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Ⅰ  公益社団法人日本看護協会看護研修学校 学校評価会 実施要項 

 

１．目的 

 本校は、学則第 5 条により、実施する教育の一層の充実を図り本校の目的および社会的使命を

達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

学校の目標達成状況等を検証することを通じ、学校の現状と課題を明らかにし、教育活動その

他の学校運営の改善を図ることを目的として学校評価会を設置し、学校評価を行う。 

 

２．任務 

  学校評価会は、次の事項について審議する。 

１）学校評価に関する事項 

２）学校評価結果の公表に関する事項 

 

３．構成員 

１）校⾧ 

２）認定看護師教育課程⾧ 

３）認定看護師教育課程課⾧ 

４）総務管理部⾧ 

５）教務課⾧ 

６）専任教員 ２名以上 

７）有識者 ２名以上 

専任教員及び有識者は校⾧が選任する。 

有識者の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

４．学校評価会の開催 

 １）校⾧が招集し、その議⾧となる。 

 ２）学校評価会の決議は、構成員の過半数が出席し、出席者の３分の２以上をもって決する。 

 ３）学校評価会は、原則として非公開とする。 

 

５．学校評価の概要 

１）評価方法 

（１）校⾧、認定看護師教育課程⾧、認定看護師教育課程課⾧、総務管理部⾧、教務課⾧、

専任教員、有識者は、年１回、学校評価を行う。 

（２）学校評価には年次報告資料（シラバス等カリキュラムに関するもの、学生講義評価ア

ンケート、修了状況、収支等）を用い、学校評価表（別紙１）に沿って教育活動並び

にその他学校運営について評価する。 
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２）評価項目 

 （１）教育理念 

 （２）学校運営 

 （３）教育活動・教職員の育成 

 （４）学修効果 

 （５）学生の支援 

 （６）教育環境 

（７）学生の受け入れ募集 

（８）財務 

（９）法令等の遵守 

（１０) 社会貢献 

（１１) その他、校⾧が必要と認める事項 

 ３）結果と公表 

  （１）学校評価会の構成員が報告書を作成、校⾧へ提出し、校⾧は会⾧へ報告する。 

  （２）校⾧は、学校評価をホームページ等、適切な方法を用いて公表する。 

 

６．その他 

１）その他、学校評価会に関し必要な事項は校⾧が定める。 

 

Ⅱ 学校評価会 構成員 

吉村 浩美  校⾧  

溝上 祐子  認定看護師教育課程⾧  

渋谷 智恵  認定看護師教育課程課⾧    

片平 直子  総務管理部⾧    

眞弓 浩子  総務管理部教務課⾧   

森下 幸子   認定看護師教育課程 感染管理学科 主任教員 

青木 梢    認定看護師教育課程 クリティカルケア学科 教員 

山口 みどり なごみ訪問看護ステーション 

高村 昭輝  富山大学 学術研究部医学系医学教育学講座 教授 

瀬戸 奈津子 関西医科大学 看護学部・看護学研究科教授 
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Ⅲ. 学校自己評価 

公益社団法人日本看護協会看護研修学校 学校評価会は、自己評価表に基づいて 2021 年 11 月 4

日に 2020 年度学校自己評価を実施した。 

 

1. 総 括 

看護研修学校における学校運営は、自己評価結果から妥当であると評価できる。組織体制がし

っかりしており、教育環境も整備されている。2017~2019 年度は特定行為研修を実施し、2020

年度からそのカリキュラムを組み込んだ認定看護師教育課程の開講であり、社会ニーズを踏まえ

た将来構想となっている。2020 年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大により、遠隔授業へ

の切り替え、臨地実習施設の変更など、様々な変化に対応して 116 名の卒業生を輩出したことは

評価できる。 

今後、システム整備による業務の効率化を進め、教員の能力開発をさらに充実していくこと、

自己評価の公表などに取り組む必要がある。卒業生の社会的な活躍および評価が重要であり、情

報収集を検討して活躍の評価を重ねて、教育活動の改善に活かすことが課題である。 

 

2. 自己評価項目の達成および取り組み状況 

評価段階は、適切‥4、ほぼ適切‥3、やや不適切‥2、不適切‥1 の 4 段階である。 

略語は、新型コロナウィルス感染症（COVID-19） 公益社団法人日本看護協会（JNA）、厚

生労働省（厚労省）、文部科学省（文科省）とする。 

 

