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１．概要（１ページ以内）
学校法人番号

271001

大学名

大阪医科大学

主たる所在地

大阪府高槻市

事業名
申請タイプ
参画組織
審査希望分野

事業概要

学校法人名

大阪医科薬科大学

オミックス医療に向けた口腔内細菌叢研究とライフコース疫学研究融合による
少子高齢中核市活性化モデル創出
タイプA

支援期間

5年

収容定員

1,006人

医学部、看護学部、教育戦略会議、研究戦略会議、研究支援センター、法人広報室、
入試・広報部
人文・社会系

理工・情報系

生物・医歯系

○

本学に「口腔内細菌叢研究の総合的推進」事業を起ち上げ、地域住民を対象とする
コホート研究と融合し、市民の健康寿命延伸に寄与するエビデンスの提供、健康増進
施策への提言及び研究成果の事業化など、研究成果を還元し、少子高齢中核市を活性
化する「高槻モデル」を創出する。将来、この「高槻モデル」を他の地域へ展開し、
「次世代オミックス医療研究拠点」を有する世界有数の医療系私立大学となることを
目指す。
イメージ図
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２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
【本事業の目的】
口腔内細菌叢は、慢性炎症・免疫応答の病態に関与し、生活習慣病をはじめ各種疾患との関連が示唆されて
いる。本学では、全国に先駆け自己免疫疾患における口腔内細菌叢の遺伝情報の網羅的解析を実施し、疾患進
行度との関連等について検討を行ってきた。本事業は、これらの研究基盤を礎に口腔内細菌と健康寿命に影響
する病態や様々な疾病発症との関連及び口腔内細菌叢の変化に影響する要因の解明を目指すものである。本事
業の目的は、学長のリーダーシップの下、大学が一体となり基礎研究と実地検証から口腔内細菌叢研究を総合
的に推進し、ライフコースアプローチとの融合により、地域の保健活動と連携した子どもから高齢者までのラ
イフステージに応じたシームレスな疾病予防や介護予防への医学研究の活用及び研究成果の事業化を通じて、
本学が所在する高槻市の健康福祉及び経済発展に貢献することである。
本事業は、本学の建学の精神に謳われている「研究成果を実地医療に生かす」ことを目指し、高槻市及び高
槻商工会議所と連携し、本学附属病院と高槻市をフィールドとして実施する。本事業の成果を、高槻地域住民
の健康寿命延伸と地域企業との産学連携事業へと繋げ、地域の持続的発展に貢献する大学として、この「高槻
モデル」を全国展開することを目的としている。
【自大学・外部環境・社会情勢等に係る現状・課題の分析】
本学は、前身である旧制大阪高等医学専門学校が創立された1927（昭和2）年から約9,400名もの医師と約
4,400名の看護師を育成輩出する医看融合の医療系大学である。本学は、地域の中核病院であるとともに、が
ん・肝疾患診療連携拠点病院等の役割も担う「大学病院」を核とし、「未病の発見と健康寿命延伸への貢献」
をテーマに地域の健診体制を支える「健康科学クリニック」等を有し、地域住民及び地域社会の健康を守る総
合医療機関として貢献している。本学の研究については、循環器疾患及び遺伝子発現制御・幹細胞の研究領域
を中心に、がん、免疫の研究領域に強みを持ち、臨床における基礎研究や社会医学及び看護学に関する基礎研
究を活発に行い、当該分野の研究者から高い評価を得ている。一方でこれまで本学は、大学の教育、研究及び
臨床に関する活動や成果について、大学が一体となって地域社会の課題や公的プロジェクトに取り組んだ実績
に乏しい。そのため、現在、本学の将来ビジョンの実現を目指し、学長のリーダーシップの下、大学の教学改
革に取り組んでいる。
我が国の少子・高齢化は周知のことであるが、日本の高齢化率は先進諸国の中で最も高く、高齢化率が7％
から14％に達するまでの所要年数は他の先進諸国と比べて相当短く、他に例を見ない速い速度で高齢化が進行
している。本学が所在する高槻市は、大阪と京都のほぼ中間に位置し、利便性の高い両都市間の拠点として現
在も開発・発展が進む人口35万人を有する都市型の中核市である。高槻市の地域特性として「急激な都市型超
高齢化社会」の進行があり、人口ビジョンにおいては、30年後の人口は約29万人へと減少、高齢化率は約40％
に達すると推計されている。高槻市においては少子高齢化の進行に伴う税収減や扶助費等の社会保障費の増加
対策が喫緊の課題である。
近年、小児期からの早期の生活習慣病予防に加え、次世代や子育て世代を視野に入れたライフコースアプ
ローチによる健康増進や疾病予防の重要性が様々な学会において提唱されている。しかし、現在の高槻市民の
特徴として「教育水準が高い一方、健康意識が低い」ことが挙げられ、将来の生活習慣病増加や医療費増大へ
の影響が懸念されている。このような高槻市の現状分析を踏まえ、課題に応えるには、幅広いライフステージ
に対応した予防医学を含む医学研究の推進と地域医療への貢献が本学の使命と考える。
【上記分析内容と研究テーマとの関連、ブランドとして打ち出すための研究テーマの選択理由】
現在、学長のリーダーシップの下に「建学の精神」に基づく教学改革を進め、高槻市をはじめとする地域社
会における「COC（Center of Community）＝地（知）の中核拠点」として教育、研究並びに医療の中核となる
べく、大学が一体となった活動の積極的な展開を図っている。
本事業として、上述の課題への対応と社会還元及び地域の発展に貢献する研究テーマに、学内でのプレゼン
テーションと審査を経て「口腔内細菌叢研究の統合推進」を選定した。口腔内細菌叢に着目した理由として、
本学が口腔内細菌叢に関する先駆的研究に既に着手していること、健康寿命の延伸を阻害する病態や様々な疾
患に関与する可能性が報告されており、その研究成果を実地医療に生かし高槻市に還元することで地域の健康
増進・健康寿命の延伸に寄与することが可能となることが挙げられる。試料となる唾液は、非侵襲的かつ容易
に採取可能であり、汎用性が期待できる。慢性炎症、肥満、糖尿病、動脈硬化進展、関節リウマチ等の自己免
疫疾患、うつ・認知症、炎症を惹起しやすい病態、老化等口腔内細菌叢との関連が示唆されている疾患・病態
は極めて多彩である。口腔内細菌叢とこれら疾患や病態との関連を明らかにすることは、高齢期の健康寿命の
延伸を阻害する重大な要因解明だけでなく、小児から高齢者までをターゲットポピュレーションとした疾病予
防に広く活用できる成果となることが期待される。また、本事業では、本学のこれまでのメタゲノム解析技術
を活用し、口腔内細菌叢のメタゲノム解析に関する研究拠点を形成しエビデンス創出に繋げ、もって地域社会
への還元を行う。
本事業により、地域保健事業・地域産業界と協同して、地域住民の生涯を通じた予防医学を実践し、地域企
業との産学連携事業を促進し、疾病予防と健康寿命の延伸に取り組む「高槻モデル」を創出することで、本学
が将来「世界有数の医療系大学」となる将来ビジョンの実現を目指す。
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【大学の将来ビジョン】
本学は、建学の精神である「医育機関の使命は医学教育と医学研究であり、またその研究は実地の医療に活
かすことで完成する。」を踏まえ、「口腔内細菌叢研究の統合推進」事業で世界をリードし、地域住民を対象
としたコホート研究を構築し、市民の健康寿命の延伸や生涯を通じたQuality of Life（QOL）の維持・向上に
寄与するエビデンスの提供及び健康増進施策への提言など研究成果を地域社会に還元する「高槻モデル」を創
出する。この「高槻モデル」を発展させることで、将来、国際社会における医療スキーム及び次世代型オミッ
クス医療研究を創出する世界有数の医療系私立大学となることを目指す。
（２）期待される研究成果
【地域産業界と連携した疾患スクリーニング法・バイオフィルム抑制剤の開発】
既に口腔内細菌の一種であるPorphyromonas gingivalis（PG菌） が心筋梗塞と関連することが報告されてい
るが、PG菌種内多様性までは同定されていない。確度の高いスクリーニング法の開発には、疾患特異的な菌株
の遺伝子的多様性を明らかにする必要があり、また、疾患特異的な口腔内細菌種については未だ不明な点が多
く、メタゲノム解析による解明が期待されている。そこで、本学附属病院の患者や健康寿命の延伸を阻害する
病態等を呈した高槻市住民対象者の口腔内細菌叢の網羅的解析を行い、疾患や病態に特異的な口腔細菌種を同
定する。次いで着目すべき特異的細菌の菌種内多様性を明らかにし、高い確度を持ってこれらを検出するスク
リーニングキットを地域産業界と共同開発し、将来の特許申請や製品事業化の基盤を創る。また、本研究成果
の知見をもって口腔内細菌のイメージング装置を活用した健康サービス産業の共同展開へと繋げる。通常、口
腔内細菌は歯・歯茎表面に固着しバイオフィルムを形成しているが、この状態では薬剤等に対し抵抗性を示
す。本研究によって疾患特異的細菌種の影響を加味したバイオフィルム形成抑制剤等の開発と商品化を促進さ
