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平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書
１．概要（１ページ以内）
学校法人番号
大学名
主たる所在地
事業名
申請タイプ
参画組織
審査希望分野

事業概要

401013

福岡学園

学校法人名

福岡医療短期大学
福岡県福岡市早良区
口腔機能向上でイキイキ長寿社会の実現
タイプA

支援期間

5年

―話そう・食べよう・いつまでも―
収容定員

320人

歯科衛生学科、保健福祉学科
人文・社会系

理工・情報系

生物・医歯系

○

口腔機能向上からの栄養改善、運動機能および社会資源創出に関する教育研究を基
盤として、健康寿命の延伸につながる研究を推進する。これらの研究成果を、卒
前・卒後教育における人材育成、地域住民主体のコミュニティ形成支援、および学
術発表等の学会活動を通じて、ステークホルダーとの協働・評価・協力体制を構築
し、地域社会に還元することによって、口から支える健康長寿社会の実現を推進す
るブランディング事業を展開する。
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
【事業目的】
本学の建学の精神である『歯科衛生学、保健福祉学に関する専門の学術を教授・研究し、教養と良識を備え
た有能な歯科衛生士、介護福祉士を養成し、保健福祉に貢献すると共に、歯科衛生学、保健福祉学の進展に寄
与する』をふまえ、高等教育機関としての教育研究機能を最大限に活用し、これまでの実績を基に、歯科衛生
学、保健福祉学を包含した口腔医学研究を推進する。加えて、ステークホルダーへの情報発信や、協働・評
価・協力体制を強化し、社会資源としての地域人材育成により、口腔機能向上からの健康長寿社会の実現を事
業目的とする。
【取組み推進の経緯と研究テーマ】
本学は、キャンパス内にある高齢者施設を活用し、超高齢社会を支える専門職業人である歯科衛生士と介護
福祉士を養成している。この教育環境を活かし、平成18年度に選定された『特色ある大学教育支援プログラム
（特色ＧＰ）』を起点に、両学科教員による健康寿命の延伸につながる教育研究活動、すなわち1)教育プログ
ラム研究、2)口腔機能・栄養・運動に関する臨床研究、3)職能団体と連携した口腔介護セミナー、4)地域交流
事業（「おしゃべりっく会」と「かふぇもりのいえ」等）を実施し、地域社会に貢献してきた。
また、超高齢社会到来による社会情勢の変化は、地域社会の核としての新たな役割を大学に求めており、こ
れまでの歯科衛生学、保健福祉学を包含した口腔医学研究と、本学が持つ教育資源および地政学的特徴を基
に、全学的にあるべき姿を検討した。
さらに、本事業の対象（ステークホルダー）として、 1）高校生・在学生および保護者、高校教員等、
2）卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等、 3）地域住民・地域社会、 4）研究に関連する機関・企業
等、 5）学会・学術界等の５つを位置付け、これらを対象に本学のイメージや認知度についてアンケート調
査を行った。その結果、本学のイメージは「専門性が高い」、期待される役割は「人材育成」で、大学の存在
は知られているが、「研究活動について認知度が低い」こと、地域住民の「健康寿命への関心は高く、健康教
室やボランティア活動等の地域交流の要望が高い」ことなどから、本学は教育研究実績および地域活動等のノ
ウハウを有していながら、情報発信が不十分であったことが明らかとなった。
そこで、建学の精神に示される高等教育機関としての機能を活用し、地域社会の要望・ニーズに応える、本
学の特色ある教育研究活動を推進する事業を全学的に検討した。その結果、本学独自の歯科衛生学、保健福祉
学を包含した口腔医学研究を基軸として、健康長寿社会を実現する取組みを地域に展開する大学をめざし、
『イキイキ長寿を口から支える短期大学』を大学のイメージに設定した。
研究のテーマは、口腔機能の低下は食事摂取量の減少を招き、低栄養、体重減少や筋力低下、身体活動量の
低下につながることから、A.口腔機能管理に関する研究 B. 栄養改善に関する研究 C. 運動機能の維持向
上に関する研究 D. 地域住民主体の社会資源の創出に関する研究を設定し、健康寿命の延伸に資する多面的
研究を展開することとした。
【研究テーマに関連する大学の特性】
本ブランディング事業の中で、目指すべき大学のイメージである『イキイキ長寿を口から支える短期大
