
 

様式第１号 

  2022年 6月 25日 

 

文部科学大臣 殿 

 

〔設置者の名称〕学校法人 城西医療学園 

 

〔代表者の役職〕理事長 〔代表者の氏名〕新藤 博明  

 

 

大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書 

 

○申請者に関する情報 

大学等の名称 日本医療科学大学 
大学等の種類 
（いずれかに○を

付すこと） 
（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校） 

大学等の所在地 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 1276番地 

学長又は校長の氏名 学長 新藤 博明 

設置者の名称 学校法人 城西医療学園 
設置者の主たる事務

所の所在地 
埼玉県入間郡毛呂山町下川原 1276番地 

設置者の代表者の氏

名 
理事長 新藤 博明 

申請書を公表する予

定のホームページア

ドレス 
https://www.nims.ac.jp/about/info/studysupport.html 

 
※ 以下のいずれかの□にレ点（☑）を付けて下さい。 
 
□ 確認申請 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第１項に基づき確

認申請書を提出します。 
 
☑ 更新確認申請書の提出 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第３項に基づき更

新確認申請書を提出します。 
 
 
※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。  
☑ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。 
 
☑ 確認を受けた大学等は、大学等における修学の支援に関する法律（以下「大

学等修学支援法」という。）に基づき、基準を満たす学生等を減免対象者とし

て認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があることを承知していま

す。 
 



  

☑ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒業

するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。 
 
☑ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取

り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、

減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免

する義務があることを承知しています。 
 
☑ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第７条第２項第３号

及び第４号に該当します。 

 

○各様式の担当者名と連絡先一覧 
様式番号 所属部署・担当者名 電話番号 電子メールアドレス 

第１号 

学務課 

川﨑 慧 
049-298-6306 nims-jimu@nims.ac.jp 

第２号の１ 
第２号の２ 
第２号の３ 
第２号の４ 

 

○添付書類 
 
※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。） 
 
「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》 
 
「⑵-①学外者である理事の複数配置」関係 
 
☑ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿 
 
「⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係  
☑ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映すること

ができる組織に関する規程とその構成員の名簿 
 
「⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係 
 
☑ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》【再掲】 
 
その他 
 
☑ 《私立学校のみ》経営要件を満たすことを示す資料 



  

 
☑ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧 



 

（添付書類）経営要件を満たすことを示す資料 
学校名 日本医療科学大学 
設置者名 学校法人 城西医療学園 

 

 

Ⅰ 直前３年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況 
 経常収入(A) 経常支出(B) 差額(A)-(B) 

申請前年度の決算 2,634,177,672円 2,429,628,365円 204,549,307円 

申請２年度前の決算 2,448,310,075円 2,172,281,607円 276,028,468円 

申請３年度前の決算 2,412,361,798円 1,972,368,687円 439,993,111円 

 

 

Ⅱ 直前の決算の貸借対照表における「運用資産－外部負債」の状況 
 運用資産(C) 外部負債(D) 差額(C)-(D) 

申請前年度の決算 3,771,053,492円 44,263,033円 3,726,790,459円 

 

 

Ⅲ 申請校の直近３年度の収容定員充足率の状況 
 収容定員(E) 在学生等の数(F) 収容定員充足率

(F)/(E) 

今年度（申請年度） 1,480人 1,631人 110％ 

前年度 1,390人 1,519人 109％ 

前々年度 1,290人 1,464人 113％ 

 

 

（Ⅱの補足資料）「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧 
 

○「運用資産」に計上した勘定科目 

勘定科目の

名称 

資産の内容 ３年度の決算におけ

る金額 

退職給与引

当特定資産 

定期預金と預金 340,783,000 円 

有価証券 債権等 1,201,000,000 

現金預金 現金預金 1,929,270,492 

 

○「外部負債」に計上した勘定科目 

勘定科目の

名称 

負債の内容 申請前年度の決算に

おける金額 

未払金 経費・退職金等 44,263,033 円 

  円 

  円 

 

 

 

