
１．概要（１ページ以内）

事業概要

　本学の現在の強みであるがんペプチドワクチン等のテーラーメイドがん治療の開発
普及を推進するとともに、新たな強みとなる潜在的シーズを発掘し、がんの新規治療
法や予防法の開発へとつなげるモデルを構築する。同時に、組織の教育研究力強化と
ＰＲ・コミュニケーション活動の強化を進め、「地域に根ざした先端研究」「地域に
根ざした医療」を実践し、地域社会経済の発展・深化及び地方創生に全学を挙げて寄
与するものである。

イメージ図

参画組織
先端癌治療研究センター、大学院医学研究科、医学部、がんワクチンセンター、大学
病院、バイオ統計センター、臨床研究支援機構、人間健康学部、大学院心理学研究科

審査希望分野 人文・社会系 　 理工・情報系 　 生物・医歯系 ○

申請タイプ タイプA 支援期間 5年 収容定員 5961人

大学名 久留米大学

主たる所在地 福岡県久留米市旭町６７

事業名 すこやかな「次代」と「人」を創る研究拠点大学へ ～先端がん治療・研究による挑戦～

久留米大学

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

学校法人番号 401002 学校法人名

【大学の将来ビジョン】（2017～2021年度） 2018年に創立90周年

１．目指す教育：世の中の多様化に順応できる実践的人材の育成

２．目指す研究：先端的研究の世界への発信、地域に根ざした研究を通じた地域への貢献

３．目指す社会貢献・地方創生：地域との連携及び産学官との連携強化

４．目指す医療：地域に根ざした医療の推進

久留米大学 すこやかな「次代」と「人」を創る研究拠点大学へ ～ 先端がん治療・研究による挑戦～

（福岡県、久留米市）

○ バイオ産業拠点推進事業「福岡バイオバレープロジェクト」

（久留米市）・・・ 「日本一住みやすいまち」の実現を目指す
○ 地方創生戦略「久留米市 キラリ創生総合戦略」

・がんワクチンなど次世代医薬品の研究開発支援

・がん治療拠点化の推進

・ 「医者の街」久留米：人口当たりの医師数・医療機関数が多い

○ 北部九州はがんの罹患率・死亡率が高い
○人口減少と高齢化が進展している

高齢化に伴い、更なるがん患者の増加が見込まれる

学術・医療の充実した「まち」

「地域の抱える課題」

【新たな強みの創出】

がんの新規診断法や治療法の創出

学内研究シーズの発掘と
応用展開のシステムを確立する

先端研究（がん治療）

【高度医療研究を支える医療人育成】
進行肝がんに対するNew FP療法が
出来る人材の育成

【研究の更なる展開】

テーラーメイドがん治療の実用化推進と

改良・次世代化を進める

医療面での支援

先端癌治療研究センターを中心とする研究所大学病院等

「高度医療都市づくり」の推進

市民のがんの予防意識の高まり

特に医学分野において高い研究力
トムソンロイター論文被引用度指数2010〜14（全国49位）
国産研究による共著論文での引用獲得率2012〜14（全国9位）

正味引用１件あたり補助金＋科研費2012〜14（私大11位）

産学連携を介し医学研究の成果を実用化する力
受託研究実施件数2015（全国28位）

特許権実施等件数2015（全国22位）

【市民への教育啓発活動】
市民に向けたがん教育・啓発活動
市民公開講座

New FP療法の全国的な普及

「人」 「先端研究」 「地域貢献」 「医療」

すこやかな「次代」と「人」を創る 大学へ

テーラーメイドがんペプチド

ワクチン等の実用化と普及

がんの新規診断法、

次世代がん治療法の創出

がん関連産業の

久留米市への進出・集積

新たなベンチャー起業

による雇用創出

子育て支援の充実した「まち」

人・地域への支援

人間健康学部（2017.4新設）・医学部等

先端医療と医療だけでは解決できない

社会的受け皿づくりのコーディネーションで支援

支え合う地域づくり

健康増進のサポート

安心して子育てができる環境整備

「地域の特性」

「久留米大学」 ＋ 日本一住みやすいまちを目指す 「久留米市」 + 先進的な課題解決地域「北部九州」の発展

Challenge &  Solution
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２．事業内容（２ページ以内）

久留米大学

（１）事業目的

背景：がん患者増が見込まれる北部九州
　「真理と正義を探求し、人間愛と人間尊重を希求して、高い理想をもった人間性豊かな実践的人材の育成を
目指すとともに、地域文化に光を与え、その輝きを世界に伝え、人類の平和に貢献することを使命とする」を
基本理念とする久留米大学（以下「本学」という）は、地域社会と密接な提携と協力関係の下、1928年の開学
以来の歴史を刻み、発展してきた。九州医学専門学校の創設、及び附属病院の開設を起点にした生い立ちの
下、特に地域における医師の養成や社会が求める人材の育成に取り組んできた。
　本学が立地する久留米市の大きな特徴は「医者の街」と言われるほど医療体制が充実していることであ
る。政令市・中核市のうち人口当たりの医師数が多く（人口10万人あたり医師数が568.5人）、病院・診療所
数も全国6位である（2012年調査）。
　本学は、創設以来、こうした久留米市をはじめとした北部九州地域の医療福祉面での発展を長く支えてき
た。医療福祉分野を中心とし、地元久留米市や福岡県といった地域社会に好影響を与えるような、学識と専
門技術に関わる教育と研究が最大の強みであり、特色である。
　一方、北部九州地域においても、今後人口減少と高齢化の一層の進展が予想されている。特に、今や国民の
2〜3人に1人が罹患するがんに関しては、全国的に見ても北部九州は死亡率が高く、特に肝がんは突出してお
り、予後がきわめて不良である。今後の高齢化に伴い、がんの問題に地域がどう向き合うかが重要な課題で
ある。

経緯：「がん征圧」に向けた戦略の推進と課題
　本学病院は、その入院患者の約5割、外来患者の約2割ががん患者であり、地域がん診療連携拠点病院とし
て北部九州におけるがん対策の中核を担っている。福岡県内のみならず近隣の北部九州各県や山口県、さら
には日本全国及び東南アジア諸国からも受診者が訪れており、がん医療及び先進的がん治療研究に対する地域
社会からの大きな期待を担い、地域との密接な連携により、がんの革新的治療法開発を推進してきた。
　本学は文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業（一般型（2003-05年度）・発展型（2006-08年
度））」、「地域イノベーションクラスタープログラム（2009-13年度）」を通じ、テーラーメイドがん治療
の中核研究機関として地域とともに歩んできた。福岡県は久留米市と連携してバイオ産業拠点推進事業「福岡
バイオバレープロジェクト」を推進し、久留米市も地方創生戦略「久留米市キラリ創生総合戦略」において
「がんワクチンなど次世代医薬品の研究開発支援」「がん治療拠点化の推進」を掲げるなど、バイオ産業の一
大拠点化を久留米地域で進めており、本学と地域とのより強力な連携が求められている。
　本学の代表的な研究組織である先端癌治療研究センター（私立大学ハイテクリサーチセンター整備事業）の
設立（1997年）をはじめとして、集学治療、緩和ケア、肝がん、肺がん、がんワクチンに特化した5つの診療
センター、医療連携・情報共有を担当する腫瘍センター、大学院がんプロフェッショナル養成コース等を設置
した。また、研究全般を支援する体制として、全国の大学に先駆け、医学・医療分野の研究で不可欠な数理学
的基盤と科学的方法論を提供するバイオ統計センターを2003年に設置し、質の高い臨床研究を支援するための
臨床研究支援機構を2015年に設置するなど、本学は「がん征圧」に向け戦略的に取り組んできている。
　こうした経緯を経て、ユニークかつ革新的な治療に向けた研究開発を進めているが、一般医療への普及とい
う点では後述のとおり課題がある。また、革新的がん治療につながる潜在的研究シーズが学内には多数存在す
るが、実地医療への応用展開に至っていないものも多く、今後の医療ニーズの増加を見込むと、地域社会か
らの期待と課題解決の間にはまだ大きなギャップが存在すると考える。

