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Ⅰ 教育理念・目標 

 

１．教育理念 

     ３年間の学生生活の中で、建学の精神の浸透を図り、豊かな人間性を基にした専門職

に必要な知識・技術を修得させるとともに、自らの目標に向かい、学習意欲や態度を

培うことができる専門的職業人の育成を目指している。 

 

 ２．教育方針 

     歯科保健に関わる問題に関し、専門的知識と技術を通して幅広い年齢層の対象者を援

助できる能力を修得する。また、業務の多様化・高度化に対応できる専門性や創造性

に優れた歯科衛生士を育成することを教育方針として、教育課程の適切な展開はもと

より、教育課程にはない学校独自の様々な取組みや授業の工夫により、即戦力の育成

を目指した実践教育を行っている。 

 

 ３．教育目標・人材育成像 

    (１) 基本的な医学知識を身に付け、高齢社会に対応できる能力を養う 

    (２) 学問的裏づけによる問題解決能力と、それを応用できる創造性を養う 

    (３) コミュニケーションスキルや、ホスピタリティマナーを身に付け、豊かな人間性 

と社会性を育む 

    (４) 歯科医療のプロフェッショナルとして、生涯学ぶ努力を怠らない歯科衛生士 

 

《現状と課題》 

平成３０年度入学生から新カリキュラムとなった。 

国家試験の出題基準の改定に即した内容にすると共に、現在の医療・福祉の連携、

協働にも対応すべく新たな教科を追加した。また、根拠に基づく思考の育成のため

『課題研究』を新設することで、専門学校としての専門教育・技術教育に偏らない

科学的思考により問題解決を図ることのできる歯科衛生士の育成をめざす。 

現在の歯科衛生士教育は超高齢社会に対応できる人材の育成へと教育内容も発展

しており、歯科のみならず幅広い知識と多職種連携などの必要性からコミュニケー

ションスキルと人間力など、求められる人材のレベルが上がってきている。 

本校ではこれらのニーズと本学生の学力とにギャップを感じることもあるのが実

情ではあるが、これまで以上に教育力向上に努め社会に求められる人材育成、即戦

力の育成に尽力していく。 

 

○ 評価の観点・検証資料 

学園訓、事業計画、学則、学生便覧 
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Ⅱ 学校運営 

 

１．経営目標 

(１) 学生に資格取得までの明確な目的意識を持たせ、意欲的に日常の学業に臨む姿勢を

育む。 

（２）養成所規定に従い、資格取得目的に沿った教育内容を展開して、国家試験を突破でき

る力や国家資格取得者に相応しい職業人を育成する。 

（３）学校内外の研修を通して、教職員の資質向上と教育力・指導力の向上に努める。 

 

２．管理運営 

(１) 就業規則 

        就業規則は、『学校法人野又学園就業規則管理規程』の各校就業規則作成基準

をもとに作成されており運用しており、学園ネットワーク上でいつでも閲覧、

プリントが可能である。また、改定の際には速やかに周知すると共に会議開催

時には重ねて情報の共有に努めている。 

 

   (２) 人事労務管理 

         教職員の勤務状況等(勤務時間・出欠勤・休暇・出張)においては、出勤簿（年

度途中よりタイムカード導入）にて管理し、また各届書、願い等は全てにお

いて提出されており、適切にファイル保管されている。 

         平成３０年度はタイムカード導入により、各自の勤務状況を詳細把握できる

ようになり労務管理しやすくなったうえ業務分担等の参考になった。 

 

（３）コンプライアンス 

     歯科衛生士学校養成所指定規則に従い、承認申請事項、報告事項共に遵守され

ている。本年度は学則、実習施設の変更承認申請を行った。 

        また、学校が保有する個人情報については、非常勤講師や学生に対しても『個

人情報に関する同意書』にサインのうえ提出を義務付けており、年度内に違反

やトラブルはなかった。 

        情報管理については教職員向け校内研修を行ったり、在学生にたいしても視聴

覚教材を用いて指導している。 

 

（４）情報公開・情報システム 

      ① 学校ホームページや学校パンフレット、入試要項等の印刷物等によって各種の

情報公開を行っており、学校基本情報に関してもＨＰにて更新している。 

また学校生活におけるトピックス事項は随時アップしており、授業や行事、学

生の様子から広報活動にいたるまでタイムリーに情報公開している。 

② 文部科学省による、職業実践専門課程の認定校でもあるため、認定要件となっ
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ている情報や自己点検評価、学校関係者評価についても毎年５月の理事会承認

の後にホームページにて公開している。 

③ 学園ネットワークにより、校内の業務管理、業務の効率化の他、学園関連校と   

の情報の共有化も図られている。 

④ 保護者向けには前期終了時に『函歯専だより』を発行し、学校内の授業や行事、

学校教育への理解を深めていただくとともに情報の共有化を図った。 

 

(５) 運営協議会 

       開催日：平成 30 年 11 月 12 日(月)15:30 於：函館歯科衛生士専門学校 

法人と学校とで運営協議会を開催し、学校管理運営上の課題や重要事項の解

決策等について話し合われている。メンバーは法人から理事長、監事、事務局

長であり、学校からは全教員が参加している。 

平成 30 年度は報告事項として、①中期経営計画(H29～H31)の進捗状況。②専

門実践教育訓練給付金制度の申請について。議題としては学生募集活動の方向

性として、小中学校生徒向け、社会人向けのアプローチについて協議した。 

           

