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大学名

順天堂大学

5年支援期間

学校法人名

東京都文京区本郷

参画組織

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

収容定員タイプB

131025

3803人

理工・情報系

近年、生活環境は劇的変貌を遂げ、過栄養と運動不足により代謝血管疾患を中心とし
た生活習慣病が急増、その予防は国家的急務である。順天堂大学は「発症リスクさえ
も未然に防ぐ」という概念の下、スポーツ科学・医学の両面から身体活動と体質によ
る疾病予防策を究明してきた。
本事業では、新研究領域『Health Creation（健康創造）』を立ち上げてそのブラン
ドを強化し、最先端の健康立国の実現とグローバル展開を図る。

審査希望分野

スポーツ科学による「Health Creation」：代謝科学研究を基軸に世界展開するブラ
ンディング事業

　

大学院スポーツ健康科学研究科・大学院医学研究科・難病の診断と治療研究セン
ター・国際教養学部

○

申請タイプ

事業概要

順天堂

イメージ図

順天堂大学

生物・医歯系

学校法人番号

○人文・社会系

事業名

主たる所在地

1 ページ



２．事業内容（２ページ以内）

順天堂大学

（１）事業目的

【大学の将来ビジョン】 順天堂は江戸後期（1838）年に設立したオランダ医学塾・和田塾に端を発し、その
後、医学専門学校、医科大学として発展し、1951年に体育学部（現在のスポーツ健康科学部）を開設し、順天
堂大学となった。建学以来、学是である「仁」、理念である「不断前進」を掲げ、大学として発展してきた。
具体的には建学当時は、医学発展の時期であり、治療法が確立していない病が多く、それに対して「最善の医
療を提供するために努力すること（不断前進）」、を臨床・研究・教育として邁進してきた。ただ、治療が難
しい場合も多く、「患者さんやご家族の思いや苦しみを理解する心・感性を持つ人を育成していくこと
（仁）」、も併せ持つ教育も力を入れている。
 しかし、社会情勢の変化とともに、感染症は次第に克服され、生活習慣病が台頭するという大きな疾病構造の
変化が起きた。本学は、これに併せて、1993年に体育学部からスポーツ健康科学部に改組し、2005年スポーツ
健康医科学研究所、2007年スポートロジーセンターを大学院に設置し、医学とスポーツの融合による社会への
さらなる貢献をビジョンとして掲げ、生活習慣病の予防という社会的ニーズに応えてきた。さらには、2015年
より国際教養学部を開設し、現在途上国で爆発的に増加している生活習慣病予防への支援を掲げた研究・教育
も開始している。このように本学は、医学塾からスタートし、一貫して「健康」に対して「仁」「不断前進」
の精神の元、時代に応じた多面的な取り組みを「Health Creation」として推進しており、本ブランディング事
業は、そのような本学のビジョンと完全に合致している。

【社会情勢に係る課題と本大学の活動】
 スポーツの意義および目的は時代と共に多様化し、現代では「スポーツによる生活習慣病予防」が世界的に強
調されてきた。本学においても、2005年以降大学院スポーツ健康科学研究科にスポーツ健康医科学研究所を設
置し,スポーツによる「超正常の獲得」を目指した研究を推進.大学院医学研究科にはスポートロジーセンター
を設置し「疾病予防」におけるスポーツの役割を探求してきた。しかし、生活習慣病である代謝血管疾患の予
防が必ずしも十分でない現状を鑑みると、さらに先手を打つような対策の確立が望まれる。
 そこで、本事業では、これまでにない疾病予防概念を提唱すべく、本学の難病の診断と治療研究センターにお
けるミトコンドリア病を中心とした先天性代謝性疾患の革新的なゲノム解析研究を、「超正常の獲得」「疾病
予防」と新たに融合することにより、『スポーツ科学による「Health Creation」：代謝科学研究を基軸に世界
展開するブランディング事業』を全学的な取り組みとして推進する。アスリートと有疾患者の両極の研究を展
開している本学ならではの極めてユニークな特徴を生かし、特にミトコンドリア機能や遺伝的素因の面から研
究をさらに展開・融合させ、「Health Creation（健康創造）」という学際的なブランディング研究へ昇華さ
せ、世界展開を目指す。
　本学の第1のブランディング基盤は、アスリートや百寿者といった超正常者(super normal)から、軽度の代謝
障害者、ミトコンドリア機能障害保有者まで幅広い対象に対して、代謝病態解析、ゲノム病態解析を展開して
きたことである。スポーツ健康医科学研究所はトップアスリートの遺伝素因を探索する国際共同研究Athlome
Consortiumの日本人コホート代表として参画し、タレント発掘に関する成果を挙げてきたが、アスリートのパ
フォーマンスに関わる遺伝的素因が、生活習慣病発症にも関わる可能性が近年明らかとなってきた。さらに
は、大学時代にアスリートであった本学卒業生コホートを構築し、学生時代の体力や競技種目とその後の生活
習慣病疾患発症の関連性を明らかとした。その対極として、難病の診断と治療研究センターに所属する研究者
らは、ミトコンドリア病患者のゲノムDNAおよび、mtDNAを網羅的に解析することにより、ミトコンドリア機能
に重要な役割を果たす、世界で初報告となる新規遺伝子をいくつも同定してきた。これらの遺伝子のほとんど
は、mtDNAではなく核にコードされている遺伝子で、酸化的リン酸化システムに関連するものが多く含まれ、ミ
トコンドリア機能の調節に何らかの形で関わっており、これらは「Health Creation」の観点から重要なバイオ
マーカー遺伝子となると考えられる。一方で、これらの遺伝的素因やミトコンドリアの機能を、生体内で正確

に定量化する手法は十分確立されていないが、スポートロジーセンターでは、1H-MRS法による肝・骨格筋細胞
内脂質量、安定同位体トレーサーによる臓器特異的代謝能、メタボリックチャンバーによる代謝能の評価に加
え、ヒト骨格筋生検サンプルの採取によるメカニズム解析がすでに確立しており、生体内で真に生じている微
細な代謝変化を捉えることが可能となると考えられる。これら測定・解析技術を一機関で実施できるのはアジ
ア諸国で本学のみであり、世界的にみてもほとんど無い。
　第2のブランディング基盤はアジア諸国における国際保健的な研究である。海外研究者らとともに、アジアの
主要8都市（東京、ソウル、台北、上海、香港、シンガポール、クアラルンプール、バンコク）における子ども
（中学生）の体力・運動能力、栄養、生活習慣等を同一時期、同一プロトコールで比較する、ASIA-Fitness
Studyにおいて本学は日本（東京）の測定を担当するとともに、本プロジェクトの中心的な役割を果たした。ま
た、近年では国際教養学部を設立し、近代化により生活習慣病が蔓延するタイ、ミャンマー、シンガポール、
インド、韓国、ブータンといったアジア諸国との予防に向けた共同研究を実施し、国際的なヘルスプロモー
ションに取り組んでいる。