方策：個別・包摂的ケアを主導する拠点へ
　このような現状を踏まえつつ、「地域文化に光を与え、その輝きを世界に伝え、人類の平和に貢献すること
を使命とする」本学が、地域の安心・安全、そして教育研究の質に関するステークホルダーや社会の高い期待
に応えていくため、新たながん治療・予防法の開発を加速化させることが本事業の目的である。特に、本学
がビジョンでうたう「地域に根ざした研究を通じた地域への貢献」と「地域に根ざした医療」を学内で先行し
て実践する拠点、また、「実際のがん医療、がん患者に役立つこと」を突き詰め、テーラーメイド（個別最適
化）かつ包摂的なケアを全学で進めていく際の拠点の形成を志向するものである。　
　具体的には、先端癌治療研究センターを中心に、
○　現在の強みであるテーラーメイドながん治療の確立に向け、テーラーメイドがんペプチドワクチン等の
　　実用化推進と改良・次世代化を進めるとともに、
○　がんの新規診断法や治療法につながるような本学内の研究シーズの発掘と応用展開を進め、学内の資源
　　・人材を戦略的に活用しながら、さまざまな課題解決に総がかりで取り組む。
　これまでの本学での研究は、研究者個人の資質と努力に依存する形となっており、組織横断的な取り組みが
十分進んでいなかったことの反省に立ち、本事業では、学長を委員長とする研究事業実施委員会の主導の下、
前述の「福岡バイオバレープロジェクト」「久留米市キラリ創生総合戦略」に基づき、地域と緊密に連携し、
バックキャスト型の課題解決を強化する。
　また、後述するブランディング戦略を通じ、本学を支える学内の教職員の意識の変容と闊達な教育研究に
向けたモチベーションの向上を図るマネジメント、そして医療関係者から一般市民まで幅広い層を巻き込ん
だPR・コミュニケーション活動に取り組むことで、本学が有する課題解決力を最大化し、それらを総動員し
た上で、「すこやかな『次代』と『人』を創る大学」というブランドの形成を図る。
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久留米大学

　がんの革新的治療法開発は、先に述べた地域イノベーションクラスタープログラムによるがんペプチドワ
クチンの開発により飛躍的に進み、がんペプチドワクチンの実用化を担うベンチャー企業の設立、東証マ
ザーズへの上場という快挙を成し遂げ、米国でも治験を実施するレベルにある。しかしながら、医薬品実用
化に向けて本学からの継続的協力・支援が今後も重要である。
　ベンチャー等支援機関である第3セクターの株式会社久留米リサーチ・パークはバイオベンチャーにラボ
を提供しているが、動物実験施設が無く研究に支障をきたしていた。そこで、本学では地域の要望に応える
べく動物実験センターをベンチャーに開放しており、建設中の新研究棟ではラボも提供予定である。
　このように、地域のベンチャー支援に本学がより積極的に取り組み、テーラーメイドがん治療の多層的な
拠点を形成することで、地域行政の施策と相まって、がん関連産業の久留米エリアへのさらなる進出・集積
を促し、新たなベンチャー起業や雇用創出を生み、地域振興にも大きく貢献することを目指す。

成果２：がん治療に関する新たな強みの創出

成果３：高度医療研究を担える医療人材のたゆまぬ供給

成果４：学術研究都市・久留米への貢献

　先端癌治療研究センターでは、設立当初よりがんペプチドワクチンの開発研究や肝炎・肝がんの発症・進
展機序解明と新規治療法の開発・実用化展開研究を実施し、多くの実績を挙げてきている。がんペプチドワ
クチンについては、世界に先駆けてテーラーメイド（個別最適化）ペプチドワクチンを開発し、国内初の臨
床試験や厚生労働省の先進医療認定等を実現してきている。また、進行肝がんに対し、奏効率70％という極
めて高い臨床効果を有するNew FP療法（5-FUとプラチナ併用動注化学療法）を開発した。
　本学が独自に開発したテーラーメイドがんペプチドワクチン療法では、患者の生存期間延長効果が確認さ
れ、一部のがんに対しては医薬品承認の最終段階である第Ⅲ相治験の終盤に至っている。しかしながら、多
くのがん種に対し適応拡大し、高い治療効果を発揮・普及させるためにはさらなるワクチンの改良が求め
られている。また、New FP療法に対しても治療抵抗性を示す症例があり、対策が必要である。
　そこで、本事業では個々の患者のがん細胞の遺伝子変異に対応することで、高い臨床効果を目指す次世
代テーラーメイドがんワクチン、及び個々の患者の治療抵抗性機序に対応するテーラーメイドNew FP療法
を開発し、将来の薬事承認も見据えた新たなテーラーメイドがん治療への展開を推進する。

　がんをテーマとする多彩な研究が学内で行われており、がんの新規診断法や治療法につながる可能性のあ
る潜在的研究シーズが多数存在している。本事業では、学長の下の研究事業実施委員会において、それら
のシーズを発掘しつつ、がんの早期発見・診断や治療法開発、さらには予防法へと応用展開が図られるよ
う、研究の方向付けや出口戦略に向けたアドバイスや専門家紹介等といった研究マネジメントをトップダ
ウンで行い、新規診断法や治療法、予防法の開発を加速化させる。
　予備的調査によれば、国内最大規模の血液腫瘍バンク保有を背景に進められている血液腫瘍やリンパ腫に
関する研究や、炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病等）や肝炎などの炎症性疾患からの発がん機構に
関する研究が有力シーズとして挙げられており、患者血清を用いるDNA診断法や発がん予防法の開発へと結
びつくことが期待されている。

　進行肝がんに対し、本学で独自開発したNew FP療法の奏効率は70％（標準治療薬ソラフェニブだとわずか
2％）で、全生存期間の中央値も25.6ヶ月（同10.7ヶ月）と極めて高い治療成績を有している。しかしなが
ら、治療にあたる医師とコメディカルには熟練した技術が求められ、普及するには至っていない。
　そこで、本事業において治療法の汎用化のための改良・簡素化を進めつつ、全国の若手医師やコメディ
カル対象の研究会・技術講習会を久留米で開催することで、New FP療法に習熟した医師やコメディカル等
の高度医療人材を育成する。これにより、久留米大学発のNew FP療法を全国に普及させることを目指す。
　また、新たな強みの創出に携わる人材育成を目的に「臨床研究主任研究者養成ユニット/CRC・リサーチ
ナース養成ユニット」等を「未来医療研究人材養成拠点形成事業」の授業科目として開講しており、これに
加えて高校生や一般市民に対するがん教育・啓発活動を強化し、継続的な医療人材の供給を図る。

成果１：現在の強みであるテーラーメイドがん治療の確立

（２）期待される研究成果

　本学の基本理念に基づいた2017年度から2021年度までの5年間にわたる教育・研究・社会貢献・医療に関す
る将来ビジョンについて、理事長兼学長が委員長を務める「将来構想策定会議」（2016年9月～2017年3月）で
の闊達な議論を経て、次の柱からなるビジョン（大学の将来像）をとりまとめた。
１．私達の目指す教育とは、世の中の多様化に順応できる実践的人材の育成
２．私達の目指す研究とは、先端的研究の世界への発信、地域に根ざした研究を通じた地域への貢献
３．私達の目指す社会貢献・地方創生とは、地域との連携及び産学官との連携強化
４．私達の目指す医療とは、地域に根ざした医療の推進
　※２．については、前身の基本構想では「地域に根ざした先端的研究の世界への発信」としていたところ、
　　地域貢献大学としての本学の目指す理想を体現する内容に変更。

【将来ビジョン】：地域貢献の具現化を視野に

　本事業により、既に進めている研究のさらなる進展と、それらに次ぐ新たな革新的がん治療法の開発を全
学的かつ総合的に進めること、及び新たな技術の一般医療への普及を強化することが可能となる。また、現
在、人間健康学部の新設を機に、地域社会における子育て支援から健康増進、疾患予防、高度な医療の開
発・提供等に至る生涯サポートを推進する手はずを整えつつあり、これと連動することで、地域社会全体の
課題解決に貢献する。加えて、地域の課題にとどまらず、本事業を通じ創出される課題解決モデルを日本全
国、そして世界へと発信し、人類の健康・医療に貢献することを期する。具体的には以下の通りである。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

