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　本学の特色である医歯薬連携による講座横断的研究基盤を活かし、北東北に多い心
血管疾患・脳卒中・腎不全の原因である血管病（動脈硬化・血管炎症・小血管病）に
関する学際的研究体制を整備し、血管病を複数臓器に障害を及ぼす全身疾患として捉
える多角的な基礎・臨床共同研究を全学で推進する。本事業によって、先進医療で地
域医療に貢献する医系総合大学としての独自性を発揮し、高齢化の進む岩手県におけ
る地域住民の健康寿命延伸に寄与することが期待できる。
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（１）事業目的

【大学の将来ビジョン】

　岩手医科大学は、東北地方の貧困な医療状況を改善するべく明治30年に設立された医育機関で、多様な医療
スタッフ養成が設立理念となっている。あわせて研究活動ならびに診療活動においても社会の付託に応えるべ
く、medical center of communityとして、以下の指針を定めている。
■教育活動
• 人格陶冶を第一に、知育を第二に据えて教育にあたる。
• 地域医療人育成に主眼をおく。
• チーム医療の担い手として優れた人材の育成を特色とする。
• 医療現場に還元される基礎研究に携わる研究者を育成する。
• 主たるstakeholderを、学生ならびに卒業生を受け入れる医療機関・行政機関に定める。

■研究活動
• 学体系に沿った研究を、各講座・診療科は推進する。
• 増加傾向にある疾患や地勢的に多い疾患の研究は、学体系を超えた部門・講座横断的プロジェクトとして推
進する。
• 主たるstakeholderを地域住民と医療機関および学生に定める。但し、地方に特化したテーマは、一方では
グローバル性も帯びていることから、人類全体の健康増進にも貢献するものとする。
■診療活動
• 岩手県における医療の最終決着病院としての間口の広さと質の高さを維持・発展させる。
• 各講座・診療科は、病者を中心に据えて連携したチーム医療を遂行する。
• 主たるstakeholderは地域住民であるが、優れた医療技術は普遍性を持っていることから、人類全体に貢献
しうる高度医療の開発と実践に努める。

　
【岩手医科大学の特色】
　岩手医科大学は、「医療人たる前に、誠の人間たれ」という建学の精神のもとに、開設以来120年にわたっ
て、チーム医療による全人的医療を実践し地域医療に貢献しうる医療人を多数育成してきた。東日本大震災の
際は発災直後から県と密に連携して被災地の医療支援と医療復興に一丸となって取り組み、災害時実践力を有
する医療人の育成体制を構築してきた。
　本年度より、医学・歯学・薬学に看護学を加えた4学部の学生・教員が同一キャンパスに集う医系総合大学
へと発展し、医歯薬看の密接な連携による総合的な医療人の育成と高度先進医療の推進を目指している。研究
においても、本学の大きな特色である医歯薬連携による学部・講座横断的な研究風土を活かし、明日の医療に
直結する臨床研究・基礎研究を共同で実施している。
【岩手県の医療の現状と課題】
　岩手県を含む北東北では、心血管疾患・脳血管障害・腎不全による死亡率が他県に比し高く、癌に匹敵する
社会問題となっており、ステークホルダーに対するアンケート調査でも本学に対する期待度の高い領域であ
る。東日本大震災の被災地である沿岸地域を中心とした生活環境の悪化や今後のさらなる高齢化によってます
ます深刻となっていくことが予想され、その発症予防・早期発見・早期治療に向けて地方自治体・関連医療機
関と連携して全学で取り組む必要がある。
　心筋梗塞や大動脈解離などの心血管疾患、脳卒中を主体とする脳血管障害、腎不全を終末像とする慢性腎臓
病(CKD)は、いずれも高血圧・高血糖・脂質異常といった生活習慣病との関連が深いことが広く知られている
が、動脈硬化・血管炎症・小血管病(small vessel disease)などのいわゆる血管病が複雑に絡み合って多臓器
に種々の障害を引き起こしている。そのため、単なるメタボリックシンドロームへの対策や単一臓器毎の対策
では不十分であり、研究・診療分野の垣根を超えた多角的な取り組みが必要である。
【本事業の目的】
　そこで、本事業では、心血管疾患・脳卒中・腎不全の誘因である血管病（動脈硬化・血管炎症・小血管病）
を複数臓器に障害を及ぼす全身病として捉え、医・歯・薬学部ならびに医歯薬総合研究所に所属する関連領域
の臨床系・基礎系研究者を中心に学際的研究体制を整備する。課題解決型・社会展開型の多角的な基礎・臨床
共同研究を全学で推進するとともに、今まで築いてきた地域医療ネットワークを活かして成果を積極的に社会
還元していくことを目的とする。
【本事業の研究テーマと実施内容】
　本事業における研究は、急性冠動脈疾患、大動脈解離/大動脈瘤、脳梗塞、脳出血、閉塞性動脈硬化症、腎
不全などの制圧を最終目的に、冠動脈・大動脈・頸動脈・末梢動脈といった全身の血管を対象に、動脈硬化・
血管炎症・小血管病の3視点から、イメージング・検体検査/生理機能検査・オミックス解析による多角的なア
プローチによって、病態解明・バイオマーカー創出・創薬・予防/治療法確立を目的に実施する。
　動脈硬化に関しては、CT/MRI/超音波検査(US)による動脈硬化性粥腫(プラーク)の不安定性の高精度判定技
術の確立、実験動物や一般検体を用いたリピドーム・プロテオーム・メタボローム解析やアディポソーム解析
などによる病態解明、スタチン・n-3脂肪酸・PCSK9抗体などの薬効や評価指標の確立などに取り組む。
　血管炎症に関しては、特に口腔内フローラメタゲノム解析による歯周病菌・虫歯菌による血管炎症惹起機構
の解明と高精度血管炎症マーカーの確立、ならびに口腔衛生管理による血管炎症抑制効果について検討する。
さらには数値流体力学(CFD)解析によるせん断応力異常による動脈壁の炎症助長機構や、エクソソーム解析に
よるmicroRNAを介した炎症伝播機構の解明に取り組む。
　小血管病に関しては、CT/MRI/USによる中間表現型の定量化手法の開発と血圧・血糖・血液マーカーとの関
連解析を通した発症リスク予測法の確立、ならびに実験動物を用いたアミロイド血管症におけるアミロイド-
β(Aβ)の沈着・排出機構の解明と阻害薬の創出、血管内皮細胞増殖因子(VEGF)による微小循環改善効果の解
明と血管新生薬剤の探索、エピゲノム変化による小血管病発生機序の解明に取り組む。
【本事業によるブランディング効果】
　本事業によって、医歯薬連携による全人的医療で地域医療に貢献する医系総合大学というブランドを確立
し、血管病に起因する心血管疾患・脳卒中・腎不全に関する独自の先進医療体制の構築と地域医療への還元が
達成され、岩手県をはじめとする地域住民の健康寿命延伸に寄与することが期待できる。
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【期待される学術的研究成果】
　血管病に関する多角的な学際的研究を全学的に推進する本事業によって、以下のような学術的研究成果を達
成することが可能となる。
①画像解析研究によって、全身血管（冠動脈・大動脈・頚動脈・末梢動脈）のプラーク不安定性や壁せん断応
力に起因する炎症脆弱性、ならびに全身臓器（脳、腎臓、心臓）の小血管病中間表現型などの包括的な無侵襲
客観画像評価法を確立することができる。
②エピゲノム・リピドーム・プロテオーム・メタボローム解析やアディポソーム解析によって、高血圧・脂質
異常・高血糖・肥満による動脈硬化・小血管病の発生進行機序を明らかにするとともに、高感度バイオマー
カーや創薬シーズを創出することができる。
③口腔内フローラ解析・エクソソーム解析によって、全身の血管炎症の発生機構を明らかにするとともに、高
感度バイオマーカーの創出や口腔衛生管理による血管炎症制御法を確立することができる。
④AβやVEGFの基礎研究によって、Aβの産生・排出機構やVEGFの微細循環改善機構が明らかとなり、創薬シー
ズを創出することができる。
⑤高分解能NMRなどを用いた高次構造解析によって候補化合物の効率的探索が可能となり、創薬へとつなげる
ことができる。
【期待される地域医療の発展などへの寄与】
　上記の学術的研究成果を積極的に社会実装していくことで、以下のように地域医療の発展に還元することが
可能となる。
①地域医療ネットワークを介して画像検査法・判定法の標準化と普及を図ることで、県内主要病院において全
身血管のプラーク不安定性や小血管病中間表現型の評価が可能となり、心血管病や脳卒中の発症リスク予測や
早期治療介入に貢献できる。
②地方自治体と連携して動脈硬化・血管炎症・小血管病の高感度マーカーを含めた広域健康調査を実施するこ
とで、高リスク者を対象とした生活習慣改善などによる発症予防対策につなげることが可能となる。
③地域医療ネットワークを介して口腔衛生管理法の標準化と普及を図ることで、血管炎症による心血管病・脳
卒中などの発症予防につなげることができる。
④地域住民に対し血管の健康に関するリテラシー教育と啓発を行うことで、生活習慣病と血管病およびその予
防に対する住民意識を高め、心血管疾患・脳卒中・腎不全の発症率低下に寄与することが期待できる。
【期待される研究成果の実現可能性】
　本学では以下の体制・環境が整備されており、事業期間内に上記の研究成果を実現することが可能と考えら
れる。
①学長直轄の全学研究推進委員会による全学的研究マネージメント体制、および学部横断的共同研究部門であ
る医歯薬総合研究所による全学的研究支援体制の両者が既に機能している。
②心血管疾患、脳血管障害、腎不全に関連した診療科は内科・外科・他診療科の垣根を越えたチーム医療体制
を構築して全国でも屈指の先進医療の実績を上げており、県内のみならず広域から多くの患者が受診してい
る。
③マルチスライスCT, 高磁場MRI, 3次元超音波などの最新鋭の画像診断機器を多数有し、産学連携による最先
端の画像研究や画像処理開発が積極的に行われ、これらの共同利用環境や解析支援環境が整備されている。
④歯学部を中心に、口腔衛生管理や口腔内フローラ研究で多くの成果を上げており、研究実施体制が整ってい
る。
⑤薬学部・医歯薬総合研究所を中心に、オミックス解析、エクソソーム解析、有機化合物高次構造解析で多く
の成果を上げており、研究実施体制が整っている。
⑥岩手県全域の二次医療圏の地域中核病院・県立病院への医師派遣体制、本学を中心に中核病院を結ぶ医療情
報ネットワーク体制、心疾患・脳卒中・バイオバンク事業などの広域コホート調査を通した地方自治体との連
携体制が確立されており、研究成果の地域還元基盤が整っている。