【課題分析を踏まえた本事業の目的】]

　本事業では、「生活習慣病予防対策が必ずしも十分でない」、という課題に対して、リスクを未然に防ぐだ
けでなく、より積極的に健康レベルをさらに高めるという意義を包含する「Health Creation」を目指した研究
ブランディング事業を展開する。具体的には、アスリートや有疾患者のコホートを解析し、健康へのリスクを
未然に防ぐバイオマーカーの開発や、ミトコンドリア機能を調節する因子を見いだし、それらが中高齢者の疾
病構造・健康指標に与える影響を検討することで健康を増進させるような科学的合理性を持った運動方法・生
活習慣の改善法をゲノム情報科学的なアプローチを駆使しつつ提示する【プロジェクト1】。プロジェクト遂行
に必要なゲノム解析情報基盤を整備するため初年度に大型計算機を導入する。さらには、すでに構築されてい
る国際保健ネットワークを通じて、研究で明らかとなったエビデンスを基に、「Health Creation」の世界展開
を図る【プロジェクト2】。
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順天堂大学

　本事業では、代謝科学の観点を基軸に、初期代謝変化の計測方法を開発し、健康状態と病気の状態のミトコ
ンドリア機能を対極としてとらえ、それらの機能や遺伝子を解析する。これにより、健康へのリスクを未然に
防ぐバイオマーカーや、ミトコンドリア機能を調節し、健康を増進させるような運動手段、生活習慣の改善等
に対する提言・ガイドラインに必要なエビデンスを揃え、「Health Creation」として国内はもとより、すでに
構築されている国際保健ネットワークを通じて世界展開を図る。かかる結果は、現在特にアジア諸国で急増し
ている代謝血管疾患の予防に寄与するのみならず、その後に引き続くことが予想される高齢化社会にも大きく
貢献することが期待される。

【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」
　一般人において筋力や持久的運動能力といった体力が高いことは生活習慣病や死亡に抑制的に働くことが過
去に報告されてきた。しかし、アスリートのように現役時代に卓越した競技種目特異的な体力を持っていて
も、代謝血管障害を来すことがある。その場合、体力が高いことを凌駕する別の発症リスクが存在する、体力
が高くなる遺伝的素因がむしろリスクとなっている、など様々な可能性が考えられる。実際に、ミトコンドリ
アDNAにおける3970C>T多型は、瞬発系・パワー系運動能力だけでなく2型糖尿病の有病率にも関連することを見
いだしており、異なる表現型であるにも関わらずその背景となるミトコンドリア機能メカニズムは重複するか
も知れないという現象を見いだしている。プロジェクト1-2の連携により、このような、超正常の状態のアス
リートにおける知見は、これまでに予想できなかった遺伝的素因や体質、高体力のあり方などが見出され、健
康へのリスクを未然に防ぐことを目指す「Health Creation」において、重要な知見をもたらすことが期待され
るが、現在までほとんど検証されていない。
　そこで本プロジェクトでは、超正常者と考えられているアスリートにおける、筋量・筋力・最大酸素摂取
量、ミトコンドリア機能、筋・血管スティッフネスなどの特性、あるいはプロジェクト1-2と連携して実施する
アスリートの遺伝子多様性が将来の代謝血管障害発症との関連性を検証し、Health Creationを目指す上での適
切な体力のあり方や体質や遺伝素因との関連性などを明らかとする。その強力な研究資源として、本学スポー
ツ健康科学部による「順天堂大学体格体力累加測定研究（Juntendo Fitness Plus Study）」プロジェクトを活
用する。このプロジェクトでは、1969年から現在に至るまで、約50年間にわたり本学スポーツ健康科学部の全
在学生を対象に体格体力の測定を毎年実施しており、これまで1万人を超える元アスリートである同窓生のデー
タがある（中高齢者コホート）。これまでの同窓生を追跡することでアスリートの持つ遺伝特性あるいは体
格・体力・代謝特性と生活習慣病との関連を分析することができ、幅広いライフステージに渡る健康づくりの
ためのより個別性の高い「Health Creation」に関する重要なエビデンスの構築に寄与できると考える。

【プロジェクト1-2】ミトコンドリア機能を調節する遺伝子の解析による「Health Creation」への貢献
　ミトコンドリアは、細胞内のエネルギー産生機関であり、生体内の全ての臓器でATPの合成に関与することか
ら、寿命や運動能力にも大いに関わっている。ミトコンドリアの機能に関わる遺伝子群は、ミトコンドリアDNA
にコードされた37遺伝子と、核にコードされた1,500程度の遺伝子の関与が見込まれる。これらのうちミトコン
ドリアDNA変異によって引き起こされるものは全体の約15～30％であり、残りは核の遺伝子異常によると考えら
れている。申請者らの研究グループでは、これまでに約600例のミトコンドリア病患者の確定診断を行い、さら
に約250例のミトコンドリア病患者を対象に、大規模な疾患ゲノム解析(全エクソーム解析)を実施し、ミトコン
ドリア機能に関わる新規遺伝子（SLC25A26, GTPBP3, COQ4, MRPS23, QRSL1, PNPLA4, IARSなど）を発見してき
た。
　これまでに、ミトコンドリアの呼吸差複合体の調節に関与する、COX7A2L遺伝子の欠損マウスでは運動能力が
低下し、遺伝子を多く発現させたマウスでは、運動持続能力が上昇することが報告されている。本プロジェク
トでは、この例にみられるように、最終的に超正常体と考えられているアスリート・百寿者らにおいてミトコ
ンドリア機能を上昇していると考えられるバリアントを見つけ、ミトコンドリア機能改善に基づいた健康作り
の方法について提示することを目標とした、プロジェクト1-1で提示した「アスリートの体質と将来の疾病構
造・健康指標」と連携するための基盤として、小児期および50歳未満で、ミトコンドリア病またはミトコンド
リア関連疾患が疑われる、神経筋疾患、心筋症、代謝性疾患、難聴疾患などの症例のゲノム解析を行い、そこ
で見つかってきたバリアントの機能解析にて、新規のミトコンドリア機能の調節に関わる遺伝子群ならびに遺
伝子バリアントを見出すことを目的として研究を進める。
　さらに、これまで申請者らが見出してきたプロモーターやエンハンサー領域に対する集中的な全ゲノム解析
およびRNAシーケンス解析から、ミトコンドリア機能に関わる、核にコードされた遺伝子のプロモーター、エン
ハンサー領域のバリアントを得ることが期待される。その結果をプロジェクト1-1と密に連携させることで、ミ
トコンドリア機能を下げるバリアントと機能を上げるバリアントの同定とともにそれらの生物学的意義を明ら
かにすることにより、ミトコンドリア機能改善に基づいた健康作りの方法を提示できると期待される。