   (６) 運営委員会 

       開催日：平成 31 年 3 月 27 日(水)19:30 於：函館歯科医師会館 

函館歯科医師会と野又学園の法人間で、函館歯科衛生士専門学校運営委員会

を開催し、学校運営に関して広く審議・連携が行われている。メンバーは函館

歯科医師会から、会長、副会長、専務理事の三役のほか、学校担当理事と事務

局である。野又学園からは理事長、校長、教務主任が出席している。 

平成 30 年度は、卒業生の就職状況、離職調査の結果、次年度入学生について

などの報告事項と、社会人入学生獲得に係る協力とその方法について協議した。 

 

   《現状と課題》  

毎週月、木の朝に教職員の打合せ会議を開催しており、１週間の動きを確認する

と共に情報の周知・共有などを行っている。また、早期に問題解決を図るため各担

任からはクラス運営上の情報や問題点等を開示するようにしている。 

  教職員の労務管理ではタイムカード導入により、新年度からの働き方改革に備え

各自で改善ポイントを把握できることと、業務分担するうえで目安となった。 

情報公開では学校の基本的情報のほか、授業や演習、学生の様子など、学校生活

全般についても学校ホームページのトピックスにて情報発信しており、好評である。 

      平成３０年度は、合計３９回のトピックス更新を行った。 

 

○ 評価の観点・検証資料 

        就業規則、就業規則管理規程、個人情報管理規程、公益通報者保護規程 

        変更承認申請書、５条報告書 

        教職員出勤簿、休暇取扱い要領、運営委員会規程 
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Ⅲ 教育活動 

 

１．教育課程の編成及び実施 

      教務委員会開催 平成 30 年 5 月 14 日(月)19:30 於：函館歯科衛生士専門学校 

              平成 31 年 1 月 23 日(水)19:30 於：函館歯科衛生士専門学校 

                

    (１) 教育課程の編成 

      ① 法令指定科目の遵守、規程授業時間数(単位数)を確保し、教育理念や教育目標 

        を反映している。また、平成 30 年度の新カリキュラムでは国家試験出題基準の改

定に対応した科目編成とし、社会のニーズに即した科目の新設もできている。 

      ② 教務委員会では教育課程に関わる事項をはじめ、授業、実習、就職等について 

幅広く協議し連携を図っている。平成 30 年度は新カリキュラムでの授業開始に

関する事項や、教育指導法における器材・教材についての意見交換も行った。 

 

《現状と課題》  

   第１回教務委員会の協議事項 

①新カリキュラムによる臨床実習時数の変更点（２年次４クール→３クール） 

②臨床実習指導者会議の開催について 

③就職説明会の日程、要項 

第２回教務委員会の協議事項 

①客観的臨床能力試験(OSCE)の実施要項と歯科医師評価の導入について 

②臨床実習に係る男子学生の受入れ医院について 

③就職説明会の実施報告と次年度開催について 

       懸案である臨床実習指導者会議について、休日であることと、開催日を複数から選択

できるようにと調整し案内したが、参加医院数がごく少数であったため、全医院への

アンケート実施に変更し広く意見を集めた。 

       休日か勤務時間中なのかに関わらず開催が困難であり課題となっている。 

 

（２） 教育指導方法 

 ① 専門科目では、ＰＣや電子黒板によるスライド、画像、動画などの視聴覚教材も多

用するほか、グループ学習やアクティブラーニングを取り入れた、『考える授業』

の実践を心がけている。また、授業評価を実施しており学生の理解度の把握や

意見を反映し改善している。 

      ② 校内演習では、臨床実習指導者である現役歯科衛生士を招き、学生が直接指導を受

けられる授業として位置付けており、１年生で２回・２名、２年生で１０回・１６

名の臨床歯科衛生士にご指導いただいた。 

③ 歯科臨床の実際や先進歯科医療、施設歯科衛生士等、現場の第一線の関係者に 
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よる特別授業を取り入れるなど、実践的な職業教育を行っている。 

      ④ 専任教員は、相互の授業を見学し評価することで、学校全体の教育力向上に努めて

おり、平成 30 年度は全教員が授業公開を実施した。 

      ⑤ 教科のスタートにあたり、履修困難が予想される学生に対しリメディアル教育を行

っている。スクリーニングテストにて対象となった学生には英語、数学について各

５回の補習を行っている、 

       

《現状と課題》  

全クラスに『電子黒板』を導入したことで授業の幅が大いに広がり学生からの評価も

高い。さらにタブレットの利用でカメラ撮影を交えた授業が出来ることで臨場感のある

授業や学生の興味を引く授業展開ができるようになった。 

 マネキン実習室のカメラ機能を持つ実習机は、機材の紹介や取扱いなどに有効であり

通常の授業にでも活用できる。 

 非常勤講師についても有効と考えられる科目については、学校側から使用を依頼し、

簡単に利用できるような準備を考える必要がある。 

 

（３） 教育課程の実施 

      ① 講義・演習・校内実習ともに年間計画通りに実施された。 

校内演習では学年合同授業を実施しており、上級学年に学び、下級学年に教示 

するなど双方に効果的な取組みであると考えており継続実施している。 

      ② 校外実習は、１年次 90 時間・15 日間、２年次 450 時間・75 日間、３年次 360 

時間・60日間の合計 900 時間・150 日間で実施している。 

函館歯科医師会をはじめ、地域歯科医療関係施設や高齢者施設のご協力のもと 

法令時間数を確保している。 

③ 教員は実習医院・施設を巡回し、指導歯科医師、歯科衛生士、並びに指導担当者と

連携を図って学生の指導にあたっている。 

また、評価が低く合格できなかった学生には、学校にて再指導を行ったうえで 

再実習を行う。 

 