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 



（添付書類）経営要件を満たすことを示す資料

学校コード F111310101969 学校名 日本医療科学大学

設置者名

Ⅰ　直前３年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況

経常収入(A) 経常支出(B) 差額(A)-(B)

申請前年度の決算 2,634,177,672円 2,429,628,365円 204,549,307円

申請２年度前の決算 2,448,310,075円 2,172,281,607円 276,028,468円

申請３年度前の決算 2,412,361,798円 1,972,368,687円 439,993,111円

Ⅱ　直前の決算の貸借対照表における「運用資産－外部負債」の状況

運用資産(C) 外部負債(D) 差額(C)-(D)

申請前年度の決算 3,771,053,492円 44,263,033円 3,726,790,459円

Ⅲ　申請校の直近３年度の収容定員充足率の状況

収容定員(E) 在学生等の数(F) 収容定員充足率(F)/(E)

今年度（申請年度） 1,480人 1,631人 110%

前年度 1,390人 1,519人 109%

前々年度 1,290人 1,464人 113%

（Ⅱの補足資料）「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧

○「運用資産」に計上した勘定科目

勘定科目の名称
申請前年度の決算

における金額

退職給与引当特定資産 340,783,000円

有価証券 1,201,000,000円

現金預金 1,929,270,492円

○「外部負債」に計上した勘定科目

勘定科目の名称
申請前年度の決算

における金額

未払い金 44,263,033円

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。

負債の内容

経費・退職金等

学校法人　城西医療学園

資産の内容

定期預金と預金

債権等

現金預金



  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 日本医療科学大学 
設置者名 学校法人 城西医療学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配置困難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

保健医療学部 

診療放射線学科 

0 

0 82 82 13  

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻 0 75 75 13  

リハビリテーション学科 

作業療法学専攻 0 76 76 13  

看護学科 0 67 67 13  

臨床工学科 0 45 45 13  

臨床検査学科 0 33 33 13  

（備考） 

 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
大 学 ホ ー ム ペ ー ジ _ 大 学 案 内 _ 情 報 公 開 _ シ ラ バ ス

https://www.nims.ac.jp/about/info/syllabus.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 日本医療科学大学 
設置者名 学校法人 城西医療学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
大学ホームページ_大学案内_情報公開_財務情報及び事業報告 

https://www.nims.ac.jp/about/info/finance.html 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
城西放射線技術専門学校

（前職） 

平成 30年 6月 1日 

   ～ 

令和 5年 5月 31日 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 
東京医療保健大学 

非常勤講師（現職） 

平成 30年 6月 1日 

   ～ 

令和 5年 5月 31日 

財務状況へのチェ

ック機能 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 日本医療科学大学 

設置者名 学校法人 城西医療学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

シラバスを作成する過程で、授業目標や授業計画を具体的に考え、成績評価方法 

を具体的に検討したりすることが求められる。 

 

授業概要 

 学習者が教育目標や学位授与の方針、教育課程の編成方針における授業の位置づけ 

 を認識し、「学生の到達目標」を示すことによって、卒業時や卒業後の将来ビジョン 

 をもって意欲的に学ぶことができるようにする。 

 

 本学学修支援システム NIMSポータルにおいて、電子シラバスとして公表している。 

 

 公表時期：当該年度の 4月 1日 

授業計画書の公表方法 
大学ホームページ _大学案内 _情報公開 _シラバス

https://www.nims.ac.jp/about/info/syllabus.html 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

学修意欲の把握概要 

 到達目標は学生を主体とした目標で、具体的には「学力の３要素」であ

り、『知識・技能』、『思考・判断・表現』、『主体的に学習に取り組む態度』

を学修成果の評価として、明確に回答できるように心掛けるようにする。 

 

学修成果の評価・単位 

 学生便覧にて、各学科・専攻ごとに教育課程が記載されており、教育区

分ごとに卒業に必要な修得単位数が示されている。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

成績評価の概要 

 成績評価の記載には、「主体的（積極的）な授業参加度（貢献度）」を重視する。 

 具体的には、小レポート・コメントシート等を分かり易く記載することを心掛ける 

 ようにする。 

 

