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石川県立総合看護専門学校 中期経営目標 取組状況（平成２８年度）  
中期経営目標（実施期間 Ｈ２７～Ｈ２９） 
① 社会から求められる実践能力の高い看護職の養成に努めます。 
② 最近の医療・看護・看護基礎教育の動向に対応した学習環境を整えるとともに、   学生への支援体制の充実を図ります。   １ 平成２８年度における主な取組内容 
実践能力の高い看護職の養成について 
・学生に実践的な能力を習得させるため、平成２２年度及び平成２５年度に整備した実習

器材（トレーニングモデルなど）を活用し、実習授業の充実に努めました。 

       

トレーニングモデルの使用実績  27回（H27年度 17回） 

 

 ・病院、診療所のほか、訪問看護、デイケアなど、多様な臨地実習受け入れ先を確保しま

した。 

 

      H28年度臨地実習施設 50箇所 

     （内訳）病院 11、老健・福祉 11、保健所・市町 4、訪問看護 4、在宅ケア 7、保育所 12、助産院 1 

 

・最新の医療・看護技術に関する図書 69冊を購入し、学生の学習環境の整備に努めまし

た。 

   

・カウンセラー１名を配置して学生のメンタルヘルス相談（月２回）に応じ、学業継続を

側面から支援しました。 

 

相談件数 7件（H27年度 6件） 

 

   ・就業支援のため必要な時期に進路指導を実施するほか、既卒生の里帰り研修（現況報告

会）を活用し、就職先の状況を確認するとともに、在校生に向けては採用に関する情報

を学生ラウンジに掲示するなど幅広い機関への就業を支援しました。 

       H28年度卒業生 97名のうち 86名が 52施設に就業 就職率 88.7％（H27年度就業率 86.9％） 

    

・教員の質の向上のため、１０名を各種学会・研修会に派遣しました。 
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    ・平成２３年度にまとめた看護師等養成所の教育活動に関する自己点検・自己評価の結果、 

評価点の低かった項目について、改善策の検討・取り組みを行いました。 

      

主な検討・取り組み事項 

        

「教育課程・経営」について 

       実習施設の広域化に伴い、学生の指導を十分に行うため、平成２７年度に引き続き実習指導嘱

託教員４名を配置しました。 

 

       「研究」について 

       教員の研究活動の一環として、学会等に参加した教員による報告会を実施するほか、教員によ

る自主的研究活動に取り組みました。 

        

「経営・管理過程」について 

       石川県看護師等養成所施設整備費を活用して外壁補修等を実施し学習環境の改善に努めまし

た。    
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