（1）教育理念・目標          

評 価 項 目 総  括 評価 

１）理念・目的・育成人材像は定め

られているか 

・教育理念は、変化する保健医療福祉環境の中

で「患者中心の志向」「知識と経験を融合した看

護実践力」「専門性の追求と臨床に役立つ人材」

をもとにし、特定分野における質の高い看護ケ

アを提供する認定看護師教育を目指す。 

・教育目的は、特定の看護分野において熟練し

た看護技術と知識を用いて看護実践ができ、他

の看護職者のケア技術の向上に資する認定看護

師を育成すると定められている。 

 ４ 

２）学校における職業教育の特色は

何か 

・認定看護師教育専門課程は、クリティカルケ

ア学科、皮膚・排泄ケア学科、感染管理学科、

 ４ 
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糖尿病看護学科、認知症看護学科があり、特定

行為研修を組込んだ教育課程となっている。 

・附帯教育として認定看護師と在宅領域の看護

師を対象とした特定行為研修を実施している。 

３）社会のニーズ等を踏まえた学校

の将来構想を抱いているか 

・特定行為研修制度の創設を踏まえて、JNA は

認定看護師教育専門課程に特定行為研修を組込

む検討を始めた。これは、医療提供体制の変化

や将来のニーズへ対応し、より水準の高い看護

実践ができる認定看護師を社会に送り出すため

であり、本校は、2017～2019 年度は認定看護

師教育課程を休講し、認定看護師を対象に特定

行為研修を実施した。 

・2019 年 JNA は認定看護師制度を改正し、あ

らゆる場で看護を必要とする対象として特定行

為研修を組込んだ新カリキュラムを構築した。 

・本校では JNA 内部検討を経て、認定看護師

教育専門課程５学科を開講し、今後の地域包括

ケアシステムの構築に必要な人的資源の育成と

して、在宅領域の看護師を対象とした特定行為

研修を開講している。 

・生涯学習体制等構築准 PJ 内で認定看護師教

育の将来構想を検討中である。 

４ 

４）学校の理念・目的・育成人材

像・特色・将来構想が学生・関係業

界等に周知がなされているか 

・JNA ホームぺージ（生涯学習支援 看護研修

学校）で公表し、学生便覧に明記し周知してい

る。 

 ４ 

５）各学科の教育目標、育成人材像

は、学科等に対応する看護界のニー

ズに沿っているか 

・看護界のニーズに沿った学科を開講してい

る。 

 ４ 

 

（2）学校運営 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）目的に沿った運営方針が策定さ

れているか 

・本校の使命は看護職が持っている様々な実践

経験の上に専門性を探求し、自律的に行動し、

看護職の力を一層発展させるための教育と学習

機会を提供することであり、それに沿って運営

している。 

 ４ 

２）運営方針に沿った事業計画が策

定されているか 

・本会の規定ならびに学則基づき年間の事業計

画を企画している。中期事業は 3 年ごとに策定

 ４ 
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されている。 

３）運営組織や意思決定機能は、規

則等に明文化され、有効に機能して

いるか 

・JNA の定款にそった組織運営と意思決定機能

を持つ。また、学則に照らして意思決定する。 

・2020 年度は COVID-19 により、文科省なら

びに厚労省通知に添って感染予防対策を徹底し

た。対面授業はオンライン授業へ変更し、臨地

実習施設と調整を諮った。 

・COVID-19 の影響による休学が予想され、学

則 21 条の休学、復学について常務理事会で協

議し COVID-19 による休学を認めた。 

 ４ 

４）人事、給与に関する規程等は整

備されているか 

・適切に整備されている。  ４ 

５）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 

・教員が職務に専念できるよう教務課では学生

関連と教務課関連を担い、管理課では施設設備

等を担当し組織体制は整備されている。 

・さらに教務・財務等の意思決定システムの整

備と情報システム化による業務の効率化を進め

ていく必要がある。 

 3 

６）コンプライアンス体制が整備さ

れているか 

・コンプライアンス規程があり体制が整備され

ている。 

 ４ 

７）教育活動に関する情報公開が適

切になされているか 

・教育活動の情報は校内で閲覧できる。 

・JNA 通常総会及び総会要項にて教育活動報告

を行い、会員（2020 年度 76 万人）に周知して

いる。 

・2020 年度学校評価会の結果は JNA ホームペ

ージに公表する予定である。 

 ４ 

８）情報システム化等による業務の

効率化は図られているか 

・JNA 内で業務・情報システムを共同利用し業

務効率化を図っている。2020 年度は学生、受

講生数の増加により業務量が多くなりデータベ

ースの開発に着手した。 

・今後、さらに教務・財務等の業務・情報シス

テム化による業務の効率化を進めていく必要が

ある。 

 ３ 

 