せ地域産業と連携した健康増進事業を展開する。
【本学独自の次世代型オミックス医療研究展開の序開】
近年、ヒトゲノム、メタボロミクス、プロテオミクス等の網羅的な生体分子情報を統合し医療の向上をめざ
すオミックス医療研究が次世代型の医療展開として注目されている。将来的には本研究成果をもって、オミッ
クス医療研究にヒト微生物集合体であるヒトマイクロバイオーム情報を加味したデータベースを構築し、関係
機関との連携体制を含めた本学独自のオミックス医療研究を展開する基盤を創り上げる。
【健康増進プログラムの策定と市民に対する健康寿命延伸を見据えたプライマリヘルス活動の展開】
ヒトの腸内細菌叢の構成は乳幼児期に確立されると指摘されているが、口腔内細菌叢の構成過程と関連要因
については、未知の部分も多い。本研究により疾患特異的な口腔内細菌・細菌叢構成比に影響する個人の特性
や生活習慣等の要因を明らかにし、これらの要因を加味した生涯に渡る健康増進・疾病予防、ひいては健康寿
命延伸のための健康増進プログラムを策定する。加えて、本研究成果を応用展開できる医療職・福祉職の人材
育成を行い、地域における健康寿命延伸を見据えたプライマリヘルス活動・高齢者への取り組みを展開する。
【「健康増進の街づくり」プラットフォームの構築と市の健康・公衆衛生課題の「見える化」の推進】
健康寿命の延伸を目指し地域住民に対する啓発活動として、本学が中心となり、市・地域産業界の参画を得
て本研究成果を地域住民に情報発信し、高槻市における健康増進の街づくり機能を担うプラットフォームを構
築する。また、市民の医療費・介護・福祉情報に、地理情報システム（Geographic Information System
[GIS]）による居住地域の環境情報を加えデータベース化する。これを用いて、高槻市の健康状況・公衆衛生
課題に関する「見える化」を進める。また、本研究で実施する住民コホートデータに併合することで、口腔内
細菌叢の疾患発生、医療費、要介護化、ひいては健康寿命への影響の大きさを明らかにできる可能性がある。
これによって得られたエビデンスを基に、より具体的な保健施策案を高槻市に対し提示することで高槻市の健
康増進に寄与する。
【全学的研究実施体制・産官学連携体制で臨む高槻市サステナビリティ構想を礎に実施】
本学の研究実施体制については、口腔外科学教室で健常者用口腔内細菌叢測定プロトコールを確立済みであ
り、細菌叢メタゲノム解析の実施体制は既に稼働している。また、当該教室は既に学内共同研究の実績があ
り、全診療科に渡る共同研究実施体制が整っている。製品開発に関連する基礎的研究については、研究支援セ
ンター研究機器部門現有の測定装置等を用い、微生物学的・生化学的解析、創薬基礎研究の実施体制が整備さ
れている。これらの体制を基盤とし、細菌叢メタゲノム解析・創薬研究が実施可能な体制を構築する。産学連
携担当部署と連携し、スクリーニングキット等の特許取得と製品事業化に向けて研究成果の事業化を行なう基
盤も整備されている。衛生学・公衆衛生学教室では、地域在住者を対象とした追跡20年次調査を成功裏に完遂
し成果を挙げており、高槻市コホート調査の遂行能力を十分に有している。また、心理学・行動科学教室と共
に本研究成果と行動科学的視点を取り入れた健康増進プログラムの策定が可能である。看護学部ではこれま
で、高槻市民向けの健康講座や健康教育活動等に参画し、高齢者の誤嚥性肺炎予防や口腔機能維持を目指した
活動実績を地域で重ね、本研究成果を還元するための地域住民への啓蒙活動や健康指導の実施体制が整ってい
る。
また、本学が中心となり、高槻市・高槻商工会議所の三者で高槻市の健康増進・健康寿命の延伸と地域の発
展を目指す「サステナビリティ構想」を進めており、本学と高槻市との間で包括的連携協定についても締結済
みである。以上より、学長のリーダーシップの下、本事業に全学を挙げて取り組む基盤が構築されており、5
年間での本事業の実現可能性は十分に高いものである。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
【創立者の理念と建学の精神】
本学の前身である旧制大阪高等医学専門学校が創立された1927（昭和2）年は、「昭和の大恐慌」の真った
だ中で、多くの日本人が中国やブラジルに移住しており、移民団での医師不足が社会問題となっていた。当時
の衆議院議員吉津度（よしづわたる）は、医師不足への対応として、国内のみならずアジアや南米への移民団
への医師の派遣も意識しながら本学を創立し、現在もその想いは学歌に残されている。吉津度初代理事長は、
「医育機関の使命は医学教育と医学研究であり、またその研究は実地の医療に活かすことで完成する。」と唱
え、この言葉を開学以来90年間にわたり本学の「建学の精神」として、国際的視野に立った教育、研究或いは
良質な医療の実践をとおし、創造性と人間性豊かで人類の福祉と文化の発展に貢献する人材を育成することを
大学の目的としている。
【本学の将来ビジョン設計と将来ビジョンの具体化構想としての本事業】
最優の医療系大学を目指し、記念すべき100周年に向け大学の将来ビジョンを検討するにあたり、本学の過
去90年間の取り組みを振り返ると、大学の機能として教育、研究及び臨床の各々については確かな実績を上げ
ているが、大学の教育、研究及び臨床が一体となって地域に還元する取組は殆ど行われていなかった。本学は
「建学の精神」に謳われている医学研究を推進し研究成果を実地の医療に活かすとの理念を踏まえ、将来展望
を示すスキームとして2015（平成27）年度から学長主導の下に5つのキーワードに基づく教学改革を策定し
た。5つのキーワード（１：Innovation「今、行うべき改革」、２：Globalization「教育研究のグローバル
化」、３：Translational Research「基礎から臨床研究の橋渡しと Only Oneの研究拠点の形成」、４：
Social Contribution「社会貢献活動と社会的責任」、５：Open Mind「情報の発信と共有化」）は本学の将来
ビジョンを構成する要素であり、各々の要素が連関しながら展開することで、本学に発展をもたらし、将来ビ
ジョンを実現させるという構想を描いている。この将来ビジョンを大学を取り巻く現状と課題に照らし合わせ
ると、地域に対するより良い医療の提供のみならず、生涯を通じた予防医学を実践し、疾病予防と健康寿命延
伸に寄与し、研究成果を還元すべく地域産業界と連携した健康増進事業の展開を行う本事業構想へと繋がる。
本学は将来ビジョンの具体化構想として、「口腔内細菌叢研究の統合推進」事業を設定した。これにより、高
槻市をはじめとする地域社会における「COC（Center of Community）＝地（知）の中核拠点」として教育、研
究並びに医療の中核となるべく積極的な活動を、学長主導の下に大学一体として展開する。
【将来ビジョンの周知と実現に向けた取り組みと浸透させたい本学のイメージ】
教学改革及び将来ビジョンは、学長をトップに教職員の部局の長などから構成する「教育戦略会議」及び
「研究戦略会議」（以下、「戦略会議」という。）で審議を行い、 教授会や教職員及び学生に向けて説明す
るファカルティ・ディベロップメント（FD）及びスタッフ・ディベロップメント（SD）の一環として実施する
「教育・研究集会」で学生を含め全学に周知を図っている。本集会は、2015（平成27）年度からこれまでに4
回開催されており、今後も年2回のペースで開催し、学生や教職員と意見交換も行いながら教職協働の体制
で、一丸となって教学改革及び将来ビジョンの実現に現在取り組んでいる。
将来ビジョン「世界有数の医療系私立大学」を実現させるために、「5つの教学改革」に基づき策定したブ
ランディング戦略は、大阪医科大学のイメージとして、「建学の精神」を体現する医療人を育成し、基礎研究
から臨床まで大学一体となって展開することで、次世代オミックス医療研究の分野を切り拓き、また、その成
果を国内外の学会に論文発表しながら、地域企業との産学連携も積極的に行う大学として認知度を高めること
である。
本学は、高槻市において、地域住民及び地域社会の健康を守る総合医療機関としてイメージが定着している
が、「5つの教学改革」で戦略的に大学の成果を広報し、新たなイメージの定着を目指す。新たなイメージ
は、将来の受験生となりうる児童・生徒に対し、本学が人の生命を扱う教育や研究を行う機関であることを、
また、地域住民に対しては、健康寿命の延伸に貢献する大学とのイメージの定着を目指す。さらに、現在、本
学教員が有識者として個々に審議会等の高槻市行政に参画している実績に加え、本学が高槻市の健康福祉政策
を支える大学であるとの認知度を高めることを目標とする。高槻商工会議所に対しては、地域企業との産学連
携を推進する大学としてのイメージの浸透を図る。
「5つの教学改革」を統合しブランディング戦略を推進することで、国内外の学術学会に対して「次世代オ
ミックス医療研究拠点」のイメージを形成し、研究拠点の成果をもって、市民の健康寿命の延伸や生涯を通じ
たQOLの維持・向上に寄与するエビデンスの提供及び健康増進施策への提言など研究成果を地域社会に還元す
る「高槻モデル」を創出する。