久留米大学

（１）将来ビジョンに基づく本事業の検討過程について

　本学は、創立80周年を迎えた2008年に、学内公募を通じ右のような、
学内外でのPR活動用の「コミュニケーションマーク」を定めた。久留米大学の「久」、そして“かわらない”
という意の「久」の文字をモチーフにすることで、久留米大学創立時の理念や役割の継続をうたうとともに、
豊かな人間性とグローバルな視野を体する「久」を形作るそれぞれの円が、本学のさらなる永続的な発展を表
現している。この折に、「人へ、地域へ、そして世界へ。」というスローガンも定め、地域貢献大学としての
本学のミッションと長期的な方向性について、学内構成員間で確認した。
　本学は2018年4月に創立90周年を迎える。来たる100周年に向けた歩みを盤石にするため、新理事長兼学長の
就任（2017年1月）の機会をとらえ、全学を挙げた改革に精力的に取り組んでいる。
　その礎となる、本学の基本理念に基づいた2017年度から2021年度までの5年間の教育・研究・社会貢献・医
療に関する将来ビジョンを「２．事業内容（１）事業目的」で記載したような経緯でまとめた。
　これら大学のビジョンと、ビジョンを実現する上で避けて通れない中長期の検討課題、それらの解決を
狙った中長期計画と本年度からの年次計画の着実な遂行に関して、既に学内において文書やホームページで
趣旨を広く周知し、一丸となって取り組みを進めている。これらビジョン等の内容を実現していく上では、
本学のさまざまなステークホルダーや地域社会の関係者・関係機関から広く理解を得て、本学と共に課題解決
に取り組む関係をこれまで以上に構築することが必須である。そのための新たなブランディング戦略をこの
「私立大学研究ブランディング事業」によって確立していくことを学内で確認し、本学の現在の立ち位置の
検証と今後目指すべき大学像・地域社会像の模索、そして今後の取り組みの実効性を担保するためのマネジ
メント・広報活動面での方策について、学内の教職員の参画を得ながら精力的に議論を重ねた。
　その結果、本事業を通じ「人へ、地域へ、そして世界へ。」を体現し、地域の安心・安全、そして教育研究
の質に関するさまざまな期待に応えていく取り組みを加速させるため、先端がん治療に取り組む研究の強化
（「２．事業内容（１）事業目的」で記載）と、その取り組みに好循環を与える新たなブランディング戦略
を構築していくことを、学内公募を踏まえつつ、学長のリーダーシップの下で定めた。
　本学には医学部(1928年～)、商学部（1950年〜）、法学部（1987年〜）、文学部（1992年〜）、経済学部
（1994年に商学部より改組）が存在し、本年度は新たに人間健康学部を開設した。先端がん研究以外にも本学
は多様な教育研究資源を有し、どれもが地域との関係で質の高さを誇っている。本事業においては、特色ある
研究の基軸として先端がん研究の機能強化を図りつつ、全学的な教育研究の質向上と地域の経済社会や文化
社会の発展を両立するための総合的なブランディング戦略を織り込んだ。

（２）現状分析、留意すべきステークホルダーの検討

　本学独自のイメージとブランドの詳細を設定するには、本学の相対的な立ち位置や本学がどのような社会的
評価を得ているか等をまず把握することが重要である。「２．事業内容」で触れた地域の医療・福祉への貢献
に加え、本学が地域・社会との関係で持つ強み・弱みを知るための調査・検討を次のとおり行った。
1. 本学の研究力・研究の特色に関する検証
　朝日新聞出版「大学ランキング2017」によると、本学は、「トムソンロイター論文被引用度指数2010〜14
（全国49位）」「国産研究による共著論文での引用獲得率2012〜14（全国9位）」「正味引用１件あたり補助
金＋科研費2012〜14（私大11位）」「Science掲載論文2006〜15（全国43位）」「科研費配分総額（全国95
位）」など、特に医学分野において高い研究力を有することがエビデンス上で示されている。また、文部科
学省調査「大学等における産学連携等実施状況について（2015年度）」によれば、本学は「民間企業との共同
研究に伴う１件当たりの研究費受入額」で全国の大学で16位、「受託研究実施件数」で28位、「特許権実施等
件数」で22位、「ランニングロイヤリティ収入があった特許権数」で24位となっており、産学連携を介し医学
研究の成果を実用化する点で強みを有することが明らかになっている。
2. 父母、教育関係者間での本学の認知度に関する検証　
　日経BPコンサルティングによる「大学ブランドイメージ調査2016-17（九州・沖縄・山口の55校の国公私立
大学対象）」で、イメージ調査を通じた本学の認知度の把握と分析を行っている。ブランド偏差値という考え
方を用いた順位では、本学は55大学中では14位（福岡県内21大学中では7位）で、ステークホルダー別に見る
と、有職者対象による順位では55大学中で14位、学生の父母対象による順位では22位、教職員対象による順位
では14位であった。
　同調査は49項目について調査しているが、3つのステークホルダー別に見た場合、本事業との関係で特に注
目すべき指標を次に示す。

《対有職者》（ビジネスパーソン）
＜評価の高い項目＞「問題解決能力が高い」：3位、「地域社会・文化に貢献」：5位、
「各界に多数の人材を輩出」：6位
＜評価の低い項目＞「グローバル/国際交流が活発」：37位、「キャンパスに活気がある」：36位、
「いま注目されている、旬である」：32位
《対学生の父母》（中学生以上の学生を持つ父母）
＜評価の高い項目＞「問題解決能力が高い」：6位、「高い専門性、専門知識を有する」：11位
＜評価の低い項目＞「エネルギッシュである」：45位、「チャレンジ精神がある」：38位
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　ステークホルダー別に見た結果の分析、あるいは日経BPコンサルティング社から得た講評も踏まえた検証結
果については、次の通りである。
・「問題解決能力が高い」「地域社会・文化に貢献している」「高い専門性、専門知識」等、教育・研究
力の点で他と差別化できるイメージを有している。
　＊これらは、先の朝日新聞出版「大学ランキング2017」においても、社長輩出数（全国127位）、社会福
祉士合格者数（同33位）、精神保健福祉士合格者数（同23位）、警察官採用数（同38位）、消防官採用数
（同55位）で表れている。
・全般的に本学の知名度は高く、存在は認知されていると考えられるが、本学の現在進行形のさまざまな
取り組みが活発に進んでいる印象自体は薄いと推察される。
　＊一例として、朝日新聞出版「大学ランキング2017」によれば、本学はインターンシップ参加学生数で全
国64位、留学生数で九州地区11位であり、インターンシップ参加者の就職決定率は97.8%（2016年度、本学
調べ）に及ぶなどの成果を挙げているが、「地域産業に貢献している」は九州地区で平均程度、「国際交流
が活発」、「チャレンジ精神がある」は下位と、高い評価の獲得につながっていない。

・本学の研究については、長らくタッグを組んでいる行政関係者間での理解に加え、本学サービスの利用
者や関心を持つステークホルダーに対し、比較的少人数・限定された空間における社会貢献活動を介した
コミュニケーションにより、質の高さや問題解決能力について一定の評価を得ている。
・特に医学部関係については、人材輩出力や卒業後の同窓会における人的ネットワークなどの点から、同
業者間での高い評価を得ている。
・一方、研究力を生かした大学教育については、研究力の指標ほどの評価を得られておらず、高校生や父
母、遠隔地の居住者などに伝わるような教育研究その他に関する現在進行形の状況についての発信が弱い
ことが一因ではないかと考えられる。

《対教職員》（教員、教育・研究、またはそれらに関連する企業、機関・団体勤務者）
＜評価の高い項目＞「研究施設が充実している」：4位、「他大学にはない魅力がある」：7位
＜評価の低い項目＞「グローバル/国際交流が活発」：39位、「教育機関としてのビジョンがある」38位