（２）期待される研究成果

【大学の将来ビジョン】

　岩手医科大学は、東北地方の貧困な医療状況を改善するべく明治30年に設立された医育機関で、多様な医療
スタッフ養成が設立理念となっている。あわせて研究活動ならびに診療活動においても社会の付託に応えるべ
く、medical center of communityとして、以下の指針を定めている。
■教育活動
• 人格陶冶を第一に、知育を第二に据えて教育にあたる。
• 地域医療人育成に主眼をおく。
• チーム医療の担い手として優れた人材の育成を特色とする。
• 医療現場に還元される基礎研究に携わる研究者を育成する。
• 主たるstakeholderを、学生ならびに卒業生を受け入れる医療機関・行政機関に定める。

■研究活動
• 学体系に沿った研究を、各講座・診療科は推進する。
• 増加傾向にある疾患や地勢的に多い疾患の研究は、学体系を超えた部門・講座横断的プロジェクトとして推
進する。
• 主たるstakeholderを地域住民と医療機関および学生に定める。但し、地方に特化したテーマは、一方では
グローバル性も帯びていることから、人類全体の健康増進にも貢献するものとする。
■診療活動
• 岩手県における医療の最終決着病院としての間口の広さと質の高さを維持・発展させる。
• 各講座・診療科は、病者を中心に据えて連携したチーム医療を遂行する。
• 主たるstakeholderは地域住民であるが、優れた医療技術は普遍性を持っていることから、人類全体に貢献
しうる高度医療の開発と実践に努める。
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①大学の将来ビジョンとブランディング事業

