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学校法人 行岡保健衛生学園 平成30年度 事業報告書 

 

1 報告事項 

(1) 設置する学校・学科 

ア 大学 

 

イ 専門学校  

 

(2) 事業の概要 

ア 学生確保の状況（平成30年度入学生） 

① 大阪行岡医療大学     

 学生確保に向けた取り組みとして、5月から毎月1回開催のオープンキャンパスを初め、高校

訪問を行うなど、学生確保に向けて積極的な取組を行ってきた。 

平成30年4月入学生の状況。入試は、AO入試、推薦及び一般入試を実施した。 

 

② 専門学校（行岡医学技術専門学校、大阪行岡医療専門学校長柄校） 

専門学校各学科の平成28年度入学生の学生確保の状況は、下表のとおりである。 

学生確保に向けた取組として、５月から12月にかけて毎月開催の各校別オープンキャンパス

や随時学校見学を実施。また、全学科合同で行う「行岡メディカルフェスタ」を5月及び8月・

10月の3回実施した。更に、教員を中心とした高校進路指導室への訪問、その他インターネ

設置する学校 開設年度 学部・学科名 校舎・住所 

大阪行岡医療大学 平成24年度 医療学部 理学療法学科 
茨木校舎 

 茨木市総持寺1-1-41 

 

 

設置する学校 開設年度 学科名 校舎・住所 

行岡医学技術専門学校 
平成11年度 看護第1学科 本庄校舎 

 大阪市北区本庄東1-13-11 昭和51年度 歯科衛生科 

大阪行岡医療専門学校

長柄校 

昭和63年度 放射線科 

長柄校舎 

 大阪市北区長柄西1-7-53 

  

昭和63年度 臨床検査科 

昭和51年度 鍼灸科 

昭和51年度 整復科 

学部・学科名 定員 志願者数 合格者数 倍率 入学者数 

医療学部 理学療法学科 80名 79名 76名 1.03 63 
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ットを含めて各種媒体への広告掲載等、積極的な広報活動を行った。 

平成30年4月入学生の状況。入試は、AO入試、推薦及び一般入試を実施した。 

  

イ 卒業生の国家試験合格率（平成30年度：平成31年3月卒業生） 

 ① 大阪行岡医療大学 

学科名 国家試験名 合格率（本学園） 全国平均 

医療学部 

理学療法学科 

理学療法士 91.9％ 92.8％ 

  

② 専門学校（行岡医学技術専門学校、大阪行岡医療専門学校長柄校） 

学科名 国家試験名 合格率（本学園） 全国平均 

看護第1学科 看護師 93.1% 94.7% 

歯科衛生科 歯科衛生士 97.4% 96.2% 

放射線科 診療放射線技師 76.7% 79.2% 

臨床検査科 臨床検査技師 62.1% 75.2% 

鍼灸科 

あん摩マッサー

ジ指圧師 
97.8% 86.8% 

はり師 91.3% 76.4% 

きゅう師 93.5% 78.5% 

整復科 柔道整復師 75.9% 65.8% 

 

ウ 就職先確保の状況（平成30年度：平成31年3月卒業生）   

 ① 大阪行岡医療大学    

 

学科名 定員 志願者数 合格者数 倍率 入学者数 

看護第1学科 80名 374名 92名 4.1 82名 

歯科衛生科 50名   66名 58名 1.1 52名 

放射線科 50名 171名 61名 2.8 50名 

臨床検査科 40名 108名  50名 2.1 42名 

鍼灸科 50名 76名 56名 1.4 50名 

整復科 30名 17名 17名 1.3 13名 

学科名 卒業者数 就職希望者数 就職者数（就職率） 

医療学部 理学療法学科 

 
57名 57名 57名（100％） 



               

3 

  

 ② 専門学校（行岡医学技術専門学校、大阪行岡医療専門学校長柄校）    

 

（3）学校行事等  

 1 オープンキャンパスについては、各校舎で実施。 

   大学（茨木校舎）はいずれも午後1：30開始。専門学校(本庄校舎及び長柄校舎) 

   は、いずれも午後1：30及び午後3：00の2回開催。 

 2 「メディカルフェスタ」は、全学科が一つの校舎に集まり、学校の説明を行う形式。 

 開始時間は午前10：00から実施。 

ア 大阪行岡医療大学 

平成30年4月7日 平成30年度入学式、茨木校舎講堂にて 

      5月13日 行岡メディカルフェスタ開催（参加者99名）本庄校舎 

      5月19日 オープンキャンパス実施（参加者14名） 

      6月9日 オープンキャンパス実施（参加者16名） 

      7月7日 オープンキャンパス実施（参加者5名） 

      7月14日 オープンキャンパス実施（参加者26名） 

      8月18日 行岡メディカルフェスタ開催（参加者177名）長柄校舎 

      8月20日 オープンキャンパス実施（参加者89名） 

      9月8日 オープンキャンパス実施（参加者11名） 

      9月22日 オープンキャンパス実施（参加者8名） 

      10月20日 オープンキャンパス実施（参加者27名） 

      10月21日 行岡メディカルフェスタ開催（参加者29名）長柄校舎 

      11月18日 オープンキャンパス実施（参加者14名） 

      12月8日 オープンキャンパス実施（参加者9名） 

平成31年3月9日 平成30年度卒業式、茨木校舎講堂にて 

3月23日 オープンキャンパス実施（参加者15名） 

 