  《現状と課題》  

新カリキュラムでは前期・後期のバランス調整のため、夏季休暇期間を後ろへ移

動したが特に問題はなく、むしろ前期１５回の授業が無理なく納まりスムーズな時

間割ができた。 

１年次の臨床実習の評価で不合格となった学生１名について、学校にて再指導を

行った後に再実習し、ようやく合格となった。２年次では客観的臨床能力試験の合

格が臨床実習に出る条件としているが、１年次にはない。実習困難と予測できる学

生の場合には、ある程度の個人指導を行ってから遅れてでもスタートさせることを

考慮しなければならないと考える。 
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（４） 成績・評価 

      ① 出席簿は教務係が適正管理のもと、出席状況が的確に把握されており、単位認 

定試験にあたっては受験資格の有無確認を確実に行っている。 

② 学業成績評価の基準はシラバスによって事前に学生に示されており、総合的な観点

から公平・客観的に評価している。 

③ 試験終了後の成績会議は、本試験後、再試験後、特別試験後に開催し、公正に 

単位認定を行い、進級・卒業判定が行われている。 

④ 校外実習においては、実習指導者による評価を実施している。 

校外実習期間中、途中評価をＦＡＸしていただき、学生の問題点を早期に抽出 

し学校と連携して指導する。さらに実習終了後の評価では、実習指導者からの 

評価・コメントを学生にフィードバックし、次回の実習課題として指導してい 

る。 

 

《現状と課題》  

定期試験の難易度を国家試験科目では平均点が７０点程度になるよう担当者に依

頼しており、平成 30年度はほぼ適正であった。学年による学力差から１年生では再

試験の受験数が前年度を大きく上回っており、国家試験までのクラス運営が重要だ

と考え、次年度には異例の副担任制の導入を決めた。 

１科目が単位未修得となった１年生１名(試験不合格)については、次年度の前期

の授業に出席させ再履修できるよう調整が必要となった。 

 

 ２．資格試験 

    (１)歯科衛生士国家試験 

年 度 本校合格率（人数） 全国合格率 

Ｈ３０  100   %  (33/33) 96.2 % 

Ｈ２９   97.3 %  (37/38)      96.1 % 

Ｈ２８   100   %  (25/25)      93.3 % 

Ｈ２７    97.1 %  (34/35)      96.0 % 

Ｈ２６  100   %  (24/24)      95.9 % 

 

       国家試験対策は総合講義(１２０時間,４単位)として各教科担当教員・講師による講義 

       を行うほか、成績低迷学生には教員担当制として学習指導にあたっている。 

         

《現状と課題》 

本校は全員合格であった。 

前年度の反省点であった全体指導と個別指導のバランスについて、個別指導を

重視した対策に変更した。早期から対象となる学生には全体とは別メニューで学

習を進めて問題点を探り、個別の方法で指導するようにした。 

国家試験終了後、対象となっていた学生に学習期間中の計画・実践を聞くと、
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冬休み期間が不十分であったとの回答が毎年目立っている。早期に合格ラインに

達するには主体性に任せる他ない冬休み中の対策が重要課題である。 

 

(２) 検定・認定試験 

１年次の接遇・マナーの授業終了後、３級の検定を受験している。また不合

格であった場合は後日に再受験し、合格を目指している。 

３年次には歯科医療事務の授業を行い、歯科医療事務管理士認定試験へと繋

げているが、実務者の受験が多く難易度が高い。 

 

年 度 
歯科医療事務管理士 サービス接遇マナー検定 

本校合格率(再試験) 全国合格率 本校合格率 全国合格率 

Ｈ３０   100   % 79.3 % 94.5 % 65.3 % 

Ｈ２９    94.7 %  (100%)   84.2 %     73.5 %    63.2 % 

Ｈ２８    100   %     82.9 %     97.3 %    69.6 % 

Ｈ２７     85.7 % (91.4%)   72.3 %    100   %    91.6 % 

Ｈ２６     88.4 % (96.0%)   78.1 %    100   %    72.4 % 

 

《現状と課題》 

       歯科医療事務管理士は全員合格であり、３年連続して全員が資格を取得すること

ができた。受験者には実務担当者が多いなかで合格率１００％は評価できるのでは

ないかと思う。 

サービス接遇マナー検定は昨年度を上回ったものの２名が不合格となり、次年度

に再試験を受験することになった。３級検定には実技は無いが生活体験や社会常識

を問う内容があり、不合格になる学生はそのような問題に苦慮している。在学中に

再受験の機会があるので、全員が資格を取得して卒業できるようサポートしていき

たい。 

 

 ３．教職員 

  (１) 教職員の状況 

・専任教員 ７名  非常勤講師 ５７名   合計 ６４名 

・専任職員 １名  兼任(務)職員 ２名 

 

       専任教員は指定基準資格、人数を満たしており、臨床歴は５年～３２年・教

育歴は５年～２６年とバランスが取れた構成となっている。 

       専門科目に関しては函館歯科医師会との連携により適任の非常勤講師を選

定し教授いただいている。また、歯科衛生士科目に関しては専任教員の他、

北海道歯科衛生士会函館支部の会員や臨床実習指導者の中から選定し講義

や実習時の指導を依頼している。 
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    《現状と課題》  

専任教員は教育歴が長く経験は十分である半面、臨床から離れているリスクを

補うため、臨床歯科衛生士にも学校教育に参加して学生に指導してもらえるよう

計画的に機会と人員を増やしている。また、校内の演習では１クラスに対し教員

３名を基本とするなど、学生にとって手厚い指導を心がけている。 

広報活動における専任教員の負担は年々増しているが、全員で分担することで

何とか計画を遂行できた。 

           