ＧＰＡの客観的な指標の具体的な内容 

成績評価 成績評価基準 GP 合否 

S 100～90点 学修目標を十分に達成し極めて優秀である 4 

合格 

A 89～80点 学修目標を十分に達成し優秀である 3 

B 79～70点 学修目標を十分に達成している 2 

C 69～60点 学修目標を達成している 1 

N 認定  計算外 

D 60点未満 学修目標を達成していない 0 不合格 

 学生便覧の成績評価の項目に記載されている通りで、公表されている。 

 

(1) 学期 GPA＝ 
（Sの単位数×4）+（Aの単位数×3）+（Bの単位数×2）+（Cの単位数×1） 

当該学期に履修登録した単位数の合計（不合格科目を含む） 

 

(2) 累積 GPA＝ 

在学全期間の｛（S の単位数×4）+（A の単位数×3）+（B の単位数×2）+（C の単位数×1）｝ 

在学全期間に履修登録した単位数の合計（不合格科目を含む） 

 

 

 

 

 
 



  

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
大学ホームページ_大学案内_情報公開_カリキュラム紹介 

https://www.nims.ac.jp/about/info/curriculum.html 

  



  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

卒業認定・学位授与に関する方針 

 本学のアドミッションポリシーに基づいて入学を許可されたものは、入学後、本学 

 の建学の精神のもと保健医療に関する高い専門性と研究能力とともに、教養豊かな 

 人間性と適切な倫理観を身につけ、本学の教育目的を達成すべく、各学科・専攻に 

 おいて定められた教科・演習・実習を修得する。各学科・専攻の示す所定の単位を 

 修得した学生は、保健・医療・福祉の領域で活躍できる能力を有するとして、卒業 

 が認められ、各学科・専攻に示す学位が授与される。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

大学ホームページ_大学案内_情報公開_教育研究上の基礎的な情報 

https://www.nims.ac.jp/about/info/basic.html 

 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 日本医療科学大学 

設置者名 学校法人 城西医療学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 

大学ホームページ_大学案内_情報公開_財務情報及び事業報告 

https://nims.ac.jp/about/info/finance.html 

収支計算書又は損益計算書 
財産目録 
事業報告書 
監事による監査報告（書） 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：大学ホームページ_大学案内_情報公開_自己点検・評価報告書 

https://nims.ac.jp/about/info/inspection.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  

https://nims.ac.jp/about/info/inspection.html


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 保健医療学部 

教育研究上の目的 

（公表方法：大学ホームページ_大学案内_情報公開_教育研究上の基礎的な情報 

https://www.nims.ac.jp/about/info/basic.html） 

（概要） 

保健医療学部 

 保健医療に関する高い専門性と研究能力を有し、教養豊かな人間性と適切な倫理観を持 

 ち、保健・医療・福祉の領域で活躍できる人材の育成を目的とする。 

 

保健医療学部 診療放射線学科 

 保健医療学部の教育研究上の目的に基づき、放射線技術に関する最先端の専門知識と技 

 術力を持ち、診療放射線技師としてチーム医療に貢献するだけでなく、保健・医療の分 

 野で活躍できる人材の育成を目的とする。 

 

保健医療学部 リハビリテーション学科理学療法学専攻 

 保健医療学部の教育研究上の目的に基づき、理学療法の諸科学や医学に精通し、理学療 

 法に関する高い技術力を持ち、理学療法士として保健・医療の現場などで活躍する人材 

 の育成を目的とする。 

 

保健医療学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 

 保健医療学部の教育研究上の目的に基づき、作業療法に関する理論と技術に精通し、 

 作業療法士として社会の要請にこたえられる豊かな人間性を持った人材の育成を目的と 

 する。 

 

保健医療学部 看護学科 

 保健医療学部の教育研究上の目的に基づき、看護に関する最新の知識と技術の習得を 

 基礎として、看護師として深い人間理解と社会的使命を遂行しうる人材の育成を目的と 

 する。 

 