【大学の将来ビジョン】
　岩手医科大学は、東北地方の貧困な医療状況を改善するべく明治30年に設立された医育機関であり、「医療
人たる前に、誠の人間たれ」という"全人的地域総合医療"を理想に掲げ、1)患者本位の安全で良質な医療の実
践、2)人間性豊かな医療人の育成、3)医歯薬看の密接な連携による総合的な医療人の育成、4)高度先進医療の
開発と推進、5)地域医療への貢献 を理念としている(平成26年3月11日制定)。
　加えて、教育活動・研究活動・診療活動において今後の社会の付託に応えるべく、medical center of
community として、以下の将来ビジョンを大学法人の機関決定会議である「大学運営会議」にて策定した。
　■教育活動
　• 人格陶冶を第一に、知育を第二に据えて教育にあたる。
　• 地域医療人育成に主眼をおく。
　• チーム医療の担い手として優れた人材の育成を特色とする。
　• 医療現場に還元される基礎研究に携わる研究者を育成する。
　• 主たるstakeholderを、学生ならびに卒業生を受け入れる医療機関・行政機関に定める。
　■研究活動
　• 学体系に沿った研究を、各講座・診療科は推進する。
　• 増加傾向にある疾患や地勢的に多い疾患の研究は、学体系を超えた部門・講座横断的プロジェクトとして
　　推進する。
　• 主たるstakeholderを地域住民と医療機関および学生に定める。但し、地方に特化したテーマは、一方で
　　はグローバル性も帯びていることから、人類全体の健康増進にも貢献するものとする。
　■診療活動
　• 岩手県における医療の最終決着病院としての間口の広さと質の高さを維持・発展させる。
　• 各講座・診療科は、病者を中心に据えて連携したチーム医療を遂行する。
　• 主たるstakeholderは地域住民であるが、優れた医療技術は普遍性を持っていることから、人類全体に
　　貢献しうる高度医療の開発と実践に努める。

【本学のブランディング戦略】
　本学は、これまで「文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」にて脳神経医学・精神医学・脳科学
に関する最先端研究を講座横断的な学際的研究体制で行う「超高磁場7テスラMRIを機軸とした生体機能・動態
イメージングの学際的研究拠点」および「異分野融合による脳と心の健康のための介入的ニューロイメージン
グ研究拠点」に取り組んできた。これらのプロジェクトでは、トップジャーナルを含む多くの英文論文の発
表、知財の取得、装置やソフトウエアの開発と公開・技術移転など優れた実績を積み重ねてきた。しかしなが
ら、医学部主体のプロジェクトであり必ずしも全学的な取り組みとはいえない点、増加傾向にある疾患や地勢
的に多い疾患を対象にしたプロジェクトではない点、地域医療への積極的展開を前提としていない点、など、
本学の理念や将来ビジョンを必ずしも反映したものではなかった。
　そこでこのたび、本学の将来ビジョンに基づき、全学的な取り組みとして当該ブランディング事業を実施す
ることとした。学長直轄の「全学研究推進委員会」の基に「ブランディング戦略ワーキンググループ」を設置
し、後述の通り、ステークホルダーの検討やアンケート調査などを元に大学イメージ・認知度の分析を実施し
てブランディング戦略を検討した。
　その結果、本学の特色である医歯薬連携による講座横断的研究基盤を活かし、北東北に多い心血管疾患・脳
卒中・腎不全の原因である血管病（動脈硬化・血管炎症・小血管病）に関する学際的研究体制を整備し、血管
病を複数臓器に障害を及ぼす全身疾患として捉える多角的な基礎・臨床共同研究を全学で推進するため、「医
歯薬連携による全身疾患としての血管病の地域密着型研究拠点」をテーマとすることとした。
　心血管疾患・脳卒中は岩手県で特に多い疾患であり、岩手県の脳血管疾患による死亡率は全国ワースト1
位、心疾患による死亡率もワースト4位と全国平均を大きく上回り、「岩手県脳卒中予防県民会議」を設立す
るなど地域の課題としてとらえられている。本学の将来ビジョンにおける研究活動の指針には、増加傾向にあ
る疾患や地勢的に多い疾患の研究は、学体系を超えた部門・講座横断的なプロジェクト研究として推進すると
あり、本テーマはまさに本学の将来ビジョンに基づいた、今後の社会の付託に答えたテーマと言える。

【将来ビジョンおよび本事業で打ち出す独自色の学内周知】
　以上の方針は、平成29年5月23日の「大学運営会議」において審議、決定され、学内全職員に対して文書に
よる通知を行っている。今後は、各会議体への報告および学内報（工程B）やホームページ（工程A）への記載
によって所属員へさらなる周知を図り、全学的な取り組みとしていく。併せて、事業の進捗についても学内報
やホームページへの記載によって情報共有を図っていく。
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②ステークホルダーの検討

　本学の将来ビジョンでは、教育活動における主たるステークホルダーを学生ならびに卒業生を受け入れる医
療機関・行政機関に、研究活動における主たるステークホルダーを地域住民と医療機関および学生に、診療活
動における主たるステークホルダーを地域住民に定めている。
　本事業に関連するステークホルダーの検討は、全学推進委員会における大学イメージアンケート検討（平成
29年4月12日）および①にて設定したブランディング戦略ワーキンググループにおける大学ビジョン検討（平
成29年5月11日)の際に実施し、大学運営会議にて、ステークホルダーを「患者、県内医療機関、自治体、企
業、職員、学生」に設定した(平成29年5月16日）。
　本事業において実施する「医歯薬連携による全身疾患としての血管病の地域密着型研究拠点」を通して得ら
れる効果は、まずは疾患の解明および予防法・診断法・治療法の研究進展と社会還元があげられる。これらの
ステークホルダーは、研究成果を事業化する企業であり、診断法・治療法の確立によって予後向上が可能とな
る患者があげられる。また、新たな診断法・治療法が実施できるようになる医療機関、新たな予防法・診断法
を利用できるようになる自治体も含まれる。また、教職員や学生にとっては、新たな先進医療や先端研究を学
べるまたとない機会となり、学部横断的な学際的研究風土の醸成によって全学的な研究スキル向上の機会とな
る。本事業に直接参画する研究者にとっては新たな研究に新たな研究チームで取り組む機会となり、個々の研
究のさらなる発展が期待できる。また、本学を志望する受験生にとっては、先進的な研究を実施している大学
としてとらえる機会となり、志望動向の変化が考えられる。
　以上のように、本事業の実施に伴うステークホルダーには多くの属性が想定されるため、想定したステーク
ホルダーを対象とした大学イメージアンケートを後述の通り実施した。

③大学のイメージ

　本事業を通して浸透させたい大学のイメージは、「医歯薬連携による全人的医療で地域医療に貢献する医系
総合大学」である。このイメージは、ビジョンにある「地域医療人の育成」や「地勢的に多い疾患の研究」の
実施、「岩手県における医療の最終決着病院としての質の高さ」を反映させたものである。さらにこのイメー
ジ形成において「医歯薬連携による全身疾患としての血管病の地域密着型研究拠点」というテーマは、地域の
課題である心血管疾患、脳血管疾患、腎不全に関連し、臓器別ではなく全人的な先進的な研究として取り組む
ことが可能なテーマである。本事業成果を積極的に発信していくことにより、本学のイメージをより強固なも
のとし、より広く浸透していくことが可能と考える。

