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はじめに 

平成１４年に専修学校である看護専門学校において、自己点検･評価を実施することが努力

義務化された。これを受け、日本赤十字社では、赤十字看護専門学校の特色ある看護教育の

充実と教育水準の向上を目指し、平成 17 年度より「赤十字看護専門学校評価指針」を作成し、

それに基づき学校評価を実施している。 
本評価指針は、カテゴリー９領域・点検７２項目・評価内容 136 点について、学校教員が

第一次自己点検･評価を、学校運営会議で 終評価を行う。 終評価者は、学校長・副学校長・

事務部長・教務主任・専任教師・赤十字長野県支部事務局長・長野赤十字病院看護部長で構

成され、評価基準は「当てはまる：３」「やや当てはまる：２」「当てはまらない：１」の３

段階としている。学校評価の結果は、日本赤十字社看護部へ報告している。 
文部科学省の「学校評価ガイドライン」では、評価の公表が義務化されていることから、

平成 22 年度より自己点検・評価の結果を公表する。 
 

自己点検･自己評価  
 
Ⅰ．教育理念・教育目的 

 点検：11 項目、評価内容：16 点 現状と評価 
 長野赤十字看護専門学校の教育理念・教育目的は、赤十字の理念である人道を基調とし、 
豊かな人間性を育み、専門職業人として必要な基礎的能力を修得し、広く社会に貢献でき 
る看護実践者の育成をめざしている。これは、赤十字看護教育の特徴を表しており、「学生 
便覧」「カリキュラムガイダンス」に明示している。そして、教育目的と関連させて 
「教育目標」「卒業時の到達目標」「学年別到達目標」「看護教育の概念枠組み」「カリキュ 
ラムの作成過程」「教育課程の構造図」「当校の看護技術項目の卒業時到達度」を設定し、 
教育の質が保証できるよう「カリキュラムガイダンス」に明記し、学習の指針としている。 
 

Ⅱ．教育目標 
点検：７項目 評価内容：13 点 現状と評価 
 教育目標は、教育目的である赤十字の精神を涵養した看護実践者の育成につながるよ

う 8 項目を挙げている。概要は、「１．赤十字理念を基調とした豊かな人間性」「２．人間

を幅広く理解する能力」「３．人々の健康理解」「４．科学的根拠に基づく看護実践」「５．健

康や障害の状態に応じた看護実践」「６．チーム医療と社会資源の活用」「７．赤十字の看護

師」「８．看護専門職人としての成長・自己研鑽」である。これらは、看護実践者として

の側面と学習者としての側面から設定した。さらに、目標別卒業時到達目標を設定して

教育内容と関連づけ、学生に提示している。卒業時に学生の自己評価による教育目標達

成状況を評価している。今後は、「卒業時看護技術到達度評価」「赤十字キャリア開発ラ

ダー・レベル１の認定」などの機会をとらえ、教育目標の妥当性を検証してきたい。 



Ⅲ．教育課程の経営 
＜教育課程の経営者の活動＞ 

 点検：２項目 評価内容：６点 現状と評価 
  教育課程は、日本赤十字社看護専門学校学則準則第 25 条に規定された教育課程を含み、

定められた修業年限を遵守して運営されている。教育理念・教育目的の達成に向けて一貫

した教育活動ができるように、規則に定められた「学校運営会議」「教育会議」「講師会議」

「教師会議」で定められた事項を審議している。 
 

＜教育課程編成の運営に関する考え方＞ 
 点検：3 項目 評価内容：6 点 現状と評価 
  教育課程の編成は、「赤十字の理念をふまえた看護学の概念枠組み」「教育内容の考え方

と根拠」「教育課程の編成の根拠」をカリキュラムガイダンスに明記し、学生と講師に提示

している。また、学年別到達目標を設定し各科目の順序性を考慮して編成している。 
 

＜科目・単元構成＞ 
 点検：4 項目 評価内容：3 点 現状と評価 
  カリキュラムは、看護師養成所指定規則に定められた 97 単位(3000 時間)で編成し、授