3. 関係団体の意向の調査
　関係団体である県商工部、市商工観光労働部、久留米リサーチ・パーク等から、本事業の関係で、大学とし
て事前にヒアリングしており、県・市が施策として掲げるがんワクチン等の医薬品開発や先端医療都市構想
への一層の期待、特にベンチャー起業・雇用創出等の点での貢献についての期待感が表明されている。
　「都市発展の主軸をこれまでの経済性、効率性を追求した拡大成長型の都市づくりから、生活空間としての
都市の形成へ移していく」（久留米市新総合計画）という趣旨に沿い、心身ともに健やかに、かつ安心して暮
らせる持続的な生活環境の維持・創造に向けて本学が担うべき役割は一層増大している。また、久留米市の
移住・定住に関わる広報活動において「健康・医療安心のまち」をPRする際、新しいがん治療法を研究する全
国有数のがん研究拠点が本学に存在することを掲げており、市の将来構想の中で本学のがん研究に対する期
待が明確に表明されている。
4. 本学によるさまざまな社会貢献活動
　本学は、特に本学医療サービスの利用者やその家族等の関係者、及び医療・健康に関心を持っている人に対
する公開講座やセミナー等を開催し、最新の研究成果の発表を含め、本学が有する知見や情報の提供に努め
ている。
　また、医療関係者に研修の機会を提供する活動等も行っている。久留米大学認定看護師教育センター
（2008年4月設置）は、密接に関連する3つのがん看護分野「がん放射線療法看護分野」「がん化学療法看護分
野」「緩和ケア分野」の専門知識や技術を習得できる施設として設置された。これにより高度専門医療の拡
大・充実を促進し、専門職としての高度な知識・技術だけでなく、多職種の連携が主軸となるがんの予防医療
にも強みを発揮するものとして、評判を得ている。さらに、久留米大学がん集学医療研究会では、1997年より
“がん・生命・医療”をテーマに、がん医療の最先端で活躍している講師を多数招き、学内外の医療者を対象
にしたセミナーを毎年開催している。今年度は24講座を開講予定である。
　このほか、まちづくりや地域経済の今後の在り方に関する双方向的なコミュニケーション、地元企業との共
同研究を題材にしたPBL授業（課題解決型授業）などの取組は、本学と社会・関係者とのさまざまなインター
フェースの創出にも寄与している。こうしたコミュニケーション活動は、本学が有する研究の内容を最も正し
くステークホルダーに伝えるとともに、本学の教育研究のレベルの向上にも貢献するものである。
5. 同窓会組織による支援の輪
　帝国データバンクをベースにした業種別社長輩出人数によると、全国の病院・診療所経営者数のいずれも本
学出身者が全国1位になっている。本学医学部を核とした全国での厚みのある医療人材ネットワークが構築さ
れている。また、「全国私立医科大学同窓会連絡会」の調査結果によれば、全国の私立医科大学29校の同窓会
組織のうち、在学生への奨学金等の経済的支援制度を実施しているのは本学を入れて9校しかなく、貸与金額
の面で本学同窓会は他を圧倒している（年額200万円まで、最長3年間）。同窓・後輩を大切にする優しさの輪
は、在校時のみならず卒業後も続くものである。

　以上を踏まえ、本学のブランディング戦略の検討に際し次のような点がポイントとなると考えた。
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　（３）ブランディング戦略の基本方針とブランドイメージ

1. 本学のブランディング戦略の基本方針
　一般に、組織としてのブランディング戦略は、
①組織が、顧客にどのような価値を提供できるのかを明らかにすること
②組織内でのあらゆる活動がそのような価値の提供に向けて展開されるよう、必要なマネジメントを実行する
こと
③組織と顧客の間で絆が結ばれ、情緒的にも強い支援やエンゲージメントを感じることができるよう、組織の
さまざまな活動に関するPR・コミュニケーションを展開すること
が肝要である。まず組織内において構成員の組織への愛着を高めることで生産性の向上を図り、組織の個性
と高い生産性が独自の価値を提供することへの期待を顧客に持たせ、顧客との信頼と共歓関係が組織の次の
モチベーションにつながるといった、正の循環作用をもたらすための、ビジョンを共有するための組織内で
のインナーブランディング活動と対外的なPR・コミュニケーション活動を組み合わせた戦略の実現が重要で
ある。
　これらをトップ・マネジメントの下で両立させながら、ブランディング戦略を進めていく必要がある。

2. 本学が浸透を図りたいブランドイメージ
　1.のような戦略上の前提を踏まえ、本学の構成員
が高い志を持って取り組む学問的活動の後押しとな
るようなブランドイメージとは何か、を検討した。
　例えば、本学が所在する久留米市など北部九州地
域においては高齢化が一層進んでいる。高齢者が心
身ともに健やかになるための医療・福祉に関わる活
動を引き続き展開していくことが、本学の社会的責
務を果たしていく前提となることは多言を要しない。
高齢化に関して、医療水準向上の視点のみならず、
高齢化が否応無しに進む社会自体に大学がどう真摯
に向き合っていくかが問われている。
　昨今、国においても、「高齢化社会への対応」の
次のフェーズとして「多世代での共生」という考え
方が提唱され、当該テーマを社会で具現化していく
ためのビジョン・課題解決に関わるさまざまな研究
が振興されている。具体的には、世代間格差の拡大、
世帯の「個・孤」化に対応したコンセプトの提示等
である。
　このように、将来の地域の在り様、どのような活
動が地域の真の発展に貢献できるのかについて､多
角的･総合的な視点でかつ真摯に洞察していく姿勢
こそが、地域貢献大学として、差別化された本学の
イメージを支えるブランド・エクイティ（ブランド
が持つ無形の資産価値）になると考えられる。　
　本学は先に述べた通り、「人へ、地域へ、そして
世界へ。」というスローガンを有し、人の形を体し
た「久」のロゴを有している。とことん「人」に
ついて考える、というのが本学のモットーであり、構成員が共有してきた価値観である。そして、がん対策
について言えば、治療だけでなく、どう予防するか、がんになった時にどう行動すべきか、患者が亡くなった
後の遺族をどう支援するか、など、「がんについて考える」のでなく「がんを通じて人を考え」、「実際の
がん医療、がん患者に役立つこと」を突き詰めることができ、そのための活動を多岐にわたり展開するため
の教育研究力を有しているのが本学の強みである。
　本学が「文医融合」を掲げ、本年4月に新しく「人間健康学部」をスタートさせた趣旨も、久留米市だけで
なく佐賀県東部を含む福岡県南地域との連携をさらに強化し、魅力ある地方の都市づくりに貢献することであ
る。超高齢社会における健康支援活動に重点を置いた既設の「健康・スポーツ科学センター」（大学附置研究
所）を、医学部の健康・スポーツ科学と融合させ、医療福祉と子育てを扱う新たな学部組織へと昇華させ、子
どもや高齢者、障害者等に対するスポーツ指導という機能も強化させ、地域貢献に総合的に取り組む人材養成
組織としての位置付けを明確にした。人間健康学部で今後展開される疾病予防・健康増進活動等と相まって、
がんを中心とした地域の医療課題、特に「人」に対する包摂的ケア・支援活動を全学的に強化し、もって、久
留米地域の持続的発展と、世界に発信できるような地域の課題解決モデルを創出することが期待できる。
　このように、どういう状態であっても「人」を支えるという、医療先進都市としての久留米が有する地域
社会としてのポテンシャルを向上させ、北部九州を含め魅力ある地方都市づくりに貢献していくことが、本
学の使命である。
　このような認識の下、本学の基本理念「真理と正義を探求し、人間愛と人間尊重を希求し」「地域文化に光
を与える」、そして、既述の通り今般新たにまとめた将来ビジョンにおける「私達の目指す研究とは、先端的
研究の世界への発信、地域に根ざした研究を通じた地域への貢献」に着想を得て、すこやかな「次代」と
「人」を創る研究拠点大学をブランドイメージとし、本事業期間を通じ内外に訴求していくこととする。

