
青森歯科医療専門学校 

学校関係者評価委員会報告書 

 

学校法人三和会 青森歯科医療専門学校は「平成 28年度自己点検評価結果報告書」に基づいて、 

第 1回学校関係者評価委員会を開催致しましたので報告致します。 

 

 

                                   平成 28 年 9月 30 日 

                                   学校法人 三和会 

                                   青森歯科医療専門学校 

                                   学校関係者評価委員会 

 

開催日 

平成 28年 9 月 25日（日曜日）13：00～14：20 

 

開催場所 

青森歯科医療専門学校 歯科技工士科 第二教室 

 

企業等委員 

櫻田 聡彦 氏  ((一社)青森県歯科医師会 桜田歯科医院 院長) 

市川 真弓 氏  ((一社)青森県歯科医師会 いちかわ歯科クリニック 院長) 

山本 明義 氏  ((一社)青森県歯科医師会 やまもと歯科 院長) 欠席 

福田 祐嗣 氏  ((有)北日本歯科技工所 所長) 

相馬 由紀子 氏 (北畠歯科医院 歯科衛生士) 

佐藤  文 氏  (青森市三内町内会) 

 

学校関係者 

葛西 肇     (青森歯科医療専門学校 理事長•校長) 

三原 睦子    (青森歯科医療専門学校 副校長) 

青木 正義    (青森歯科医療専門学校 教務部長) 

新岡 清人    (青森歯科医療専門学校 歯科技工士科 教務主任) 

石橋 桂奈子   (青森歯科医療専門学校 歯科衛生士科 教務主任) 欠席 

小笠原 郁江   (青森歯科医療専門学校 歯科衛生士科 専任教員) 欠席 

今井 将貴    (青森歯科医療専門学校 事務局長) 

山本 純子    (青森歯科医療専門学校 事務局) 



1. 開会挨拶及び趣旨説明  

青森歯科医療専門学校 理事長•校長 葛西 肇 

 

2. 出席者(委員)紹介  

青森歯科医療専門学校 事務局長 今井将貴 

 

3. 学校関係者評価事業計画の説明 

 

4. 平成 28 年度自己点検評価結果について(歯科衛生士科・歯科技工士科) 

 

5. 質疑応答・意見交換(評価シート) 

  委員会議事内容 

評価項目 評価平均 評価 評価に対する今後の学校の取組

等 

基 準 1   

教育理念・目

標 
3.7 

教育理念・目標など学生には学生便

覧や入学後の各科オリエンテーシ

ョン等で周知しているが保護者等

には十分にされていないように思

われる。 

 

教育理念等も入学式後の父母会

総会時に配布する資料を充実さ

せパンフレット、ホームページ

等の広報を活用し周知の機会を

増やす。 

 

基 準 2   

学校運営 

3.6 

教育活動等に関する情報公開が十

分に行われていないように思われ

る。 

教育活動等に関する情報公開

は、ホームページや学校見学会、

その他の体験イベントでの説明

を通じて行っているが、さらに

内容の充実タイムリーに情報発

信できるよう努める。 

基 準 3   

教育活動 

3.5 

職業教育に対する外部関係者から

の評価の取り入れが不十分である。 

 

職業実践専門課程を申請する

為、平成 28年度から評価を実施

予定。  

学外関係者からの意見も参考に

しながら、定期的にシラバスを

見直し、より効果的な教育がで

きるように整備を進める。 

 

 



基 準 4   

学修成果 

3.3 

求人数は常に多く、就職については

問題ないが、国家試験の合格率向

上、あるいは１００％の維持と、中

途退学率を低減させるべきである

と思われる。 

国家試験に関しては、出題基準

の変化に対応し、より早い時期

から指導に当たる。また、中途

退学者の低減については、三者

面談や、個別指導の他、スクー

ルカウンセリングを取り入れ、

悩みを抱えた学生に対応するよ

うにする。 

基 準 5   

学生支援 

3.6 

学費などの費用に対する面で学校

側からは各家庭に対する支援体制

がないのが現状である。医院に就職

した者が、毎月奨学金をいくら返す

かわからないと言っていたが、学校

側はどのようにしているのか。 

技工士科は予防接種はするのか。 

今現在、退学した学生はいるのか。 

成績優秀者特待生制度や日本学

生支援機構奨学金制度といった

経済的支援を継続する。卒業学

年の貸与者全員に説明会を行っ

ている。就職後秋頃から返済が

始まる。 

卒業後に日本学生支援機構から

実家に通知が郵送されるので、

家族間でコミュニケーションを

とっていれば、返済時期・期間

が把握できる。 

健康管理も、規程の健康診断な

どの他、歯科衛生士科ではＢ型

肝炎の検査及び予防接種を実施

している。技工士科は臨床実習

がないので予防接種していな

い。ただ、臨床現場では危険が

あるので、学生のうちに知識を

もたせたい。 

歯科技工士科は今のところいな

いが歯科衛生士科では退学した

学生がいる。学生と保護者を説

得したが退学に至った。学生と

保護者を交えた三者面談を年２

回実施している。 

 

 



基 準 6   

教育環境 3.6 

冷暖房設備の不足、環境面から見て

教室・実習室の温度などの環境設備

が不十分ではないか。 

冷暖房器具の設置、学生の体調

も考慮し、整備していく。 

基 準 7   

学生の受入

れ募集 

3.7 

学校見学会や進学ガイダンスでは、

授業内容・就職状況など最新の情報

が提供できるよう内容について随

時改善していくべきではないか。 

小・中学生に職業紹介をしていくの

はどうか。 

 

本校の教育方針や教育内容、学

校生活や国家資格取得までな

ど、入学後の修学環境について

具体的な情報を高校訪問や進学

ガイダンスなどで高校生や教員

にも積極的に紹介・説明する。

また、歯科医院や多種施設への

パンフレット設置やポスター掲

示依頼なども積極的に行う。 

認知度の向上、高校生、社会人

だけでなくその下の世代へも積

極的に広報活動を行う。 

青森県の「我が社は学校教育サ

ポーター」に登録しており、今

年も地域の小学生が来校し職業

体験をしていった。今年度も青

森県専修学校各種学校連合会主

催や青森県主催などの職業体験

イベントに参加し、さまざまな

年代に職業紹介をする予定。 

基 準 8   

財務 
3.9 

歯科技工士科において平成 16 年度

入学生以降、定員を充足しておらず

毎年、入学者数を確保し財務基盤を

安定させる。 

財務基盤をさらに安定させるた

めには、定員を充足し、中途退

学者をなくするように努める。 

基 準 9   

法令等の遵

守 

3.2 

自己点検評価結果を公開していな

い。 

今年度が学校評価の取組み初年

度で、これを機会に、より正確

な評価、結果の公表、および教

育改善に努めていく。平成28年

度分よりホームページにて自己

評価結果を公開する。 

 

 



基 準 10  

社会貢献・地

域貢献 

3.1 

ボランティア活動について制限な

どはあるか。 

ボランティア活動について、学

生の出来ることを学生とともに

考え、実現させる。 

特に制限はなく、以前は近くの

川の清掃活動にも協力してい

た。 

本校において、移動献血車によ

る献血に積極的に協力してい

る。 

 

 

6. 次回日程(案) 

  平成 29 年 3月 26 日(日) 

 

7. 閉会挨拶  

  青森歯科医療専門学校 理事長•校長 葛西 肇 

   