(２) 教員研修 

平成３０年度研修受講実績（専任教員） 

 

１．全国歯科衛生士教育協議会 

    専任教員研修会Ⅰ（５日間・横須賀） 

    専任教員研修会Ⅲ 特別講習（２日間・東京） 

    日本歯科衛生教育学会・学術大会（２日間・新潟） 

１名 

１名 

２名 

２．北海道歯科衛生士養成機関連絡協議会 

    大災害における歯科衛生士の役割（２日間・札幌） 

    学生が楽しく学べる教案づくり～医療面接～（↑同時開催） 

３名 

３名 

３．日本歯科衛生士会 

    研修指導者・臨床実地指導者等講習会（２日間・東京） 

    災害支援活動 歯科衛生士会の平時の備え 

１名 

２名 

４．北海道歯科衛生士会 

    北海道歯科衛生士会 学術大会（札幌） 

    食・口腔機能改善専門職養成研修会 

２名 

５名 

５．北海道歯科衛生士会 函館支部 

患者対応に必要な接遇マナー 

回復期病床における歯科衛生士の役割 

周術期口腔機能管理 

５名 

６名 

５名 

６．歯科医師会（函館・北海道） 

    歯・口の健康講座 

    函歯臨床研究発表会 

    受付事務社保伝達講習会 

５名 

４名 

１名 

７．関連職種団体 

    摂食嚥下リハビリテーション北海道地区研修会（札幌） 

    函館市医療・介護連携多職種研修 

    地域に求められる歯科訪問診療 

    歯の形態回復から口腔機能の回復パラダイムシフト 

４名 

２名 

２名 

１名 

８．その他 
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   【研究紀要】 函館私学研究紀要（函館私学振興協議会）        １名 

       

《現状と課題》  

本校の専任教員は学校の年間計画である研修（表１．２．３）以外にも積極的に

自己研鑽に励んでいる。特に担当科目や学生指導に関する研修は必須であり、臨床

から離れていることのリスクをカバーしたい。 

平成３０年度に専任になった教員が専任教員研修Ⅰを受講した。次年度には２名

が同時にⅡを受講できるよう調整し、最短で認定資格を取得したいと考えている。 

日本歯科衛生士会の認定講習に関しては、本校で認定歯科衛生士となっているの

が７名中２名だけである。教育強化が課題である高齢者の分野での認定講習である

ため、できるだけ早期に全員取得を目指す。 

 

 ４．在学生の状況 

    (１) 学生数・定員充足率（４０名定員）                ※５月１日現在 

年 度 １年 ２年 ３年 合 計  （充足率%） 

Ｈ３０年度  ３８名  ３９名  ３４名  １１１名（92.5%） 

Ｈ２９年度  ４０名  ３４名  ３８名  １１２名（93.3%） 

Ｈ２８年度  ３９名  ３９名  ２５名 １０３名（85.8%） 

Ｈ２７年度  ４２名  ２６名  ３５名 １０３名 (85.8%) 

Ｈ２６年度  ３４名  ３７名  ２４名   ９５名 (79.1%) 

 

    (２) 年間退学者数・率 

年 度 １年 ２年 ３年 合 計  （退学率%） 

Ｈ３０年度   ２名   ２名   １名   ５ 名（ 4.5%） 

Ｈ２９年度   １名   ０名   ０名   １ 名（ 0.9%） 

Ｈ２８年度   ５名   １名   ０名 ６ 名（ 5.8%） 

Ｈ２７年度   ３名   １名   ０名 ４ 名 ( 3.9%) 

Ｈ２６年度   ８名   ２名   ０名  １０ 名 (10.5%) 

 

    (３) 学校行事 

４月 入学式、新入生歓迎会 

５月 春のレクリエーション 

６月 宿泊交流会 

    北海道私立専修学校各種学校連合会 研修（２日間・札幌） 

    七飯アドラー心理学研究会症例検討会（３回） 

    函館市消防本部 応急手当指導者研修（２日間） 

    北斗市 医療と介護の連携 

２名 

１名 

１名 

１名 
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１０月 遠足 

２月 臨床実習決意式 

３月 歓送会、研修旅行、卒業式 

           

《現状と課題》  

入学生は定員を割って３８名であった。また１４年ぶりに男子の社会人経験者が

入学したが女子クラスに馴染んで頑張っていた。 

退学者は５名であり、昨年度に比べて４名多くなってしまった。退学理由は学力

不足により単位未修得や意欲減退となった学生が２名。人間関係が１名。経済的理

由が１名であった。これまで学習の習慣が無かったような学生にとって授業は難

しく、本校の学習サポート担当教員が、勉強の方法からノート作成などについ

て個別にサポートしているが、急な改善は困難な状況になっている。 

          

     ○ 評価の観点・検証資料 

        学生便覧、シラバス、年間行事予定表、出席簿、休・退学生台帳、授業評価表 

        函館歯科衛生士専門学校教務委員会規程、臨地・臨床実習計画表、実習評価表

成績会議資料、模擬試験計画表、就業規則（研修）函館私学研究紀 

 

Ⅳ 学修成果 

 

  １．就職状況（卒業生３３名） 

年 度 卒業生数 函館市内 渡島・檜山 道内 道外 合 計   求人数 

Ｈ３０年度  ３３名  ２１名   ３名   ５名   ４名  ３３名 ４９２人 

Ｈ２９年度  ３８名  １３名   ６名  １２名   ６名  ３７名 ４８０人 

Ｈ２８年度  ２５名  １７名   ３名   ２名 ３名  ２５名 ５８２人 

Ｈ２７年度  ３５名  ２０名   ５名   ２名 ６名 ３３名  ４３４人 

Ｈ２６年度  ２４名  １１名   ３名   ４名   ６名  ２４名  ３３１人 

 

