
学校法人衛生学園

令和3年度 事業活動報告



「私たちの学ぶ技術は芸術であり 科学であり

職業でもある」

を基盤にして

「心ある、そして考える医療人を育てる」

という教育理念のもと、

学生一人ひとりの個性を大切にして、

対象となる人々に寄り添い

相手を慮る（おもんばかる）心を育みます。

私たちは、

「医療人を養成する学園」

と自負しております。

私たちは医療人を

『生命を衛る仕事』（衛生）に従事する人

と考えています。

患者様の生命を衛ることを仕事としている人

が医療人なのです。

私たちが大切にしている3つの言葉

“衛生”

私たちの仕事が生命を衛る仕事である

こと。

それは生命の輝きを支える、とても意義

のある仕事であるという想いが、この言

葉には込められています

“伝統”

建学の精神のもと、設立から65年の歴

史の中で磨かれたカリキュラムによって

医療人として必要な『手を創る』というこ

とを大切にしています。

“慮る”

教育理念に掲げる真の医療人とは、

生命を衛ることに誇りを持ち、相手の事

まで推し測ることができる人です。

これは患者様に限らず、共に働く医療

チームに対しても同じ思いを持つことが

大切になります。

建学の精神
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沿 革

1953年 東京衛生学園開設（現東京衛生学園専門学校）

准看護婦科、マッサージ師科開設（1967年にはりきゅうマッサージ師科）

1956年 小田原衛生学園開設（現神奈川衛生学園専門学校）

マッサージ指圧師科開設（1962年にはりきゅうマッサージ師科）

1967年 東京衛生学園に高等看護科開設

1979年 東京衛生学園にリハビリテーション学科開設

1992年 東京衛生学園に臨床教育専攻科、リハビリテーション学科2部開設

2001年 附属リンパ浮腫治療室（現マッサージ治療室）開設

2006年 東京衛生学園に看護学科二年課程（通信制）、東洋医療総合学科2部開設

2013年 神奈川衛生学園が横須賀校舎に移転

2014年 神奈川衛生学園に看護学科開設

2020年 こひつじ会グループと事業提携 法人名を「学校法人 衛生学園」に変更

2021年 人材育成センター設立
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こひつじ会グループ

こひつじ会グループは千葉県を

中心に、病院、診療所、在宅介護

事業所、グループ法人ではフィッ

トネスや特別養護老人ホームなど

一貫した医療・介護サービスを提

供しています。

2020年4月にグループCEOの

長沼信治が学校法人衛生学園の

理事長に就任し、医療・福祉業界

の発展と人材育成を目指します。
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将来ビジョン

「衛生」科学への総合的挑戦

・介護、保健師など他学科の新設
・千葉衛生学園専門学校の設立
・専門職大学志向

「健康」科学への総合的挑戦

・訪問看護ステーション等の開設
・栄養士関連学科の新設
・認知症予防、東洋医学等の講座開講

「ダイバーシティ」と「地域
共生社会」への総合的挑戦

・留学生受入れなど外国人材の育成
・障がい者雇用教育
・障がい者、外国人雇用の推進

学校法人衛生学園は“3つの挑戦”を掲げ、保健医療分野だけでなく、健康長寿社会にも貢献でき

る外国人や障がい者も含めた多様な人材育成機関となることを目指します。
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法人組織図（令和3年度）

5



法人役員

理事長 長沼 信治 医療法人社団小羊会 理事長

副理事長 新井 恒紀 神奈川衛生学園専門学校 学校長

理 事

森島 健 東京衛生学園専門学校 学校長

諌山 哲史

外部理事増村 章仁

林 隆春

監 事
浅井 輝義 公認会計士

太田 諭哉 税理士・公認会計士・行政書士
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法人重点課題（令和3年度）

1.教育力向上と学生募集強化

2.人事考課と報酬制度、福利厚生

3.ガバナンスと個人情報保護の体制構築

4.介護人材育成部門の創設

5.看護師留学生教育

6.日本語教育の創設

令和4年度より
法人統括局を設置し、
より一層の推進を図る

人材育成センター事業
として、内容を整理

コロナ感染症等の理由に
より、当面の間見送り
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設置する学校

東京衛生学園専門学校

東京都大田区大森北4-1-1

土地面積：1,191.74㎡
建物面積：4,220.46㎡

【設置学科】
看護学科：1学年定員40名 3年制
看護学科二年課程（通信制）：1学年定員280名 2年制
リハビリテーション学科：1学年定員66名 3年制
東洋医療総合学科1部：1学年定員30名 3年制
東洋医療総合学科2部：1学年定員28名 3年制