保健医療学部 臨床工学科 

 保健医療学部の教育研究上の目的に基づき、臨床工学に関する諸科学及び生命維持装置 

 等の医療機器・設備等に対する知識・技術に精通し、臨床工学技士として医療の現場等 

 で活躍できる人材の育成を目的とする。 

 

保健医療学部 臨床検査学科 

 保健医療学部の教育研究上の目的に基づき、臨床検査学に関する最新の医療検査技術学 

 及び心電図装置・画像診断装置等の医療機器・設備等に対する知識・技術に精通し、臨 

床検査技師として医療の現場等で活躍できる人材の育成を目的とする。 

 

卒業の認定に関する方針 
公表方法：大学ホームページ_大学案内_情報公開_教育研究上の基礎的な情報 

https://www.nims.ac.jp/about/info/basic.html 



  

（１）診療放射線学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、社会背景や価値観の異なる人々を受容する姿勢や態度を身につけ

ている。 

②主体的、自律的に成長し発展する能力を身につけている。さらに、医療の発展・高度化

に応じ、専門職として継続的な自己研鑽に励み、領域の発展に寄与できる能力を身につけ

ている。 

③放射線科学技術及び理工学的基礎知識と技術をもって社会に対して貢献できる能力を身

につけている。 

④画像診断、核医学、放射線治療等の放射線医療の専門分野において十分な知識と技術を

有し、系統的に専門知識及び技術を実践できる能力を身につけている。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解し、医療チームの一員としての役割を自覚し責

務を遂行できる能力を身につけている。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる範囲と程

度を理解できる能力を身につけている。 

 

 

（２）リハビリテーション学科 理学療法学専攻 

 

①生命の尊厳を自覚し、社会背景や価値観の異なる人々を受容する姿勢や態度を身につけ

ている。 

②主体的、自律的に成長し発展する能力を身につけている。さらに、医療の発展・高度化

に応じ、専門職として継続的な自己研鑽に励み、領域の発展に寄与できる能力を身につけ

ている。 

③理学療法学における人体の構造と機能、疾病と障害および保健医療福祉に関しての知識

と技術をもって社会に対し、実践を通して貢献できる能力を身につけている。 

④リハビリテーション医学において理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学等

の理学療法に関する専門知識及び技術を系統的に実践できる能力を身につけている。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解し、医療チームの一員としての役割を自覚し責

務を遂行できる能力を身につけている。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる範囲と程

度を理解できる能力を身につけている。 

 

 

（３）リハビリテーション学科 作業療法学専攻 

 

①生命の尊厳を自覚し、社会背景や価値観の異なる人々を受容する姿勢や態度を身につけ

ている。 

②主体的、自律的に成長し発展する能力を身につけている。さらに、医療の発展・高度化

に応じ、専門職として継続的な自己研鑽に励み、領域の発展に寄与できる能力を身につけ

ている。 

③作業療法学における人体の構造と機能、疾病と障害および保健医療福祉に関しての知識

と技術をもって社会に対し、実践を通して貢献できる能力を身につけている。 

④リハビリテーションの医学において作業療法評価学、作業療法治療学、地域作業療法学

等の作業療法に関する専門知識及び技術を系統的に実践できる能力を身につけている。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解し、医療チームの一員としての役割を自覚し責

務を遂行できる能力を身につけている。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる範囲と程

度を理解できる能力を身につけている。 

 

 



  

（４）看護学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、社会背景や価値観の異なる人々を受容する姿勢や態度を身につけ

ている。 

②主体的、自律的に成長し発展する能力を身につけている。さらに、医療の発展・高度化

に応じ、専門職として継続的な自己研鑽に励み、領域の発展に寄与できる能力を身につけ

ている。 

③看護学の各領域における多様な医療現場において、個人・家族・地域社会に対し、系統

的に専門領域を実践できる能力を身につけている。 

④人の誕生から各成長発達段階における人々の健康課題と、地域社会で生活するさまざま

な人々に対する健康支援を安全・安楽を守り、看護を提供できる能力および国際的な視点

や研究姿勢をもって将来的に向上していく基盤を身につけている。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解し、医療チームの一員としての役割を自覚し責