4

大阪医科大学

【本学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自性を可能とする本学の強み】
教育・人材育成に関する本学の特徴や強みとして、開学以来これまで、知・徳・体の調和のとれた全人教育
を施し、地域に密着して医療活動に従事する良き医療人として約14,000名もの医師・看護師を育成輩出してき
たことがあげられる。本学の事業報告書Annual Report 2016によると、医学生の卒後研修で高槻市内の医療機
関を選択した者は37％、看護学部卒業後に高槻市内の医療機関等に就職した者は35％であり、医療人輩出に関
し高槻市への貢献度は極めて高いと言える。また、医学部において、2014（平成26）年から「地域総合医療科
学寄附講座」を開設しており、現在、超高齢化が進む兵庫県や高知県に医師派遣事業を行っている。この事業
経験は近い将来高槻市が迎える超高齢化対策にも役立つものと考えている。さらに、学長のリーダーシップの
下、2016（平成28）年8月にアドミッション・オフィスを設置し、「建学の精神」をもとに、アドミッション
ポリシーを定め、本学で医学を学びたいという意欲ある学生を受け入れるため、2018（平成30）年度から「建
学の精神」入試を導入予定である。
臨床に関する本学の特徴や強みとしては、高度先進医療技術と先進的設備・機器を備え、高度ながん治療等
を通じて「健康寿命の延伸」と「安心」を提供する「大学病院」としての機能を担っていることが挙げられ
る。今後、超少子高齢化が進んでいく中で「未病の発見と健康寿命延伸への貢献」をテーマに地域の充実した
健診体制を支える「健康科学クリニック」、介護を必要とする患者等をケアする「訪問看護センター」、全国
から多くの言葉の遅れ等を有する患児が来院する他に類を見ない「LDセンター」などを有し、地域住民及び地
域社会の健康を守り、社会のニーズに応える総合医療機関として貢献している。
研究に関する本学の特徴や強みとして、文部科学省科学技術・学術政策研究所が作成する「サイエンスマッ
プ2014」によると、本学は、循環器疾患研究及び遺伝子発現制御・幹細胞研究の研究領域を中心にがん研究、
免疫研究の研究領域において活発に研究が行われている大学として評価されている。また、本学の科学研究助
成事業の採択状況（新規・継続）については、過去3か年（2015-17年）で154件あり、うち「外科系臨床医
学」が62件、「内科系臨床医学」が35件、「看護学」が17件、「社会医学」が9件となっており、とりわけ臨
床における基礎研究や看護学及び社会医学に関する基礎研究が活発に行われており、当該分野の研究者から高
い評価を得ている。
本学の教育、研究及び臨床に関する独自性を改めて整理すると、
① 京都と大阪の中間に高槻市は所在し、本学及び本学附属病院は関西圏を広域にカバー。
② 本学及び本学附属病院は地域住民及び地域社会の健康を守る総合医療機関として貢献。
③ 循環器疾患及び遺伝子発現制御・幹細胞、がん、免疫の研究領域に強みを持ち、臨床、看護学、
社会医学に関する活発な基礎研究を実施。
④ 「急激な都市型超高齢化社会」と少子化が進行する高槻市をフィールドとして、20年、30年先を
見据えた研究の実施、地域社会に対する成果の還元と貢献が可能。
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これらの本学の強みは、大学の将来ビジョン及びその具体化構想である本申請事業の独自性、すなわち、全
学を挙げて研究成果を創出し、その成果を地域の健康や健康増進事業を通じた地域の経済の発展に寄与するこ
とを実現可能とするものである。
【ブランディング戦略の具体的工程】
本事業に係るステークホルダーは、メインターゲットとして①高槻市民、②高槻商工会議所、③高槻市役
所、④基礎医学、社会医学、生物科学などに関する国内外の学術学会、また、サブターゲットとして⑤本学学
生、⑥児童・生徒(小学校高学年から中学、高校生）である。
平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