神奈川衛生学園専門学校

神奈川県横須賀市佐野町2-35

土地面積：11,466.87㎡
建物面積：8,815.12㎡

【設置学科】
東洋医療総合学科：1学年定員80名 3年制
看護学科：1学年定員40名 3年制
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設置する学校

神奈川衛生学園専門学校

3年間で6つの資格取得が可能！（東洋医療総合学科）

①はり師
②きゅう師
③あん摩マッサージ指圧師
④アスレティックトレーナー（日本スポーツ協会公認）

⑤健康運動実践指導者
⑥救急法救急員

最先端設備を活かした学内実習！（看護学科）

各ベッドに小型液晶モニターを設置し、教員の技術
を確認しながら学習できます
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設置する学校

神奈川衛生学園専門学校

看護学科 東洋医療総合学科

専任教員数 兼任教員数 専任教員数 兼任教員数

９ ６８ １３ ３６

教員の体制（令和3年度）
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設置する学校

神奈川衛生学園専門学校

看護学科

＜奨学金制度＞
①日本学生支援機構奨学金
・第一種奨学金（無利子）
・第二種奨学金（有利子：上限3%）

②神奈川県看護師等奨学資金

③病院奨学金

④日本政策金融公庫 国の教育ローン

⑤中央ろうきん 教育ローン

＜本校独自のサポート制度＞
①社会人キャリアチェンジサポート
入学後に入学金の半額15万円を返金

②国家資格保有者サポート
入学後に入学金の半額15万円を返金

③引っ越しサポート ※上記①②との併用可
入学後に10万円（県外から横須賀市内へ転入

した方）、または5万円（県内市外から横須賀
市内へ転入した方）を支給
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設置する学校

神奈川衛生学園専門学校

東洋医療総合学科

＜奨学金制度＞
①日本学生支援機構奨学金
・第一種奨学金（無利子）
・第二種奨学金（有利子：上限3%）

②日本政策金融公庫 国の教育ローン

③中央ろうきん 教育ローン

＜本校独自のサポート制度＞
①社会人キャリアチェンジサポート
入学後に入学金の全額30万円を返金

②国家資格保有者サポート
入学後に入学金の半額15万円を返金

③引っ越しサポート ※上記①②との併用可
入学後に10万円（県外から横須賀市内へ転入

した方）、または5万円（県内市外から横須賀
市内へ転入した方）を支給
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設置する学校

東京衛生学園専門学校

蔵書数20,000冊を超える図書室を完備！
基礎医学・臨床医学・東洋医学などに関する書籍が
卒業後も閲覧可能です

都内唯一の通信制の看護師養成課程を設置！
1学年定員280名の大所帯でも、高い国家試験合格率
を達成しています

JR大森駅徒歩5分の好立地！
都内のみならず、神奈川県・埼玉県・千葉県からも

1時間程度の通学圏内です
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設置する学校

東京衛生学園専門学校

リハビリテーション学科 東洋医療総合学科

専任教員数 兼任教員数 専任教員数 兼任教員数

9 88 8 35

看護学科 看護学科二年課程（通信制）

専任教員数 兼任教員数 専任教員数 兼任教員数

9 8 10 46

教員の体制（令和3年度）
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設置する学校

看護学科二年課程（通信制）

＜奨学金制度＞
①専門実践教育訓練給付制度

②東京都看護師等修学資金

③日本看護協会 2年課程（通信制）進学者
に対する奨学金

東京衛生学園専門学校
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設置する学校

リハビリテーション学科

＜奨学金制度＞
①日本学生支援機構奨学金
・第一種奨学金（無利子）
・第二種奨学金（有利子：上限3%）

②日本政策金融公庫 国の教育ローン

＜本校独自のサポート制度＞
①大学新卒者サポート制度
入学金の全額30万円を免除

②国家資格保有者サポート制度
入学金の半額15万円を免除

③高校生初期費用サポート制度
入学時納入金の一部を3年次1月まで延納

④リスタートサポート制度
入学時納入金の一部を3年次1月まで延納

東京衛生学園専門学校
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設置する学校

東洋医療総合学科

＜奨学金制度＞
①専門実践教育訓練給付金（1部のみ）

②日本学生支援機構奨学金
・第一種奨学金（無利子）
・第二種奨学金（有利子：上限3%）

③日本政策金融公庫 国の教育ローン

＜本校独自のサポート制度＞
①大学・専門学校生サポート制度（2部のみ）
入学金の全額30万円を免除

②国家資格保有者サポート制度（2部のみ）
入学金の全額30万円を免除

③高校生初期費用サポート制度
入学時納入金の一部を3年次1月まで延納

④リスタートサポート制度
入学時納入金の一部を3年次1月まで延納

東京衛生学園専門学校
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在籍者数の推移

＊臨床教育専攻科：平成30年度廃科（2学年のみ在籍）
＊看護学科二年課程：令和3年度2学年のみ在籍

神奈川衛生学園専門学校では厳しい募集状況が続いておりますが、東京衛生学園専門学校での

看護学科の課程変更（二年課程⇒三年課程）による総定員数の増員を図っています。
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在籍者の概要（令和3年度入学生）