務を遂行できる能力を身につけている。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる範囲と程

度を理解できる能力を身につけている。 

 

 

（５）臨床工学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、社会背景や価値観の異なる人々を受容する姿勢や態度を身につけ

ている。 

②主体的、自律的に成長し発展する能力を身につけている。さらに、医療の発展・高度化

に応じ、専門職として継続的な自己研鑽に励み、領域の発展に寄与できる能力を身につけ

ている。 

③臨床工学の各領域における多様な医療現場において、個人・家族・地域社会に対し、系

統的に専門領域を実践できる能力を身につけている。 

④臨床で使用される生体計測機器・治療機器や生命維持管理装置等の原理・構造を理解し、

保守管理に関する実践的知識・技術を身につけている。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解し、医療チームの一員としての役割を自覚し責

務を遂行できる能力を身につけている。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる範囲と程

度を理解できる能力を身につけている。 

 

 

（６）臨床検査学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、社会背景や価値観の異なる人々を受容する姿勢や態度を身につけ

ている。 

②主体的、自律的に成長し発展する能力を身につけている。さらに、医療の発展・高度化

に応じ、専門職として継続的な自己研鑽に励み、領域の発展に寄与できる能力を身につけ

ている。 

③臨床検査医学・在宅医療等の多様な医療現場において、個人・家族・地域社会に対し、

系統的に専門領域を実践できる能力を身につけている。 

④画像検査と検査測定機器の維持管理に関する能力を有し、医療に対応できる実践能力を

身につけている。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解し、医療チームの一員としての役割を自覚し責

務を遂行できる能力を身につけている。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる範囲と程

度を理解できる能力を身につけている。 

 



  

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：大学ホームページ_大学案内_情報公開_教育研究上の基礎的な情報 

https://www.nims.ac.jp/about/info/basic.html） 

（概要） 

１）教育過程の基本構成 

 

本学部では設置の趣旨・目的にしたがい教育目標・ディプロマポリシーを達成するため、

教育課程の編成にあたっては授業科目を『基礎教育科目』と『専門基礎科目』と『専門科

目』とに区分する。 

①『基礎教育科目』では、幅広い知識や教養、豊かな人間性を育むだけでなく、『専門基

礎科目』を学ぶための基礎的な知識や能力を育成する。『基礎教育科目』は、人文科学・

社会科学・自然科学及び基礎演習・外国語の各科目群によって構成する。 

②専門基礎科目』では、診療放射線学科・リハビリテーション学科・看護学科・臨床工学

科・臨床検査学科それぞれの医療関係の基礎を学ぶ科目によって構成する。 

③『専門科目』では、各学科それぞれの専門技術者として必須の内容を学ぶ科目により構

成する。 

以上を基本構成としており、以下のような方針を掲げている。 

 

 

 

（１）診療放射線学科 

①生命の尊厳を自覚し、相互に助け合い、思いやりの精神をもち、社会背景や価値観の異

なる人々を受容できる能力を習得するために学科共通の科目を配置し、基礎教養科目から

専門基礎科目への段階的な科目構成とする。 

②学生が主体的、自律的に成長し発展する能力を促すための科目構成を行う。医療の発展・

高度化に対応するため順次性や階層性を持たせた基礎科目から専門科目への段階的な科目

構成とする。 

③放射線科学技術及び理工学的基礎知識と技術をもって社会に対して貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

④画像診断、核医学、放射線治療等の放射線医療の専門分野において、系統的に専門知識

及び技術を実践できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解するための科目構成とする。さらに、チーム医

療の一員として責務を遂行できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

 

 

