと思いますので、状況がどう

変わっていくか分からないが、実習施設も一緒に教育できる体制を取りながら学生が安心して実習や

授業が受けられるようにサポートできればと思います。 
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２０２１年度 学院運営目標 

１．質の高い学生の確保（入学募集者 150 名以上の確保、入学者 60 名以上の確保） 
・１８歳人口の減少・大学の看護部の増設・高校生大学志望傾向のために専修学校への
進学の減少による学生確保困難のおそれ、大学入学試験の試験形式の変更 
コロナ過において入試形態の変更などが予想される。また、通年、受験している高校か 
らの受験が減っているため学校訪問の範囲を広げることも視野に入れる必要がある。 
  → 学校説明会開催９回 
  → 近隣の学校訪問（早期に開始） 
  → 近隣高校の進路指導に向けて学校説明会・懇親会の実施 
    （７月１８（日）実施予定） 
  → 中学生等を対象にした公開講座の実施：看護学校授業体験 
    （８月２０日（金）実施予定） 

２．さいたま市内医療機関への就職（さいたま市内への就職率８０％） 
・年々、就職試験の開始時期が早まっており、２年生の時点で希望書の就職場所の絞り 
込みが必要となる。また、さいたま市立病院の採用予定者の減少などが見込まれるた 
めさいたま市内の病院への就職情報などを早期に把握する必要がある。 

  → 就職試験の準備（面接練習、論文指導、履歴書書き方） 
    さいたま市内の病院への就職情報の早期把握 
  → ２年生 進路個別相談の実施、論文の書き方の講義・練習の実施 
    さいたま市内の病院の就職説明会実施（３月予定） 

３．学習支援の強化 
・国家試験合格 100％に向けた継続的な支援 
  → １・２年生からの意識付け及び低学年模試の実施 
  → ３年生の成績低迷者への支援、補習講義の実施 
・新入生への学習支援 
  → 学習に向けてのアドバイス（ノートの取り方、学習の方法など） 
→ 入学前プログラム、基礎力リサーチの実施 

４．教員の教育実践能力の向上 
・教員の教育力の向上 
  → 領域別での授業案作成、授業内容の検討 
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  → 研究授業２回／年（他校教員も参加） 
・教務主任の指導力の向上 
  → 業務についての打ち合わせ（１回／週） 
  → １日の業務内容、指導内容の確認 
  → 教務主任研修への参加 
・2022 年カリキュラム改正に向けた教育課程の検討会及び環境整備 
  → 計画的な演習物品の購入、買い替えの検討 
  → 新カリキュラムの申請（１２月） 

５．教育の質の向上 
・学校運営評価年２回実施 
  → ８月中間評価、１月最終評価 
 学校関係者評価委員会の年１回の開催（２月予定） 
・学生による授業評価の実施 
  → 結果の分析及び改善実施 
  → 学生への協力依頼・授業評価のガイダンス実施 
・学生によるカリキュラム評価の実施 
  → ３年生の卒業時 

６．ワークライフバランスの推進 
→ 勤務時間管理の徹底（超過勤務の削減、事前報告・事後報告の徹底） 

  → 市の方針に従い年休取得 
  → 働き方検討会の開催（月１回） 

７．外構工事の修正設計の実施 

８．エコ活動の推進 
→ ①コピー用紙の削減（裏表印刷の推進）、カラー印刷の削減 

  → ②使用しない教室の消灯及び冷暖房の電源を切る 
→ ③冷暖房の使用基準の徹底 
  （冷房２８℃、暖房２０℃の部屋の温度による様温度調整） 

  → ④学生及び職員への周知及び徹底 
  → ⑤学生のエコ委員会の立ち上げ、学生が自分たちで考えて行動できるように 

する 
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令和３年７月 1日現在

令和３年度学校の現状報告 

１ 学生状況報告 
 １）学生数 
                                （ ）休学者数 

 ２）令和３年度入学試験結果及び入学者内訳 
 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 合格者から

の入学率 
推薦入試 ２７ ２７ ２６ ２６ 100％ 
社会人入試 １４ １４ ４ ３ 75％ 
一般 A 日程
入試 

６９ ６４ ４６ ２７ 58.7％ 
（補欠 1名） 

一般 B日程 
入試 

１３ １１ ６ ４ 66.6％ 
（補欠２名） 

２ コロナ禍における学校運営について 
 １）新型コロナウイルスの予防について 
  ・登校前、昼休み、就寝前に熱の測定、症状のチェックを行い、翌朝報告書を提出 
  ・手指のアルコール消毒、石鹸による手洗いの実施、マスクの着用、3密を避けるよう 
   にポスターの設置、教室の窓を開けての換気をしながら授業を実施、食事時の教員の 

見回り、次亜塩素酸ナトリウムの溶解液での掃除の実施（食事前、帰宅時の掃除）等 
  ・本人又は家族の発熱時は家での待機し、新型コロナウイルスと判断されなければ登校 
  ・本人が咳、咽頭痛、発熱がある場合は受診をし、結果の報告 
  ・新型コロナウイルスワクチン接種に関しては市立病院の協力もあり、以下の人数が接 

種済み（５・６月で実施） 
２年生 ６５名（うち２名はバイト先で接種） 未接種者１名 
３年生 ６１名（うち１名は 親の勤務先で接種） 未接種者２名 
※１年生はHｂワクチン接種日が近かったため新型コロナワクチン接種はせず 

 ２）式典・教科外活動の中止及び縮小について 
   式典の縮小  入学式 → 学生のみ 

 男性 女性 合計 備考 
1 年生 ４ 56 60  
2 年生 ３ 63 66 昨年度からの休学１名 
3 年生 ５ 58 63 5 月 31 日付 1名退学（進路変更） 