口腔内細菌の疾患特異性探索

次世代オミックス
医療研究を
リードする大学

細菌学・生化学的解析

疾病に関連する細菌の増殖予防法確立
目標：製品化に必要な基礎的データ蓄積
学生研究プログラム、研究医コース
目標：学生が学会発表や論文の共著者となること

コホート研究

研究体制構築・パイロット調査

建学の精神を
体現する大学

コホート研究（職域青壮年・高齢者・次世代）ベースライン調査
目標：各コホートで2,000～2,500名（組）を調査
横断的検討
目標：個人特性・生活習慣と
口腔内細菌との関連検討
コホート研究追跡調査

産学連携

縦断的に疾病・生活習慣等と
口腔内細菌叢との関連検討
地域企業対象の展示会①
目標：共同研究・事業化計画の開始

産学連携による共同研究・事業化
目標：AMED等の競争的資金への応募
地域企業対象の展示会②
目標：共同研究・事業化計画の増加

共同研究・事業化を拡大

特定の細菌に対するスクリーニングキット開発

健康増進施策

地域企業と
産学連携を推進
する大学

バイオフィルム形成抑制剤開発
高槻市との協力体制整備

キックオフシンポジウム

収集した情報の併合
研究に
参加してもらう

データベース構築・現状分析

コホート研究データ等併合

シンポジウム

行政に疫学エビデンスを提示

シンポジウム

健康増進施策を
支える大学

情報発信

パンフレット、特設HP、SNSを利用した情報発信
目標：特設HPのアクセス数（初年度比）＝平成31年度20%増、平成33年度30%増
市民公開講座（1年に複数回）
目標：参加者100名→そのうちコホート研究への参加希望者70%

健康寿命の延伸
に貢献する大学

健康寿命延伸に寄与するエビデンスの提供及び研究成果の事業化・
高槻モデル創出と展開

口腔内細菌叢解析

大学附属病院患者の口腔内細菌叢解析
目標：各疾患患者で200名から唾液を採取・解析

健康教室、食育イベント、口腔ケア・運動による健康増進プログラム
人の生命に関す
目標：プログラム参加者年間1,000名
る仕事や研究を
する大学
小学校高学年～高校生対象の講義、実験等のイベント（1年に1回程度）
目標：参加者の本学に対する認知度やイメージの向上

①高槻市民に対しては、市民公開講座や健康教室を通じた情報発信に加え、口腔内細菌叢に関連した個々の
特性を加味した生涯に渡る健康増進・疾病予防を目的とし介入プログラムを策定し、幅広いライフステージに
対応した医学研究の推進と地域医療への貢献を通じて「健康寿命の延伸に貢献する大学」とのイメージを浸透
させる。
本学の現状のイメージについては、法人広報室が高槻市に対し定期的に実施している本学・本学附属病院に
関するヒアリングによると、本学附属病院は、「歴史があり、安心できる病院」というイメージを市民が持っ
ていることが窺われる。
2017（平成29）年度から新たな市民公開講座を開設し、医学部と看護学部が共同して本事業の意義や期待さ
れる市民への研究成果の還元に関する理解増進を通して、本学の認知度並びに市民が研究に参画する意識を高
める。この市民公開講座は、毎年複数回開催する。また、地域高齢者の自主グループ等を対象に、2019（平成
31）年度に口腔ケアや運動介入プログラムの予備的検討を行う。2020（平成32）年度に予備的検討の成果を踏
まえ、規模を拡大しプログラムを展開し、社会還元に繋げる。そして、本研究成果を加味した高齢者の誤嚥性
肺炎予防や、口腔機能維持に関する情報を発信する。妊婦・乳幼児については、口腔内細菌叢形成の観点から
望ましいと考えられる口腔ケアの方法を指導する。本活動を通じて、大学と参加者及び参加者間における情報
交換のプラットフォームの形成や本学学生、市内の医療職・福祉職で本事業の成果を活用し得る人材の育成等
の波及効果も見込んでいる。
高槻市の健康寿命と平均寿命の差は、2013（平成25）年時点で男性1.2年、女性2.7年である。最新データは
高槻市との連携構築にあたって更新し、成果指標として用いることが出来るようにした上で、2021（平成33）
年度までに健康寿命と平均寿命の差の短縮を目指す。
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また、本事業に関する特設ホームページを開設し、アクセス内容を解析する。2018（平成30）年度と比較
し、アクセス件数について、2019（平成31）年度（3年目）20％増及び2021（平成33）年度（5年目）30％増と
する。担当する研究グループは、成果指標による評価を含めた研究の進捗状況を本学内の研究ブランディング
WGに報告し、目標達成の進捗状況を本学内で把握する。
②高槻商工会議所に対しては、研究成果の事業化を通じて「地域企業との産学連携を推進する大学」とのイ
メージを浸透させる。
大阪医科大学は理事長が高槻商工会議所の第1号議員を務めており、産学連携を推進してきた。高槻市に
は、オーラルヘルスケア事業に積極的に取り組んでいるサンスター株式会社の本社があり、これまで、高槻商
工会議所が主催・後援の研究会及びシンポジウムにおいて、本学は講演の実績を重ねていることからも、高槻
市の地域企業に貢献する大学として期待されている。
成果目標は、口腔内細菌叢メタゲノム解析データによる膨大なデータから得られた、疾病特異的な細菌を検
出するスクリーニングキットを、地域企業と連携し、事業化に向けて開発することである。スクリーニング
キットは、患者の唾液等の検体をキットに滴下すると、疾病特異的な細菌を検出するもので、悪玉菌の有無を
判定するキットの開発を目指す。そのためには、メタゲノム解析の知見だけでは製品化できず、企業との連携
が不可欠である。平成31年度（3年目）に、地域企業とコンソーシアムの組成、AMED等の競争的外部資金へ応
募することを目標成果指標とする。また、2021（平成33）年度（5年目）に試作品の製作を行う。さらに応用
として、バイオフィルム形成予防と静菌作用を発揮するガーグル剤など口腔ケア商品の開発の端緒となる事業
化を開始する。また、本事業に関するWebを開設し、企業からのアクセス状況を平成29年度と比較し、アクセ
ス件数等について、2019（平成31）年度（3年目）20％増及び2021（平成33）年度（5年目）30％増とする。担
当する研究グループは、成果指標による評価を含めた研究の進捗状況を本学内の研究ブランディングWGに報告
し、目標達成の進捗状況を本学内で把握する。