  ２．資格の取得状況 

      Ⅲ 教育活動 

        ２．資格試験に記載 

 

     《現状と課題》 

         地元に就職をと考えていた学生が多く、函館歯科医師会管内の就職率は 72.7%と

過去４年間の平均（65.5%）を上回った。就職説明会はプレゼン形式で開催したと

ころ学生に好評であったことからか、参加１１医院の全てに就職が決まった。 

プレゼンかブース形式かは参加医院数によっても異なるが、医院側と学生側

の双方にプラスとなるよう次年度についても教務委員会にて協議を続けていき
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たい。 

 

○ 評価の観点・検証資料 

       求人一覧表、就職一覧表、就職支援対策のフローチャート 

Ⅴ 学生支援 

 

 １．在学生への支援 

   (１) 進路・就職 

      ① 就職支援ガイダンスの実施（３年次５回） 

・労働基準法について 

・求人票の見方・確認ポイント 

・求人票の掲示から採用までの流れ 

・履歴書の書き方 

・税金に関する講演（外部講師による） 

      ② 就職希望調査は、２年次と３年次に行い、担任が調査結果を用いて個人面談で 

詳細を聞き取り、それぞれの希望に合わせた指導をしている。 

        

   (２) 学生相談 

       全学年ともに春期・秋期に担任との個人面談を実施し、問題の早期発見・対応に

努めている。特に入学間もない地方からの学生には個別に住居を訪問し、生活環

境面での問題や不安に対しサポートできるよう心がけている。 

 

(３) 経済的支援 

   ① 入学金の免除（平成３０年度入学生） 

種 類 
Ａ特待生 

（20万円） 

Ｂ特待生 

（10万円） 

特別推薦 

（20万円） 

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 

（5万円） 
合 計 

対象人数 ２ 名 ６ 名 ３ 名 ２ 名 
１３ 名 

（170 万円） 

 

      ② 日本学生支援機構の奨学金受給者 

学年 １年 ２年 ３年 合  計 

対象人数 ２５／38名 １６／39名 ２２／34名 ６３／111 名 (56.7 %) 

 

      ③ 函館歯科医師会奨学金制度では、月額２万円（３年間で７２万円）の奨学金(返

済義務なし)を３年間に渡って支給しており、学内で６名が対象となっている。 
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   《現状と課題》  

校舎増築による既存校舎改修により、１Ｆに面談室が３室できたことでこれまで

のような突然の学生対応にも苦慮することがなくなった。 

本校では日本学生支援機構の奨学金受給者が多く、平成３０年度では５６．７％

と過去最高であった。またアルバイトをしている学生も多く、授業に支障が出たり

放課後学習の妨げにならないかと心配されるケースも見受けられる。次年度に予定

される学費負担軽減の新制度についても該当する学生はある程度見込まれる。 

          

   (４) 健康管理 

① 法令に従い健康診断を４～５月に実施している。 

      ② Ｂ型肝炎の感染対策として、１年次にＨＢs抗原抗体検査を行い、ワクチン接 

種によりＨＢs抗体を確認してから臨床実習に出している。 

③ 医務室は、急な体調変化に備えた体制ができている。 

      ④ 廊下や教室内に消毒剤を常備しており、教室内での感染予防に努めている。。 

 

   (５) 保護者との連携 

      ① 保護者への連絡は、内容によって電話、文書を使い分けているが、特に成績不 

振学生や国家試験に向けては、家庭での学習支援の重要性から直接ご協力をお 

願いし、相互でのサポートを心がけている。 

      ② 体調不良により早退する場合には、担任から保護者に病状や状況などについて

連絡している。 

      ③ ３年次の患者誘致実習においては、多くの学生は保護者を誘致しており、協力 

を得られ目標が達成されることから、円満な協力体制ができている。 

      ④ 『函歯専だより』を発行し、日頃の学校生活の様子や本校の取組みについて保

護者に見てもらえるようにした。 

 

   《現状と課題》  

医療職でもあるため、日頃より感染予防について十分に自己管理できるよう指導

しているが、年度末にはインフルエンザ流行により結果的に２名が研修旅行をキャ

ンセルすることになってしまった。 

成績不振時のみならず、様子の変化や欠席状況などから判断し、早い時期に保護

者への連絡と相談を行っており連携は良好ではないかと考えるが、保護者側のニー

ズを把握することと学校生活の様子を伝えることは更に必要ではないかと思う。 

 

 ２．卒業生への支援 

（１）卒後研修会開催 

    第１回 平成 30 年 7 月  8 日(日) 10:00～15:00 参加 45 名 

    第２回 平成 30 年 9 月  2 日(日)  9:30～12:30 参加 35 名（定員） 
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   （２）復職支援 

       既卒者向け求人票を管理し、卒業生から求職の問い合わせがあった場合に開示し、

相談や再就職を支援している。また、北海道歯科衛生士会函館支部との連携により、

会員には随時求人情報を一斉メールにて発信している。 

 

   （３）学校教材の貸出し 

学校図書や歯科保健の指導媒体・器材等の貸出しは要望があるごとに随時行って

おり、勤務先での診療業務に対して協力している。特に図書室の新設時にまとめて

新刊図書を購入したことで、卒業生にも好評である。 

     