（3）教育活動 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）教育理念等に沿った教育課程の

編成等が策定されているか 

・有識者を含む認定看護師教育課程教員会で毎

年見直され承認を受けている。 

 ４ 
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２）教育理念、育成人材像や社会の

ニーズを踏まえた教育機関としての

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 

・教育理念、教育目標は一貫しており、人材育

成、教育課程の内容とも一致している。また、

学生便覧に掲載され教職員、学生も理解してい

る。 

 ４ 

３）学科等のカリキュラムは体系的

に編成されているか 

・認定看護師教育課程基準カリキュラムの体系

に沿って構成されている。共通科目は主に e ラ

ーニングで知識を深め、集合教育と臨地実習か

らなり、学習目標に応じた授業形態をとってい

る。 

 ４ 

４）キャリア研修・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 

・教育方法は外部有識者のコンサルテーション

を受け、適宜、工夫している。 

・入学時調査、受講前調査によって学生の学習

環境等を把握し、e ラン終了時、中間、年度

末、各科目の講義評価、共通科目集合教育講師

別、共通科目講義評価の 6 種のアンケートによ

り学習内容や効果を確認し改善に役立ててい

る。 

 ４ 

５）関連分野や業界団体等との連携

により、カリキュラムの作成・見直

し等が行われているか  

・各分野の有識者を含めた教員会および特定行

為研修管理委員会でカリキュラム、授業評価、

成績評価等審議を行っている。 

 ４ 

６）関連分野における実践的な職業

教育（実技、実習等）が体系的に位

置づけられているか 

・JNA の資格認定制度のひとつである「認定看

護師」の教育機関として、分野（学科）ごとに

実践的な職業教育が体系化された『認定看護師

教育課程基準カリキュラム』に基づき職業教育

を実施している。   

 ４ 

７）授業評価の実施・評価体制はあ

るか  

・外部有識者を含む教員会および特定行為研修

管理委員会で授業評価を実施している。 

・学生アンケートの意見などから評価に役立て

ている。 

 ４ 

８）職業教育等に対する外部関係者

からの評価を取り入れているか 

・教員会ならびに特定行為研修管理委員会で意

見を聞き取り入れている。 

 ４ 

９）成績評価の基準は明確になって

いるか 

・成績評価は学則第 37 条、細則第 6 条で規定

され、学生便覧で周知している。認定看護師教

育課程の修了判定は教員会、特定行為研修は特

定行為研修管理委員会で協議し承認を得てい

る。 

 ４ 

10）資格取得等に関する指導体制、 ・本校は「認定看護師教育機関」としての審査  ４ 
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カリキュラムの中での体系的な位置

づけはあるか 

を受け認められた教育課程であり、規定の指導

体制及びカリキュラムに基づき各分野（学科）

とも資格取得に向け卒業時に認定看護師審査の

受験資格を付与している。 

11）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 

・教員は認定看護師を取得し、臨床や教育経験

のある人材を確保している。特定行為研修を修

了している教員は 14 人中 9 人である。 

 3 

12）関連分野における連携において

優れた教員（本務・兼務含）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 

・優秀な教員獲得のため関連施設等と連携し専

門分野に特化した講師や教員の出向等に取組ん

でいる。  

・常に最新知見を提供できるよう、各分野の第

一人者を非常勤講師として確保している。 

 ４ 

13）関連分野における先端的な知

識・技能等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

めの取組が行われているか 

・特定行為研修未修了教員には、特定行為研修

を受講できるよう配慮している。 

・専門領域の学術集会等へ参加し研鑽を積んで

いる。 

・本校は認定看護師教育のあり方検討のため

2017 年度より 3 年間休校し 2020 年度から教育

を再開している。2020 年度の新たな教育に向

け 2019 年度には、教育評価に関する教員の資

質向上研修が実施された。 

 ４ 

14）職員の能力開発のための研修等

が行われているか 

・新任教員の指導・育成は学科ごとで担当して

いるため、効果的な指導方法等の平準化が課題

である。 

・今後、教員の能力開発のために 2021 年度教

員対象に看護の成人学習理論、教育方法論、学

習評価の基本看護教育実践論の研修を企画して

いる。  

 ３ 

 