業科目・単元構成の考え方をカリキュラムガイダンスに明記している。また、赤十字看護

師教育の特徴を教育目標に挙げ、基礎分野に「人権と赤十字」「赤十字活動論」、統合分野

に「災害看護論」計３単位を授業科目に入れている。 
 

＜教育計画＞＜教育課程評価の体系＞ 
点検：7 項目 評価内容:13 点 現状と評価 
単位履修と認定方法は、学則に基づいて単位認定基準を定め明示している。4 月に学年別

に「年間教育計画」「授業の組み方と科目の履修方法」を説明し、学生が主体的に単位履修の

管理ができるよう支援している。教育課程の見直しを年度末に行い次年度の改善につなげて

いる。今後は、自律した学生を育てる教育課程であるか、教育目標・授業科目・教育内容の

整合性はどうかなど、カリキュラム全体を多面的に評価し見直し改善をはかっていく必要が

ある。 
 
＜教員の教育・教育活動の充実＞ 

 点検：7 項目 評価内容：22 点 現状と評価 
  赤十字看護専門学校規程に定めた 10 人の専任教員が、各専門領域の講義と臨地実習指導

を担当している。看護教員の育成は、長野赤十字病院看護部で行われ、臨床と学校の人事

交流によりキャリア形成につなげている。看護部には「キャリア開発ラダー委員会」「看護

研究推進委員会」が設けられ看護の向上をはかっており、教員も委員として活動している。

教員は看護研究を隔年で取り組み、院内発表を経て全国学会で発表している。また、教育

力向上や担当する専門分野の追究するための支援として、研修会・学習会・学会等への参

加、県内看護専門学校や看護大学との連携などがあげられる。課題は、看護師資格取得を



目指す大卒者や社会人入学生が増加しており、一層の指導力・教育力が求められることか

ら、さらなる自己研鑽と支援体制の充実が求められている。 
 

＜学生の看護実践体験の保証＞  
点検：9 項目 評価内容：25 点 現状と評価 

臨地実習 23 単位は、全てが長野赤十字病院で履修できる。看護部には「臨床指導委員会」

があり、実習目的・学生のレディネス・指導方法などを「臨地実習の手引き」「実習要綱」

に明示し、学生が安心して学べる実習環境の整備をしている。しかし、実習病院は地域に

おける急性期医療を担っていることから高度医療・在院日数短縮・7 対 1 看護・2 交替勤務

の導入・電子カルテなどで看護業務は多岐多様で煩雑化し、臨地実習の質の保証が十分と

はいえない状況である。そこで、平成 23 年度は、看護部の理解と支援を得て実習指導体制

充実と強化をはかることになり、以下について実施していく。 
①各実習病棟に 2 名の臨床指導委員を置き、実習指導者とする。 
②学生指導に対する実習指導者と実習担当教員の役割を明文化する  
②実習指導者の要件を定め（経験 5 年以上・実習指導者研修会受講）病院長が任命する 
③病棟担当教員と実習指導者の役割を「臨地実習の手引き」に明記する。 

臨床指導委員会を定例(1 回／月)で開催し、学生の理解、指導者の役割、指導体制と方法、

指導力の向上に関する協議行い、臨地実習における学生の学びの保証をはかっていきたい。 
次に、学生からケアを受ける対象者の権利を尊重し、安全を確保して実習が行われてい