《現状と課題》 

    卒後研修会は５年目となり学校の企画運営もスムーズにできている。周知方法は

函館歯科医師会、個別の歯科医院、北海道歯科衛生士会函館支部に文書やＦＡＸ、

メールを送信している。また学校ＨＰに卒後研修のフォームをつくり申込みも簡単

になった。 

復職支援について、歯科衛生士会の会員宛に年間６～８回メール送信しており、

問い合わせがあった場合に対応しているが、復職に繋がるのは少数である。 

 

３．中学校・高等学校との連携 

   (１) 中学校 

       ・次世代人材職業体験推進事業 

月日 学 校 名 人 数 時 間 

 8/23 上磯中学校  ８人  9:30～14:00（4H） 

 8/24 松前中学校   ７人 10:00～12:00（2H） 

  8/24 乙部中学校   ３人  10:00～12:00 (2H) 

  9/ 4 八雲中学校  １７人  10:30～11:30（1H） 

 10/25 函館市立本通中学校   ５人  9:30～14:00（4H） 

 10/26 函館市立桔梗中学校   ８人  9:00～14:00（4H） 

 11/ 6 函館市立戸倉中学校   ４人  9:30～13:30（3H） 

合 計 ７校（昨年比＋１校） ５２人(-20) １８時間 

 

(２) 高等学校 

      ① 学園姉妹校である函館大学付属柏稜高等学校との連携として、キャリア教育に 

講師を派遣している。また卒業生による職業説明会や体験学習を実施すること 

で、職業の特色を理解してもらう機会になっている。 

      ② 職業説明会への参加のほか、放課後を利用した現地体験学習も実施しており、 

高等学校と連携を図りながら、職業教育に取り組んでいる。 
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   《現状と課題》  

       中学生の次世代人材職業体験では、依頼される学校数は年々増加しているが、生

徒数は減少しており、少子化を実感させられる。内容は実習室やマネキン実習机を

使用するなど生徒の興味をひくよう工夫している。学生募集の１つと考えており十

分な準備で迎えられるよう場所・人員を調整している。 

  

○ 評価の観点・検証資料 

        就職希望調査、個人面談票、求人票一覧、就職支援のフローチャート 

        入学試験要項、函館歯科医師会奨学金支給規程実施要綱、入学試験判定資料 

        職業説明会実施記録、口腔保健教育授業実施記録、卒後研修会開催記録 

Ⅵ 教育環境 

 

１．施設・設備 

   (１) 普通教室 

       教室内には電子黒板、スクリーンが設置されており、ＰＣやタブレットでの授業

も容易にできる。また学生用の鍵付ロッカーを備え付けており各自で貴重品の管

理や教材の保管に使用している。また、教室後ろに流し台も備わっており、教室

内の演習時や食後の歯磨きなどに使用している。 

       普通教室は全室冷房を完備している。 

 

   (２) 実習教室 

① 基礎実習室では診療台を１４台配置し、ロールプレイを行う際に、教員の巡

視・指導の導線が良い。また、洗い場を中央に広く配置しており、準備・後

始末には安全なスペースで目が行き届く。 

       ② 実験室では主に診療補助の授業に使用し、必要器材の準備から後始末までを

学生ができるように備品が整理・収納されている。机は８人掛けの広さがあ

り、実習以外にも多目的で使用できる。 

       ③ マネキン実習室には、歯科診療台の仕様を机にしたものが４０台設置されて

いる。ライトやシリンジ、切削エンジン等も備わり、『人』を対象とする演

習の前に重要な基礎実習で使用しているが。カメラと机上モニターがあるこ

とからそれ以外の多目的に使用が可能である。 

       ④ Ｘ線教室は、撮影室３室と暗室が２室あり、壁、ドア、ガラスに放射線防護

装置が施されており、安全に授業ができる設備となっているほか、デジタル

撮影装置も備わっている。 

       ⑤ ＰＣ実習室はパソコン机４０台を設置しており、情報処理の授業のほか、口

腔保健管理での患者データの入力・管理や、プレゼン用スライド作成など広

く活用している。函館看護専門学校との共用である。 
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   (３) その他 

       ① 標本室は学習室の機能を兼ねており、器材や模型が展示されているほか、自

己学習用の机・いすも備わっており、学生は自由に使用できるようになって

いる。 

② 医務室には、２床のベッド及び寝具が備えられ、一時的な休養に使用する。 

③ １Ｆラウンジでは、業者による食堂運営がされており、学生、教職員が利用

するほか、休憩時間や放課後の使用、学生指導や打ち合わせと多目的に使用

している。 

２ＦラウンジⅡが新設され、カウンターやソファ席もあり、休憩や食事のほ

かにも個人学習やグループ学習、アクティブラーニングにも使用できる。 

 

   《現状と課題》  

      各実習教室の放課後使用状況（延人数） 

 マネキン室 基礎実習室 実験室 ＰＣ実習室 合 計 

前期（4～8月） １８５  １５６  １７３   ９８  ６１２ 

後期（9～3月）   ６８    ８   １９   ４３  １３８ 

合  計  ２５３  １６４  １９２  １４１  ７５０ 

 

放課後の自主的取組みのためにマネキン実習室、基礎実習室、実験室、ＰＣ実習

室を放課後に開放し、申請により自由に使用できるようにしている。このたび初め

てデータを集計したが予想以上に活用されていた。全体的に基礎を学ぶ１年生の使

用が多く、２年生は臨床実習前に集中し、３年生はＰＣ実習室の使用が多かった。

次年度以降も放課後の有効活用を促し意欲の発揚に繋げたい。 

２Ｆラウンジができたことで、学生にとって憩いの場ができた。休憩時間や放課

後に交流や自己学習の場面をよく見かけるようになった。 

 