（4）学修効果 

評 価 項 目 総  括  評価 

１）資格取得率の向上が図られてい

るか 

・卒業後の認定審査に向けて認定審査対策を

実施した。 

・認定審査合格に向けて補講期間および卒業

後に問題集などを活用して行っている。 

・5 学科認定審査合格率は 100%であった。 

・さらに認定審査対策の充実を図る必要があ

る。 

 ４ 
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２）退学率の低減が図られているか ・学業が継続できるよう学生の相談は担当教

員や教務課がうける支援体制がある。 

・2020 年度は B 課程初年度であり入学者 120

名のうち、休学者 4 名を除く合計 116 名の卒

業生を輩出した。 

 ４ 

３）卒業生の社会的な活躍および評

価を把握しているか 

・卒業生は研修会や講義の講師、実習指導担

当者として活躍し、各分野の一翼を担う者が

多い。 

・卒業生の更なる活躍支援に、認定看護師を

対象として特定行為研修を推進するキャリア

アップ研修会と特定行為研修修了者を対象と

した活躍を促進するためのフォローアップ研

修会を毎年開催している。 

・卒業生の活躍を全体的に把握する取り組み

や卒後評価を検討する必要がある。 

 ３ 

４）卒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 

・卒業生は研修会や講義の講師、実習指導担

当者として教育活動に関与しているため実態

を把握しやすく教育活動の改善に役立ってい

る。 

 ４ 

 

（5）学生支援 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）学生の安全管理のための取組等

が行われているか 

・臨地実習があるため保険加入を勧めており

100％加入している。本校の取扱いは、専修

学校各種学校学生・生徒災害傷害保険と医療

分野学生生徒賠償責任保険である。 

・2020 年度は COVID-19 拡大のため遠隔授

業を奨励し校内演習時、感染管理予防対策を

徹底した。 

４ 

２）学生相談に関する体制は整備さ

れているか 

・学生相談窓口担当者は、総務管理部⾧、認

定看護師教育課程 課程⾧で学生便覧へ明示し

てある。 

・履修支援は総務管理部が担い、体制は整備

されている 

 ４ 

３）学生に対する経済的な支援体制

は整備されているか 

・奨学金は JNA 認定看護師教育課程奨学金

（16 名）、独立法人日本学生支援機構奨学金

（1 名）、東京都私学財団東京都育成資金（0

名）が申請できる。 

 ４ 
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・学生は所属施設からの派遣扱いが多く

（2020 年度は 65.3％）、上記制度の利用者は

比較的少ない。経済的な支援もさることなが

ら卒後教育の充実や教育環境の整備等へのニ

ーズが高いと思われる。 

・今後、教育訓練給付制度の対象となるた

め、文科省キャリア形成促進プログラムの申

請を準備する。 

４）学生の健康管理を担う組織体制

はあるか 

・教務課が担当し健康診断、抗体価検査やイ

ンフルエンザ予防接種などを実施している。 

・保健室整備、常備薬管理は管理課が実施し

ている。 

・校医の指導により日常的な健康観察や感染

予防に関し啓発活動を実施している。 

 ４ 

５）関連分野における業界との連携

による卒後の再教育プログラム

等が行われているか 

・教育機関連絡会で他校と教育手法等の情報

共有を行っているが、2020 年度は COVID-

19 拡大を受けて幹事会だけ開催した。 

 ４ 

６）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 

・e ラー二ング学習の提供で集合教育の期間

短縮が図れ、充実した臨地実習などの整備で

ニーズに対応している。 

・図書館は司書が在籍し、多くの蔵書と文献

検索システムの利用ができる。 

 3 

７）他校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 

・他の教育機関の開講に際し、情報提供なら

びに教員指導などを支援した。 

 ４ 

（6）教育環境 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）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 

・施設・設備は十分整備されている。 

・COVID-19 拡大により遠隔授業の環境を整

備した。 

・学校図書館には図書 9,707 冊（うち学生向

け 1,180 冊）、雑誌 396 冊（うち学生向け 16

冊）合計 10,103 冊の蔵書と 9 種類の文献検

索システムが利用可能（うち 1 つは JNA 図書

館が開発・運用している看護に特化した「最

新看護索引 web」）であり、集合教育期間は

開館時間を延⾧し司書が対応している。 

 ４ 

２）学内外の実習施設は十分な教育 ・臨地実習は認定看護師教育機関審査要綱に  ４ 
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体制を整備しているか 沿って施設を選定したが、COVID-19 拡大に