る。そのために、看護職者の倫理、患者の権利と尊重、医療安全などの学習を段階的に進

めている。「臨地実習の手引き」には、受け持ち患者の選定･承諾基準、臨地実習の安全対

策及び事故報告などが明示されており指針としている。「臨地実習の手引き」は、実習場に

配布され共有している。また、入学前に感染症抗体価検査を受け、その判定をもとにワク

チン接種を実施し、臨地実習における感染防止に努めている。 
 
Ⅳ．教授・学習・評価過程 

＜授業内容と教育課程の一貫性＞ 
＜看護学としての妥当性＞ 
＜授業内容の関連と発展＞ 
点検：５項目 評価内容：8 点 現状と評価 

授業科目 74 単位の講師は、「基礎分野」「専門基礎分野」は近隣大学等から 18 名、「専門

分野」は、長野赤十字病院の医師 25 名・助産師 3 名・看護師 19 名・他 12 名の計 77 名が

担当している。各講師は担当授業科目の内容と教育課程が一貫するように、講師会議の開

催あるいは授業依頼時に、カリキュラムガイダンスを提示して科目間の重複・整合性・発

展性などを説明している。また、シラバスは学生の学習支援に繋がるよう書式を統一し、

充実させてきた。活用状況など学生側と講師側の双方から評価し改善していく。 
 

＜授業の展開過程＞ 
点検：４項目 評価内容：８点 現状と評価 



学生には授業前にシラバスを提示し、授業展開・計画・授業形態・評価方法などについ

て説明している。講師は、成人教育をふまえて「講義」「演習」「グループワーク」「見学」

「体験学習」「実習」を選択して授業を展開している。また、看護技術 27 項目は、教員間

で到達目標を共有し、個々の学生が看護技術を習得できるよう支援体制がある。教員は、

クラス担任と実習指導担当の役割を遂行し、機会をとらえて学生の生活面や学習進度に応

じた支援をしている。また、教師会議で学生の形成評価を行い、個々の学生の成長状況や

指導方法を共有している。 
 

＜目標の達成の評価とフィードバック＞ 
 点検：６項目 評価内容：９点 現状と評価 
  今年度より、講師の承諾を得て「授業過程評価スケール表」を用いた授業評価を実施し

た。結果を授業改善につなげるよう、各講師にフィードバックしているところであるが、

評価者及び被評価者が不利益を蒙ることがないよう倫理規定を作成していきたい。講師側

からの評価も取り入れて授業を改善することも検討していきたい。単位認定の評価方法は

シラバスに明示されており、「試験」「レポート」「実習記録」「実技試験」など授業前に提

示されている。単位認定要件と基準・方法は、学則と細則に明示してあり、指針として運

用されている。 
 

＜学習への動機づけと支援＞ 
 点検：２項目 評価内容：８点 現状と評価 
  前年度シラバスの書式を統一し、講師全員が作成して授業開始前に学生に提示している。

シラバスは、教育理念・目的・目標をふまえて学習への動機づけや支援を目的としている

が、学生の活用状況について調査し、結果をもとに改善していく必要がある。 
 
Ⅴ．経営・管理過程 

＜本社・支部及び設置医療施設の意思・指針＞ 
点検：３項目 評価内容：９点 現状と評価 

赤十字看護専門学校は、長野赤十字病院の付帯施設であり、日本赤十字社の下にあり、

日本赤十字社長野県支部・長野赤十字病院・看護専門学校の 3 者で運営されている。学校

運営会議で学校管理と運営について方針が提示される。委員は、長野県支部事務局長・学

校長(病院長)・事務部長・看護部長・副学校長・教務主任・専任教員全員である。 
 

＜組織体制＞ 
 点検：６項目 評価内容：6 点 現状と評価 
  学校の組織体制は、学校長(病院長)、副学校長(1)、教務主任(1)、専任教員(8)、事務部長 

(病院兼)、主事(2)で構成される。それぞれの職務は赤十字看護専門学校規程および職務分 
掌に明記されている。教員の資格は赤十字専任教師要件として定められており、任用は長 
野赤十字病院が行う。学校運営会議・教育会議・入試委員会・講師会議等の会議は全教員 
がメンバーであり、意思を反映することができる。 