【プロジェクト2】アジア地域の高齢化・代謝血管障害の疫学的実態と健康の社会的決定要因の解明
アジア人は欧米人と比較し、非肥満者でも代謝血管疾患になりやすいことが知られており、欧米とは異なる予
防的取り組みが必要と考えられており、国際教養学部では、今後、日本を含むアジア6か国（日本、タイ、ミャ
ンマー、シンガポール、韓国、ブータン）による共同研究プラットフォーム（コンソーシアム）を通じて、高
齢化・代謝血管障害の疫学的実態と健康の社会的決定要因の解明を行う。具体的には、ライフコースの視点か
ら高齢化対策と生活習慣病予防を統合したアプローチを採用し、各国で独自の介入プロジェクトを展開して、
プロジェクトの研究成果を年に1～2回程度、共同研究コンソーシアムで共有化する。コンソーシアムでは、プ
ロジェクト1-1、1-2で明らかとなる「Health Creation」研究で構築したエビデンスも共有し、本国ならびに他
国への適合性や妥当性について議論し、介入プロジェクトへの反映を図る。同様にして、アジアの主要8都市の
子どもの健康・体力づくりについても「Health Creation」の適合性についてコンソーシアムで議論する。さら
には、日本政府が提唱している「アジア健康構想」とも連動させ、日本が有する医療・介護の経験や技術を他
のアジアの国々にも展開するとともに、「Health Creation」の概念をさらに国際的に普及させることを視野に
入れる。

（２）期待される研究成果

3 ページ



３．ブランディング戦略（５ページ以内）

順天堂大学

各大学において、それぞれの将来ビジョンの実現に向けて検討しているブランディング戦略を記載すること。
ただし、少なくとも以下の要素についての説明を盛り込むこと。

① 大学本部が中心となって、建学の精神を踏まえて大学の将来ビジョンを設定していること。
　本事業で打ち出す独自色の内容が将来ビジョンの実現に向けた位置付けとなっていること。
　将来ビジョン及び独自色の内容が学内に周知されていること。

　順天堂の将来ビジョンは、平成29年3月29日開催の理事会において承認され、今期の事業方針を建学の精神
を踏まえ「平成29年度事業計画」として以下の通り設定した。

　順天堂は平成25年度に創立175周年を迎えた。開学以来、日本の医療をリードしてきた順天堂が、世界を
リードする大学へと発展していくためキャンパス・ホスピタル再編事業（本郷・お茶の水キャンパス再編事
業）を推進している。センチュリータワービル（大学教育棟）のICT化整備事業、メディカルテクノロジー・
シミュレーションセンター整備事業などを実施し、国際拠点となる大学院大学としての体制を強化している。
医学部実習施設としても利用している順天堂医院では災害時への備えやエコロジーに配慮した他の範となる最
新鋭の病院建築を進め、28年4月にはB棟Ⅱ期、8月にはC棟が竣工した。7号館・8号館（図書館及び研究棟）の
跡地には、国内外から卓越した研究者が多数集い、交流する学術研究環境を整備し、国際的な研究開発拠点を
目指して新研究棟の建設工事を進めている。新研究棟の低層部には順天堂の誇りと歴史を継承するファサード
を復元する計画であり、32年7月に竣工する予定である。各部門においても教育・研究・診療環境の更なる充
実を図るため、施設拡充工事や増床工事などが進行中である。

　大学の運営環境に目を向けると、各大学の財政状態は厳しく、依然として4割近くの大学で赤字運営となっ
ている。また高等教育機関への進学率が頭打ちとなる中、18歳人口は平成33年度以降減少するため、学生確保
競争の激化は避けられず、大学の運営環境は厳しさを増していくと予想される。このような状況下、国が掲げ
た「大学改革実行プラン」は最終年度を迎え、整備してきた制度・仕組みを評価・検証して次の改革に移行す
る段階に入った。国は今後支援を強化していく取組みとして、地域社会、先端的・学際的研究、グローバル化
をキーワードとして挙げている。地域社会貢献、産業界・自治体・他大学等との教育研究連携、グローバル化
への貢献などの事業に学長・理事長（塾長、総長）のリーダーシップの下、全学的な優先課題として取組む大
学を重点的に支援する方針を掲げており、こうした課題に迅速かつ適切に対応していくことが大学に求められ
ている。

　本学の大学部門においては、平成29年度より入学定員を医学部で地域枠7名の増加が認可されたことから130
名から137名に増員し、スポーツ健康科学部で330名から410名に増員する。また平成28年度には医学研究科博
士課程の入学定員を140名に増員しており、大学院をコアとした教育研究体制の更なる充実を図っている。ま
た附属病院群への臨床研修医の応募は順調で、29年度研修医は昨年に引き続き過去最高の145名がマッチング
し、受入人数も全国で最大規模を続ける見込みである。

　附属病院をめぐる運営環境については、2年毎に見直される診療報酬改定が大きな影響を及ぼす。平成29年
度は改定が行われない年だが、国は持続的な社会保障の実現のため医療費の増加を抑制する方針を掲げてお
り、薬価については毎年改定する方針を固めた。特に高額薬剤の薬価は病院収支に大きな影響を及ぼすため、
今後の議論の動向に注視する必要がある。各附属病院においては、薬価改定や次回の診療報酬改定の情報に留
意し、改定の内容を事前によく精査して迅速かつ適切な対応を行う必要がある。
大学附属病院においては、病院の効率的な運営、診療報酬改定への適切な対応、診療材料費等の削減及び高額
設備投資案件の効果検証について、6病院間の情報共有を図るべく運営連絡協議会の月1回開催をコアとしつつ
各種横断的プロジェクトを発動している。診療報酬のマイナス改定などの影響で厳しい運営環境が続いている
が、29年度は各附属病院の運営努力とこれらプロジェクト等を推進して、前年度を上回る医療収入の確保を目
指す。

　本学は、このような事業計画の下、平成29年度に健康総合科学先端研究機構を設置してブランド戦略を推進
する体制を構築した。順天堂大学からイメージされるキーワード「スポーツ」「医療」を本学のビジョンとし
て広く」浸透させ、発展が期待できる事業として『スポーツ科学による「Health Creation」：代謝科学研究
を基軸に世界展開するブランディング』の実現を視野に入れた事業実施体制の整備を図る。
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② 学生募集や卒業生の進路への影響、研究成果の寄与等の本事業で想定する効果を踏まえ、
   本事業の対象（ステークホルダー）を検討した内容。

　今回本学が目指す、『スポーツ科学による「Health Creation」：代謝科学研究を基軸に世界展開するブラ
ンディング』は、単なる研究拠点形成のみならず、ミトコンドリア代謝解析センターからミトコンドリア機能
改善に基づいた健康作りの方法の開発を含め、多様な階層への影響が期待できる。