（保護者、高校生）

（卒業生）

対外的なPR・コミュニケーション活動

どのような価値の実現を重視し、社会のどのような変革像を実現したいか
に関するコミュニケーション

・研究内容・イベント紹介

と広告の連動

・大学の顔となるムービー

・学会発表、論文発表

対メディア

対社会

対学術界（ピア・レビュー）

・研修会

・公開講座、ｻｲｴﾝｽ・ｶﾌｪ

・出前授業、ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾊﾟｽ

・大学広報誌

対ステークホルダー
（医療関係者、病院利用者）

構成員の組織への愛着

価値提供に関する期待度

クロスメディア化
コンテンツを

目的・媒体・手段に

応じ多方面展開

信頼・共歓
の付与

構成員が展開するアカデミックな活動が、ステークホルダーや一般社会への
価値の提案につながるよう、組織のブランドイメージを学内で共有・醸成・発展

・本事業の状況を共有するシンポジウム

・学内ワークショップ、研究発表会

・「自分語り」を中心にした本学研究者のリレー特集

インナーブランディング活動

大学全体のブランドが表す価値観の下で
地域貢献に資する

個性的かつ良質な教育研究が展開

大学・教職員への信頼感の向上

構成員の生産性の向上

組織の次の
モチベーション
の喚起
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(1)新規に研究ブランディング事業ホームページを開設し、本事業に関わる広報活動のベースサイトとして
設定する。また、本事業の採択を契機としたシンポジウムを開催し（年1回以上）、本学ブランドイメージ
に基づく各種教育研究・社会貢献の取り組みについての特に学内での共有と理解増進を図る。シンポジウム
は、後述の重点的な学内資源配分を受けた教職員による発表会という性格も兼ねることとし、当該教職員の
モチベーション向上と学内の競争環境に好影響を与えることも企図する。
(2)本学ブランドイメージ「すこやかな『次代』と『人』を創る」を体現する研究者・研究室（＋学生）を
リレー方式で紹介し、本学の大学広報誌（年4回、各19,000部）や本学HP上のトピックス、メディア媒体等
で特集を組む。このことは、本学教職員が個別に研究に奔走している様を対外的に明らかにすることで、現
在進行形の本学の姿に関する認識を関係者と共有すると同時に、全学のテーマに沿って研究に関する「自分
語り」を教職員に行ってもらい、当該教職員における本学ブランドイメージへの理解と共感を深めてい
き、本学のブランドイメージに沿った活動を今後自主的に展開することを期するものである。

2. 対外的なＰＲ・コミュニケーション活動について
　本学での研究成果の外部への発信や各種PR・コミュニケーション活動は、個々の研究者の発意と手法に任さ
れ、大学としての戦略的取り組みはこれまで十分であったとは言えない。すなわち、研究成果の公表は学会発
表や学術専門誌への投稿等で完結し、市民公開講座や報道発表による一般市民への発信は一部の範囲でしか実
施されず、連続性も不十分であった。その結果、本学のブランド向上に貢献するような優れた研究成果が得ら
れた場合でも、学外に広く発信されず、ステークホルダーと共感する機会を生かし切れなかった可能性があ
る。また、高い研究力を生かした特色ある教育活動を展開していても、先に述べた「リアルタイムでの本学の
発信」につながらず、高校生や父母等に十分伝わっていない可能性が高い。
　以上のような反省に立ち、対外的な広報活動については、次の2つの視点から全体の活動を整理し、これら
に関わる活動を、ステークホルダーごとの観点に分けて実施していく。

　がん研究を始めとしたさまざまな本学の取り組みが認知されるよう、本学病院の利用者（将来的に利用する
ことを検討している方を含む）や、その家族の目に触れるよう、新聞、テレビ等において、以下のような情報
発信を予定している。
・新聞：地元紙での紙面展開（本学の先端がん研究特集）、九州版におけるシンポジウム形式の特集記事及び
全国版での特集記事の掲載
・テレビ：福岡の放送局における本学創立90周年特別番組のメインコンテンツとし、さらに全九州で放送され
る番組への展開等。

(2)大学広報誌の強化
・広報誌の配布先を拡大し、各2万部以上の発行へと展開を広げる。
・大学広報誌内の読み物シリーズ「健康コラム」を再編集し、病院等での多くの読者へ「特別号」として発
刊。　
・『地域を創る久留米大学の挑戦』の創刊。学長、先端癌治療研究センター所長を巻頭記事とする。
(3)「ブランディング・ムービー」の制作
　上記(2)を含めた、研究者を魅せるPR動画を作成。病院や官公庁でのオンエアやHPトップでの紹介。
(4)「市民公開講座」
　大規模(300人程度)セミナーの開催を通じ、本学の研究が地域の課題解決に向け、どのような可能性を有す
るかを広く発信。
(5)研究成果の発信
　プレスリリースや本事業のホームページにおける発表はもちろん、速やかに市民向け公開講座で取り扱うな
ど、同一コンテンツのPRを(1)～(4)のさまざまなメディアや手法を活かしクロスメディア展開する。
　＊Twitter等のSNSについては、それぞれの媒体の発表で明らかな通り20代の若者が利用者の主力となってい
るが、SNSという媒体の特質（インフォーマルな情報・発信や第三者が取り上げる情報の方が拡散しやすい）
を踏まえ、大学公式のPR活動はHPや大手メディア媒体を介したもの等に集中しつつ、既に存在し評判を得てい
る学生主体のコンテンツ等での発信を見守ることとする（随時、大学の方でも積極的に取り上げ、本学のブラ
ンディングの一つとして位置づけていく）。

①　本学の認知度を高め、大学の日常や教育研究の特色・強みを容易に把握できるための、遠隔地も視野に
入れたPR活動（非特定的で多人数、拡散的なもの）
(1)新聞・テレビ等を活用した情報発信

（４）ブランディング戦略としての具体的な取組み

1. インナーブランディング活動について
　ブランディング戦略において本学がまず重視するのは、既述の通り、本学のブランドイメージを本学の構成
員が共有しつつ、そのイメージに沿った活動を各自がやりがいを感じながら展開し、大学総体としてのパ
フォーマンスの向上と社会ニーズの充足につながるためのインナーブランディング活動である。

②　研究内容の理解を深め、質の高さと将来の可能性を感じていただくためのコミュニケーション活動（特
定的で少人数、双方向的なもの）
(1)市民を対象とした少人数セミナー等
　小規模（30人程度）対話型セミナー（サイエンス・カフェ）、市民向け大学病院見学会の開催等を通じ、
WEBや刊行物等では深くまでは知ることのできない研究の深淵、医療研究・技術の体感の機会をステークホル
ダー向けに充実する。
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3. 強い広報コンテンツの生成に向けた学内マネジメントの強化
　良質な広報活動を持続的に行っていく上では、対外的に良い評判を得ることができるような質の高い教育・
研究活動や社会貢献活動が本学教職員によって自発的に進められ、大学全体の広報コンテンツの質・量が強化
されることが必要である。研究状況や成果の状況等を踏まえつつ、表彰・褒賞の対象とするなどして「よい
研究を奨励する」文化を学内において構築する。また、本学のブランドイメージを先導するような課題解決
型の教育研究、組織横断的な研究に取り組む学内の有為な研究者に対し、重点的な資源配分を行う。

（５）ブランディング戦略の成果指標と達成目標、達成目標の進捗把握
＊以下の成果指標・達成目標について、「４．事業実施体制」において随時チェックを行う。
【インナーブランディング活動】　
①本学の教職員及び学生に対し、本学のブランドイメージに関するアンケート調査を実施し、認知度を3年以
内に50％、5年以内に80％とすることを目標とする。
②学内での本事業に関するイベントの発表者・参加者延数について、3年以内に全教員の10％が関与、5年以内
に20％が関与することを目標とする。
【対外的なＰＲ・コミュニケーション活動】
①研究ブランディング事業ホームページを開設し、開設1年目のWEBサイトアクセス数から3年目で10％の増
加、5年目で20％の増加を目標とする。WEBサイトアクセス数を年2回把握し、増減の要因を分析する。
②共同研究件数及び寄付金件数を年2回把握し、増減要因を分析するとともに、2017年度を基準として、3年目
で5％の増加、5年目で10％の増加を目標とする。
③本事業で開催するセミナー等の参加者を対象に、本学の研究に関するブランドイメージ調査を行い、2017年
度を基準として、研究に関するブランドイメージの認知度を3年目で5％の増加、5年目で10％の増加を目標と
する。セミナー等でのブランドイメージ調査分析を年2回行い増減の要因を分析する。
④日経BPコンサルティングによる「大学ブランド・イメージ調査2016-17」では、本学の「地域産業に貢献し
ている大学」についての順位が、学生の父母では第18位、教職員では第16位と低くなっていることから、3年
目と5年目に「大学ブランド・イメージ調査」行い、今後5年間かけて本学のブランド偏差値順位（第14位）と
同じ順位（第14位）を目標とする。並行して、ブランドイメージ調査上の増減要因を分析する。
⑤達成目標（数値）は掲げないが、以下の項目についてもブランディング活動の成果指標として推移を把握し
ていく。
・本学のHPへのアクセス件数（View数）の調査
・本事業に関するイベント参加者数に加え、参加者の満足度の推移をアンケート調査により確認。
・本学は、福岡市天神という人口・情報の集積地帯に、福岡サテライトを保有しており、公開講座による本学
の教育・研究のPR及び学生の就職活動の拠点となっている。2017年1月には、学長のトップマネジメントによ
り、地元大手マスコミ関係者を室長として迎え、サテライトの活用のさらなる充実化を図った。
　当該オフィスのミッションと立地を活かし、本学の教育研究内容やブランドイメージが北部九州でどのよう
にリーチしているかを定性的に検証する仕組みを構築する。後述の通り、「大学ブランディング評価会議」を
設置し、学内自己評価やマスコミ・メディア露出を介した定量調査による評価では見えにくい評価やステーク
ホルダーにおける認知状況に関する定性調査により、成果指標や達成目標の検証を行う。