④現状の大学イメージおよび認知程度に係る把握・分析内容

　本事業申請に先立ち、平成29年4月24日から5月2日にかけてアンケートによる本学に対するイメージ調査を
実施した。アンケートの対象は、平成29年4月12日全学研究推進委員会にて設定した本事業にかかるステーク
ホルダーと考えられる本学所属教職員、附属病院利用患者、関連医療機関、岩手県内企業および自治体、在学
生とし、1)本学の使命、2)本学に期待する診療分野、3)本学で弱い診療分野、4)本学に期待する研究領域 に
ついて調査を実施した。
 アンケートは紙媒体による直接配布方式とし、アンケート回収数は1,837件 (回収率44%)であった。内訳は、
教職員812件(29%)、患者559件(71%)、医療機関41件(79%)、企業・自治体57件(39%)、学生368件(98%)であっ
た。
 アンケートの解析によって以下の点が明らかとなった。
・本学の使命について、「高度先端医療」が約80%と最も多く、続いて「救急医療」が約60%、「地域医療人育
成」、「災害医療」が約45%と多かった。一方、「研究者育成」が26％と低かった。
・診療面で期待する専門分野について、「心臓・血管領域」が約60％と最も多く、特に医療機関では約90%に
達していた。続いて「腫瘍」が約45%、「消化器」、「緩和医療」、「精神/神経」、「腎臓/内分泌」が約30%
と多かった。
・診療面で弱い専門分野について、全体ではどの分野も20%を下回っていたが、医療機関では「腎臓・内分
泌」「補完医療」が約40％と多かった。
・期待する研究領域としては、「がんの予防と治療」が約60％、「脳血管障害の予防と治療」が約50％と多
かった。医療機関では「地域医療システムの開発と応用」への期待が約80％と高かった。一方、「全遺伝情報
（ゲノム）の解析と個別化医療」が約20％と最も少なかった。
　以上のことから、現状の大学イメージとして、高度先端医療、救急医療、地域医療人育成を使命とし、心血
管領域や腫瘍の診療や研究への期待が高いことが判明した。心血管領域への高い期待は、平成9年に北日本唯
一の専門施設として開院した「循環器医療センター」において、最新機器と専門スタッフによる高度・先進的
な医療を展開してきたことがブランドとして浸透していることが一因と考えられた。なお、学生に「地域医療
人育成」と「災害医療」のイメージが強く、患者・企業・自治体に「わからない」との回答が多かったことが
挙げられる。これは、広報・広告で地域医療や災害医療に比し先進医療や先端研究についてもアピールが不十
分であることを反映していると考えられた。
　アンケートの結果および分析については、ブランディング戦略ワーキング、全学研究推進委員会、大学運営
会議などにて報告を行い、広く学内周知を図った。
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大学に対するイメージ調査結果
【岩手医科大学の使命について】

　・約80％の方が「高度先端医療」と回答。
　・約60％の方が「救急医療」と回答。
　・「研究者育成」が26％と低い。

【期待する診療分野】

　

　・「心臓・血管領域」が約60％と最も高い。
　・医療機関からは90％の方が「心臓・血管領域」と回答。
　・医療機関は全体に高い。
　・在学生は全体に低い。

【期待する研究領域】

　

　・全体では、「ガンの予防と治療」が約60％、「脳血管障害の予防と治療」が約50％と回答の割合が高い。
　・医療機関から「地域医療システムの開発と応用」への期待が約80％と高い。
　・「全遺伝情報（ゲノム）の解析と個別化医療」の回答が約20％と最も低い。
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⑤情報発信手段・内容の検討

　上記アンケート調査の結果から、患者や県内企業をはじめとした一般の方に対して本学の研究や診療に関す
る特徴や独自性が十分伝わっていないことが伺えた。これは種々の情報発信手段において、本学ブランドを伝
える手段が不十分であったことを意味している。そこで、本学の情報発信手段について、ブランディング戦略
ワーキング、全学研究推進委員会、大学運営会議にて審議し、以下のように実施することが承認されている。
・数ある情報発信手段のなかでも大学ホームページは最も効果的かつ重要であることから、本ブランディング
事業において、ブランディングに基づく大学ホームページのリニューアル、および本事業の専用ページの公開
に着手する。その際、現在のホームページビュー数からの増加を指標とし、評価を行う。
・また、学内報をはじめとする種々の大学広報物(大学案内、同窓会報、父兄会報など)やオープンキャンパス
などもブランディングに基づくリニューアルを行い、大学のブランドイメージ形成を強化する。
・ブランディング事業にて実施する研究成果については、国内外の関連主要学会における発表および国際誌へ
の論文投稿により公表するとともに、公開シンポジウムの開催やオープンキャンパスにおける展示・ミニレク
チャーなどによって一般の方にも周知を図る。
・上記の情報発信による成果については、事業申請前に行ったアンケートと同様の手法でイメージ調査を行
い、数値の変化により浸透度を評価する。

⑥ブランディング戦略の工程

【工程Ａ】
大学ホームページの刷新およびブランディング事業専用ホームページの開設
・大学の将来ビジョンや本事業によって進めるブランディングについて、本学職員、学生、および一般市民の
方に周知・広報するため、大学ホームページを更新する。
・事業開始後「医歯薬連携による全身疾患としての血管病の地域密着型研究拠点」のホームページを開設す
る。
・上記ホームページには、本事業の目的、期待される研究成果、研究計画などを、一般の方を対象に、できる
だけわかりやすい言葉で記載する。
・開設目標は平成29年度中とする。また、開設と同時に大学ホームページからのリンクを行い、大学ホーム
ページ上からすぐに移動が可能な状態とする。
・ホームページを事業進捗の周知・広報の手段とするため、平成30年度より進捗状況や研究成果についても記
載する。
・最低年2回の更新を目標とする。
【工程Ｂ】
学内報への掲載
・本学職員への周知・広報を強化するため、本学の学内報である「岩手医科大学報」(月1回発行、発行部数：
3,300部)へ大学の将来ビジョンや本事業によって進めるブランディングについて掲載する。
・平成29年度は、本事業の申請内容、目的、期待される研究成果、研究計画などを記載する。
・平成30年度からは進捗状況や研究成果について記載することによって、事業進捗の周知、広報の手段とす
る。
・最低年1回の掲載を目標とする。
【工程Ｃ】
ステークホルダーへのアンケート調査
・本ブランディング事業の認知度および本学のイメージの変化を把握するため、事業申請前に実施したアン
ケート調査を継続して実施する。
・アンケート調査の内容は事業進捗に合わせ検討するが、各ステークホルダーごとの分析を行い事業運営に反
映させる。
・年1回の実施を目標とする。
【工程Ｄ】
事業シンポジウム・オープンキャンパスの開催
・本ブランディング事業について広く一般の方々に認知・広報するため、公開シンポジウムを本学の主催で開
催する。
・シンポジウムでは、事業の目的、期待される成果、事業進捗などを発表し、広く一般の方々が研究成果や社
会還元などの情報を知ることができる機会とする。
・本ブランディング事業について広く学生に認知・広報するため、本学のオープンキャンパスにおいて、展示
やミニレクチャーを実施する。
・それぞれ年1回の実施を目標とする。
【工程Ｅ】
研究成果の論文掲載・学会発表・知財取得・技術移転・プレスリリース
・本事業による研究成果を他機関の研究者や関連企業へと周知するため、国際誌への論文掲載や国内外の関連
学会での発表を積極的に行う。
・本事業による研究成果を社会実装するため、特許出願や企業への技術移転を積極的に行う。
・本事業による研究成果を広く一般の方々に認知・広報するため、プレスリリースを積極的に行う。
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⑦工程ごとの成果指標と達成目標