1）受験生・在学生及び保護者
　順天堂ブランディング戦略として、ホームページや大学案内などの広報誌や、ツィッターやFaceBookなどの
SNSを通して、中高生・保護者向けに情報を発信するだけでなく、春休み・夏休みにヘルスクリエーションに
関する本学の特色ある取り組みをテーマに掲げ、オープンキャンパスや体験教室を開催する予定である。保護
者を含め、生徒に対して未知なる経験は進路選択へ大きな影響を与えることが期待できる。特に、生徒の進路
選択に保護者の意見の占める割合は高いことから、親子で体験できる機会を積極的に設定することが本学選択
に高い影響を与えると考える。これら体験教室に本学の大学院生等の学生を積極的に参加させることで、大学
のビジョンを共有し、将来研究者・教員としての貴重な体験となり、若手人材の養成にも効果が期待できる。
さらに、健康づくりの指導者や研究者を志望する学生の入学志願者数や大学院進学者数の増加が期待できる。

2）地域住民・企業
　順天堂大学の成果は、ホームページでの紹介、プレスリリース等で積極的に発信していく予定である。特に
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、本学の在校生・出身者の活躍や貢献を紹介し、ス
ポーツを通じて健康創造に貢献するブランドイメージの確立を目指す。地域住民を対象として、セミナーや公
開講座を開催するとともに、本学における高大接続、大学間連携、企業からの寄付講座設置状況、ライフイベ
ントに関する取組などの情報発信を行い、人材育成や健康創造研究の成果を地域住民や企業に発信する。社会
連携推進室、アドミンションセンター、男女共同参画推進室、研究戦略推進センターを設置し、広報課との密
な連携のもと、これら情報を収集し戦略的に発信していくことを計画している。
　
3）研究関連機関・企業
　研究成果などをプレスリリースするとともに、シンポジウムや成果報告会を開催し、研究関連機関や企業に
情報発信を行っていく。特に、これまでの寄付講座・共同研究講座を開設している企業や産学連携活動をして
いる企業との研究活動に本事業の成果を反映させる。これにより、産学連携のさらなる進展だけでなく、研究
成果を実用化するための技術移転・産官学連携業務に従事する人材の専門能力の向上にも貢献が期待できる。
　さらに、国際的な広報活動を行い、特に、アジア諸国の研究機関ともに、アジアの主要8都市（東京、ソウ
ル、台北、上海、香港、シンガポール、クアラルンプール、バンコク）における研究成果を発信し、研究ブラ
ンディングのグローバル化を図る。これにより、途上国の代謝疾患の課題の解決に貢献していく。

4）学術界等
　得られた研究成果は、積極的に学会での発表や論文発表を行い、本学が健康創造研究のイニシアティブを
とって本分野の発展を担っていく。特に、本学が主催のワークショップや国際シンポジウムを企画・実施し、
国際的な学術界への本学のブランドイメージの浸透を図る。これにより、Health Creationの国際的研究拠点
の形成を図っていく。

③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ

　順天堂大学は、医学医療・スポーツ等の分野で、地域との連携から国内外のアカデミアとの連携等、グロー
バルに展開し、社会に貢献してきた。本事業においては、「Health Creation」のグローバル展開に基づき、
人々が自ら健康を創り出すことを牽引するための研究、プロモーション、社会展開を実施し、受験生・在学生
及び保護者、そして地域住民・企業に対し、次の自大学イメージのさらなる強化と定着をねらう。

　「順天堂大学は、健康・スポーツに関する教育が盛んである」
　「順天堂大学は、国際教育が盛んである」
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④ アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等による現状の自大学のイメージ及び
　認知程度に係る把握・分析内容

　平成29年5月に実施した本学イメージの調査*の結果、本学の好感度は、59位と非常に低いことが判明した
（１位：Ｗ大学730票に対して、順天堂大学10票）。また、本学を含めた5つの私立大学（Ｗ大学、Ｋ大学、
ＫＴ大学、ＫＫ大学、順天堂大学）に絞り込んだ調査では、「大学がスポーツ活動に熱心に取り組んでいる」
「学生に対して高い専門性、専門知識を有する」というイメージが強いことが判明した。
　さらに踏み込んだ本学に対する具体的なイメージ調査（下図表、n=2,990）でも、「医療分野で活躍してい
る人材を輩出している」が44.6％と最も多く、次いで「医療分野における教育が盛んである」が34.0％、「ス
ポーツ分野において世界的に活躍している人材を輩出している」となった。これは、本学が健康総合大学とし
て、スポーツと医療に係る教育・研究活動の顕れと分析できた。
　その一方で、「健康・スポーツに関する教育が盛んである（28.1%）」と「医学研究分野において世界的な
業績を残している（20.8%）」がやや低く、国際性に係る「国際的に活躍している人材を輩出している」「国
際教育が盛んである」が5%を切る結果となった。また、21.7%の回答者からは、「提示された項目の中では、
これといったイメージはない」という結果を受けた。

*民間企業による調査
【調査対象】受験生、在学生、高校生を子に持つ保護者、企業（計3,092サンプル）
（抜粋）図表：順天堂大学の具体的なイメージ（n=2,990）

⑤ ④の分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容
　④で示した調査結果を受け、③で掲げた本事業の「Health Creation」に係る定着させたい５つの大学イ
メージブランディングを通じ、受験生・在学生及び保護者、そして地域住民・企業に対してイメージが弱かっ
た次の項目のイメージ向上に取り組む。

「健康・スポーツに関する教育が盛んである（28.1%）」
「医学研究分野において世界的な業績を残している（20.8%）」
「国際的に活躍している人材を輩出している（4.3%）」
「国際教育が盛んである（2.8%）」
「提示された項目の中では、これといったイメージはない（21.7%）」

　初年度は特に「国内」におけるイメージ向上に向けて、受験生とその保護者を対象として、ホームページ、
広告、ＳＮＳ、大学パンフレット・広報誌を見直し、戦略的な広報計画を立案し、実施する。また、オープン
キャンパスや体験教室を開催し、本学の成果を知り・体験する場を設けるとともに、教員や大学院生との交流
する機会を設ける。地域住民・企業にを対象として、研究紀要・報告書、論文・学会発表、シンポジウム、公
開講座、見学会・展示を開催し、情報の発信とプロモーション活動を行う。
　さらに、30年度以降に、国際的な広報活動を行い、特に、アジア諸国の研究機関と連携して共同研究を実施
し、研究成果を発信し、研究ブランディングのグローバル化を図る。本学が主催のワークショップや国際シン
ポジウムを企画・実施し、国際的な学術界への本学のブランドイメージの浸透を図る。
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⑥　①～⑤の具体的工程
本事業は、Health Creationのブランディングの向け、５つの工程（研究活動と成果の情報発信、情報到達、
プロモーション、関心・共感の獲得、協力・評価の獲得）を策定した。以下、その具体的な工程内容を提示す
る。