伴い施設の変更に対応した。自施設実習を行

った一部の学生は、アンケートに「学習効果

の違いがあった」と回答した。 

・認定看護師を対象とした特定行為研修の普

及と専任教員と実習指導者との連携を密に

し、実習の進め方、進捗状況、実習中の課題

を明確にすることで学生へのタイムリーな支

援につなげている。 

・今後は特定行為研修修了をした認定看護師

が症例の調整等を含めて指導者となることが

望ましいと考える。 

３）防災に対する体制は整備されて

いるか 

・防災体制は整備され、学生には開講時オリ

エンテーションにて周知している。また職員

には防災訓練を実施し周知を図っている。 

・学生全員の個人用ロッカーにヘルメットと

備蓄品セットを配置している。 

・地震対策はホール入口のガラスに飛散防止

フィルムを貼付し、2020 年度から学生対象に

安否確認ツールを導入した。 

 ４ 

 

（7）学生の受入れ募集 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）学生募集活動は、適切に行わ

れているか 

・募集要項および入学試験日程は JNA ホームペ

ージに掲載し、300 床以上病院へ募集要項とリ

ーフレットを郵送している。募集定員に対して

1.2～3.9 倍の応募があった。 

・前年度の学科別志願倍率及び入試問題は JNA

の会員専用サイト「キャリナース」で公開し、

非会員には郵送をしている。 

・COVID-19 により学術集会の延期や Web 開

催が多くなり、紙媒体の広報活動が減少した。

今後は、JNA ホームページのトップページにア

イコン等の準備を検討する。 

 ４ 

２）学生募集活動において資格取

得等の情報は伝えられているか 
・適切に情報は伝えられている 

 ４ 

３）学納金は妥当なものとなって

いるか 

・学納金は本校の運営に必要なコストを勘案し

つつも公益法人として低廉な価格で認定看護師

 ４ 
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教育を実現できるよう価格を設定しており妥当

である。 

 

（8）財務 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）中⾧期的に学校の財務基盤は

安定しているか 

・設置主体の JNA は看護職を会員とする団体

で、会費収入を主財源にしており財務基盤は非

常に安定している。 

 ４ 

２）予算・収支計画は有効かつ妥

当なものとなっているか 

・本校の予算・収支計画は、JNA の公益目的事

業の一つである「教育等看護の質向上に関する

事業」として策定され、その有効性および妥当

性について慎重な検討を経て理事会の承認によ

り確定する。 

・学校事業運営の効果に関する評価指標が確立

されていない現状があり、今後検討していく余

地がある。 

 ４ 

３）財務について会計監査が適正

に行われているか 

・監査は JNA の会計監査人である監査法人によ

り監査の基準に準拠して四半期毎に適正に実施

されている。 

 ４ 

４）財務情報公開の体制整備はで

きているか 

・本会ホームページで公開している。  ４ 

 

（9）法令等の遵守 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）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 

・専修学校設置基準や JNA 規則に則り適切に運

営している。 

 ４ 

２）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 

・「JNA 個人情報保護方針」および規則に則り

適切な対策をとっている。 

・学生には「個人情報取扱いに関して」学生便

覧に掲載し周知を図り、「個人情報の取扱いに

関する同意書」を取得している。 

・職員には重要情報保護や情報セキュリティに

関する e ラーニング研修が年 1 回義務付けられ

る他、標的型攻撃メール訓練を年に数回受け

る。部署で取扱う情報の機密性に応じ情報管理

状況の内部点検がある。 

 ４ 

３）自己評価の実施と問題点の改 ・2020 年度に認定看護師教育課程 B 課程が開  ３ 
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善に努めているか 講したため、自己評価は初めて行い有識者の意

見も加えて改善に努めている。学生アンケート

結果などの評価は校内で閲覧が可能である。 

４）自己評価結果を公開している

か 

・学校評価結果の積極的な公表が課題であり、

ホームページ掲載を検討している。 

 ３ 

 

（10）社会貢献 

評 価 項 目 総  括 評価 

１）学校の教育資源や施設を活用

した社会貢献を行っているか  

・看護職からの COVID-19 に関する相談に対

し、感染管理学科教員が対応した。 

・JNA の YouTube チャンネルにおいて、

COVID-19 対応に関する医療福祉職に役立つ動

画を複数発信している。 

・厚労省の委託により特定行為研修の普及促進

事業を展開しているほか、これから指定研修機

関になろうと検討している施設の相談に対応し

ている。 

・厚労省、文科省会議に教員が有識者として参

画した。 

・図書館が会員以外も利用できる。 

 ４ 

 