【工程Ａ】大学ホームページの刷新およびブランディング事業専用ホームページの開設
成果指標：大学ホームページのビュー数増加率
達成目標：平成29年度　120％、平成30年度　140％、平成31年度　160％、平成32年度　180％、平成33年度
200％
【工程Ｂ】学内報への掲載
成果指標：アンケート調査における大学職員のブランディング事業の認知度
達成目標：平成29年度　50％、平成30年度　60％、平成31年度　70％、平成32年度　80％、平成33年度　90％
【工程Ｃ】ステークホルダーへのアンケート調査
成果指標：本学所属職員を除く一般の方のブランディング事業認知度
達成目標：平成29年度　10％、平成30年度　20％、平成31年度　30％、平成32年度　40％、平成33年度　50％
【工程Ｄ】事業シンポジウム・オープンキャンパスの開催
成果指標：シンポジウム・オープンキャンパスミニレクチャーの参加者人数
達成目標：平成29年度　100名、平成30年度　150名、平成31年度　200名、平成32年度　250名、平成33年度
300名
【工程Ｅ】研究成果の論文掲載・学会発表・知財取得・技術移転・プレスリリース
成果指標：英文論文掲載数、学会発表数、特許出願数、技術移転数、プレスリリース数
達成目標：平成29-31年度 100編, 300題,  5件, 3件,　15件
　　　　　平成29-33年度 200編, 500題, 10件, 6件,　25件

⑧達成目標の進捗を把握する方法

　達成目標の進捗については、毎月開催する「血管病研究プロジェクト推進委員会」にて確認する。4半期ご
とに開催される「ブランディング事業運営委員会」に進捗状況を報告し、評価・助言を受ける。また年度ごと
に取りまとめた成果報告書は、「全学研究推進委員会」を経て「大学運営会議」に報告を行い、学長が実施体
制の見直しや研究費の傾斜配分を行うことによって、PDCAサイクルを回しながら事業を実施していく。



４．事業実施体制（２ページ以内）

　本学では、学長のリーダーシップの下、学内の研究活動、ブランディング戦略、および本事業に関する実施
体制、自己点検・評価体制、外部評価体制、学外との連携体制を以下の通り整備している。

【研究活動の実施体制】
　医学部・歯学部・薬学部に研究推進委員会を設置し、各学部の特性に合わせ、研究環境整備・研究費獲得・
研究実績評価に関する取組を立案→実行→自己点検→見直しのサイクルのもと実施している。研究費獲得状
況・研究業績状況・各種講習会出席状況については教授会報告や岩手医科大学研究業績集などを通して各講座
や研究者に周知するとともに、外的資金獲得状況に応じた個人研究費（特別研究費）の傾斜配分、英文論文業
績に応じた講座研究費の傾斜配分を実施している。
　また、各学部長・研究推進委員長・医歯薬総合研究所長で組織される学長直轄の全学研究推進委員会を設置
し、学部間の情報共有や研究連携に加え、ブランディング戦略や大型研究プロジェクトの計画立案を実施して
いる。大型研究プロジェクトでは研究者による推進委員会を組織してプロジェクト内自己/相互評価による月
例の進捗管理と実績に応じた研究費の傾斜配分を行うとともに、学外者を含む運営/利用委員会を組織して外
部評価・進捗管理を定期的に実施している。また、大学の最高決定機関である大学運営会議によって全学研究
推進委員会の外部評価を定期的に実施する。
　共同研究機器の有効利用に関しては、共同研究部門である医歯薬総合研究所運営委員会を設置し、利用講習
会の開催や研究計画立案・研究実施・解析の支援を実施するとともに、共同研究機器利用委員会を組織して利
用マネージメント行っている。
　学外との連携に関しては、知的財産本部リエゾンセンターを設置し、外部機関連携・産学連携・知財/有体
物管理に関する支援業務を実施している。特に岩手県医療機器戦略推進会議・岩手県イノベーション推進会
議、いわて産学連携推進協議会（リエゾンＩ）などを通して岩手県や県内企業との連携を積極的に進めるとと
もに、北海道臨床開発機構や東北大学などの革新的医療技術創出拠点と連携して橋渡し研究を推進している。
　研究費・研究倫理に関しては、事務局に研究助成課を設置し、全学的な外的資金獲得支援と適正利用マネー
ジメントを実施するとともに、科研費応募説明会・研究費取扱説明会などによる啓発活動を定期的に実施して
いる。
　なお、本年度開設された看護学部については、新たに看護学部研究推進委員会を設置して研究活動の組織実
施体制を整備するとともに、全学研究推進委員会、医歯薬総合研究所運営委員会、共同研究機器利用委員会な
どの学内関連委員会に参画可能となるよう規定整備を行い、医歯薬看の医系4学部連携による研究体制を構築
したところである。

【ブランディング戦略の実施体制】
　本学では、前述の「３．ブランディング戦略」で記載した通り、学長のリーダーシップの下、全学研究推進
委員会が中心となって、建学の精神と大学の将来ビジョンを踏まえ、ステークホルダーに対するアンケート調
査や種々の既存データ分析によって本学のイメージ・実体・ニーズを系統的に把握し、それに基づいたブラン
ド力強化と情報発信を実施する体制を構築した。
　今後も、全学研究推進委員会が中心となり、ステークホルダーに対するアンケート調査を定期的に実施する
とともに、ブランドイメージと実態の乖離度、ブランド認知度、研究実績、社会実装実績などを評価する。そ
の評価結果と大学運営会議による外部評価結果を解析してブランディング戦略の見直しを行い、より良いブラ
ンディング戦略を実施していく。