(2)患者および家族向けの支援活動
　本学独自の先端がん医療や心理ケアに関する情報提供を患者のみならず家族にも行っている現在の活動を強
化し、本学の医療水準の理解向上とともに、病気になった場合に備えた安心感の向上に資する。
(3)医療従事者向け研修の開催
　高度専門医療に関する本学発の研修・講習会を通じ、本学病院のみならず北部九州地域を広くカバーする安
心・安全な医療体制の構築をサポートし、同時に本学がその核としての使命を果たす。
(4)医学部出身者に対するPR活動
　本学医学部出身者に対し、重点的に広報誌の配布等の取り組みを行う（福岡県内だけでも約250の開業医へ
の発送・配布のルートを有している）。また、同窓会等の場における現役教員・学生の発表等を強化するなど
して、本学の現在の様子をこれまで以上に詳細に伝える（寄附金獲得等も併せてねらいとする）。
(5)高校生向けの普及啓発活動
　本学の潜在的なファンと志望者の広がりを期するため、次のような活動に取り組む。
・がんの啓発に関わる高校生向け出前授業
・高校訪問時における本事業の状況・成果に関する情報提供
・がん研究に関する「ひらめき☆ときめきサイエンス」
（科研費に基づく研究成果を元に大学の研究室で行われている研究の様子を小学生（高学年）～高校生に見せ
る、日本学術振興会の事業）への参加（現在、感染症や循環器関係の研究については既に参加）
(6)医療・福祉に関する包摂的支援・地域貢献活動に係るコミュニケーション
　久留米市は、本年度新規の「子育て世代包括支援事業」で、専門的見地からワンストップで包摂的な相談支
援等を行う「くるめ親子支援センター」(仮称)を設置する。コンセプトの原案は本学教員が市に持ちかけたも
のであり、“日本一住みやすいまち・久留米”を加速させ、次世代応援を進める看板事業に発展させることが
できた。
　本学の医学部と人間健康学部において、公的機関や関係方面と今後も精力的に協議し、「文医融合」で先端
医療と社会的受け皿づくりのコーディネートを担い、実践的人材育成と地域貢献の具現化を図る。
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４．事業実施体制（２ページ以内）

久留米大学

１． 学内実施体制
　学長のもとに組織されている「研究事業実施委員会」が研究活動及びブランディング活動を含めた全体の
実施計画の策定（Plan）と、進捗確認・検証（Check）を特に行う。委員長（総合ブランディングリーダー）
は学長、委員は副学長、大学院医学研究科長、医学部長、文系学部代表学部長、先端癌治療研究センター所長
及び各部門長、バイオ統計センター所長、がんワクチンセンター長、総合企画部長（2017年4月総合企画部新
設）とする。当該委員会が示す方針の下、研究活動については「研究活動実務者会議」を中心に、ブランディ
ング活動については「ブランディング活動実務者会議」を中心に行う。
　「研究活動実務者会議」では研究活動の実施計画の策定（Plan)、実施計画に基づいた研究活動（Do)、研
究活動の進捗確認や検証（Check)と計画の軌道修正（Act)を行い、次の実施計画を策定する（年2～3回の回
転を想定）。研究活動について市との連携を緊密にするために、久留米市の新産業創出支援課長を委員に加
え、市の意向を汲んだ研究実施を可能とする体制としている。議長（研究活動リーダー）は大学院医学研究
科長、メンバーは、医学部長、先端癌治療研究センター所長及び各部門長、総合企画部長、産学官連携推進室
長、久留米市新産業創出支援課長とする。
　「ブランディング活動実務者会議」では、ブランディング活動の実施計画の策定（Plan)、実施計画に基づ
いたブランディング活動（Do)、ブランディング活動の進捗確認や検証（Check)と計画の軌道修正（Act)を行
い、次の実施計画を策定する（年2～3回の回転を想定）。議長（広報ブランディングリーダー）は総合企画部
長、メンバーは、副学長、広報編集委員長（教員）、御井学舎事務部長（文系）、医学部事務部長、広報室
長、広報室参事（新聞社出向者）、広報室課長補佐（元広告代理店勤務者）とし、本学のリソースを最大化し
つつ、効果的なPR・コミュニケーション活動を実施する体制とする。
　さらに、学長のリーダーシップによる全学的な事業の実施体制を強化することを目的として、総合ブラン
ディングリーダー（学長）を中心に、研究活動リーダー（大学院医学研究科長）と、広報ブランディングリー
ダー（総合企画部長）の3者による、ブランディングリーダー会議を定期的に開催し、緊密な連携体制を取
る。

２．研究支援体制
　産学官連携推進室に配属されている知財担当教員やURAが連携して、機関経理、技術移転、知財管理、研究
成果発信などを全面的に支援する体制を整備している。また、臨床研究支援センターでは臨床研究コーディ
ネーターや統計解析担当者などによる支援体制を整備しており、これらを本事業においても活用し、実践的な
研究成果の創出に向けた体系的な活動を期する。さらに、動物実験センターの企業へのラボ提供などにより、
研究の事業化に向け全面的に支援できる体制を2018年度より整備する。

３．学内チェック体制
　研究活動に関する学内での進捗確認や検証は、「研究事業実施委員会」と医学系研究・教育システムの将
来に関する協議会（以下「医系システム協議会」という。）にて行う。
　ブランディング活動に関する学内での進捗確認や検証は「研究事業実施委員会」にて行いつつ、全学の資源
配分その他の戦略に影響する事業であるため、事業全体に関する学内での進捗確認や検証を「大学評議会」で
も行い、鋭意実施体制を見直す。
　大学評議会は、委員長は学長、委員は副学長、学部長、学生部長、附属図書館長、大学病院長、大学院研究
科長、法科大学院院長、医学部看護学科長、各学部から教授2名、大学附置研究所及びセンターの代表1名、就
職部長、教育・学習支援センター長、大学入試実行委員会委員長からなる。

４．外部評価体制
　当該分野の専門家と事業実施に関係する福岡県、久留米市の第3セクターである久留米リサーチ・パークの
委員による「研究事業外部評価委員会」を開催して、本事業の主に研究の面で、研究成果及び測定方法、本
事業の進捗状況及び成果について、年1回点検評価を行う。委員は医学分野の外部専門家２名、福岡県商工部
新産業振興課長、久留米リサーチ・パーク事業部長を予定している。
　また、ブランディング活動については、放送局報道関係者、地元新聞編集担当者、企業関係者、本学同窓
生及び福岡サテライト室長（事務局）を委員とする「大学ブランディング評価会議」にて、定量調査による
評価では見えにくい定性調査を行うことで、成果指標や達成目標の検証を行う。

５．学外との連携体制
　研究に関しては、福岡県と久留米市が連携して推進するバイオ産業拠点推進事業「福岡バイオバレープロ
ジェクト」、久留米市が「久留米市キラリ創生総合戦略」において推進する「がんワクチンなど次世代医薬品
の研究開発支援」「がん治療拠点化推進」などの事業との連携を引き続き確保しつつ事業を推進する。
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久留米大学