（２）リハビリテーション学科 理学療法学専攻 

①生命の尊厳を自覚し、相互に助け合い、思いやりの精神をもち、社会背景や価値観の異

なる人々を受容できる能力を習得するために学科共通の科目を配置し、基礎教養科目から

専門基礎科目への段階的な科目構成とする。 

②学生が主体的、自律的に成長し発展する能力を促すための科目構成を行う。医療の発展・

高度化に対応するため順次性や階層性を持たせた基礎科目から専門科目への段階的な科目

構成とする。 

③理学療法学における人体の構造と機能、疾病と障害および保健医療福祉に関しての知識

と技術をもって社会に対し、実践を通して貢献できる能力を習得するための科目構成とす

る。 

④リハビリテーションの医学において理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学

等の理学療法に関する専門知識及び技術を系統的に実践できる能力を習得するための科目

構成とする。 

 



  

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解するための科目構成とする。さらに、チーム医

療の一員として責務を遂行できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

 

 

（３）リハビリテーション学科 作業療法学専攻 

 

①生命の尊厳を自覚し、相互に助け合い、思いやりの精神をもち、社会背景や価値観の異

なる人々を受容できる能力を習得するために学科共通の科目を配置し、基礎教養科目から

専門基礎科目への段階的な科目構成とする。 

②学生が主体的、自律的に成長し発展する能力を促すための科目構成を行う。医療の発展・

高度化に対応するため順次性や階層性を持たせた基礎科目から専門科目への段階的な科目

構成とする。 

③作業療法学における人体の構造と機能、疾病と障害および保健医療福祉に関しての知識

と技術をもって社会に対し、実践を通して貢献できる能力を習得するための科目構成とす

る。 

④リハビリテーションの医学において作業療法評価学、作業療法治療学、地域作業療法学

等の作業療法に関する専門知識及び技術を系統的に実践できる能力を習得するための科目

構成とする。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解するための科目構成とする。さらに、チーム医

療の一員として責務を遂行できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

 

 

（４）看護学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、相互に助け合い、思いやりの精神をもち、社会背景や価値観の異

なる人々を受容できる能力を習得するために学科共通の科目を配置し、基礎教養科目から

専門基礎科目への段階的な科目構成とする。 

②学生が主体的、自律的に成長し発展する能力を促すための科目構成を行う。医療の発展・

高度化に対応するため順次性や階層性を持たせた基礎科目から専門科目への段階的な科目

構成とする。 

③看護学の各領域における多様な医療現場において、個人・家族・地域社会に対し、系統

的に専門領域を実践できる能力を習得するための科目構成とする。 

④人の誕生から各成長発達段階における人々の健康課題と、地域社会で生活するさまざま

な人々に対する健康支援を安全・安楽を守り、看護を提供できる能力および国際的な視点

や研究姿勢をもって将来的に向上していく基盤を習得するための科目構成とする。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解するための科目構成とする。さらに、チーム医

療の一員として責務を遂行できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

 

 

（５）臨床工学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、相互に助け合い、思いやりの精神をもち、社会背景や価値観の異

なる人々を受容できる能力を習得するために学科共通の科目を配置し、基礎教養科目から

専門基礎科目への段階的な科目構成とする。 

 



  

②学生が主体的、自律的に成長し発展する能力を促すための科目構成を行う。医療の発展・

高度化に対応するため順次性や階層性を持たせた基礎科目から専門科目への段階的な科目

構成とする。 

③臨床工学の各領域における多様な医療現場において、個人・家族・地域社会に対し、系

統的に専門領域を実践できる能力を習得するための科目構成とする。 

④臨床で使用される生体計測機器・治療機器や生命維持管理装置等の原理・構造を理解し、

保守管理に関する実践的知識・技術を習得するための科目構成とする。その際には、基本

的な理解を目的とする基礎科目から専門科目への展開につなげる科目構成とする。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解するための科目構成とする。さらに、チーム医

療の一員として責務を遂行できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

 

 

（６）臨床検査学科 

 