＜財政基盤＞ 
 点検：４項目 評価内容：7 点 現状と評価 

学校運営の財政基盤は、学納金 40％(年額 40 万円)、病院負額 37％、補助金 12％である。 
経済的な理由で看護専門学校へ入学してくる学生が増加する傾向にあり、教育の質を保証

できる学校運営経費は、設置病院の病院経営状況が重要な鍵となる。 
 

＜施設設備の整備＞ 
点検：3 項目 評価内容：16 点 現状と評価 

毎年運営会議において、学生と教員の要望を反映し学校設備の改修や教材の充実を図る 
ための予算編成が行われている。学校は病院内の外来棟 3 階と 4 階に位置しているが、病

院の発展に伴い教育環境に影響及んできている。学生の安全確保、感染対策、情報管理の

観点から、学習環境と療養環境の区別が求められている。学生がのびのびと学習できる環

境となるように設置病院と協議して改善をはかっていきたい。「パソコン」「教材」「図書」

など、計画的に充実をはかっている。 
 

＜文書の保管・整備＞ 
点検：2 項目 評価内容：13 点 現状と評価 

各種会議（運営会議、教育会議、講師会議、入試委員会、実習指導委員会）の記録は議 
事録として関係者に周知され、赤十字社文書取扱い規定に基づいて管理されている。また、

教師会議の議事録ほか個人情報に関わる議事録については、文書保管基準に基づいて管理

している。入学試験結果は、開示申請手続きに基づき開示している。 
 

＜学生生活の支援＞ 
点検：3 項目 評価内容：7 点 現状と評価 

学生が入学後に学習を継続できる支援体制を整えている。メンタル面は、設置病院の臨 
床心理士の支援が受けられる。入学時に奨学金については説明会を開催し、各種奨学金制

度・利用方法・手続き・返済方法など、学習継続の支援をしている。設置病院の奨学金制

度の新設については検討中である。学生生活の支援体制を「学生便覧」に明記し、学生が

活用できるようにしている。また、担任が窓口となり家族との連携をはかり、個別支援を

はかっている。 
 

＜学校に関する情報提供＞ 
点検：4 項目 評価内容：13 点 現状と評価 

教育・学習活動に関する保護者への情報については、入学式当日に保護者懇談会を開催 
して、学校運営の協力や学習および生活支援について説明し理解を得ている。また、年度

末には学年別に 1 年間の教育活動をまとめた文書を保護者宛に郵送している。必要時、保

護者への電話連絡や個別面談により学生の状況を共有し、学生に応じた支援を行っている。 
学校のＰＲについては、「ホームページ」「学校案内」「進路ガイダンス」「オープンスクー

ル」などで行っている。受験生が当校を受験した経緯・理由の、99％以上が‘ホームページ・



学校案内・募集要項‘を見たと回答していた。「ホームページ」のアクセス数は増加している

が、掲載内容の評価と見直しを行いながら充実させていきたい。学校案内は平成 21 年度に改

正したところであり、定期的に見直して更新をしていきたい。 
「オープンスクール」を毎年 8 月に開催し、今年度は 130 名余の参加が得られた。また 6 月

には、長野県看護協会主催「看護のこころミニ講座・進路相談会」を当校で開催し、教員と

学生が協力のもと中学生・高校生・教員・保護者の 90 名が来校した。開催後のアンケートで

はよい評価が得られている。今後は更なる充実をめざして、長野赤十字病院と一体となった

赤十字や学校のＰＲが求められており課題としたい。 
  

＜学校の運営計画と将来構想＞ 
点検：2 項目 評価内容：3 点 現状と評価 

平成21年には保健師助産師看護師法の一部改正により看護基礎教育は4年間という方向 
性が打ち出された。現在、赤十字の看護師養成は、看護大学５校と看護専門学校 17 校で行