事項 実施年度 時期等 実施者 主なステークホルダー

計　画：ヘルス・クリエーションのブランディング基本計画策定
　　　　　　　　　　①将来ビジョンの承認 平成29年 3/29済 理事会 順天堂大学全教職員

②基本計画の策定 平成29年 5/31済 ブランディング事業運
営委員会

事業参加メンバー

※将来ビジョン承認を受け、順天堂大学ブランディング事業実施計画を策定 ＜Plan＞

工程１：ヘルス・クリエーション研究活動と成果の情報発信
　　　　　　　　　　①論文・学会発表 平成31、33年度 随時 研究者 国内外研究者

　　　　　　　　　　②広報リリース・ウェブサイト 平成29〜33年度 随時 文書・広報課、URA 国内外メディア、一般

③ＳＮＳ・ＹｏｕＴｕｂｅ 平成29〜33年度 随時 文書・広報課、URA 国内外メディア、一般

　　　　　　　　　　　　　　※順天堂大学発ヘルス・クリエーション関連情報の発信　＜Do＞

工程２：ヘルス・クリエーションの情報到達
　　　　　　　　　　①メディア露出の集計 平成29〜33年度 3月 文書・広報課 外部評価委員会

②︎論文引用数の集計 平成29〜33年度 3月 URA 外部評価委員会

③ウェブサイト等訪問数集計 平成29〜33年度 3月 URA 外部評価委員会

　　　　　　　　　　　　　　※順天堂大学発ヘルス・クリエーション関連情報の到達状況の把握 ＜Check＞

工程３：ヘルス・クリエーションのプロモーション
　　　　　　　　　　①シンポジウム 平成29〜33年度  2月 URA 国内メディア、一般、

企業、自治体

※特に31年度は、東京オリンピック開催前年の機運を利用したプロモーションを展開

　　　　　　　　　　②オープンキャンパス 平成30〜33年度 夏季 URA 国内メディア、一般、
高校生、受験生

　　　　　　　　　　③グローバルヘルスサービス 平成30〜33年度 年1回 研究者 国・内外メディア、代謝
疾患急増の途上国

　　　　　　　　　　　　　　※順天堂大学発ヘルス・クリエーションに関連する各種活動のプロモーション　＜Do＞

工程４：ヘルス・クリエーションに対する関心・共感の獲得
　　　　　　　　　　①イメージ・認知度調査 平成29〜33年度 全６回 アンケート調査会社

への委託
内・外部評価委員会

　　　　　　　　　　　　　　※第１回 （平成29年.5.ｘｘ済）、第2〜6回（年度末に実施）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※順天堂大学が牽引するヘルス・クリエーションとしての認知度・浸透度を把握・分析　＜Check＞

工程５：ヘルス・クリエーションに対する協力・評価の獲得
　　　　　　　　　　①受験者数等の集計 平成31、33年度 3月 教務課 外部評価委員会

　　　　　　　　　　②自己評価 平成29〜33年度 3月 研究戦略室 外部評価委員会

　　　　　　　　　　　　　　③内部評価 平成29〜33年度 3月 研究戦略推進協議会 外部評価委員会、
文部科学省

　　　　　　　　　　※情報到達状況、イメージ・認知度調査の結果を受けて、ブランディング戦略を軌道修正　＜Action-1＞

　　　　　　　　　　　　　　④外部評価 平成29〜33年度 3月 外部評価委員会 文部科学省

⑤計画の見直し 平成29〜33年度 隔月 ブランディング事業運
営委員会

事業参加メンバー

※外部評価を受けて、ブランディング戦略を再軌道修正　＜Action-2, re-Plan＞
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⑦  ⑥の工程ごとの成果指標と達成目標

【工程1】Health Creation研究活動と成果の情報発信
　成果指標：①論文・学会発表、②広報リリース・ウェブサイト更新、③SNS・YouTube、による関連情報の発
信数
　達成目標：①31年度までに論文・学会発表累計20件・33年度までに累計40件、②年平均15件、③年平均50件

【工程2】Health Creationの情報到達
　成果指標：①記事・番組露出数、②論文引用数、③ウェブサイト等訪問数
　達成目標：①年平均50件、②31年度時論文あたり2.5回、③年平均2,000件（5年累計10,000件）

【工程3】Health Creationのプロモーション
　成果指標：①シンポジウム、②オープンキャンパス、③グローバルヘルスサービスの実施
　達成目標：①年１回、②夏季１シリーズ※、③アジア6か国の共同研究コンソーシアム会合年1件
　　　　　　※各キャンパスの日程に合せる

【工程4】Health Creationに対する関心・共感の獲得
　成果指標：①イメージ・認知度調査（受験生・在学生及び保護者、地域住民・企業対象）
　達成目標：①好感度年10票増、健康・スポーツ等の本学の特徴に係る認知度3％増／年

【工程5】Health Creationに対する協力・評価の獲得
　成果指標：①受験者数・大学院進学数、②自己評価、③内部評価、④外部評価、⑤計画の見直し（ブラン
ディング事業運営委員会）の実施
　達成目標：①31年度までに300件増・33年度までに600件増、②～④「計画が順調に進んでいる」の評価、⑤
隔月開催

⑧　達成目標の進捗状況を把握する方法

1）受験生・在学生及び保護者
　ホームページアクセス数、大学案内などの広報誌の閲覧数・発行部数、ツィッターのツイート数・フォロー
数・リツイート数やFaceBookのいいね！数・シェア数により情報の到達、関心・共感の獲得を評価する。民間
企業にの委託により本学の認知度・好感度・イメージの調査を行い、本事業による変化を把握・分析し、ブラ
ンド戦略の最適化に活用する。
　また、オープンキャンパスや体験教室の参加者数、受験者数・大学院進学者数を協力・評価の指標とし、情
報発信方法や手段、プロモーション活動にフィードバックし、見直し・改善を逐次、図っていく。

2）地域住民・企業
　ホームページのアクセス数、プレスリリース数や、地域住民を対象としたセミナー・公開講座の参加者数お
よび参加者のアンケート調査による評価する。

3）研究関連機関・企業
　研究成果のプレスリリース数とその閲覧数、シンポジウムや成果報告会の参加者数、さらに寄付講座・共同
研究講座の開設数や共同研究の件数により評価を行う。さらに、国際的な広報活動の評価指標として、アジア
諸国の研究機関との国際共同研究の件数や人材交流を用いる。