学』を実現するための本学の特性として、1)歯科衛生士、歯科医師、介護福祉士、社会福祉士、管理栄養士、
医師、看護師から成る多職種の専任教員を有すること、2)健康寿命の延伸に密接に関連する口腔機能、栄養
摂取、運動機能および社会参加に関する臨床研究を実践してきたこと、3)これまでに専門教育の観点から健
康寿命の延伸につながる実践教育や地域住民を対象とした複数の取組みを実践してきたこと、4)学生の主体
的学修を促すアクティブ・ラーニングの教授方法を実践してきたこと、5)キャンパス内の高齢者施設ととも
に、隣接する福岡歯科大学（歯科医師養成）と福岡看護大学（看護師養成）を教育資源として活用できること
も、特筆すべき本学の特性である。
【研究の背景】
2016年世界保健統計によると、日本人の平均寿命は84歳で世界一の長寿国である。しかしながら、健康で自
立した生活期間を示す健康寿命は約75歳で、９年間は要介護の状態であることが推測される。現在、すべての
団塊世代が75歳以上となる2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築が進められているものの、その実現の
ためには、栄養状態や筋力等の生活機能の低下を予防し、地域社会における自助互助システムの構築が喫緊
の課題である。日本老年医学会は、高齢者が要介護に陥る過程には、意図しない衰弱や筋力・活動性・認知機
能・精神活動の低下した状態を経ることが多く、その状態をフレイルと呼ぶことを提唱している。フレイル
は、生理的予備能の低下に起因した生活機能障害、要介護、死亡などの転帰に陥りやすく、さらに、認知機能
障害やうつなどの精神・心理的問題や、閉じこもりや経済的困窮などの社会的孤立を誘発するため、健康長寿
を妨げる大きな要因となる。
本学は、フレイルの予防には口腔機能の維持・向上が最も重要な因子であると考えており、歯の喪失に伴
う口腔環境の悪化や口腔機能低下が食事摂取量の減少を招き、その結果、栄養不良、体重減少や全身の筋力低
下、身体活動量の低下につながること、すなわち口腔機能低下は、要介護状態に陥る「引き金」であるとい
う仮説を立てた。以上のことから口腔機能の向上をはじめとする4つの研究テーマを設定した。
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【大学の将来ビジョン】
本学の建学の精神である『歯科衛生学、保健福祉学に関する専門の学術を教授・研究し、教養と良識を備え
た有能な歯科衛生士、介護福祉士を養成し、保健福祉に貢献すると共に、歯科衛生学、保健福祉学の進展に寄
与する。』をふまえ、1)専門学術の教授・研究、2)専門職業人の養成・輩出、3)専門学問領域の進展に寄与し
てきた。一方、超高齢社会の到来による社会状況の変化は、大学に地域社会の核としての新たな役割を求めて
おり、本学の歯科衛生学、保健福祉学を包含した口腔医学研究や教育研究資源、地政学的特徴を基に全学的に
あるべき姿を検討した。その結果、これまでの実践教育や地域住民を対象とした取組みをさらに推進し、特色
ある独自の教育研究を基軸とした健康寿命の延伸のための取組みを地域社会に展開する大学をめざし、『イ
キイキ長寿を口から支える短期大学』をブランドイメージに設定した。さらに、健康寿命の延伸につながる
多面的研究として、A.口腔機能管理に関する研究、B.栄養改善に関する研究、C.運動機能の維持向上に関す
る研究、D.地域住民主体の社会資源の創出に関する研究を推進し、研究成果を地域社会や学術界へ還元する
ことを本学の将来ビジョンとした。これらの役割・機能を活かすことで、超高齢社会及び地域包括ケア時代に
対応でき、地域社会の健康長寿の延伸につながる先進的な取組みの発展・深化に寄与していきたい。
（２）期待される研究成果
健康長寿社会の実現には、高齢者の活動能、すなわち筋力、精神活動や認知機能を維持・向上させ、要介護
状態へ移行することなく、在宅で健康に暮らす高齢者を増加させることが必須条件である。改正介護保険法で
は、新しい介護予防事業として地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う自主的・継続的な通
いの場づくりが期待されているが、未だ整備は進んでいない。そこで本学における研究をA.口腔機能管理、
B.栄養改善、C.運動機能の維持向上、D.社会資源創出に集約し、その成果を、大学周辺の地域における地域
公開講座や交流カフェで情報を発信し、住民主体の通いの場を提供すると共に、地域社会の健康寿命の延伸
に寄与することによって、本学のイメージを確立することができる。
本事業により期待される具体的な研究テーマと成果は以下の通りである。