留年４名含む 
（病気による休学３名、成績不良１名） 

合計 1２ 177 189(1)  
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           戴帽式 → 宣誓式に変更（３０分程度） 
   教科外活動の中止 スポーツ大会 

 ３）授業及び実習の開始について 
  ・授業体系は対面授業し、時間割を組む際には、昼食時に多くの学生が１か所で取らな 

いよう場所の指定をしている。  

 ４）実習受け入れ状況 
  ・さいたま市立病院（現在受け入れ未定） 
  ・北辰病院（令和３年９月から受け入れ開始） 
            →ワクチン接種を受けていることを条件とする。実習期間は 
             １週間とする。 
  ・埼玉精神神経センター（現在９月から開始できるか調整中） 
  ・大宮共立病院（６月より受け入れ開始） 
            →ワクチン接種を受けていることが条件とする。実習期間は 
             ３週間午前中のみ、午後自宅で記録 
  ・指扇療養病院（６月より受け入れ開始） 
            →特に条件なし、実習期間は３週間午前のみ、午後自宅で記録 
  ・市立保育所（５月より受け入れ開始） 
  ・訪問看護ステーション（５月より受け入れ開始） 
  ・グリーヒルうらわ（現在受け入れ未定） 

５）実習の代替えについて 
 文部科学省、厚生労働省より令和２年２月２８日付連絡事項で実習の代替えについて 
は記載されている。 
 老年看護学、在宅看護学、小児看護学（保育所）については一部の臨地実習は行われて 
いるが、ほとんどの実習は現在も学内でシミュレーション等を使用しての実習が継続さ 
れている。 
 ３年生の学内での実習については、学校内が過密にならないよう半日演習、半日自宅で 
の記録としており、グループごとに午前登校、午後登校としている。 

６）学校説明会・高校の進路指導教諭との懇親会について 
 参加者 70名までの人数制限（同伴者１名のみ可）をし、発熱・症状がある場合には参 
加ができない旨を記載し、ホームページ事前申し込みを実施している。 
 参加者には感染予防を行い、実施をした。 
 ６月２０日（日）AM  参加者 59 名（内 24 名同伴者） 
 ７月１８日（日）１日 

高校の進路指導担当教徒の懇親会開催予定 
 ８月２２日（日）１日、９月２６日（日）AM実施予定 
 ※１０月１４日（木）、２８日（木）、１１月４日（木）小規模説明会 随時見学は受付。 
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７）今後の予定 
 ８月２０日（日）公開講座（中学生、高校１・２年生対象 30 名程度） 
 １０月２日（土）卒業生 里帰りディ 
 ３月 ５日（土）卒業生、謝恩会（謝恩会については１２月初旬に中止かどうか決定） 

３ 2022 年カリキュラム改正について 
  ・埼玉県への書類提出予定 2022 年１２月末 
   新カリキュラムについては別紙参照 

 １）学院としてのカリキュラム改正の方向性（案） 
  ・現在、疾病と治療（病態学）については主に２年生で講義が行われている。２年生で 

各領域の看護学が先行し、疾病と治療が後から講義が開始になる。疾患の理解がされ 
ないまま看護学がすすむことで内容の理解がしづらい。また、現在、１年生の後期に 
基礎看護学実習Ⅱがおこなわれており、疾患の理解がされないまま実習が実施され 
ている。 
→疾病と治療に関しては血液・免疫等、小児、精神以外は 1年次で授業を行い、疾患 
の理解をしてから看護について学ぶように新カリキュラムでは設定した。また、基礎 
看護学実習Ⅱを１年次の終わりから２年次の７月頃に変更し、疾患を理解した上で 
看護を考える実習に構成の構成に変更する。 

  ・実習について 
   →実習についてはシミュレーション等と合わせて行うことが可能となる。実習施設 

に行く前にシミュレーションを通して各領域で観察や援助のポイントを押さえた 
後、実習施設で２週間の実践を行う。新カリキュラムでは実習時間について単位数 
と時間数の規制がなくなり、実習の１時間あたりの計算が 45分または 60 分と学 
校の采配で決定ができる。 
学院としては１時間を45分計上を選択し、１日８時間での実習時間の計算とする。 
（実質の実習時間としては６時間となる。） 

  ・領域横断について 
   →特に看護倫理、在宅看護論、災害国際看護については対象を胎児から高齢者までの 
   全ての人を対象にし、領域を横断する内容で教授をしていく。 
  ・コミュニケーション能力の育成について 
   →「心理学」「人間関係論」「コミュニケーション論」「カウンセリング理論」の科目 
   を設定し、看護師としてまた社会人としての人間理解、人権を尊重する態度や人間 
   関係を構築するための方法を学ぶ科目を設定した。 
  ・ＩＣＴ化に向けて 
   →昨年度、ＩＣＴ化に向けて１階、４階とWi-Fi を設置、今後は２，３階のWi-Fi と 
   タブレットの導入などの検討を行っていく。 
  ・多種職連携での授業について 
   →他学部の学生との合同授業について検討したが当学院は単科であり、進度上の問 
   題もあり他校との合同授業は難しいと考えた。また、合同授業にするにあたって 

-13-

2021年10月末

-13-



   ICT 化がまだ完全にできていないことと考え総合的に難しいと判断した。（埼玉県内 
   の多くの看護学校が難しいと判断している。）そのため。現在と同様に理学療法士、 
   放射線技師、薬剤師等に講義に来ていただき、多職種連携に繋げていく。 
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資料５
(カリキュラム改正)
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