学科名 卒業者数 就職希望者数 就職者数（就職率） 

看護第1学科 72名 72名 67名（93.1％） 

歯科衛生科 45名 41名 41名（100.0％） 

放射線科 38名 38名 23名（60.5％） 

臨床検査科 31名 31名 19名（61.3％） 

鍼灸科 46名 43名 36名（83.7％） 

整復科 29名 29名 21名（72.4％） 
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 イ 専門学校（行岡医学技術専門学校、大阪行岡医療専門学校長柄校） 

平成30年4月5日 平成29年度入学式、茨木校舎講堂にて 

      5月13日 行岡メディカルフェスタ開催（参加者99名）本庄校舎 

      6月2日 オープンキャンパス実施（参加者118名） 

      7月21日 オープンキャンパス実施（参加者150名） 

      8月18日 行岡メディカルフェスタ開催（参加者177名）長柄校舎 

      9月8日 オープンキャンパス実施（参加者113名） 

      9月29日 オープンキャンパス実施（参加者15名） 

      10月21日 行岡メディカルフェスタ開催（参加者29名）長柄校舎 

      12月1日 オープンキャンパス実施（参加者50名） 

平成31年3月9日 平成30年度卒業式、茨木校舎講堂にて 

      3月23日 オープンキャンパス実施（参加者65名） 

 

（4）学校法人の報告 

 ①茨木校舎（大学）及び長柄校舎における施設、設備各種改修工事の実施 

   茨木校舎・長柄校舎の建物老朽化に伴う次の改修工事を実施した。 

  1 外壁及び非常階段の改修（茨木校舎・長柄校舎） 

   茨木校舎及び長柄校舎の建物に関して、外壁改修及び非常階段の改修工事を実施し 

た。この他にも、共用部の壁面改修及び照明を明るくするための工事（LED化）を行った。 

また、本年度は6月に大型台風、9月に地震により、茨木校舎及び長柄校舎・本庄校舎も 

被害を受け、そのための改修工事も実施した。 

  2 エアコン機器の新規設備への更新 

   エアコン機器も同様に老朽化が進んでおり、茨木校舎及び長柄校舎においてエアコンの 

新規機器への更新を実施した。 

 ②長柄校舎図書館の改修美装工事 

   長柄校舎の図書館について、学生が使用しやすくするため、明るいイメージに切り替える

ための改修美装工事を実施した。 

   改修内容は、図書館の中の机・椅子を新規に入れ替えを行い、壁・照明を明るくし、図書

館において学生が学修に集中できる環境を整えた。 

  

2. 平成 30年度 会議開催状況 

（1） 大学「教授会」 

 大学における教授会では、教授を中心として、准教授・講師の出席のもと、平成30年度にお

いては、毎月第3水曜日午前10：00から定例的に実施した。（8月を除く） 

 教授会においては、大学における学生教育に関して、出席状況、単位取得状況等について
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の審議と報告を行った。また、カリキュラムの構成等についての検討などを行い、学生教育の一

層の環境整備を行った。更に、退学者への個別の対応、学生の生活指導、国家試験に向けて

の指導体制、留年生への対応、入学試験実施に関しての検討、実習施設への対応など、在学

生への教育及び新入学生の確保等に関しての討議と審議を行った。 

  

（2） 専門学校教務主任を中心とした「定例会議」 

  専門学校における定例会議では、各科の教務主任が出席のもと、平成30年度においては、

毎月第1木曜日午後5：30から定例的に実施した。（8月を除く） 

  定例会議では、専門学校学生の学習状況・出席状況等の報告、退学者への適切な対応、

休みがちな学生の指導方法、学生確保に向けての広報活動の検討、入学試験の日程・試験

科目など入試についての審議、「メディカルフェスタ」を含めたオープンキャンパスの検討、国

家試験合格に対する学生への指導方法の検討の他、学生教育環境の整備や教員の資質向

上についての審議を行った。 

  本年度は学生の学修環境の整備の一環として、図書館の終了時間を従前の午後5：00まで

の時間を午後7：00までに延長し、学生が授業終了後に集中して学修できる環境を整えた。 

  特に、国家試験直前には最終の時間まで多くの学生が図書館を利用しており、一定の成果

があったと判断している。 

 

3. 理事（役員）名簿 

役員 常勤・非常勤の別 氏名 

理事長 常勤 行岡正雄 

副理事長 常勤 行岡久美子 

理事 非常勤 池田昌弘 

理事 非常勤 行岡陽子 

理事 非常勤 曽和融生 

理事 非常勤 松下尚司 

理事 非常勤 栗栖浩二郎 

理事 非常勤 高橋佐智子 

 

 

 