A．口腔機能管理
1）認知機能：a.研究テーマ「認知機能を向上させる口腔ケア手技の開発」（成果：認知機能向上口腔ケア
手技を開発する）、b.「口腔関連刺激課題による認知機能向上プログラムの開発」（成果：認知機能向上口腔
ケアプログラムを開発する）
2）口臭抑制：a.研究テーマ「口臭発現の構造分析と口臭予防法の確立」（成果：口臭発現の要因分析結果
による口臭予防法を確立する）、b.研究テーマ「多機能タンパクの抗菌作用」（成果：口腔環境改善のための
多機能タンパクを開発する）
3）口腔咽頭乾燥：a.研究テーマ「安全性の高い保湿剤の開発」（成果：安全性の高い保湿剤を同定す
る）、b.研究テーマ「咽頭部の保湿作用の高いとろみ剤の開発」（成果：とろみ剤の至適粘度と保湿度を特定
する）
4）咬合力の保持：研究テーマ「歯槽骨の骨質維持の機序」（成果：ケモカインによる歯槽骨骨質維持機序
を解明する）
B．栄養改善
研究テーマ「運動器症候群予防のための在宅でできる料理の多様化」（成果：在宅でできる料理メニューを
開発する）
C．運動機能の維持向上
1）身体活動量：研究テーマ「運動器症候群予防のための生活活動量向上メニューの開発」（成果：生活活
動量向上メニューを開発する）
2）口腔運動機能：a.研究テーマ「顔面骨格形態から口腔機能低下の予測」（成果：顔面骨格形態から口腔
機能低下の予測法を開発する）、b.研究テーマ「口唇閉鎖力向上によるＱＯＬ改善」（成果：口唇閉鎖力の向
上がＱＯＬ改善に与える影響を解明する）
D．社会資源の創出
研究テーマ「地域社会における自助互助システムの構築」（成果：ボランティア人材を育成し、定着度を検
証する）
【全学的な優先課題としての適切性】
本学は、有能な歯科衛生士および介護福祉士養成を目的とし、これまで口腔医学研究を行ってきた。健康長
寿社会の実現に向けて、本学の教育研究成果の社会への還元が求められていることから、本研究活動を全学的
な優先課題とした。
【5年間の事業期間における実現可能性】
本事業の研究チームは、A.口腔機能管理グループ、B.栄養改善グループ、C.運動機能の維持向上グルー
プ、D.社会資源の創出グループで構成され、それぞれに専門の教員が配置されていること、過年度までの研
究成果として学会発表18件、論文24編（2010年～2016年）を学術発表しており、これを基盤に研究を発展させ
ることが十分可能である。
また、地域住民を対象とする地域公開講座の企画・運営は、平成18年度特色ＧＰ、平成20年度社会人学び直
しＧＰ、平成22年度大学生の就業力ＧＰ等での開催実績があり、十分に可能である。地域交流カフェの開催に
ついては、これまでの地域交流事業における毎月の出前講義の実施、コミュニティカフェの企画・運営実績か
ら十分実施する能力を有している。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
本学のブランディング戦略は、下記の３段階で取組みを進めていく。
初年次・2年次：『伝える段階』として、各ステークホルダーに対応した事業内容・成果に関する情報発信
と、発信した情報の到達度を測定し、段階ごとのPDCAを実施する。
3年次・4年次：前記の情報発信・情報到達度の測定とともに、『働きかける段階』として、各ステークホル
ダーへの多面的プロモーションと関心・共感を獲得する取組みを進め、PDCAを通じた効果的な情報発信を強化
していく。
最終年次：『将来ビジョン実現の段階』として、本事業を通じて実現が期待できる「本学の強みの明確化」と
「他大学との差別化」について点検・評価を実施する。さらに、本事業で強化できる事業体制をもとに、ブラ
ンディング戦略を充実させるため、全体のPDCAを継続していく。
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づ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。
本学の研究ブランディング事業実施委員会において、建学の精神（前述）ならびにこれまでの両学科合同の
口腔介護教育の実績を踏まえて将来ビジョンの検討を行った。その結果、これまでの実践教育や地域住民を対
象とした取組みをさらに推進し、特色ある本学独自の教育研究を基軸とした健康長寿の延伸のための取組みを
地域社会に展開できる大学を将来ビジョンに設定した。本学独自の歯科衛生学、保健福祉学を包含した口腔医
学研究を、A.口腔機能管理に関する研究、B.栄養改善に関する研究、C.運動機能の維持向上に関する研究、D.
地域住民主体の社会資源の創出に関する研究を柱に推進する。さらに、ステークホルダーに対する研究活動・