③高槻市に対しては、市民の健康寿命の延伸や生涯を通じたQOLの維持・向上に寄与するエビデンスの提供
及び健康増進施策への提言を通じて「高槻市の健康増進施策を支える大学」とのイメージを浸透させる。
平成28年4月に締結された高槻市と本学の包括協定書によると、大学と市の連携協力項目として、健康都市
づくりや医療と福祉に関する事項などについて地域社会の発展及び充実に寄与する大学像が求められている。
達成目標の一つとして、高槻市の既存情報を用いた健康増進・疾病予防のための包括的データベースの構築
を挙げる。これによって高槻市の健康状況・公衆衛生課題に関する「見える化」を進める。包括的データベー
スに含める情報として、年間医療費、要介護化の有無、死因、地理情報システム（GIS）による居住環境情報
を候補とし、これらを含めることができたかどうかを成果指標として設定する。その後、本研究で実施する地
域住民コホートデータをこのデータベースに併合する。これにより、明らかとなる課題を市に提言することを
第二の達成目標とする。さらに、このデータベースを用いて、病態や疾患特異的に口腔内細菌叢に対する取り
組みよって期待できる医療費、要介護化への効果を算出し、健康施策に対する提言を行う。また、高槻市の健
康福祉に関する施策への反映状況を本事業終了後、フォローする。
さらに、本事業に関するWebを開設し、他府県からのアクセス状況を解析し、平成29年度と比較し、アクセ
ス件数等について、平成31年度（3年目）20％増及び平成33年度（5年目）30％増とする。目標達成の進捗状況
の把握方法は①と同様である。
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④基礎医学、社会医学、生物科学などに関する国内外の学術学会に対しては、「サイエンスマップ2014」によ
ると、循環器疾患・遺伝子発現制御・幹細胞領域の研究に強みを持つ大学と認識されているが、本事業を通じ
て発表する論文やシンポジウム開催等により「次世代オミックス医療研究をリードする大学」とのイメージを
浸透させる。
口腔内細菌叢研究については、2019（平成31）年度（3年目）に口腔内細菌叢と各種疾病の相関に関する研
究成果を取りまとめ論文投稿および学会発表を行い、これら成果指標として設定する。本事業の5年間で、疾
病予防や健康寿命に影響を与える特異的な口腔内細菌のスクリーニングキットの事業化、口腔ケア商品開発の
事業化を目指すとともに、関係機関との連携体制構築を含めた本学独自のオミックス医療研究を展開する基盤
を創り上げる。
コホート研究については、2019（平成31）年度（3年目）にコホート立ち上げの進捗状況並びに生活習慣、
メタボリック症候群等と口腔内細菌叢との関連に関する研究成果をシンポジウムや研究集会において報告し、
本事業を学術学会にアピールする。また、本事業の5年間で、口腔内細菌叢と動脈硬化や認知機能低下との関
連に関する研究成果等をまとめ、シンポジウムや研究集会で発表するとともに、国際医学雑誌への投稿を目指
し、これらを成果指標とする。
また、本事業に関するWebを開設し、大学等の研究機関からのアクセス状況を解析し、2017（平成29）年度
と比較し、アクセス件数等について、2019（平成31）年度（3年目）20％増及び2021（平成33）年度（5年目）
30％増とする。目標達成の進捗状況の把握方法は①と同様である。
⑤本学入学者の志望動機によると、本学は「関西圏で最も伝統ある」、「臨床と研究の両面が充実してい
る」大学のイメージであることが窺える。「建学の精神を体現する」大学のイメージを浸透させる方策として
本学医学部学生に対しては、6年間の修学期間を通して、「地域総合医療科学寄附講座」などにより、卒業時
までに「建学の精神」を強く意識付けを行う。また、「5つの教学改革」に沿って医学教育センターで作成さ
れた新カリキュラムにより、新たに6年間の統合的な講義シリーズとして実施する「学生研究プログラム」や
入学時に「研究医コース」を選択した学生については、本事業で実施する研究活動に積極的に参画させ、学会
発表や論文の共著者となることを目標とする。看護学部学生に対しては、4年間の修学期間を通して、医看融
合教育や公衆衛生看護学実習などにより「『建学の精神』を体現する大学」とのイメージを浸透させる。
本学のイメージ形成や「建学の精神」の認知度及び浸透状況は、毎年実施する「講義に関する学生アンケー
ト」により学年ごとに把握し、結果については教授会等で報告し、講義の改善等に関するFDを行う。「建学の
精神」の認知度に係る成果指標は、第1学年から第3学年で50％、第4学年から第6学年で80％とし、達成目標は
学位授与時点で100％とする。進捗状況は本学RI部門が担当し、成果指標による評価を含めた本学イメージの
浸透度を学内私立大学ブランディングWGに報告し、目標達成の進捗状況を本学内で把握する。
⑥児童・生徒を対象とした本学主催の企画である「子供たちのための医学フォーラム」「親子で参加する医
師体験セミナー」の参加者のアンケート回答によると、「わかりやすく興味ある」との感想が多く寄せられ、
「児童・生徒に対しても開かれた」大学のイメージであることが窺える。児童・生徒に対しては、本学におい
て、各年齢層に合わせた内容で、本学の研究や成果に関する体験講義や実験等を通じて本学の活動について理
解を促し、本学の認知度を高め、将来のキャリアパスとして医療従事者や研究者に興味関心を与え、「人の生
命に関する仕事や研究をする大学」とのイメージを浸透させる。本事業の5年間で、毎年、年齢層ごとに体験
講義・実験等を実施し、募集時及び終了時に本学に対するイメージや将来の夢などのアンケートを実施し、
キャリアパスにおける本学の認知度を把握する。
入試・広報部は上述のアンケート結果を本学の周知を図る情報として活用し全国からの受験者数増加を目指
す。その達成目標として平成29年度（1年目）と比較し、大阪府外の受験者の割合で、平成31年度（3年目）
20％増及び平成33年度（5年目）30％増とする。また、本学のWebへのアクセス内容を解析し、平成29年度と比
較し、アクセス件数等について、平成31年度（3年目）20％増及び平成33年度（5年目）30％増とする。進捗状
況は本学入試・広報部が担当し、成果指標による評価を含めた本学の認知度を学内研究ブランディングWGに報
告し、目標達成の進捗状況を本学内で把握する。
（以下、捕捉）
旧制大阪高等医学専門学校初代理事長吉津度（よしづわたる）は、建学の精神として「医育機関の使命は医
学教育と医学研究であり、またその研究は実地の医療に活かすことで完成する。」と唱え、卒業生が医人とし
て「救世仁術」の域に達することを念じて、大阪高等医学専門学校を開設した。本学は、吉津度の理念「救世
仁術」を基に、学是として「至誠仁術」を定めた。至誠とは孟子の「至誠にして動かざる者は、未だ之れ非ざ
るなり」に由来し、そのため学是「至誠仁術」には「誠実」、医学教育」、「医学研究」、「実地医療」、
「国際化」と言った 5つのキーワードが込められている。
戦略会議は、平成27年度より設置したもので、学長のリーダーシップの下、全学的な対応を企画審議するも
のである。戦略会議は、学校法人大阪医科薬科大学寄附行為第３条「国際的視野に立った教育、研究或いは良
質な医療の実践を通して、創造性と人間性豊かで人類の福祉と文化の発展に貢献する人材を育成する」目的を
達成するために「建学の精神」の下、国の大学振興施策等への対応、医療、研究や地方 公共団体等の地域振
興に関する施策等について本学への教育研究活動への展開が必要と判断した事項について、施策の立案、予算
管理及び実施方法について審議し、学長が策定する教育研究活動の成長と活性化のための行動指針の策定及び
その実施を支援するものである。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
【事業全体の構成】
2017（平成29）年から本学が中心となり高槻市及び高槻商工会議所との三者でサステナビリティ構想を立て
ている。構想は３つの柱、①本学、大阪薬科大学及び関西大学工学部との過去9年間にわたる各大学の特徴を
活かした小中学生への出張講義、夏休み自由研究コンテストや市民講座などからなる医工薬連環事業、②食育
とオーラルケアの観点から本学が蓄積する公衆衛生及び看護学に関する研究成果に基づくプロジェクトの実
施、③医看融合による認知症に関わる多職種人材育成プロジェクトの実施、から構成される。サステナビリ
ティ構想は、本学医学部及び看護学部と高槻市、高槻市医師会、高槻市歯科医師会、高槻商工会議所など多く
の機関が連携し高槻市民への健康に関する教育啓蒙活動や地域包括ケアを展開していく構想である。
サステナビリティ構想は、「建学の精神」と学是に込められた5つのキーワードに基づく教学改革の具体化
構想であり、このサステナビリティ構想を基盤に本学のブランディング戦略は計画されている。学長主導で実
施する本事業を、「建学の精神」と教学改革実現の集大成として本学では位置付けている。
【体制・ブランディング戦略（将来ビジョン）】
最優の医療系大学を目指し、来る2027（平成39）年の大学創立100周年に向け大学の将来ビジョンの実現と
達成をめざし、2015（平成27）年5月から、学長主導の下に、「建学の精神」と学是に込められた5つのキー
ワードに基づく教学改革を策定し実行している。この教学改革を推進することは即ち、高槻市をはじめとする
地域社会における「COC（Center of Community）＝地（知）の中核拠点」として教育、研究、医療並びに産学
連携の中核となるべく積極的な活動を一体として展開を可能とするものと言える。本事業はまさしく本学の教
学改革の推進と合致しており、学長主導の本学のブランディング戦略の実現が可能である。
教学改革及び将来ビジョンは、学長をトップに教職員の部局の長などから構成する「教育戦略会議」及び
「研究戦略会議」（以下、「戦略会議」という。）で審議を行い、 教授会や教員、職員及び学生に向けて説
明するファカルティ・ディベロップメント（FD）及びスタッフ・ディベロップメント（SD）の一環として実施
する「教育・研究集会」で学生を含め全学に周知を図っている。本集会は、2015（平成27）年度からこれまで
に4回開催されており、教員及び職員と意見交換も行いながら教職協働の体制で、教学改革及び将来ビジョン
に現在取り組んでいる。本事業により、本学のブランドとして「高槻モデル」を創出し、地域医療のさらなる
促進、地域住民に生涯を通じた予防医学の実践を通じて、未病の発見と健康寿命の延伸に取り組む大学とし
て、「世界有数の医療系大学」を目指すという将来ビジョンを策定している。
【研究活動】
研究グループは、①口腔内細菌叢と各疾患との関連の解明を主導する口腔外科学教室、疾患特異的な口腔内
細菌種に関するスクリーニング法並びにバイオフィルム抑制剤の開発を主導する生化学、微生物学、創薬医
学、②口腔内細菌叢と健康寿命及び健康寿命に寄与する病態や疾患との関連を検討する地域住民コホート研究
を主導する衛生学・公衆衛生学、心理学・行動科学の各教室並びに看護学部で構成する。関連する講座並びに
研究支援組織として、脳神経外科、消化器外科、循環器内科、麻酔科、放射線科、リウマチ膠原病内科、呼吸
器内科の各診療科、臨床研究センターなどがあり、全学を挙げた連携体制を整えている。
成果発表は、論文、学会発表のほか、従来の市民公開講座を拡張して研究成果を公表する市民向けシンポジ
ウムを開催する。
また、地域の企業向けに展示会を行い、ブランディング事業の研究成果を公開するとともに、企業から研究
や商品・サービスに関するシーズの提示を受け、産学の交流促進を図る。
口腔内細菌叢の解析は、関西私立医科大学・医学部連合の研究テーマの一つとして、地域産業と連携して行
う。地域住民コホート研究は、高槻市が行う各種健康診査や高槻商工会議所の協力の下に職域健康診査と連携
して行い健診結果等情報の提供を受ける。
【PDCAサイクル実施体制 進捗管理・評価体制】
ブランディング戦略は、学長のリーダーシップの下、「5つのキーワードに基づく教学改革」を基盤として
策定し、「5つのキーワードに基づく教学改革」の実施を担当する医学部、看護学部及び事務局の関係部署等
から項目ごとに達成状況を戦略会議に報告し、戦略会議で進捗状況の評価及び課題を取りまとめ、学長の総括
指揮を仰ぐ。学長は、課題改善のための新たな方策を戦略会議で検討させ、さらなる戦略展開の方針を決定す
る。学長は教授会及び年2回開催する「教育・研究集会」において、教職員及び学生と意見交換を行いなが
ら、ブランディング戦略の実現向けた教学改革に関する施策と課題の共有を図り、PDCAサイクル機能の充実化
を進める。
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研究グループが実施する研究活動については、学長統括の下、戦略会議の委員及び研究グループのメンバー
で構成する研究ブランディングワーキンググループ（以下、「研究ブランディングWG」）が2か月に1回のペー
スで計画立案と進捗管理及び評価を行ない、適宜改善の計画立案を行う。また毎年、研究支援センターは、研
究の進捗状況及び成果に関するヒアリングを「大阪医科大学研究奨励助成金における審査及び評価に関する要
領」に基づき実施する。ヒアリングは学外の者も参加可能な公開形式で行い、これらの評価を踏まえ学長が事
業予算の増減や改善方針の指示等を行う。研究活動に関する活動報告及び研究成果については本学Webに公開
し、市民によるフィードバックを受ける体制を組み健康教育の取り組みと啓蒙活動の充実化に役立てる。