4）学術界等
　得られた研究成果を学会での発表件数や発表論文数、その被引用数により、本分野の発展を担っていく。特
に、本学における貢献度を評価し、本学が主催のワークショップや国際シンポジウムの参加国数・参加者数に
より国際的な学術界への本学のブランドイメージの浸透を評価する。
　定期的に自己点検・内部評価・外部評価を行い、情報発信の頻度や方法とその到達度を把握し、逐次見直し
をしながら戦略的な広報活動を立案・実施し、関心・共感の獲得状況および協力・評価の獲得状況を評価して
いく。これらを通じて、本学のブランドイメージの確立を図る。
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４．事業実施体制（２ページ以内）

順天堂大学

① 全学的に事業を実施する体制
　順天堂大学では学長の指揮のもとで高い水準の順天堂大学リサーチ・アドミニストレーション（JURA）体制
が確立されており、研究戦略推進センターが研究面での企画、調査、特許化、財務の業務を一元的に取り扱う
体制を構築している。研究戦略推進センター研究戦略室では構成員の学内で顕著な研究成果を挙げている教授
らが、研究者とそれを支える事務部門との橋渡しとして、学長の掲げる研究方針の実践、大学全体の研究アク
ティビティ向上のための様々な方策を立案している。また健康総合大学・大学院大学の理念のもとスポーツ健
康科学研究科・医療看護学研究科・医学研究科の共同研究を学長プロジェクトとして積極的に推進している。
本ブランディング事業については、学長から研究戦略推進協議会にて、本学の将来ビジョン（Ｈ29.3.29理事
会承認事項）として「ミトコンドリアセンター構想」について説明があり、本学のブランドキーワードでもあ
る「スポーツ」をベースにした事業構想を提案していくことを確認した。
　平成29年5月、全学的なお研究支援拠点として大学に「健康総合科学先端研究機構」を整備し、順天堂ブラン
ディング事業を始め、部門横断的なプロジェクト研究をはじめ、順天堂ブランドの情報発信拠点とした体制整
備を目指す。
なお、研究戦略推進協議会は本研究事業の内部評価も行う。

②自己点検・評価、外部評価体制
　当該事業に参画する学部・大学院付置研究センター・講座の代表からなるブランディング事業運営委員会を
組織し、年に2回の会議を開催し、当該事業の進捗状況の定量的評価からなる自己点検、予算の使途などの運
営面での方針決定、研究者からの要望の対応方針の決定を行う。さらに、シンポジウムやWebを通した情報発
信を主導する。自己点検に基づき自己評価・内部評価・外部評価を実施する。自己評価・内部評価は学長を長
とする研究戦略推進センター研究戦略室および研究戦略推進協議会が行う。外部評価委員として著名な研究者
（東京大学大学院医学系研究科　教授　水島昇先生他）に学長が委員就任を委嘱した。中間年および最終年度末
に評価委員の同席のもと学術セミナーと発表会議を開催し、評価委員会による進渉状況の評価を行う。通常の
年度は、研究の進捗状況を適宜、評価委員に報告し、評価を受ける。評価内容をもとに学長が改善の方向性を
示し、研究戦略推進協議会が研究戦略室と適宜協議のうえ、具体的な実行計画を策定する。
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順天堂大学

③学外との有機的な連携体制
(1)国内機関との連携体制
　順天堂大学では現在、企業からの寄付講座２０件・共同研究講座３件が開設され、産学連携活動が進行中で
ある。産学官連携の取組として文部科学省・ＪＳＴによる、ＣＯＩ（センター・オブ・イノベーション）プロ
ジェクトの採択を受けて、㈱日立製作所、花王㈱、東急不動産㈱と機関包括連携協定を締結し、順天堂ブラン
ドを利活用し、社会実装化を視野に入れた取り組みを実施している。また、国立研究開発法人理化学研究所と
の協定に基づく連携研究を実施し、平成２８年度に整備した難病の診断と治療研究センター：ゲノム医学研
究・難治性疾患実用化研究室におけるゲノムデータセンターの構築に向けて協働した事業を推進している。
　このような連携が円滑に行われるよう、事務的な支援と管理を研究戦略推進センター研究企画・管理室で事
務管理を、同センター研究戦略室（内山安男室長）で、進捗について検証を行い、学長へ報告を行い、継続し
た事業推進体制を行っている。

(2)国外機関との連携体制
　本研究事業推進のための国際共同研究や海外からの大学院生を含む研究者の受け入れは国際交流センターの
支援のもとで実施可能である。現在本学と２１カ国５１大学等と連携協定を締結し、平成28年度は３４２名の
留学生を受け入れている。（短中長期を含む）
28年度選定事業にあっては、米国国立衛生研究所 (NIH)の精神科部門 (NIMH)において基礎臨床の両面からの
アプローチで精神・神経疾患の画像解析に携わる藤田昌宏博士との緊密な連携体制が確立している。光学顕微
鏡と電子顕微鏡との相関観察法については、これまでに先駆的かつ実践的な手技の開発に貢献してきたユトレ
ヒト大学Cell Microscopy Core、ローザンヌ大学Electron Microscopy Facilityとの緊密な連携体制のもと
で、両大学間との国際共同研究を遂行中である。さらに、平成29年3月22日にはキックオフシンポジウムとし
て国際的なミーティング開催した。
　本学の国際交流の窓口は、国際交流センター（センター長　小川秀興理事長）が担当し、留学生の声を聴き
ながら、留学生目線での連携体制構築を図るとともに、本学の国際化ビジョンの推進を担っている。

(3)企業との連携体制
　前述したように、本学に企業からの寄付講座２０件・共同研究講座３件が開設されるなど、産学連携活動を
積極的に推奨している。このような中で特に本学ブランディング事業として立ち上げた「脳の構造と機能を視
る：多次元イメージングセンター」プロジェクトは、MRI撮像技術や透明化標本との相関観察、光学顕微鏡・
電子顕微鏡を用いた相関観察法については関連する企業が多社に渡り、また手法も多岐に渡り、実践的な手法
が確立されていないのが現状があり、現在同事業を通じて、関連する各メーカー（カールツァイス、ライカ、
FEI、オリンパス、日立、日本電子など）の担当者と適宜連携し、本学の多次元イメージングセンターをコア
として、新たに開発した相関観察などノウハウについての情報共有、我々のニーズに対してより実践的で精度
の高いデータ取得のための機器・手法の開発を目指した取り組みを、企業の枠を超えた意見交換が可能なコン
ソーシアム体制の構築し、さらなる国内・国際共同研究の拠点としての発展を目指している。このように企業
との連携においても研究戦略推進センター研究戦略室（内山安男室長）、および研究戦略推進協議会（議長：
新井一学長）で検証を行い、産学連携活動の推進にあたっている。
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５．年次計画（３ページ以内）
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順天堂大学