神奈川衛生学園専門学校

看護学科 東洋医療総合学科
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東京衛生学園専門学校

看護学科二年課程（通信制） リハビリテーション学科

在籍者の概要（令和3年度入学生）

20



東京衛生学園専門学校

東洋医療総合学科

1部 2部

在籍者の概要（令和3年度入学生）
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進級率・卒業率（令和3年度）

神奈川衛生学園専門学校

看護学科

・進級率
１→２年：82.8％
２→３年：79.0％

・卒業率 ：79.4％

東洋医療総合学科

・進級率

１→２年： 78.6％
２→３年： 92.7％

・卒業率 ： 69.8％

＊卒業率：令和3年度卒業生の、入学次から3年間で卒業できた者の割合
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東京衛生学園専門学校

看護学科二年課程

進級率・卒業率（令和3年度）

・卒業率 ：100％

＊卒業率：令和3年度卒業生の、入学次から
2年間で卒業できた者の割合

リハビリテーション学科

・進級率

１→２年：78.9 ％
２→３年： 96.4％

・卒業率 ： 63.2％

看護学科二年課程（通信制）

・進級率

１→２年： 94.1％

・卒業率 ： 69.6％ ＊卒業率：令和3年度卒業生の、入学次から
3年間で卒業できた者の割合
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東京衛生学園専門学校

進級率・卒業率（令和3年度）

＊卒業率：令和3年度卒業生の、入学次から3年間で卒業できた者の割合

東洋医療総合学科

＜1部＞
・進級率

１→２年： 76.7％
２→３年： 100％

・卒業率 ： 90.0％

＜2部＞
・進級率

１→２年： 80.0％
２→３年： 83.3％

・卒業率 ： 61.9％
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国家試験合格率の推移

看護師

令和3年度看護師国家試験の全国平均は

91.3％（全体）であり、通信制も含めて

全ての学科で上回る合格率となりました
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国家試験合格率の推移

あん摩マッサージ指圧師
はり師・きゅう師

・全ての学科で全国平均（あ:84.7％ は:74.2％

き:76.1％）を上回る結果となりました

・東京衛生学園専門学校東洋医療総合学科2部は

全ての資格4年連続合格率100％を達成しました
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国家試験合格率の推移

理学療法士

令和3年度理学療法士国家試験合格率

の全国平均は79.6％（全体）であり、

それを上回る結果となりました
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令和3年度 学事

神奈川衛生学園専門学校

入学式（4月）

東京衛生学園専門学校

令和3年4月6日、自校の多目的ホールにて、71名の
新入生を迎え入れました

令和3年4月8日、きゅりあんにて、401名の新入生を
迎え入れました
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令和3年度 学事

新入生合同オリエンテーション（4月）

神奈川衛生学園専門学校 東京衛生学園専門学校

令和3年4月16日、自校の多目的ホールにて、看護学
科と東洋医療総合学科の新入生を対象にコミュケー
ション演習を実施しました。

令和3年4月21日、青少年オリンピック記念センター
において、リハビリテーション学科・東洋医療総合
学科（1部・2部）の新入生を対象に実施しました。
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令和3年度 学事

地域貢献（6月）

東京衛生学園専門学校

おおた区民大学

神奈川衛生学園専門学校

横須賀市民大学

それぞれの学校所在地である神奈川県横須賀市、東京都大田区の行政が行う講座に参加し、
地域住民の生涯学習に寄与いたしました
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令和3年度 学事

特色ある授業

東京衛生学園専門学校

フィジカルアセスメント（オンライン）
看護学科二年課程（通信制）

神奈川衛生学園専門学校

リンパドレナージ（看護学科）

衛生学園ならではのリンパドレナージの講義を
看護学科において、学校長自らが指導しました

学生数の多い看護学科通信制ではコロナ過での密を
避けるため、オンラインでの演習を行いました

31



令和3年度 学事

特色ある授業

東京衛生学園専門学校

顔面部の刺鍼（東洋医療総合学科）

神奈川衛生学園専門学校

顔面部は出血しやすいところでもあるため、確かな
技術力が無ければ刺鍼するのが難しいところです

あん摩実技（東洋医療総合学科）

“本物の治療家を育てる”東洋医療総合学科では、治
療家としての“掌を創る”ため、手取り足取り実技指
導を行っています
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令和3年度 学事