事業全体については、毎年、高槻市及び高槻商工会議所とサステナビリティ構想を含む本事業全体に関する
意見交換を行い、学長が事業全体の進捗状況を把握するとともに、事業実施責任者として自己点検の参考とす
る。
外部評価として、3年目にブランディング戦略及び研究活動に関する進捗状況並びに成果の中間評価を実施
する。また、5年目に全期間を通しての達成状況及び成果の内容に関する評価を行い、本事業終了後のブラン
ディング戦略及び研究活動をサステナビリティ構想の一環として継続することの妥当性について講評を行い、
本事業に関する最終評価とする。
【外部との連携】
サステナビリティ構想をベースに、高槻市とは「健康・福祉の充実」、「健康づくり・保健」等の高槻市行
政施策の観点から、研究のフィールドとなるコミュニティと大学との橋渡しや、健康・保健に関する各種デー
タの提供や本学と共同し新たなデータベースの構築などについて連携する。また、高槻市産業界とは、共同研
究の実施及び成果の製品化等への展開、本学の研究シーズと企業が有する技術を結びつける新たな産学連携の
模索、並びに健診や健康指導などの研究活動への参画について連携する。本学、高槻市及び高槻市産業界との
連携によりブランディング戦略の実現を確実なものとする。
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５．年次計画（３ページ以内）
平成29年度