平成29年度

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートコホートの構
築ならびに研究体制の整備。
【プロジェクト1-2】：疾患コホートの整備とゲノム解析基盤の整備。
【プロジェクト2】アジア共同研究プラットフォーム設立の準備を終了させる。具体的には、
構成国の責任者と個別に会合を持ち、Health Creationの概念も含めた理念の共有化。

＜ブランディング活動＞
【工程1】ブランディング事業のWEBサイトを構築、広報スタッフの配置や体制構築。
【工程3】平成30年3月頃にキックオフシンポジウムを開催

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：20歳前後のパワー系、持
久系、球技系、審美系といった様々競技種目を対象にスポーツ選手の体格・体力・代謝・遺伝
要因調査のためのアスリートコホートを構築する。
【プロジェクト1-2】ミトコンドリア機能を調節する遺伝子の解析によるヘルス・クリエー
ションへの貢献：小児期、および50歳未満で、ミトコンドリア病または、ミトコンドリア関連
疾患を疑う、神経筋疾患、心筋症、代謝性疾患、難聴疾患などの症例を収集する（年間100例
程度）。ゲノム解析用計算機を導入し、ゲノム解析、コホート研究のための情報基盤を整備す
る。
【プロジェクト2】アジア6か国から成る共同研究プラットフォーム設立のため、構成国の責任
者と個別に会合を持ち、Health Creationの概念も含めた理念の共有化、各国の研究サイトの
進捗計画の立案とそこで実施する研究デザインの作成を行う。とりわけミャンマーとブータン
へのサポート体制の強化に努める。

＜ブランディング活動＞
【工程1】ブランディング事業のWEBサイトを構築するとともに、円滑で効果的なSNS・YouTube
配信のため広報スタッフの配置や体制を構築する。特に、他の事業とも連携して、全学的な情
報発信の戦略を検討。
【工程3】平成30年3月頃にキックオフシンポジウムを開催し、本事業を学内関係者・在校生父
母・OB、地域住民・企業に対して周知を図る。広報、教務などと連携し、平成30年開催予定の
オープンキャンパスでの本事業に関する企画を検討する。

平成30年度

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートコホートの体
格・体力特性の測定と中高齢者コホートの構築。
【プロジェクト1-2】：疾患コホートゲノム解析の遂行と情報基盤の活用。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、各国の研究プロジェクト
の運営と成果の共有化に向けた行動計画の作成。

＜ブランディング活動＞
【工程1】②広報リリース・ウェブサイト更新：15件、③SNS・YouTubeによる発信：50件
【工程2】①記事・番組露出数：50件、③ウェブサイト等訪問数：2,000件
【工程3】①シンポジウム：1回、②オープンキャンパス：1シーズン、③国際コンソーシアム
会合：1回
【工程4】①イメージ・認知度調査：好感度20票、「健康・スポーツに関する教育が盛んであ
る」認知度3%増、「国際教育が盛んである」認知度3%増
【工程5】①受験者数・大学院進学数：200件増、②③④自己評価、内部評価、外部評価：「計
画が順調に進んでいる」の評価、⑤計画の見直し（ブランディング事業運営委員会）の実施：
6回開催
なお、平成31年以降も同様の目標のため、特記がない限り平成30年度と同じ目標とする。具体
的な目標値は、各年度のPDCAサイクルに則り、修正を行う。

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：昨年と同様に体格・体力
調査を実施に加えて、アスリートのゲノム解析を遂行する。また、順天堂大学同窓生への身体
活動・栄養・健康状態などのアンケート調査と遺伝子解析を実施する。

11 ページ



順天堂大学

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

【プロジェクト1-2】ミトコンドリア機能を調節する遺伝子の解析によるヘルス・クリエー
ションへの貢献：引き続き症例の収集を行うと共に、全エキソーム解析または全ゲノム解析を
行うとともに、収集されたバリアントの機能解析を細胞レベルで行い酵素活性などに与える影
響を調べることにより、ミトコンドリア機能に影響を与えるバリアントを収集する。血液、ま
たは線維芽細胞からRNAを抽出することができた症例に対してはRNASeqと全ゲノム解析を行
い、これまでに、申請者等が蓄積してきたCAGE（Cap Analysis of Gene Expression）データ
から得られたプロモーターならびにエンハンサー領域の情報と統合することにより、エンハン
サ領域もしくはプロモータ領域のバリアントでRNAの発現に影響を与えるバリアントを抽出す
る。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、構成国の活動進捗を共有
化し、今後の各国の研究プロジェクトの運営と成果の共有化に向けた行動計画を作成する。ま
た、わが国におけるHealth Creationの理念に沿った持続可能な高齢化社会構築の介入プロ
ジェクトの立ち上げを行う。
＜ブランディング活動＞
【工程1】①論文・学会発表、②広報リリース・ウェブサイト、③SNS・YouTubeによる関連情
報の随時発信
【工程2】①記事・番組露出（回数、秒数、面積）、②論文引用、③ウェブサイト等訪問の年
間数を年度末に集計
【工程3】①シンポジウム（2月予定）の実施、関連情報が1年蓄積したことを受け、本年度よ
り②オープンキャンパスにおけるプロモーションを開始。また、アジア6か国の共同研究コン
ソーシアム設立を受けて③国際会合を開始する。
【工程4】①イメージ・認知度調査（受験生・在学生及び保護者、そして地域住民・企業対
象）を年度末に実施
【工程5】②自己評価、③内部評価、④外部評価、⑤計画の見直しを3月（予定）に実施

平成31年度

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートコホートの代
謝・遺伝特性の解明と中高齢者コホートのアンケートの集計。
【プロジェクト1-2】疾患コホートゲノム解析の遂行と、ミトコンドリア機能を調節する遺伝
子の制御領域の解析。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、プロジェクト1-1、1-2で
明らかとなってきたHealth Creationに関するエビデンスの社会的な適合性を議論する。具体
的には、科学的合理性から導き出された運動プログラムが社会に適合するかどうかを議論し、
その解決方法としてウェラブル端末の利用、企業の参入余地などを検討する。

＜ブランディング活動＞
前年と同じ目標に加えて、【工程1】①論文・学会発表数の累計20件、【工程2】②左記に含ま
れる論文について、1論文あたりの論文引用数2.5回、【工程5】受験者増数累計300名(対29年
度)、を目標とする。