 ２．実習施設 

   (１) 歯科医院・歯科関連施設 

       ・実習登録施設  歯科医院   ９１件（函館他、渡島・檜山、弘前、八戸） 

                総合病院    ６件 

                センター    １件 

                  合計   ９８施設 

 

《現状と課題》  

３年生が５月～８月、２年生が９月～１２月までが臨床実習期間であり、そのう

ち８５％が歯科診療室である。登録歯科医院の数は十分ではあるが、年度によって

条件が整わないこともあり、２人１組を配当するのは簡単ではない。新カリキュラ

ムで２年次と３年次の実習時数を変更し、１クールの時数を増やすことで件数を少

なくするなど工夫している現状である。 
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地方出身学生には、地元でも実習ができるよう実習先歯開院を登録申請し、実習

説明や巡回には教員が出張して対応している。 

 

   (２) 幼稚園・保育園 

       ・登録施設  １３園 

         園児にたいする集団指導の授業を行っていたが、カリキュラム改正により時

間的に実施できない状況となっている。 

 

   (３) 高齢者施設 

       ・登録施設  １４施設・事業所 

３年次に２週間の臨地実習を実施している。特に高齢者の口腔ケアに関われ

るよう依頼しており、昼食後の口腔ケアの際に本校教員が巡回指導している。 

また、デイケア利用者にたいし授業の一環で介護予防教室を開催している。 

 

   《現状と課題》  

新カリキュラムで新しい科目が追加されたことにより、時間に余裕が無くなって

きたことから授業時間内で行っていた幼稚園・保育園の集団指導が出来ない状況に

ある。小学校については１校に削減し実施した。 

歯科衛生士の教育コアカリキュラムも超高齢社会に即したものであることから、

幼保実習は困難だと考えているが、ニーズがあることから諦めずに検討したい。 

 

 ３．防災計画 

    ・防災訓練実施日 平成３０年６月２７日（水）１２：１５～ 

 

   《現状と課題》 

       災害時の対応マニュアルを作成し、函館看護専門学校とともに訓練することがで

きた。新校舎になって初めての訓練であったが、スムーズに行動できていた。 

 

 ○ 評価の観点・検証資料 

  歯科衛生士学校養成所指定規則、歯科衛生士養成所指導要領 

        臨床実習施設の概況書  

 

Ⅶ 学生募集 

 

  １．広報・学生募集活動 

    (１) 高等学校職業説明会等 

       ・平成３０年度実績  年間１５校、２１回参加（昨年度：12 校、18 回） 

函館・渡島・桧山管内の高等学校にて職業説明会に参加している。 
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学校の資料を使ってのＰＲはできないものの、歯科衛生士を認知してもら

う貴重な機会として本校では重要視している。参加人数は少ないが体験入

学の参加が期待される。 

          

    (２) 高等学校訪問 

       ・平成３０年度実績  年間６７校、１３１回（昨年度：74 校、122 回） 

専任教員４名で地域担当を固定して分担することで、より信頼関係を深め

たい。特に函館市内、渡島・檜山管内は年間３回訪問し、在学生の近況報

告等を含め広報活動し、本校独自の教育内容と学生一人一人を大切に教育

している実状を理解していただいている。 

         

    (３) 進学相談会 

       ・平成３０年度実績  年間３３回、１３０人（昨年度：33 回、166 人） 

函館と渡島檜山の開催、および青森県内の相談会に参加した。相談会は生

徒と直接面談できる貴重な機会ではあるが、少子化の影響で集客そのもの

が大幅に減少している。一方、高等学校内での相談会・ガイダンスの開催

は学事であるため多くの生徒と接触できることから、次年度には校内ガイ

ダンスを重視していきたいと考えている。 

 

    (４) 体験入学 

       ・平成３０年度実績 年間４回、 参加９４人（昨年度：6 回、98 人） 

          前年度参加者が少なかった４月をやめて年間５回の予定で計画したが、地

震における停電の影響から中止になり、４回の開催であった。開催が２回

減少したが参加者数は昨年並みであった。特に２年生が多く次年度募集に

繋がるものと期待している。 

 

    （５）はこだてキッズタウン 

        ・平成３０年９月３０日（日）10:00～16:00 参加９８人（昨年度：84 人） 

           子ども向け地域職業体験イベントは、小学校３．４年生を対象としてお

り、来場者は５００人を越えている。本校は北海道歯科衛生士会函館支

部に協力いただき参加している。 

 

    《現状と課題》  

学生募集活動は全教員で業務分担しており、少ない人員で精一杯努力している。 

体験入学参加者の入学率は高く、平成３１年度入学生のうち体験入学参加は 

８５％であった。次年度も何度も足を運んでもらえるような内容を企画したいと

考えている。 

はこだてキッズタウンで歯科衛生士体験ブースは人気であり、終了後のアンケ

ートでは楽しかった・なりたい職業の上位にランキングされている。 
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小学生のうちに職業を認知してもらうことは本校にとって重要であり、休日の

イベントではあるが継続参加している。 

 

  ２．学生納付金 

    (１) 学校納付金 

        入学金   200,000 円 

        授業料   550,000 円（年間） 

        実験実習費 120,000 円（年間） 

 

    (２) 業者への納入金(H30 年度) 

 教科書 実習衣 実習器材 研修旅行 国家試験旅費 

１年 71,800 円  28,000 円  58,000 円   

２年  30,300 円    72,000 円  

３年  28,400 円     24,600 円 

 