目
標

実
施
計
画

◆研究活動目標
目標①：消化器・呼吸器癌患者試料で口腔内細菌叢を解析と標準化プロトコールの確立。
目標②：各年代を対象とするコホート研究実施体制構築。先行的にパイロット調査実施。
目標③：健康状況・公衆衛生課題の「見える化」のデータベース作成に必要な手続き開始。
◆ブランディング戦略目標
目標Ａ：キックオフシンポジウムの開催し、本学の取り組みを周知し、意見交換を図り情報収
集。
目標Ｂ：パンフレット、ホームページ、SNSを活用した広報により本事業の認知度を上げる。
目標Ｃ：健康教室、食育イベントに参画し、市民の関心を高める。児童・学生を対象とした講
義や実験等のイベント実施し、本学の認知度を上げる。
◆研究活動
目標①について、健常者で既に確立したプロトコールに従い、当該疾患患者から試料を採取
し、患者を対象とした細菌叢解析の方法を確立、事業体制を整備。消化器・呼吸器癌患者各
200名の唾液試料を採取し解析する。目標達成指標は、唾液試料と患者情報を収集した患者数
で評価。
目標②について、高槻市との協力実施体制を確立し、乳幼児、児童、生徒、学生、妊婦、職域
青壮年、高齢者から、0～24歳は5歳毎に100名、25歳以上は10歳毎に100名を対象とし、サンプ
ル採取、口腔内細菌叢の解析及びアンケート調査実施。各年齢層における口腔内細菌叢の特徴
を明らかにし、生活習慣等との関連を横断的に解析。細菌叢解析は遺伝子解析的手法だけでな
く、培養法による細菌学的な解析にも活用するため、一部対象者について口腔スワブを採取し
保存。本解析によって、現在明らかとなっていない口腔内細菌叢確立のプロセスの解明を目指
す。目標達成指標は試料採取を実施した対象者数。
目標③について、高槻市と協力体制を整え、介護・健康・福祉情報や地域情報を収集し、結合
可能な情報を把握。個人で連結可能な医療費、要介護化の有無、死因について、市の協力の可
否をもって目標達成指標とする。
◆ブランディング活動
目標Ａについて、市民200名、行政30名、産業界30名を対象にキックオフシンポジウムを平成
30年1月に開催。本事業のブランディング戦略及び将来構想を説明し、意見交換を行い、事業
開始1年目における本学に対するイメージ等を把握。各ステークホルダーの目標とする参加人
数の70％以上を確保。
目標Ｂについて、高槻市民を対象に、各講座で本事業の意義や期待される市民への研究成果還
元について説明し、本学の認知度を高めるとともに、市民が研究に参画する意識を高める。年
度内に複数回の講座開催を目標とする。
目標Ｃについて、高槻市内の小学校高学年から中学及び高校生200名、市外から50名の参加者
を確保。研究活動や研究成果に関する講義や実験等を通じ、本学の活動について理解してもら
い、キャリアパスとして医療従事者や研究者を意識させるような興味、関心の向上を図る。参
加者へのアンケートで本学の認知度とイメージを把握。目標達成指標は参加した児童・生徒の
人数。
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平成30年度

目
標

◆研究活動目標
目標①：循環器系疾患患者試料で口腔内細菌叢を解析。
目標②：職域青壮年、高齢者、次世代（妊婦・乳幼児）の各コホート研究開始。
目標③：「見える化」データベース構築の準備。
◆ブランディング戦略目標
目標Ａ：高槻市産業界を対象に展示会開催。共同研究や事業化に向けた基盤構築。
目標Ｂ：パンフレット、ホームページ、SNSのアカウント作成とそれらの活用。
目標Ｃ：市民、小学校高学年、中学及び高校生の本事業への関心を高める。

実
施
計
画

◆研究活動
目標①について、患者200名から唾液を採取し解析。
目標②について、職域コホートは市内企業の勤務者、高齢者コホートは特定健康診査受診70～
74歳、次世代コホートは妊婦健診や母親教室参加者を対象にリクルート。必要なコホート対象
者数は、職域では、メタボリック症候群発生率から約2,000名、高齢者は、認知機能低下の発
生率から約2,500名、次世代コホートでは、早産・低出生体重児の発生率から母子約2,000組と
推計。対象者に唾液採取及び質問票調査等を実施。目標達成指標は参加者数。次年度もリク
ルートを継続するため、目標は必要対象者数の50%。
目標③について、昨年度収集した結合可能な情報を併合し、データベース化の準備。
◆ブランディング活動
目標Ａについて、高槻市産業界向けに展示会を開催し、研究シーズを開示。技術相談等を通じ
てニーズを把握し、共同研究や将来に向けた研究成果の事業化などAMED等外部資金獲得に繋が
る基盤を構築。目標達成指標は、共同研究や事業化に向けた計画開始。
目標Ｂについて、本事業紹介のパンフレットを10,000部作成し、高槻市及び近隣自治体、コ
ホート対象者に配布。本学ホームページ内での特設ページ開設、Facebook、LINE等を通じ、最
新情報を配信。市内全世帯に配布される「広報たかつき」に、本学と高槻市との連携に関する
記事を掲載。目標達成指標は、特設ページアクセス数2,000回。
目標Ｃについて、市民公開講座や食育イベントを実施。目標は、参加者計1,000名。昨年度に
引き続き、小学校高学年～高校生向けの講義・実験等のイベントを継続実施。
平成31年度