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートコホートにお
けるゲノム解析を実施するとともにミトコンドリアの代謝活性の測定や筋線維組成を解析す
る。同窓生へのアンケートを継続し、ゲノム解析などを実施する。
【プロジェクト1-2】ミトコンドリア機能を調節する遺伝子の解析によるヘルス・クリエー
ションへの貢献：引き続き症例の収集を行うと共に、全エキソーム解析または全ゲノム解析を
行うとともに、収集されたバリアントの機能解析を細胞レベルで行い酵素活性などに与える影
響を調べることにより、ミトコンドリア機能に影響を与えるバリアントを収集する。血液、ま
たは線維芽細胞からRNAを抽出することができた症例に対してはRNASeqと全ゲノム解析を行
い、これまでに、申請者等が蓄積してきたCAGE（Cap Analysis of Gene Expression）データ
から得られたプロモータならびにエンハンサ領域の情報と統合することにより、エンハンサ領
域もしくはプロモータ領域のバリアントでRNAの発現に影響を与えるバリアントを抽出する。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、各国の介入プロジェクト
の中間評価を行う。その際に、プロジェクト1-1、1-2で明らかとなってきたHealth Creation
に関するエビデンスも紹介し、その社会的な適合性などについて議論する。

＜ブランディング活動＞
【工程1～5】前年と同じ活動を実施する。
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＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートの体格・体
力・代謝・遺伝要因と卒業生への調査結果を元に、将来の疾病構造・健康指標との関係を明ら
かにする。
【プロジェクト1-2】ミトコンドリア機能を調節する遺伝子の解析によるヘルス・クリエー
ションへの貢献：3年目と同様に、症例の収集、全エキソーム解析、全ゲノム解析、RNAシーケ
ンスなどの解析を行うとともに、プロジェクト２「トップアスリートの体質に関する研究」と
連携し、これまでに見つかったバリアントの領域のバリアントタイピングを行い、トップアス
リート集団において、共通して見られるバリアントがないか検討する。トップアスリート集団
において特異的にみられるバリアントが見られた場合は、そのバリアントの機能的意義につい
て、細胞レベルの実験で検証を行う。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、各国の介入プロジェクト
の進捗を検討する。とりわけミャンマーとブータンへのサポート体制の強化に努める。

＜ブランディング活動＞
【工程1～5】前年と同じ活動を実施する。

平成33年度

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートの体質と中高
齢者コホートの疾病易罹患性・健康指標との関係性についての検討。
【プロジェクト1-2】：疾患コホートゲノム解析と超正常者コホートゲノム解析の統合。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、各国の成果を総括すると
ともに、Health Creationの現実的な適合性についても検証し、その後の研究継続のための行
動計画の立案。

＜ブランディング活動＞
前年と同じ目標に加えて、【工程1】①論文・学会発表数の累計40件、【工程2】②左記に含ま
れる論文について、1論文あたりの論文引用数8.5回、【工程5】受験者増数累計600名(対29年
度)、を目標とする。

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：１～４年目の成果をもと
に、個人対応型Health Creationのための方法についての情報を提示する。
【プロジェクト1-2】ミトコンドリア機能を調節する遺伝子の解析によるヘルス・クリエー
ションへの貢献：１～４年目の成果を基に、遺伝情報を元に、ミトコンドリア機能に関わる新
規の遺伝子ならびにバリアントを同定し、プロジェクト２「トップアスリートの体質に関する
研究」と連携して、ミトコンドリア機能改善に基づいた健康作りの方法について提示する。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、各国の介入プロジェクト
の終了時評価を行い、各国の成果を総括するとともに、Health Creationの現実的な適合性に
ついても検証し、その後の研究継続のための行動計画を立案する。さらには、日本政府が提唱
している「アジア健康構想」とも連動させ、日本が有する医療・介護の経験や技術を他のアジ
アの国々にも展開するとともに、Health Creationの概念をさらに国際的に普及させることを
視野に入れる。

＜ブランディング活動＞
【工程1～5】前年と同じ活動を実施する。

平成32年度

＜研究活動＞
【プロジェクト1-1】アスリートの体質解明と「Health Creation」：アスリートコホートの遺
伝特性の解明ならびに中高齢者コホートの疾病易罹患性や健康指標の解明。
【プロジェクト1-2】疾患コホートゲノム解析から得られる情報を用いた、ミトコンドリア機
能を調節する遺伝子の制御領域の高次ゲノム情報解析。
【プロジェクト2】アジア共同研究コンソーシアムの会合を開催し、各国の介入プロジェクト
の進捗の検討。

＜ブランディング活動＞
平成30年度に同じ
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

順天堂大学

・平成２８年度に本事業に選定された事業がある場合は、以下の点について説明すること。

①既選定事業の進捗状況
平成28年度、順天堂大学は、順天堂ブランドの一つの「医学・医療」の領域から、特色ある研究として「脳」をキーワード
としたプロジェクト「脳の機能と構造を視る：多次元イメージングセンター」を提案した。
初年度
　  ︎多次元イメージングのためシーズの整備
　  ︎多次元イメージングを用いた研究解析
について、事業推進担当者が高度な専門的知識を持って検証を行い、基礎臨床データの収集、DNA採取、脳画像検
査(PET、MRI)を実施するなど、当初計画通りに順調に推移し、その成果を3月22日にキックオフ国際ミーティングを開催
し、大学ブランディングの方向性について学内外へ周知するとともに、多次元イメージング確立の課題・最新技術につ
いての情報交換を行った。平成28年度の取組については、学内外の評価委員会に進渉報告し、次年度に向けた評価
を受けた。

②既選定事業と今回の申請事業の内容の関連性
平成28年度に研究ブランディング事業として、「脳」をキーワードとしたプロジェクト「脳の機能と構造を視る：多次元イメー
ジングセンター」が採択されているが、研究対象が脳に関する医療であり、主たるステークホルダーは、一般・高校生・受
験生などの地域住民および企業である。一方、本事業は、本学のもう一つのブランドである「スポーツ」をキーワードとし
た研究であり、主たるステークホルダーは、本学在学生・同窓生、自治体と、さらにアジアをはじめとする国際社会であ
り、グローバルブランドの確立も目的としている。
以上のように、本学のブランドの戦略に基づいて申請するものであり、既選定事業を補完するだけでなく、相互に強化し
あって大きな成果が期待できると考える。

③大学の将来ビジョンに照らして、複数の独自色を打ち出す必要性の有無
今回、将来ビジョン実現のために、順天堂ブランドの「スポーツ」をベースにした　　プロジェクトを第一期ブランディング
事業とするならば、これらの成果を更に順天堂ブランドとして社会へ情報発信させるために、もう一つの順天堂ブランド
の「医学」をベースにしたブランディング事業を第二期と位置づけ、異なった視点から順天堂独自色を打ち出し将来ビ
ジョンの実現を目指す。このためにも複数の独自色を打ち出す必要性は必要と考える。

④複数事業を全学的に実施・支援する体制の整備状況
順天堂大学で部門横断的なプロジェクト研究を学長のリーダーシップの下に推進するために、学長を機構長とする「健
康総合科学先端研究機構」を整備した。
　健康総合科学先端研究機構は、大学組織として理事会の承認を得て組織化され、全学的な研究実施体制と経済的
な支援体制が整備されている。
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