学長

研究事業実施委員会

委員長（総合ブランディングリーダー）：学長

委員：副学長、大学院医学研究科長、医学部長、文系代表学部長、

先端癌治療研究センター所長、先端癌治療研究センター各部門長、

バイオ統計センター所長、がんワクチンセンター長、総合企画部長

研究活動・ブランディング活動全体の実施計画の策定、進捗確認

事業名：すこやかな「次代」と「人」を創る研究拠点大学へ 〜先端がん治療・研究による挑戦

先端研究（がん治療）

【医療面での支援】 【人・地域への支援】

医学部、人間健康学部、

大学院心理学研究科

先端癌治療研究センター、
大学院医学研究科、バイオ統計センター、
臨床研究支援機構

がんワクチンセンター

大学病院

研究活動

研究活動実務者会議

研究活動の実施計画、実施、進捗確認、軌道修正

リーダー：大学院医学研究科長

メンバー：医学部長、

先端癌治療研究センター所長、

各部門長、総合企画部長、

産学官連携推進室長、久留米市

ブランディング活動

ブランディング活動実務者会議

ブランディング活動の実施計画、実施、進捗確認、軌道修正

リーダー：総合企画部長

メンバー：副学長、広報編集委員長（教員）、

御井学舎事務部長（文系）、

医学部事務部長、広報室長、

広報室参事（新聞社出向者）、

広報室課長補佐（元広告代理店勤務者）

P

D

C

A

P

D

C

A

産学官連携推進室（知財担当教員・URA)

総合ブランディングリーダー

メンバー：医学分野の専門家２名

福岡県、
久留米リサーチ・パーク

外部評価

研究事業外部評価委員会

リーダー：学長

メンバー：副学長、学部長、
学生部長、附属図書館長、

大学病院長、他

学内チェック

大学評議会

（福岡県、久留米市）
○ バイオ産業拠点推進事業「福岡バイオバレープロジェクト」

福岡県・久留米市

（久留米市）
○ 地方創生戦略 「久留米市 キラリ創生総合戦略」
「がんワクチンなど次世代医薬品の研究開発支援」
「がん治療拠点化推進」

連携

連携

臨床研究支援センター（臨床研究コーディネーター、統計解析者)）

連携
ブランディングリーダー会議で連携

インナーブランディング活動テーラーメイドがん治療の実用化推進と改良・次世代化

がんの新規診断法や治療法の創出、応用展開 対外的なPR・コミュニケーション活動

外部評価

メンバー：放送局報道関係者、

地元新聞編集担当者、
企業関係者、本学同窓生、
福岡サテライト室長（事務局）

大学ブランディング評価会議

研究活動

に関する指導・助言
事業全体のＰＤＣＡの状況

に関する指導・助言

学内チェック

リーダー：学長

メンバー：医学部長、大学院医学研究科長、
看護学科長、医系附置研究所長、

法人理事、事務局長

医系システム協議会

ブランディング活動

に関する指導・助言
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

久留米大学

平成29年度

＜研究の目標＞
本事業の全期間を通じ、本学で独自開発され既存の強みとなっているテーラーメイドがん治療
の普及とさらなる進化を目指す。具体的には、テーラーメイドがんペプチドワクチンの実用化
推進と次世代がんワクチンの開発（プロジェクト1：Pj1）および進行肝がんに対する「New 
FP」療法の普及と個々の患者の治療抵抗性に対応するテーラーメイドNew FP療法の開発
（Pj2）を目指す。また、これらに次ぐ新たな強みの創出として、がんの新規診断法や治療法
につながる可能性のある潜在的研究シーズの発掘・育成と応用展開を目指す（Pj3）。
本年度は、
　・テーラーメイドワクチンの適応拡大のための臨床データの蓄積（Pj1）
　・次世代がんワクチンの標的分子の探索方法プロトタイプの動物モデルでの確立（Pj1）
　・最も奏効率の高い肝動注化学療法である「New FP」療法の普及（Pj2）
　・本治療に対しても抵抗性を示す肝がん細胞の形質を明らかにする（Pj2）
　・潜在的研究シーズ発掘・育成のための暫定運用システムの確立（Pj3）

＜ブランディング戦略の目標＞
・本学のブランドイメージの学内、学外への発信

＜研究の実施計画＞
Pj1：①種々のがんに対しテーラーメイドがんペプチドワクチンの医師主導臨床研究を実施す
る。②がん細胞の遺伝子変異により出現するネオアンチゲン同定法のプロトタイプを動物モデ
ルで確立する。
Pj2：①「New FP」療法を実施できる若手医師養成を開始する。2年間で少なくとも3名養成す
る。さらに、他施設からの若手医師を積極的に受け入れ、「New FP」療法を修得させる。②
「New FP」療法により肝がんが臨床的に消失ないし縮小した症例の中で肝切除術を受けた症例
を後方視的に探索し、臨床試験に組み入れる。切除肝組織内に遺残した肝がん組織およびその
周辺組織（がんニッチ）について、既知の幹細胞やがん幹細胞関連蛋白の発現解析を行い、治
療抵抗性肝がんの全体像を把握する。
Pj3：学外有識者を含むシーズ発掘・育成チームを組織するとともに、単一講座／部門で実施
されている研究シーズの中から発掘・育成するための暫定運用システムを構築する。

＜ブランディング戦略の実施計画＞
①研究ブランディング事業ホームページを開設
②研究成果の公表（プレスリリース、学会発表、大学のホームページ、市民公開講座等）を年
1回以上行い国内外に広く発信
③がん教育・啓発活動としての市民向け大学病院見学会、市民公開講座（各年1回以上）、
サイエンス・カフェ(年10回程度)等の開催
④医療従事者向け教育・普及活動を目的とした研修会の開催（年2回以上）
⑤患者・患者家族への先端がん医療等に関する情報提供・相談活動（年5回以上）
⑥がん教育・啓発活動としての高校生向け出前授業（年1回以上）
⑦本事業の独自色を各種媒体によりアピール
　・入試案内（年1回発行）大学広報誌（年4回発行）合計10万部以上発行
　・研究ブランディング事業ホームページ
　・高校訪問時の資料
⑧研究者・研究室をリレー方式で大学のホームページ等で紹介
⑨新聞・テレビ等を活用した情報発信
⑩学内シンポジウムの開催（年1回以上）

○ブランディング戦略の目標達成度の測定方法
「３．ブランディング戦略（５）ブランディング戦略の成果指標と達成目標、達成目標の進捗
把握」で示した測定方法により目標達成度を測定する。

次世代ワクチン開発（動物） 次世代ワクチン（ヒト検体） 臨床検討

若手医師養成 研究会発足
臨床試験開始

コメディカル養成

基礎解析
テーラーメイド

New FP治療応用研究

暫定システム開発 本システム開発 運用開始

テーラーメイドワクチン適応拡大試験 導出交渉開始 企業へ導出

導出交渉開始 企業へ導出パイロット②パイロット①

がんワクチン

肝がんNew FP

シーズ発掘

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

研究活動のロードマップ
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目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

平成30年度

＜研究の目標＞
・テーラーメイドワクチンの適応拡大のための臨床データのさらなる蓄積（Pj1）
・次世代がんワクチンの標的分子の効率的探索方法の動物モデルでの確立（Pj1）
・「New FP」療法のさらなる普及（Pj2）
・「New FP」療法を実施できる若手医師を2年間で少なくとも3名養成する（Pj2）
・治療抵抗性の解明：「遺残肝がん細胞」と「周辺組織」との相互作用解明（Pj2）
・複数講座で実施中のシーズから発掘・育成用暫定運用システムの確立（Pj3）
＜ブランディング戦略の目標＞
・本学のブランドイメージの学内における周知及び学外への発信