①生命の尊厳を自覚し、相互に助け合い、思いやりの精神をもち、社会背景や価値観の異

なる人々を受容できる能力を習得するために学科共通の科目を配置し、基礎教養科目から

専門基礎科目への段階的な科目構成とする。 

②学生が主体的、自律的に成長し発展する能力を促すための科目構成を行う。医療の発展・

高度化に対応するため順次性や階層性を持たせた基礎科目から専門科目への段階的な科目

構成とする。 

③臨床検査医学・在宅医療等の多様な医療現場において、個人・家族・地域社会に対し、

系統的に専門領域を実践する能力を習得するための科目構成とする。 

④画像検査と検査測定機器の維持管理に対する知識と、医療に対応できる実践能力を習得

するための科目構成とする。その際には、基本的な理解を目的とする基礎科目から専門科

目への展開につなげる科目構成とする。 

⑤保健・医療・福祉の各分野の特性を理解するための科目構成とする。さらに、チーム医

療の一員として責務を遂行できる能力を習得するための科目構成とする。 

⑥専門職として、現代社会において果たし得る役割や機能を認識し、貢献できる能力を習

得するための科目構成とする。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：大学ホームページ_大学案内_情報公開_教育研究上の基礎的な情報） 

https://www.nims.ac.jp/about/info/basic.html 

（概要） 

日本医療科学大学入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）について、日本医療科

学大学では、次のような人材を求めている。この方針に従って多様な入学試験制度を導入

し、募集を行う。将来、医療関係者として、また医療に関する研究者としても活躍が期待

されるもの。具体的には、以下の通りである。 

 

（１）大学進学に対して確かな目的意識を持ち、学ぶ姿勢を大切にするもの。 

（２）自己形成に励み、将来に向かって地道に努力するもの。 

（３）言動、身だしなみなどについて礼儀や常識を心得ているもの。 

（４）他人への思いやりや連帯感を持っているもの。 

（５）好ましい人間関係を身につけ、健全な社会人として活躍する可能性を持つもの。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：大学ホームページ_大学案内_教員一覧_大学組織図 

https://www.nims.ac.jp/about/teacher/pdf/organization2022.pdf 

 



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1人 － 1人 

 － 34人 21人 11人 22人 人 88人 

 － 人 人 人 人 人 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 151人 151人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法：公表方法：大学ホームページ_大学案内_教員一覧 

https://www.nims.ac.jp/about/teacher/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

保健医療学部 410人 452人 110.2％ 1480人 1631人 110.2％ 0人 0人 

 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 

合計 410人 452人 110.2％ 1480人 1631人 110.2％ 0人 0人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

保健医療学部 
262人 

（100％） 

0人 

（  ％） 

241人 

（  92％） 

21人 

（  8％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
262人 

（100％） 

0人 

（  ％） 

241人 

（  92％） 

21人 

（  ％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

  

https://www.nims.ac.jp/about/teacher/


  

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要）※様式第 2号の 3【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】を再掲 

 

 シラバスを作成する過程で、授業目標や授業計画を具体的に考え、成績評価方法 

を具体的に検討したりすることが求められる。 

 

授業概要 

 学習者が教育目標や学位授与の方針、教育課程の編成方針における授業の位置づけ 

 を認識し、「学生の到達目標」を示すことによって、卒業時や卒業後の将来ビジョン 

 をもって意欲的に学ぶことができるようにする。 

 

 本学学修支援システム NIMSポータルにおいて、電子シラバスとして公表している。 
 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要）※様式第 2号の 3【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】を再掲 
 

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

学修意欲の把握概要 

 到達目標は学生を主体とした目標で、具体的には「学力の３要素」である 

 『知識・技能』、『思考・判断・表現』、『主体的に学習に取り組む態度』を学修成果 

 の評価として、明確に回答できるように心掛けるようにする。 

 

学修成果の評価・単位 

 学生便覧にて、各学科・専攻ごとに教育課程が記載されており、教育区分ごとに 

 卒業に必要な修得単位数が示されている。 

 

