
 

様式第１号 

  2020（令和 2）年 6月 29 日 

大阪府教育長 様 

 

〔設置者の名称〕 社会医療法人 景岳会 

〔代表者の役職〕 理事長  〔代表者の氏名〕 飛田 忠之 

 

 

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 南大阪看護専門学校 
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 大阪市西成区南津守 7-14-31 

学長又は校長の氏名 （学校長）小味渕 智雄（こみぶち ともお） 

設置者の名称 社会医療法人 景岳会 

設置者の主たる事務所の所在地 大阪市住之江区東加賀屋 1-18-18 

設置者の代表者の氏名 （理事長）飛田 忠之（ひだ ただゆき） 
申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス http://www.minamiosaka-kango.com 

 
※ 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 

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 
南大阪看護専門学校 

事務部 鶴羽 真侑 
06-6658-1210 

jimu@minamiosaka-

kango.com 

第２号の１ 
南大阪看護専門学校 

事務部 鶴羽 真侑 
06-6658-1210 

jimu@minamiosaka-

kango.com 

第２号の２ 
南大阪看護専門学校 

事務部 鶴羽 真侑 
06-6658-1210 

jimu@minamiosaka-

kango.com 

第２号の３ 
南大阪看護専門学校 

事務部 鶴羽 真侑 
06-6658-1210 

jimu@minamiosaka-

kango.com 

第２号の４ 
南大阪看護専門学校 

事務部 鶴羽 真侑 
06-6658-1210 

jimu@minamiosaka-

kango.com 

 

○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 南大阪看護専門学校 
設置者名 社会医療法人 景岳会 

 

 

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 8,170,163,434円 8,046,066,377円 124,097,057円 

申請２年度前の決算 7,788,799,381円 7,806,672,269円 △17,872,888円 

申請３年度前の決算 7,835,320,624円 7,828,640,047円 6,680,577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 2,295,098,078円 4,587,441,092円 -2,292,343,014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） 120人 125人 104％ 

前年度 120人 121人 100％ 

前々年度 120人 111人 92％ 

 

 

（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 申請前年度の決算に

おける金額 

現金及び預金 現金・普通預金・定期預金等 2,099,397,897円 

投資有価証券 投資信託他 195,700,181円 

  円 

 

○「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 

1年以内返済予定長期借入金  534,960,000円 

長期未払金  31,019,866円 

買掛金  132,371,246円 

未払金  33,025,418円 

未払費用  233,236,762円 

未払消費税等  8,027,800円 

長期借入金  3,614,800,000円 

 



  

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

①を用いること。 
 

学校名  南大阪看護専門学校 
設置者名  社会医療法人 景岳会 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

看護専門課程（3年課程） 看護学科 
夜 ・

通信 
2580時間 240時間  

（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 
本校HP（http://www.minamiosaka-kango.com/images/pdf/information_disclosure.pdf）

に掲載 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－②【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】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法人、

社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 南大阪看護専門学校 

設置者名  社会医療法人 景岳会 

 

 

１．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 

名称 学校関係者評価委員会 

役割 

学校関係者評価委員会【※】（委員長）は、自己評価委員会（南大阪看護専門

学校に籍を置く教職員 5 人以内を委員（委員長：副学校長）として設置）の

自己評価結果ほかに基づき、学校関係者評価委員会による評価をまとめ、教

育活動および学校運営等の質の保証と向上に継続的に努めている。 

 

※「南大阪看護専門学校 学校評価実施規程」に基づき設置 

委員会構成（学校長委嘱）［規程第 12 条第 1 項］：関連業界等関係者 4 名、

卒業生 1 名、地域代表 1 名、その他学校長が必要と認める者 

委員任期［規程第 12 条第 2 項］：2 年（再任を妨げない） 

評価の活用［規程第 16 条］：委員長は評価の結果を活用し、教育活動および

学校運等の質の保証と向上に継続的に努めなければならない 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

南大阪病院 

副院長 

2020(令和 2)年 

4月 1日 

   ～ 

2022(令和 4)年 

3月 31日 

 
※「南大阪看護専門

学校 学校評価実

施規程」第 12 条（関

係者委員会の構成）

第 2項において、“委

員の任期は 2 年、再

任は妨げない”と規

定 

非常勤講師［病理生理学Ⅰ］ 

2010（平成 22）年 11 月～現在 

南大阪病院 

看護部長 
非常勤講師［看護管理］ 

2010（平成 22）年 6 月～現在 

社会医療法人景岳会 

本部部長 
 

社会福祉法人白寿会 

職員 
外部非常勤講師 ※①～③参照 

南大阪看護専門学校 

卒業生 
非常勤講師［基礎看護技術論Ⅰ］ 

2013（平成 25）年 5 月～現在 

地域代表  

（備考） 

全 6名とも本校・学校関係者評価委員会設置時（2016（平成 28）年 11月）からの

委員である。 
※①［在宅看護方法論Ⅱ］  2011（平成 23）年 10 月～2013（平成 25）年 3 月 

②［老年看護学方法論Ⅱ］ 2013（平成 25）年 4 月～2016（平成 28）年 3 月 

③［老年看護学方法論Ⅰ］ 2016（平成 28）年 4 月～現在 

 