＜研究の実施計画＞
Pj1：①テーラーメイドがんペプチドワクチンの医師主導臨床研究を継続実施するとともにそ
の成果を学会及び英文査読誌に発表する。②前年度の確立した次世代ワクチン標的分子同定法
のプロトタイプの改良を行い、効率的にネオアンチゲンを同定する方法を動物モデルで確立、
その成果を学会及び英文査読誌に発表する。
Pj2：①近隣地域から「New FP」療法に興味のある若手医師を巻き込み、専門的な研究会を発
足させる。さらに前向き臨床研究の症例登録を開始する。②レーザーマイクロダイセクション
法を用いて採取した「遺残肝がん細胞」と「周辺組織」の網羅的遺伝子解析を行い、双方の生
存に必須のシグナル伝達系およびその中枢因子を同定する。これらの成果は学会発表や英文査
読誌に発表する。
Pj3：予備調査で発掘された研究の中より単一講座／部門で実施中の研究シーズ1件（悪性リン
パ腫の血清DNA診断）をパイロットスタディ①として選定し、前年度作成した暫定運用システ
ムの試験運用を開始する。
＜ブランディング戦略の実施計画＞
平成29年度の実施計画 ②から⑩に加え、健康コラムの特別号発刊、「地域を創る久留米大学
の挑戦」の創刊、ブランディング・ムービーの制作
○ブランディング戦略の目標達成度の測定方法
「３．ブランディング戦略（５）ブランディング戦略の成果指標と達成目標、達成目標の進捗
把握」で示した測定方法により目標達成度を測定する。

平成31年度

＜研究の目標＞
・テーラーメイドワクチンの適応拡大のための臨床データのさらなる蓄積（Pj1）
・ヒト臨床検体を用いたネオアンチゲン同定法の確立（Pj1）
・「New FP」療法のさらなる普及と質的深化を追求する（Pj2）
・「肝がん幹細胞」が多く存在すると考えられる治療抵抗性「遺残肝がん細胞」と「がんニッ
チ」との間に想定されるクロストークの解明（Pj2）
・暫定運用システムのパイロットスタディでの試験運用結果に基づき暫定運用システムの問題
点や課題を抽出し、システムを改良する（Pj3）
＜ブランディング戦略の目標＞
・本学のブランドイメージの学内への共有及び地域における浸透

＜研究の実施計画＞
Pj1：①テーラーメイドがんペプチドワクチンの適応拡大のための医師主導臨床研究を継続実
施し、学会及び英文査読誌に逐次発表する。②動物モデルで得られた次世代ワクチン標的分子
の効率的同定法をもとに、ヒトの臨床検体（大腸がん、食道がん等）を用いてネオアンチゲン
を同定する方法を検討する。
Pj2：①「New FP」研究会（仮称）を定着させ、遠方の他施設（慶應義塾大学、福島県立医科
大学等の実績あり）からの若手医師を積極的に受け入れ、「New FP」療法を修得させるととも
に、「New FP」療法に熟練したコメディカル（看護師、ソーシャルワーカー等）養成のための
「講習会（実技を含む）」を発足させる。②治療抵抗性「遺残肝がん細胞」と「がんニッチ」
の相互依存の関係を明らかにし、「がん幹細胞」の“アキレス腱”を同定する。成果は学会及
び英文査読誌に発表する。
Pj3：予備調査で発掘された研究の中より基礎系及び臨床系の複数講座／部門で実施中の研究
シーズ1件（炎症性腸疾患・肝炎からの発癌機構）をパイロットスタディ②として新たに選定
し、前年度に作成した暫定運用システムのもとで運用する。
＜ブランディング戦略の実施計画＞
平成29年度の実施計画 ②から⑩に加え、がんに関する「ひらめき☆ときめきサイエンス」の
実施
○ブランディング戦略の目標達成度の測定方法
「３．ブランディング戦略（５）ブランディング戦略の成果指標と達成目標、達成目標の進捗
把握」で示した測定方法により目標達成度を測定する。
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目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

＜研究の実施計画＞
Pj1：①テーラーメイドがんペプチドワクチンの適応拡大の企業への導出を完了する。②次世
代がんワクチン開発では、前年度までに確立された効率的ネオアンチゲン同定法の臨床応用に
向けて検討を開始し、規制当局との交渉を実施する。さらに、臨床試験実施計画書の作成を行
う。
Pj2：①前年度までの基礎的検討の成果を臨床にフィードバックし、例えば治療抵抗性因子お
よび治療感受性因子の組み合わせを駆使しながら、個々の肝がん患者に最適化した「テーラー
メイドNew FP」療法確立に向けた取り組みを完成させるとともにその成果を学会及び英文査読
誌に発表する。②新規治療ターゲット・治療法の開発にあたっては積極的に特許出願を行う。
Pj3：①本運用システムのもとで新規シーズを公募し、研究の育成・応用展開のための支援を
開始する。②パイロットスタディ①の成果を企業へ導出する。③パイロットスタディ②の成果
について企業への導出交渉を開始する。
＜ブランディング戦略の実施計画＞
平成29年度に記載した実施計画 ②から⑩に加え、がんに関する「ひらめき☆ときめきサイエ
ンス」の実施
○ブランディングの目標達成度の測定方法
「３．ブランディング戦略（５）ブランディング戦略の成果指標と達成目標、達成目標の進捗
把握」で示した測定方法により目標達成度を測定する。

平成32年度

＜研究の目標＞
・テーラーメイドがんペプチドワクチンの適応拡大について企業との導出交渉の開始（Pj1）
・ヒト臨床検体を用いたネオアンチゲンの効率的同定法の確立（Pj1）
・「New FP」療法普及のための医師及びコメディカル等の人材育成を継続する（Pj2）
・「肝がん幹細胞」と「がんニッチ」の相互作用の詳細を明らかにする（Pj2）
・シーズ発掘・育成のための運用システム（本運用システム）を構築する（Pj3）
・パイロットスタディ①（血清DNA診断）の成果について企業への導出交渉の開始（Pj3）
＜ブランディング戦略の目標＞
・本学のブランドイメージの学内及び地域における浸透

＜研究の実施計画＞
Pj1：①適応拡大の見込める成果について、学会及び英文査読誌に発表するとともに企業への
導出交渉を開始する。②ヒトの臨床検体を用いてより効率的にネオアンチゲンを同定する方法
を確立するとともにその成果を学会及び英文査読誌に発表する。
Pj2：①前年度設立した「研究会」「講習会」により若手医師やコメディカルの養成を行うと
ともに、広報・啓発活動を継続する。②「肝がん幹細胞」と「がんニッチ」相互作用の詳細を
検討するため、in vitroや動物実験で、双方への治療学的アプローチを考案する。また、
「New FP」療法前向き研究の中で、治療後に肝切除まで行えた症例の切除検体を用い、治療抵
抗性と感受性に関する遺伝子解析を行う。それらの成果を学会及び英文査読誌に発表する。③
前年度同様、動物モデルでの検証を継続する。
Pj3：①暫定システムで運用中のパイロットスタディの経験をもとにシーズ発掘・育成のため
の運用システム（本運用システム）を開発する。さらに、運用に必要な学内関連規程等を整備
する。②パイロットスタディ①の成果について企業への導出交渉を開始する。
＜ブランディング戦略の実施計画＞
平成29年度の実施計画 ②から⑩の実施
○ブランディング戦略の目標達成度の測定方法
「３．ブランディング戦略（５）ブランディング戦略の成果指標と達成目標、達成目標の進捗
把握」で示した測定方法により目標達成度を測定する。

平成33年度

＜研究の目標＞
・テーラーメイドがんペプチドワクチンの適応拡大の企業への導出（Pj1）
・前年度までに確立された効率的ネオアンチゲン同定法の臨床応用の準備を開始する（Pj1）
・増加する一方の進行肝がんへの強力な治療法として「New FP」療法があることを医師やコメ
ディカルなどに周知させ、「New FP」療法のhigh-volume centerとしての本学の位置づけを確
立する（Pj2）
・「肝がん幹細胞」と「がんニッチ」との相互作用を解明し、「New FP」療法の限界克服に挑
戦する（Pj2）
・シーズ発掘・育成のための運用システム（本運用システム）の運用を開始する（Pj3）
・パイロットスタディ①（血清DNA診断）の成果を企業へ導出する（Pj3）
・パイロットスタディ②（炎症性発がん）の成果について企業への導出交渉を開始する
（Pj3）
＜ブランディング戦略の目標＞
・本学のブランドイメージの学内及びより広範な地域への定着
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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）

久留米大学

本学について平成２８年度に本事業に選定された事業はなく、該当しない。
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