【本事業の実施体制】
　本事業では、医学部・歯学部・薬学部・医歯薬総合研究所に所属する関連領域の臨床医学・基礎医学・生命
科学に研究者による「全身疾患としての血管病研究プロジェクト」推進委員会を組織する。推進委員会には、
委員長、副委員長を置くほか、学部横断的な「動脈硬化研究チーム」、「血管炎症研究チーム」、「小血管病
研究チーム」、「地域連携チーム」を組織し、それぞれチームリーダーを置く。各研究チーム毎に研究テーマ
を複数設定し、推進委員はそれぞれの専門領域を活かし、複数の研究チーム・研究テーマに参加する。推進委
員会では月例会議を開催し、研究テーマごとの進捗状況報告と自己評価・相互評価を行い、異なる専門領域間
の意見交換や異なるテーマ間・チーム間の情報共有と相互連携を図る。また、年度毎に研究業績・実績の自己
点検・内部評価を行い、その結果を元に研究費の傾斜配分を実施する。また、自己点検・内部評価の結果に加
え、外部評価の結果・ステークホルダーのアンケート結果・各種データの分析結果を踏まえ、次年度の実施体
制の見直しを行う。
　また、上記推進委員会とは独立した学内研究者と学外有識者で構成されるブランディング事業運営委員会を
組織する。運営委員会では、当該プロジェクトの進捗状況を4半期毎にモニタリングして、助言・指摘などの
進捗マネージメントを実施するとともに、ステークホルダーのアンケート結果や各種データの分析結果を踏ま
え、次年度の事業実施体制見直しに関する指導を行う。
　本事業では、大学事務局の支援体制の強化を行う。研究助成課・リエゾンセンターによる支援はもちろんの
こと、企画調整課による広報支援体制を構築する。また、現在計画中の臨床研究支援センターを早期に設置
し、産学連携・知財戦略・研究計画立案支援・コホート研究支援・臨床研究支援・統計解析支援・広報支援な
どをシームレスで実施できる環境を整備する。

岩手医科大学



岩手医科大学

　本学では、学長のリーダーシップの下、学内の研究活動、ブランディング戦略、および本事業に関する実施
体制、自己点検・評価体制、外部評価体制、学外との連携体制を以下の通り整備している。

【研究活動の実施体制】
　医学部・歯学部・薬学部に研究推進委員会を設置し、各学部の特性に合わせ、研究環境整備・研究費獲得・
研究実績評価に関する取組を立案→実行→自己点検→見直しのサイクルのもと実施している。研究費獲得状
況・研究業績状況・各種講習会出席状況については教授会報告や岩手医科大学研究業績集などを通して各講座
や研究者に周知するとともに、外的資金獲得状況に応じた個人研究費（特別研究費）の傾斜配分、英文論文業
績に応じた講座研究費の傾斜配分を実施している。
　また、各学部長・研究推進委員長・医歯薬総合研究所長で組織される学長直轄の全学研究推進委員会を設置
し、学部間の情報共有や研究連携に加え、ブランディング戦略や大型研究プロジェクトの計画立案を実施して
いる。大型研究プロジェクトでは研究者による推進委員会を組織してプロジェクト内自己/相互評価による月
例の進捗管理と実績に応じた研究費の傾斜配分を行うとともに、学外者を含む運営/利用委員会を組織して外
部評価・進捗管理を定期的に実施している。また、大学の最高決定機関である大学運営会議によって全学研究
推進委員会の外部評価を定期的に実施する。
　共同研究機器の有効利用に関しては、共同研究部門である医歯薬総合研究所運営委員会を設置し、利用講習
会の開催や研究計画立案・研究実施・解析の支援を実施するとともに、共同研究機器利用委員会を組織して利
用マネージメント行っている。
　学外との連携に関しては、知的財産本部リエゾンセンターを設置し、外部機関連携・産学連携・知財/有体
物管理に関する支援業務を実施している。特に岩手県医療機器戦略推進会議・岩手県イノベーション推進会
議、いわて産学連携推進協議会（リエゾンＩ）などを通して岩手県や県内企業との連携を積極的に進めるとと
もに、北海道臨床開発機構や東北大学などの革新的医療技術創出拠点と連携して橋渡し研究を推進している。
　研究費・研究倫理に関しては、事務局に研究助成課を設置し、全学的な外的資金獲得支援と適正利用マネー
ジメントを実施するとともに、科研費応募説明会・研究費取扱説明会などによる啓発活動を定期的に実施して
いる。
　なお、本年度開設された看護学部については、新たに看護学部研究推進委員会を設置して研究活動の組織実
施体制を整備するとともに、全学研究推進委員会、医歯薬総合研究所運営委員会、共同研究機器利用委員会な
どの学内関連委員会に参画可能となるよう規定整備を行い、医歯薬看の医系4学部連携による研究体制を構築
したところである。

【ブランディング戦略の実施体制】
　本学では、前述の「３．ブランディング戦略」で記載した通り、学長のリーダーシップの下、全学研究推進
委員会が中心となって、建学の精神と大学の将来ビジョンを踏まえ、ステークホルダーに対するアンケート調
査や種々の既存データ分析によって本学のイメージ・実体・ニーズを系統的に把握し、それに基づいたブラン
ド力強化と情報発信を実施する体制を構築した。
　今後も、全学研究推進委員会が中心となり、ステークホルダーに対するアンケート調査を定期的に実施する
とともに、ブランドイメージと実態の乖離度、ブランド認知度、研究実績、社会実装実績などを評価する。そ
の評価結果と大学運営会議による外部評価結果を解析してブランディング戦略の見直しを行い、より良いブラ
ンディング戦略を実施していく。