        教本、白衣等、器材、研修旅行費用に関しては入学試験要項に記載があり、入

学時または進級時に業者から直接購入している。進級時の購入に関しては、事

前に保護者宛文書によって金額を提示している。 

 

《現状と課題》  

        授業料の納入では納期に遅れる学生が一定数あったが、引落し日を日本学生支

援機構の奨学金給付日に合わせたことで少なくなった。また長期にわたって滞

納するケースはない。 

 

○ 評価の観点・検証資料 

        平成３０年度入試広報報告、入学試験要項（授業料、実験実習費）諸費用内訳 

Ⅷ 財務状況 

 

  １．財源の中長期計画 

     財務体質の健全性維持への取り組みにより、中長期的な財政基盤の安定性確保への取

り組みをしており成果があがっている。野又学園経理改善推進委員会が３回開催され

各校の削減状況や工夫に学び、業者の選定や統合などでより一層の財務安定を図る。 

   

２．予算・収支計画 

   平成３０年度の予算編成では、校舎増築に係る既存校舎の改修工事や備品購入、トイ

レの改修があり支出が大きくなった。機器備品の購入では、優先順位にて購入計画を

立てており我慢の予算であった。 

   今後、新設したマネキン実習室、ＰＣ実習室の機器備品など耐用年数に従って更新す
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る必要性を念頭に置き早期に備えていかなければならない。 

 

３．会計処理・監査 

     法人の経理と養成施設(学校)の経理とが一部統合されており、会計帳簿、決算書類等、

収支の状況を明らかにする書類は学校に完備されている。 

     学校会計監査は、適正に実施されており指摘事項はなかった。 

 

   《現状と課題》  

即戦力の育成を目標とすることから、校内実習の機会が増えておりそれに伴う教

育消耗品支出が増加している。次年度には学費のうち実習費を値上げすることから

これまでより厚く指導できるものと考えている。 

教職員とも経費節減の意識が高く、消耗品の購入に際しても比較検討を怠らず計

画的に購入している。 

 

  ４．財務情報の公開 

     財務情報に関しては、ホームページにて公開しており、『財務情報閲覧資料』として

ファイル管理・保管もされている。請求のあった場合には対応できる体制は整ってい

る。本校は職業実践専門課程の認定校であり、財務の情報公開は義務である。 

 

 《現状と課題》  

学園ホームページにて公開しており、学校内には『財務情報閲覧資料』として管

理されているが、１年間で公開請求はなかった。 

 

○ 評価の観点・検証資料 

         公認会計士監査資料、予算編成会議資料、財務情報閲覧資料 

 

Ⅸ 法令等の遵守 

 

  １．各種法令の遵守 

     歯科衛生士学校養成所指定規則に従い、定期報告、申請、届出について必要な事項を

掌握し適切に対応しており、法令遵守に努めている。また、職業実践専門課程の認定

要件である情報公開についても期日までに必ず更新している。 

 

  ２．個人情報の保護 

     野又学園個人情報管理規程により、学校が保有する個人情報について、管理者、管理

方法、管理場所が明確となっており、非常勤講師・学生に対しても『個人情報保護に

関する同意書』を提出してもらっている。 
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  ３．自己評価の実施 

     年度末に教員全員による自己点検・自己評価を実施し、学校の実態を把握し、問題点

を見つけ、早期に改善するよう努めている。また、結果については、学校関係者評価

委員会・野又学園教育向上委員会に提出し、理事会の承認の後にホームページにて公

開している。 

      

    《現状と課題》  

情報管理に関しては、教職員向けには校内研修を行っており、学生には臨床実

習のガイダンス時にＤＶＤを使用して注意を促している。また実習施設との間で

診療内容や個人情報の保護に関する誓約書を交わしているが、違反する学生も無

く健全に執行された。 

自己点検・自己評価報告のホームページ公開についても５月に実行できた。 

 

○ 評価の観点・検証資料 

個人情報管理規程、個人情報保護に関する同意書、学校評価委員会規程 

 

Ⅹ 社会貢献・地域貢献 

 

  １．社会貢献・地域貢献 

     (１) 関連団体や学校関係者、個人に対し、学校の保有する歯科器材や保健指導用媒

体等を提供・貸出している。  

     (２) 研修会・講演会等の講師依頼があった場合には、可能な限り教員の派遣を承諾

し、地域の口腔保健の向上に寄与している。 

     （３） 学校祭において歯科医療関係団体と連携し、公衆衛生活動と口腔保健の意識向

上に寄与している。 

 

     《現状と課題》  

２年ぶりの開催であった学校祭では、函館歯科医師会から８名、北海道歯科

衛生士会函館支部から１３名、体験・販売担当の９名と、多くの方々のご協

力を得て無事に終了した。来場者は４１０名と本校にとって過去最高であっ

た。次年度も地域の方々に喜んでいただけるイベントになるよう、関係団体

と協力して計画していく。 

平成３０年度は、柏木町会、函館中部高校定時における歯科保健活動として

講師を派遣した。 

 

  ２．ボランティア活動 

     学生には、休暇中のボランティア活動と地域・近隣の施設でのボランティアを奨励し

ている。 
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１年次は夏季休暇中、２年次は施設等で実施しており、学校ではボランティア募集の

案内を掲示して活動を支援している。 

 

《現状と課題》  

         平成３０年度は、北海道歯科医師会野球大会が函館開催であったことから、

本校学生も各会場でボランティアとして参加した。 

 

  ３．職業教育・職業体験 

     Ⅴ 学生支援 

       ３．中学校・高等学校との連携に記載 

 

     ○ 野又学園施設貸出規程、学生ボランティア実績、職業体験受け入れ実績 