われている。当校においては、明治 28 年に始まり 110 年余の歴史を持ち、3300 人余の看

護師を輩出して社会に貢献してきた。設置病院も築 28 年となり、新病院建築に向けて動き

始めたところである。病院の付帯施設である学校においても、校施設・設備などの教育環

境面で多くの課題を抱えている。こうした状況において、学設置病院の将来構想と中長期

的な経営状況を加味して、教育の質を保証できる学校運営経費の財政基盤や、学校将来構

想の策定を進めているところである。 
 

＜自己点検・自己評価体制＞ 
点検：5 項目 評価内容：8 点 現状と評価 

年度末に、自己点検・評価を実施し、改善点を学校目標・活動計画に挙げて、改善をは 
かってきた。72 点検項目中、現時点で評価基準 2 は 19、項目あった。それは「実習指導

体制」「教育及び授業に関する評価体制」「学校の将来構想と財政基盤」「学校関係者評、３

者評価」に関する項目であり、評価基準３になるよう取り組んでいきたい。 
 
Ⅵ．入学 
点検：5 項目 評価内容：15 点 現状と評価 

  赤十字看護師養成所規則に則り「看護学生募集要項」を作成し、ホームページに掲載し、 
受験対象高校に郵送している。また、個別資格審査要項についても明記している。入学試 
験選抜方法は、一般入学試験と委託生入学試験により、毎年 100％(定員 40 名)を確保でき 
ている。一般入学試験は「国語」「英語」「選択：数学または生物」の 3 科目であり、選択 
科目点数の公平性に配慮している。委託生入学試験は、県内赤十字病院から推薦条件を満 
たした高校卒業見込み者を受け付け、小論文と面接試験を行い選抜している。 

毎年、入学試験終了後に受験生全員にアンケート調査を実施し、「入学試験日」「当校を 
受験した経緯・理由」「意見・感想」を聞き、改善をはかっている。平成 23 年度調査結果

らから、第一希望が看護系大学・３５％、第一希望が長野赤十字看護専門学校・６３％、 
第一希望が他看護専門学校・２％であった。入学辞退者は 11 名で、理由は看護系大学入学・ 



8 名、他看護専門学校入学 1 名、不明・2 名であった。 
  当校が求める学生は、看護職としての適性、3 か年の看護教育に耐えうる学力、看護師 
国家試験合格が見込める自己学習力などがあげられる。入学後の学生の形成評価など多方 
面から学選抜方法の妥当性を検証し、質の高い学生の確保につなげていきたい。 

下表は、入学選抜による学生確保状況の年推移を示したものである。   
    入学年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 
受験者数 111 88 92 119 120 136 
合格発表者数(倍率) 45(3.2) 50(2.6) 52(2.6) 50(3.3) 51(3.5) 48(3.5)
委託生数(推薦入試) 5 6 4 4 6 3 
入学辞退者数 10 16 16 14 13 11 

    
Ⅶ．卒業・就職・進学 
  点検 6 項目 評価内容 11 点 現状と評価 
   卒業時に教育目標の到達状況については、卒業時に学生の自己評価により調査をして

いる。また、教員が「卒業生の特徴」と実習経験録から「基礎護技術項目の経験状況」

をまとめて設置病院へ報告し、継続教育へつなげている。 
年度入学生の卒業状況と国家試験合格状況の年次推移は下表のとおりである。退学者

と休学者は少なく、卒業率(3 年間で卒業)は全国平均を上回っている。これは、クラスや

教員の支援体制によるものといえる。また、看護師国家試験に全員合格を目指し、1 年

次より学習計画を立案し主体的に学習を進めている。しかし、不合格者もいることから、

入学選抜時の成績や在学中の教育評価などから原因を分析し、国家試験合格対策を強化

していく。また、3 年間の教育内容と国家試験出題基準の整合性について点検し、授業

内容・方法の改善につなげていきたい。学校は不合格者に対する支援体制があり、翌年

には 100％合格となっている。 
    入学年度 Ｈ16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度