東京衛生学園専門学校神奈川衛生学園専門学校

生理学実習（リハビリテーション学科）アスレティックトレーナーコース（東洋医療総合学科附帯）

特色ある授業

東洋医療総合学科附帯事業として、アスレティック
トレーナーコースがあり、“治療のできるトレー
ナー”を育成しています。

運動時に起こる身体の変化を、自らの体験を通して
学ぶことで、“現場対応力”を育成します
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令和3年度 学事

国家試験対策

神奈川衛生学園専門学校

看護学科

東京衛生学園専門学校

東洋医療総合学科（対面+オンデマンド）

既存の資料に手書きのメモを張り付けることで、
この世に一つしかない対策用の資料を作成します

対面でリアルタイムに聴講し、オンデマンドで復習
する新しい学習環境の場を提供します
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令和3年度 学事

就職支援

東京衛生学園専門学校神奈川衛生学園専門学校

合同就職説明会（3月）

2022年3月2日東洋医療総合学科の学生向けに24社
が参加した就職説明会を行いました

2021年5月・11月東洋医療総合学科の学生向けに感
染対策を講じながら就職説明会を実施しました。

就職ガイダンス（5，11月）
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令和3年度 学事

令和3年度 卒業生の主な就職先

東京衛生学園専門学校神奈川衛生学園専門学校

【看護学科】
横須賀共済病院
横須賀市立うわまち病院
横須賀市立市民病院
聖ヨゼフ病院
衣笠病院
三浦市立病院

【東洋医療総合学科】
横浜国際プールはりきゅうマッサージ室
あおば鍼灸整骨院
株式会社サンメディカル
保土ヶ谷メディカルブルー整骨院
糀谷整形外科
筑波大理療科教員養成施設

【看護学科二年課程】
牧田総合病院
昭和大学病院
江戸川病院

【リハビリテーション学科】
国立病院機構栃木医療センター
日本医科大学千葉北総病院
東京労災病院

【東洋医療総合学科】
みどりの森治療院
きくな鍼灸マッサージ治療院
株式会社リニアート
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令和3年度 学事

卒業式

神奈川衛生学園専門学校 東京衛生学園専門学校

2022年3月16日、多目的ホールにて70名の卒業生を
送り出しました

2022年3月17日、大田区民プラザにおいて、332名
の卒業生を送り出しました
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人材育成センター

・看護師
・はり師・きゅう師
あん摩マッサージ指圧師

神奈川衛生学園専門学校

・看護師
・はり師・きゅう師
あん摩マッサージ指圧師

・理学療法士

東京衛生学園専門学校人材育成センター

・介護人材の育成
・外国人材の育成
・看護師、鍼灸マッサージ師、
理学療法士等のスキルアップ

・地域住民への講習会
など

将来ビジョンに掲げる”3つの挑戦“の実現に向け、介護人材や外国人材の育成、医療職や介護職向け

のスキルアップ研修、地域住民への各種講習会など、既存の学校・学科以外での人材育成や社会貢献に

関わる機関として人材育成センターを設立しました。令和3年度は主にその認可を受けるための活動を

し、令和4年1月に神奈川県の承認を得て、令和4年度から本格的な活動を開始することができるように

なりました。
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令和3年度人材育成センターの活動

介護職員向け研修 卒業生対象セミナー

2021年8月23日、事業提携先のこひつじ会グループ
内の介護施設で、研修会を実施しました

2021年12月末より、卒業生を対象としたオンデマン
ドセミナーを実施し、338名の申込がありました
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経常収支の推移

こひつじ会グループとの事業提携に伴う寄付金の影響により、令和元年度・2年度は黒字となった
が、令和3年度は東京衛生学園専門学校看護学科課程変更等による在籍者数の減少に伴う収入減によ
り、マイナス収支となった
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収益事業

横浜国際プール内ではりきゅうマッサージ

治療室を開室し、一般患者に対して、はり

きゅうマッサージ治療を実施。

【令和3年度の損益】

収入の部：13,704千円

支出の部：14,633千円
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【お問合せ先】
学校法人衛生学園 法人事務局
Tel.03-3763-6621（代表）