 

 

 

 



  

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  南大阪看護専門学校 

設置者名 社会医療法人 景岳会 

 

 

○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） 

 
毎年 8 月までに次年度の授業計画を作成し、実習施設への依頼を行っている。 
また、12 月に授業計画（シラバス）を作成している。 
 
授業計画（シラバス）は外部への公表として本校 HPに掲載。 
 
成績の評価については、本校「学則」第 21 条（単位の認定）をはじめ、「学則施行細則」

第 4 章学習評価・卒業（第 10 条（成績の評価）、第 11 条（入学前の既習単位の認定）、第 12
条（卒業の認定））、「履修規程※」に基づき評価（A;100～80 点、B;79～70 点、C;69～60 点、
D;59 点以下）を行い、単位認定（C 以上）、卒業認定を行っている。 

なお、「学則」、「学則施行細則」、「履修規程」は『学生便覧』に掲載し、全学生に配布。 
 

※「履修規程」（下記 3 章構成）において、細部を規定 

第 1 章 科目単位の修得：第 2 条（科目認定の条件）、第 3 条（試験の時期）、第 4 条（試験の方法）、第 5 条（試

験時間）、第 6 条（不正行為の禁止）、第 7 条（科目の学習成績評価）、第 8 条（再試験）、第 9 条（追試験）、

第 10 条（単位認定試験の評価及び単位の認定）、第 11 条（再履修） 

第 2 章 臨地実習単位の修得について：第 12条（臨地実習の先修条件）、第 13 条（臨地実習評価の対象）、第 14

条（臨地実習評価の方法）、第 15条（再実習、補習実習について）、第 16 条（臨地実習の評価及び単位の認

定）、第 17 条（再履修） 

第 3 章 学習の評価：第 18 条（学習の評価） 

 

授業計画書の公表方法 

本 校 HP （ http://www.minamiosaka-

kango.com/images/pdf/information_disclosure.pdf）に

掲載 

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） 

 
まず、各学年ともに年度初めに「目標管理表」を用いて学生自身に目標を設定させること

により、学年担任（主・副）が個々の学生の年度当初における学修意欲を把握している。ま
た、教科外活動においてはレポート提出やアンケートを取ることにより、取組み状況や課題
を把握し、これらについて教務会議において報告・情報共有している。 

そのうえで、各科目の学修状況や試験結果等を基に学年担任（主・副）が定期的に学生と
面談を行い、それぞれの達成状況を確認するほか、個々の学生に適した指導を行っている。
さらに学年担任（主・副）のほか、その他の専任教員、教務主任も関与して、適宜個々の学
生の学修意欲が高まるようアドバイスを行うなど努めている。 

 
また、成績の評価については上段“1”に記載のとおり、学修成果の評価を厳格かつ適正に

行っている。 

 



  

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） 
 

科目単位の成績評価は、「履修規程」第 7 条（科目の学習成績評価）、第 8 条（再試験）に

基づき、60 点以上を合格とし、60 点未満は再試験を実施している（満点は 1 単位毎に 100

点）。 

また、臨地実習単位の成績評価は、同「規程」第 14 条（臨地実習評価の方法）、第 15 条

（再実習、補習実習について）に基づき、60 点以上を合格とし、60 点未満は再実習を行って

いる（再実習の合格は 60点と評価している）。 

それぞれの学年次における単位数と評価は次のとおり。 

１年次 41 単位、41 教科の平均点 

２年次 37 単位、34 教科の平均点 

３年次 20 単位、12 教科の平均点 

なお、2019（令和元）年より成績管理システム（パッケージソフト）を導入したことによ

り、GPA を導入（併用）している。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

本 校 HP （ http://www.minamiosaka-

kango.com/images/pdf/information_disclosure.pdf）に

掲載 

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） 

 
「学則」第 23 条（卒業）による卒業認定は、「学則施行細則」第 12 条（卒業の認定）に基

づき、「学則」第 9 条（授業科目・単位数・時間数）に規定する“別表 1 授業科目及び単位

数・時間数”に定める各学年時毎の授業科目を履修し、98 単位を修得した者について、卒業

認定対象学生それぞれの成績評価および出席状況等を“卒業審査会議”に諮ったうえで、学

校長が行っている。 

なお、欠席日数が出席すべき日数の 3 分の 1 を超える学生については、卒業を認めていな

い（「学則施行細則」第 12 条第 3 項で規定）。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

本 校 HP （ http://www.minamiosaka-

kango.com/images/pdf/information_disclosure.pdf）に

掲載 
 

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

①を用いること。 
学校名 南大阪看護専門学校 

設置者名  社会医療法人 景岳会 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 社会医療法人景岳会 HP（http://www.minamiosaka.com/zaimu/） 
収支計算書又は損益計算書 社会医療法人景岳会 HP（http://www.minamiosaka.com/zaimu/） 
財産目録 社会医療法人景岳会 HP（http://www.minamiosaka.com/zaimu/） 
事業報告書 社会医療法人景岳会 HP（http://www.minamiosaka.com/zaimu/） 
監事による監査報告（書） 社会医療法人景岳会 HP（http://www.minamiosaka.com/zaimu/） 