【本事業の実施体制】
　本事業では、医学部・歯学部・薬学部・医歯薬総合研究所に所属する関連領域の臨床医学・基礎医学・生命
科学に研究者による「全身疾患としての血管病研究プロジェクト」推進委員会を組織する。推進委員会には、
委員長、副委員長を置くほか、学部横断的な「動脈硬化研究チーム」、「血管炎症研究チーム」、「小血管病
研究チーム」、「地域連携チーム」を組織し、それぞれチームリーダーを置く。各研究チーム毎に研究テーマ
を複数設定し、推進委員はそれぞれの専門領域を活かし、複数の研究チーム・研究テーマに参加する。推進委
員会では月例会議を開催し、研究テーマごとの進捗状況報告と自己評価・相互評価を行い、異なる専門領域間
の意見交換や異なるテーマ間・チーム間の情報共有と相互連携を図る。また、年度毎に研究業績・実績の自己
点検・内部評価を行い、その結果を元に研究費の傾斜配分を実施する。また、自己点検・内部評価の結果に加
え、外部評価の結果・ステークホルダーのアンケート結果・各種データの分析結果を踏まえ、次年度の実施体
制の見直しを行う。
　また、上記推進委員会とは独立した学内研究者と学外有識者で構成されるブランディング事業運営委員会を
組織する。運営委員会では、当該プロジェクトの進捗状況を4半期毎にモニタリングして、助言・指摘などの
進捗マネージメントを実施するとともに、ステークホルダーのアンケート結果や各種データの分析結果を踏ま
え、次年度の事業実施体制見直しに関する指導を行う。
　本事業では、大学事務局の支援体制の強化を行う。研究助成課・リエゾンセンターによる支援はもちろんの
こと、企画調整課による広報支援体制を構築する。また、現在計画中の臨床研究支援センターを早期に設置
し、産学連携・知財戦略・研究計画立案支援・コホート研究支援・臨床研究支援・統計解析支援・広報支援な
どをシームレスで実施できる環境を整備する。
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岩手医科大学

平成29年度

■血管病の診断法・解析法の基盤整備と最適化および共同研究体制の確立
・画像検査によるプラーク不安定性指標・血管炎症指標・小血管病中間表現型評価法の確立
・口腔内フローラ・メタゲノム解析法・エクソソーム解析法の確立
・血液/尿リピドーム・プロテオーム・メタボローム解析法、アディポソーム解析法の確立
・標的分子・化合物立体構造解析法の確立
・学内研究者間および県内医療機関との共同研究体制の確立
■独自ブランド確立のための基盤整備

・当該領域の医学部内科/外科と医歯薬総研の研究者が共同で、冠動脈・大動脈・頸動脈・末
梢動脈ごとにプラーク不安定性(信号値)・血管炎症(血管新生、造影効果、せん断応力)・小血
管病中間表現型(白質病変、微小出血)の最適な検査法・解析法・評価指標を明らかにする。
・歯学部・薬学部の研究者が共同で、歯周病原性菌・齲蝕原性菌(cnm陽性ミュータンス菌)の
メタゲノム解析・エクソソーム解析の基盤を整備し、血管炎症評価指標を明らかにする。
・医学部・薬学部の研究者が共同で、脂質異常・高血糖・高血圧におけるMSやNMRなどを用
い、LDL/HDLリピドーム解析など一般検体の高精度マルチオミックス解析やアディポソームの
microRNA解析などの基盤を整備し、血管病の病態解明に関する基礎研究・臨床研究の体制を確
立する。
・薬学部と医歯薬総研の研究者が共同で、高分解能NMRを用いた構造解析基盤を整備し、標的
分子や候補化合物の立体構造解析による創薬スクリーニング体制を確立する。
・医療情報ネットワークなどを介して県内医療機関との情報共有を深め、研究成果の地域医療
への還元基盤を構築する。
・月例プロジェクト推進会議を開催し、進捗状況の自己点検と計画の見直しを随時実施する。
・Webページやプレス発表による情報公開に加え、年2回公開シンポジウムを開催してブランド
浸透を図る。年度末に活動報告書を作成する。
・ステークホルダーやシンポジウム参加者へのアンケートなどでブランド浸透度や事業イメー
ジを把握する。
・研究業績・活動報告書・アンケート結果などを元に、事業運営委員会・大学運営会議にて外
部評価を実施し、改善点等を学長に進言する。学長は次年度実施計画の見直しと研究費の傾斜
配分を実施する。

平成30年度

■画像検査・一般検査・オミックスの関連解析による血管病の多角的病態解明
・プラーク不安定性・血管炎症・小血管病の画像指標とバイオマーカーとの関連解析の実施
・口腔内フローラ指標、エクソソーム指標、血管炎症マーカーとの関連解析の実施
・マルチオミックス解析による血管病と脂質異常・高血糖・高血圧との関連解析の実施
・標的分子・化合物立体構造解析による候補化合物スクリーニングの実施
・共同研究体制での広域コホート研究、前向き臨床研究の実施
■独自ブランドの確立と浸透活動の実施

・冠動脈・大動脈・頸動脈・末梢動脈ごとにプラーク不安定性・血管炎症・小血管病指標と臨
床検査・術中所見・病理所見などとの関連を解析し、高精度画像指標を特定するとともに、定
量評価法を確立する。
・口腔内メタゲノム解析・エクソソーム解析を実施し、画像炎症指標・数値流体力学指標・血
液炎症マーカーとの関連を解析し、炎症惹起機構や炎症伝播機構に関する共同研究を進める。
・動物モデルおよび臨床検体を用いたマルチオミックス解析およびアディポソーム解析で、脂
質異常・高血糖・高血圧による動脈硬化・血管炎症・小血管病の発生メカニズムに関する共同
研究を進める。
・高分解能NMRを用いた標的分子や候補化合物の立体構造解析および構造活性相関解析によっ
て創薬スクリーニングを実施する。
・前年度構築した学内外の共同研究体制の下で、血管病に関する広域コホート研究や前向き臨
床研究を複数企画立案して実施する。
・月例プロジェクト推進会議を開催し、進捗状況の自己点検と計画の見直しを随時実施する。
・Webページやプレス発表による情報公開に加え、年2回公開シンポジウムを開催してさらなる
ブランド浸透を図る。年度末に活動報告書を作成する。
・ステークホルダーやシンポジウム参加者へのアンケートなどでブランド浸透度や事業イメー
ジの推移を把握する。
・研究業績・活動報告書・アンケート結果などを元に、事業運営委員会・大学運営会議にて外
部評価を実施し、改善点等を学長に進言する。学長は次年度実施計画の見直しと研究費の傾斜
配分を実施する。
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・前年度確立した標的動脈毎のプラーク不安定性・血管炎症・小血管病の画像による血管病進
行度高精度診断法の精度検証を別コホートを対象に実施する。
・前年度確立した血管炎症リスク予測法の精度検証を別コホートを用いて実施するとともに、
口腔衛生管理による血管炎症予防効果についての概念実証研究を実施する。
・前年度に引き続き、マルチオミックス解析・アディポソーム解析を実施し、脂質異常・高血
糖・高血圧による動脈硬化・血管炎症・小血管病の発生機構を明らかにするとともに、標的分
子を特定する。
・前年度に引き続き、高分解能NMRを用いて創薬スクリーニングを実施するとともに、候補化
合物のインシリコ開発と有機合成を行い、候補合成物の非臨床概念実証(POC)試験を実施す
る。
・血管病に関するコホート研究や前向き臨床研究の実施を継続するとともに、進捗管理と中間
解析を実施する。
・月例プロジェクト推進会議を開催し、進捗状況の自己点検と計画の見直しを随時実施する。
・Webページやプレス発表による情報公開に加え、年2回公開シンポジウムを開催してさらなる
ブランド浸透を図る。年度末に活動報告書を作成する。
・ステークホルダーやシンポジウム参加者へのアンケートなどでブランド浸透度や事業イメー
ジの推移を把握する。
・研究業績・活動報告書・アンケート結果などを元に、事業運営委員会・大学運営会議にて外
部評価を実施し、改善点等を学長に進言する。学長は次年度実施計画の見直しと研究費の傾斜
配分を実施する。