目
標

◆研究活動目標
目標①：糖尿病患者試料で口腔内細菌叢を解析。疾患特異的な口腔内細菌構成比の探索、細菌
叢に関する基礎医学的解析実施。
目標②：コホート研究のリクルート完了。健診データと口腔内細菌叢を横断的に解析。
目標③：「見える化」データベース構築開始。
目標④：口腔内細菌叢の改善を図る介入方法の予備的検討。
◆ブランディング活動目標
目標Ａ：シンポジウムを開催し、「高槻モデル」の認知度を高める。
目標Ｂ：市民、小学生～高校生対象の講座、口腔ケアイベント等を通じ研究成果を公開。
目標Ｃ：産学連携により、AMED等の競争的外部資金に応募。

実
施
計
画

◆研究活動
目標①について、患者200名の唾液を採取し解析。疾患特異的な細菌種の探索のため、単離・
培養、全ゲノム解析を実施。生活習慣病該当者に共通する口腔内細菌に対してバイオフィルム
形成抑制物質を発掘。このバイオフィルム形成抑制剤と併用する静菌効果を有する物質を発
掘。
目標②について、各コホートのリクルート完了。職域・高齢者コホートでは特定健診等、次世
代コホートでは1歳6か月健診や質問票郵送により追跡調査。市から異動情報等を取得。メタボ
リック症候群等と口腔内細菌叢との関連を検討し、シンポジウム等で報告。
目標③について、データベースを構築し、高槻市の健康に関する現状分析を実施。
目標④について、地域高齢者30名を対象に、口腔ケアと運動の効果を予備的に検討。
◆ブランディング活動
目標Ａについて、市民300名、行政50名、産業50名を対象に、本事業の経過並びに研究成果を
報告。「高槻モデル」構想を説明し、各ステークホルダーとの意見交換実施。本学のイメージ
や今後の展望について意見収集し、事業開始当初からの変化を把握。各ステークホルダーの目
標とする参加人数の70％以上を確保。
目標Ｂについて、昨年度に引き続き、公開講座やイベントを継続実施。目標は、当該年度イベ
ント参加者計1,000名。
目標Ｃについて、研究成果を基に、特定の細菌を検出するスクリーニングキットを企業と連携
して開発。目標達成指標は、AMED等の競争的資金への応募。
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平成32年度

目
標

◆研究活動目標
目標①：生活習慣病を有する者の口腔内細菌増殖の予防法確立。基礎的解析を実施。
目標②：各コホートの追跡調査継続。
目標③：調査データ、地理情報、行政データを用いて包括的データベース作成。
◆ブランディング戦略目標
目標Ａ：小学生～高校生を対象に、研究の進行状況や得られた研究成果を公開。
目標Ｂ：平成31年の予備的検討の成果を基に介入プログラム実施。
目標Ｃ：展示会を開催し、連携する企業や開発を目指す商品・サービスの拡大。

実
施
計
画

◆研究活動
目標①について、平成31年度に発掘を目指す生活習慣病を有する者のバイオフィルム形成抑制
物質または静菌作用を持つ物質を併用し、効率的な口腔内細菌増殖予防法を確立。同時に、細
菌と疾患・病態との因果関係について細菌学的解析、病態発症に寄与する遺伝子・タンパク質
を同定し生化学的解析等を実施。
目標②について、平成31年度から引き続き、追跡調査。異動情報などを取得。
目標③について、コホート調査対象者データ、地理情報、行政データを併合する作業を行い、
包括的データベース作成。
◆ブランディング活動
目標Ａについて、市内の小学校高学年～高校生計300名、近隣市町から100名の参加者を確保
し、本事業における研究活動や成果について紹介。本学に対する認知度をアンケートで評価。
目標達成指標は、参加者数と平成29年度からの本学に対する認知度向上。
目標Ｂについて、研究成果を基に、市民を対象として、口腔内細菌の改善が期待できる口腔ケ
アや運動介入プログラムを計1,000名に実施。目標達成指標は、介入プログラムの実施者数。
目標Ｃについて、高槻市産業界向けの展示会を開催し、平成30年度の展示会をきっかけに発展
した研究成果などを開示。技術相談等を通じて新たなニーズを把握し、共同研究実施や研究成
果の事業化などに参画する企業の規模を拡大。目標達成指標は、共同研究や事業化に向けた新
規計画の開始。
平成33年度

目
標

実
施
計
画

◆研究活動目標
目標①：職域青壮年・高齢者コホートで口腔内細菌と疾病・健康寿命との関連を検討。次世代
コホートで乳幼児の生活習慣やアレルギー疾患と口腔内細菌叢との関連を検討。
目標②：包括的データベースを用いた解析を行い、市への提言実施。
◆ブランディング戦略目標
目標Ａ：生活習慣病を有する者の特定の口腔内細菌の増殖予防に効果のある商品開発開始。
目標Ｂ：「高槻モデル」の基盤を確立し、モデルの更なる展開を図り、本学の認知度を上げ
る。
◆研究活動
目標①について、職域・高齢者コホートでは、動脈硬化、認知機能など健康寿命の関連要因を
評価。各アウトカムについて悪化有無別2群をコホート内で設定し、ベースライン時の凍結保
存唾液を用いて口腔内細菌叢を分析し、要因特異的な口腔内細菌を検討。次世代コホートは、
1歳6か月までの追跡を完了し、生活習慣やアレルギー疾患等と口腔内細菌叢との関連を検討。
3歳児健診追跡調査体制を整備。
目標②について、包括的データベースにて、高槻市の健康施策や公衆衛生対策に役立つ疫学エ
ビデンスを提示。
◆ブランディング活動
目標Ａについて、生体内で持続的かつ効果的にバイオフィルム形成予防と静菌作用を発揮する
ガーグルなどの商品開発を目指した共同研究を高槻市産業界に提示。
目標Ｂについて、シンポジウムを開催し、市民300名、行政50名、地域産業界50名を対象に
「高槻モデル」構想に基づく本学、行政、地域産業界のこれまでの事業成果を発表、意見交換
を行い、「高槻モデル」の広範な展開を図る。
高槻市及び産業界によるブランディング戦略及び研究活動に係る外部評価を実施。外部評価
は、「高槻モデル」の進捗及び5年間の研究成果について、高槻市が有する健康福祉に関する
各種数値及び産業界と本学との共同研究の件数を平成28年度と比較する。また、研究成果の製
品化に向けた取り組みの進捗状況について評価を受ける。
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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）
該当なし