  

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療分野 看護専門課程 看護学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

3年 昼 3060単位時間 
2025 

単位時間 

単位時間 

/単位 

1035 
単位時間 

単位時間 

/単位 
単位時間 

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

120人 125人 人 10人 50人 60人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ、統合分野の 5 つの分野

に分かれ、基礎分野を土台として積上げている。1 年次より臨地実習を採り入れ、効果的

に積上げていく授業計画を立てている。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 科目単位認定試験の受験資格は、当該科目の所定授業時間数の、臨地実習評

価の対象は、当該実習科目の所定時間数のそれぞれ 3 分の 2 以上の出席要件を満たした

者とし、両科目ともに 60点以上を合格とする。60 点未満の場合は、それぞれ再試験、再

評価を受けることができる。なお、評価者は、科目認定試験については当該科目担当講

師が、臨地実習については当該実習担当教員が、「履修規程」に基づき評価する。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 上述の成績評価および出席日数（時間数）が、「学則」「学則施行細則」「履

修規程」で定められた進級または卒業単位数を修得しているかを確認し、進級について

は成績審査会において、卒業については卒業審査会議において判定し、それぞれ認定し

ている。 

学修支援等 

（概要） 担任制を設けて専任教員を配置し、クラス運営を行うとともに、個々の学生

の学修意欲（モチベーション）を向上・維持させるため、定期的あるいは適宜実施する面

談・指導により、当該学生の個人目標達成を企図している。また、看護師国家試験対策と

して 1 年次より担当教員によるサポートを実施している。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 35人 

（100％） 

0人 

（  ％） 

27人 

（77.1％） 

8人 

（23.9％） 

（主な就職、業界等） 

南大阪病院 / 日本生命病院 / 浅香山病院 / 大阪回生病院 / 八尾徳洲会総合病院  

/ 横浜新都市脳神経外科病院 / 北野病院 

（就職指導内容） 

3年次 4月に実施する“進路アンケート”に基づき、個別面接を実施している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

過去 5年の看護師国家試験においては 90％以上の合格率であり、看護師資格を取得して

いる（なお卒業時には全員に“専門士”の称号が与えられる）。 



  
（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  121 人 1人  0.8％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

①実習評価の見直し、②副担任による年間サポート、③適宜面接・指導を実施 

 

  



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

 看護学科  250,000 円 450,000 円   200,000円 管理・実習費 200,000円 

修学支援（任意記載事項） 

社会医療法人景岳会による「奨学金制度」を設け、経済的理由による修学困難な学生を

支援している。 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
本校 HP（http://www.minamiosaka-kango.com/images/pdf/information_disclosure.pdf）に掲載。

PDF でダウンロード・ハードプリント可能 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

学校関係者評価委員会【※】（委員長）は、自己評価委員会（南大阪看護専門学校に籍を

置く教職員 5 人以内を委員（委員長：副学校長）として設置）の自己評価結果ほかに基づ

き、学校関係者評価委員会による評価をまとめ、教育活動および学校運営等の質の保証と

向上に継続的に努める。 
 
※「南大阪看護専門学校 学校評価実施規程」に基づき設置 

委員会構成（学校長委嘱）［規程第 12 条第 1 項］：関連業界等関係者 4 名、卒業生 1 名、地

域代表 1 名、その他学校長が必要と認める者 

委員任期［規程第 12 条第 2 項］：2 年（再任を妨げない） 

評価の活用［規程第 16 条］：委員長は評価の結果を活用し、教育活動および学校運等の質の保証と

向上に継続的に努めなければならない 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

南大阪病院 副院長 2020(令和 2)年 

4月 1日 

    ～ 

2022(令和 4)年 

3月 31日 

 
※「南大阪看護専門学校 学

校評価実施規程」第 12 条（関

係者委員会の構成）第 2 項に

おいて、“委員の任期は 2 年、

再任は妨げない”と規定 

病院関係者 

南大阪病院 看護部長 病院関係者 

社会医療法人景岳会 本部部長 医療法人関係者 

社会福祉法人白寿会 職員 介護施設関係者 

南大阪看護専門学校 卒業生 卒業生 

個人商店 経営者 地域代表 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
本校 HP（http://www.minamiosaka-kango.com/images/pdf/information_disclosure.pdf）に掲載。

PDF でダウンロード・ハードプリント可能 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
本校 HP（http://www.minamiosaka-kango.com） 

「SCHOOL GUIDE」、「募集要項」 

刊行物の入手は電話（ 06-6658-1210）または HP（ http://www.minamiosaka-kango.com/news-

info/request）から申込み 
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