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

卒業認定・学位授与に関する方針 

 本学のアドミッションポリシーに基づいて入学を許可されたものは、入学後、本学 

 の建学の精神のもと保健医療に関する高い専門性と研究能力とともに、教養豊かな 

 人間性と適切な倫理観を身につけ、本学の教育目的を達成すべく、各学科・専攻に 

 おいて定められた教科・演習・実習を修得する。各学科・専攻の示す所定の単位を 



  

 修得した学生は、保健・医療・福祉の領域で活躍できる能力を有するとして、卒業 

 が認められ、各学科・専攻に示す学位が授与される。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

保健医療学部 

診療放射線学科 127単位 有・無 単位 

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻 127単位 有・無 単位 

リハビリテーション学科 

作業療法学専攻 127単位 有・無 単位 

看護学科 127単位 有・無 単位 

臨床工学科 127単位 有・無 単位 

臨床検査学科 127単位 有・無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法： 
大学ホームページ_キャンパスライフ_キャンパスマップ 

https://www.nims.ac.jp/campus/map/ 

大学ホームページ_学部案内 

https://www.nims.ac.jp/faculty/index.html 

 

  



  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

保健医療学部 

診療放射線学科 800,000円 300,000円 

733,000円 

783,000円 

773,000円 

設備維持費、実習費等含む 

リハビリ 

テーション学科 

理学療法学専攻 
800,000円 300,000円 

763,000円 

843,000円 

833,000円 

設備維持費、実習費、 

実習宿泊費積立等含む 

リハビリ 

テーション学科 

作業療法学専攻 
800,000円 300,000円 

733,000円 

843,000円 

833,000円 

設備維持費、実習費、 

実習宿泊費積立等含む 

看護学科 800,000円 300,000円 

733,000円 

783,000円 

773,000円 

設備維持費、実習費等含む 

臨床工学科 800,000円 300,000円 

733,000円 

783,000円 

773,000円 

設備維持費、実習費等含む 

臨床検査学科 800,000円 300,000円 

733,000円 

783,000円 

773,000円 

設備維持費、実習費等含む 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

医療・基礎教育科 

 医療・基礎教育科では、基礎学力の向上を図るため、入学前課題等の事前教育をはじめ、 

 1年次から「基礎教育演習」を導入し、個々の習熟度に合わせた科目別プログラムを用意 

 し、きめ細かな指導を行い「基礎教養」や「基礎医学」への理解を支援している。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

就職支援センター 

 就職支援センターに専任職員を配置して、個別に模擬面接・履歴書指導などの就職活動に 

 関するトータル的なサポートを行い、内定獲得までバックアップしている。 

その他、専用サイトによる WEBでの求人票の開示など、広く学生への情報開示を行ってい

る。 

 また、現在は新型コロナウィルスの感染拡大により延期しているが、例年、学外の会場に

て求人説明会を開催しており、全国各地の医療施設採用担当者 

 が参加されている。平成元年度は、660人の医療施設関係者が参加され、本学からは 3 年

生と 4年生が参加した。 

その他にビジネスマナー講座等を実施し進路選択に係わる支援に努めている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

健康管理センター 

 健康管理センターを設置し、専門の職員が常駐して、健康管理・健康支援に関する専門的 

 業務を行い、学生の健康の維持増進を支援している。 

 学校保健法および学生規程第 15条に基づき、年 1回の健康診断を実施し、学生に受診を 

 義務付けている。 

 また、学生相談室では、毎週火曜日と木曜日に専門のカウンセラーが、学生生活全般に 

 ついて相談に応じている。 



  

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法： 
大学ホームページ_大学案内_情報公開 

https://www.nims.ac.jp/about/info/ 

 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

学校コード F111310101969

（備考）

内
訳

25人

23人

家計急変による
支援対象者（年間）

0人

105人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

105人

後半期

95人

56人

25人

14人

学校名

設置者名

日本医療科学大学

学校法人　城西医療学園

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

100人

52人第Ⅰ区分



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

- 0人 0人

0人 0人 0人

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計

0人

- 0人 0人

0人 0人

0人 0人 0人

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人 0人 0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人 0人 0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

- 0人 0人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

計 - 0人 0人

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

0人 0人 0人