平成31年度

■血管病画像・血液マーカーによる疾患発症予測・早期診断法の創出と創薬シーズの探索
・プラーク不安定性・血管炎症・小血管病の画像指標による高精度診断法の創出
・口腔内フローラ指標、エクソソーム指標による血管炎症リスク予測法の創出
・マルチオミックス解析による脂質異常・高血糖・高血圧による血管病の病態機構の解明
・標的分子・化合物立体構造解析による候補化合物スクリーニングによる新規薬剤の創出
・共同研究体制での広域コホート研究、前向き臨床研究の実施継続
■独自ブランドの確立・浸透活動の継続

・前年度に引き続き、標的動脈毎のプラーク不安定性・血管炎症・小血管病指標と各種検査所
見との関連解析を実施し、画像による血管病進行度の高精度診断法を創出する。
・前年度に引き続き、口腔内メタゲノム解析・エクソソーム解析・数値流体力学解析を実施
し、血管炎症リスク予測法を創出する。
・前年度に引き続き、マルチオミックス解析・アディポソーム解析を実施し、脂質異常・高血
糖・高血圧による動脈硬化・血管炎症・小血管病の発生メカニズムを明らかにするとともに、
標的分子の候補を探索する。
・前年度に引き続き、高分解能NMRを用いて創薬スクリーニングを実施し、有望な候補化合物
を探索する。
・血管病に関するコホート研究や前向き臨床研究の実施を継続するとともに、新たな前向き研
究を随時追加する。
・附属病院移転に伴う共同研究体制の改編と強化、ブランディング戦略の改変を行う。
・月例プロジェクト推進会議を開催し、進捗状況の自己点検と計画の見直しを随時実施する。
・Webページやプレス発表による情報公開に加え、年2回公開シンポジウムを開催してさらなる
ブランド浸透を図るほか、ステークホルダーを招いて中間報告会を開催する。年度末に中間報
告書を作成・公開する。
・ステークホルダーやシンポジウム・中間報告会参加者へのアンケートなどでブランド浸透度
や事業イメージの推移を把握する。
・研究業績・中間報告書・アンケート結果などを元に、事業運営委員会・大学運営会議にて外
部評価を実施し、改善点等を学長に進言する。学長は次年度実施計画の見直しと研究費の傾斜
配分を実施する。

平成32年度

■血管病マーカーによる疾患発症予測・早期診断法の精度検証と創薬シーズの概念実証
・プラーク不安定性・血管炎症・小血管病の画像指標による高精度診断法の精度検証
・口腔内フローラ指標、エクソソーム指標による血管炎症リスク予測法の精度検証
・マルチオミックス解析による血管病の多角的制御機構の解明と創薬標的の特定
・候補化合物のインシリコ開発と有機合成ならびに非臨床概念実証の実施
・共同研究体制での広域コホート研究、前向き臨床研究の実施継続と解析
■エビデンス創出によるブランド力のさらなる強化



岩手医科大学

目
標

実
施
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平成33年度

■血管病関連疾患の発症予防・早期発見・治療法の社会実装と地域医療への還元
・プラーク不安定性・血管炎症・小血管病の画像指標による高精度診断法の標準化と普及
・血管炎症リスク予測法の標準化・普及と口腔衛生管理による予防法の確立
・マルチオミックス解析による新規バイオマーカー・創薬標的の技術移転による社会実装
・血管病治療薬の候補化合物の産学連携による橋渡し研究の実施
・全県的コホート研究・全学的前向き臨床研究の実施体制の確立と継続
・事業成果の地域医療・住民健診への展開とアウトリーチ活動の実施
■社会実装による強固なブランドの確立と将来ビジョンへの発展的展開

・本事業で確立したプラーク不安定性・血管炎症・小血管病の画像検査法・評価法を標準化
し、県内の地域中核病院で実施可能とするとともに、広く情報公開する。
・本事業で確立した血管炎症リスク予測法や口腔衛生管理法を標準化し、県内の地域中核病院
で実施可能とするとともに、広く情報公開する。
・本事業で確立した各種新規バイオマーカーや創薬標的を関連企業に技術移転し、製品化によ
る社会実装を図る。また、本事業で新たに意義を確立した既存マーカーの評価法を標準化し、
県内の地域中核病院で実施可能とするとともに、広く情報公開する。
・本事業で開発した血管病治療薬の候補化合物に創薬について企業マッチングを行うととも
に、PMDA薬事戦略相談を実施する。
・本事業で確立した全県的コホート研究・全学的前向き臨床研究の実施体制を岩手県医療研究
ネットワーク・全学医学研究ネットワークとして整備し、継続可能な汎用研究基盤とする。
・本事業で確立した簡便な汎用的画像指標・バイオマーカーに関する情報を県内地方自治体・
関連病院・医師会などに情報提供し、地域医療や住民健診での活用を図るとともに、県内主要
市町村での健康講演会などのアウトリーチ活動を実施する。
・月例プロジェクト推進会議を開催し、進捗状況の自己点検と計画の見直しを随時実施する。
Webページやプレス発表による情報公開に加え、年2回公開シンポジウムを開催してさらなるブ
ランド浸透を図る。また、ステークホルダーを招いて事業報告会を実施する。年度末に事業報
告書を作成・公開する。
・ステークホルダーやシンポジウム・事業報告会参加者に対するアンケートなどでブランド浸
透度や事業イメージの推移を把握する。
・研究業績・事業報告書・アンケート結果などを元に、事業運営委員会・大学運営会議にて5
年間の事業全体の外部評価を実施し、今後のブランディング戦略や全学研究推進の在り方につ
いて提言を行う。
・学長・全学推進委員会にて、本事業の業績・報告書・各種データと外部評価結果を解析し、
本学の今後のブランディング戦略や将来ビジョンの見直しを行う。



６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

岩手医科大学

　
該当無し。