卒業率(3 年で卒業) 97.5% 97.5% 92.5% 97.5% 100％ 
休学者数 0 1 人 1 人 0 0 
退学者数 1 人 0 1 人 1 人 0 

国家試験合格率 100％ 97.4% 94.6% 100％ 97.5% 
 
次に卒業生の進路状況は下表のとおりであり、卒業前に全員の進路が決定している。

進学者は、看護大学編入、大学養護教諭課程・助産師学校・保健師学校に合格し入学し

ている。卒業生の実践力・活動状況・在職状況などについて就職先から情報を得て、教

育目標との整合性を系統的に評価することが課題である。 
   卒業年度  H18 年度 H19 年度 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度 H22 年度

就

職 
長野赤十字 69.2％ 69.2％ 66.7％ 64.9％ 67.5％ 
他赤十字 15.4％ 15.4％ 12.8％ 18.9％ 12.5％ 
他病院 15.4％ 2.6% 5.1% 0 12.5％ 

進 学 0 12.8％ 15.3％ 16.2％ 7.5％ 



<地域社会と交流するための体制＞ 
 点検 6 項目 評価内容 10 点 現状と評価 
  授業科目「赤十字活動論」は、ボランティア活動を教育内容としており、地域で必要と

されるボランティア活動に主体的に取り組んでいる。赤十字週間においては、クラスごと

に病院内でボランティア活動を実践している。赤十字青年奉仕団に所属し、災害時の募金

活動など赤十字長野県支部と連携して活動している。設置病院の行事や患者会企画の要請

に応え、参加・協力し貢献している。「オープンスクール」「進路ガイダンス」などで学校

を開放し当校学生も協力して、中学生・高校生・保護者・教員と交流し情報を発信してい

る。また、地域における施設の見学や体験を授業に取り入れている。22 年度は「長野市人

権啓発センター」「保育園」「市町村保健センター」「社会復帰支援施設」などがあげられる。 
 
＜国際交流のための支援＞ 

 点検４項目 評価内容８点 現状と評価 
  授業科目「人権と赤十字」では、赤十字の国際活動や国際救援について学習する。また、

海外医療活動に参加した看護職の講演を聞く機会を設けている。学生は赤十字青年奉仕団

に所属し、赤十字県支部による国際交流に参加できる。平成 22 年度は、長野市国際室の協

力を得て「リトアニア」と「韓国」の講師を招き、「異文化理解講座」を２回開催した。ま

た、長野市姉妹都市クリアウォータ市より交流で訪れたセント・ピーターズバーグ看護大

学教授が看護学校訪問を希望し、特別講義や授業参観により学生・教員と交流した。 
 
＜研究＞ 
点検５項目 評価内容９点 現状と評価 

  教員は教育力向上や担当分野の専門性を探求するため、各種研修会・看護学学会・教育

研究会分科会等に参加し自己研鑽に努めている。看護研究活動を２年ごとに行い、設置病

院看護部看護研究発表会を経て、全国学会発表の機会がある。多くの教員が学術的な場へ

の参加や研究活動に取り組めるよう教員間の協力・支援体制を強化したい。 
  ＊看護研究発表 

2007：第 38 回日本看護学学会(看護管理) 
看護基礎教育の充実状況に関する意識調査 
―新卒看護師、プリセプターナース及び支援者の比較から― 

    2009：第 40 回日本看護学学会(看護教育) 
          臨地実習における学生の学びと構造と指導方法 
    2011：院内看護研究発表会 
          看護学生の生活習慣の実態と生活習慣病予防のための支援 
           １人暮らしの学生と親と同居している学生との比較 
その他、看護大学の交流研修や大学院進学を推進していきたい。また、日々の教育活動の

中で、教員間での成長を促す授業リフレクションにより教育の向上をはかりながら、学生が

この学校を選んでよかったと感じてもらえるような学校作りをしていきたい。 