成果に関する情報発信や、地域活動、プロモーションを実施し、ステークホルダーのニーズの分析や、協働・
評価・協力体制の構築を強化し、上記将来ビジョンの実現に取組む。
このことについて、平成29年5月29日開催の第4回教授会で審議・承認され、同年6月5日の福岡学園臨時常任
役員会においても承認された。また、学内での周知については、平成29年6月14日開催予定の第5回本学教授会
において、全教職員を対象に将来ビジョンおよび独自色、本事業概要、今後の予定を周知し、学生に対しては6
月中に研究ブランディング事業実施説明会を開催し、将来ビジョン、独自色、本事業概要等を周知する予定で
ある。さらに、本事業に選定後に再度、その後の事業予定を周知する。
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）の検討内容
本事業において期待される効果を踏まえ、研究ブランディング事業実施委員会での協議の結果、以下の５つ
の群を本事業の対象（ステークホルダー）として位置付けた。
1）高校生・在学生及び保護者、高校教員等
本事業の実施により本学の教育機関としてのブランドイメージが高まることで、高校生やその保護者、高校
教員等における本学の社会的認知度は向上する。それに伴う認知度の向上は、本学への入学志望動向に結びつ
くことが想定される。
2）卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等
学生の就職先（企業、職場等）は、卒業生を職業人として受け入れ、また在学生をインターンシップ教育
（学外実習等）の実習生として受け入れている。また、企業、職場等のニーズを反映した専門教育の実施は、
本学教育の質保証にもつながる。
3）地域住民・地域社会
地域包括ケアの観点からの健康寿命の延伸に関する取組みは、本学と地域社会とのつながりの上に成立して
いる。地域住民は取組みの支援者であり、さらに、本事業の研究成果として想定している健康寿命の延伸等の
取組みの受益者にもなり得るため、本事業における重要なステークホルダーに位置づけている。さらに、教育
の機会の供給（地域の自治会会員等を対象としたセミナー等）や地域住民を対象とした公開講座等の実施を通
じた、教育・研究成果に関する情報発信の対象者である。
4）研究に関連する機関・企業等
健康寿命の延伸に関連する企業は、口腔ケア・口腔介護等の教育・研究におけるパートナーであり、それら
の機関・企業との連携は、共同研究・研究支援につながることが期待される。
5）学会・学術界等
専門教育等に関連する学会等は、本学教員の研究活動の場そのものであり、学会会員への情報発信の場にな
ることが期待される。また、本事業の研究成果に関する学術的評価を受ける機会を提供してくれる。
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③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
本事業を通じて浸透させたい本学のイメージについて、上述の②で検討した対象（ステークホルダー）ごと
に整理した。
本学が歯科と介護の両面から国民の健康寿命の延伸のための口腔機能向上研究を行っている教育機関である
というイメージを浸透させたい。このイメージが高まることにより、
1）高校生・在学生及び保護者、高校教員等
高校生やその保護者、学校関係者への歯科衛生士および介護福祉士の社会的認知度は向上する。
2）卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等
学生の就職先となる歯科および介護の現場への、来院患者および施設入所者に対する口腔機能向上支援ので
きる歯科衛生士、介護福祉士の人材供給は、現場のニーズにマッチする。
3）地域住民・地域社会
本学の研究成果を地域住民に発信し啓発する（健康教室等を開催）ことは、地域住民自身の健康寿命の延伸
につながる。
4) 研究に関連する機関・企業等
国民の健康保持に関連する機関・企業との産学官連携の強化につながる。
5）学会・学術界等
学会・学術界に浸透させることは、本事業の研究成果を学会員および広く国民への情報提供へとつなげるこ
とができる。
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3月から4月にかけて、各ステークホルダーに対し、本学のイメージ及び認知度についてアンケート
調査を行い、以下の結果を得た。
1) 高校生・在学生及び保護者、高校教員等（n=21）
「専門性が高い」（71％）、「将来性がある」（57％）というイメージが多かった。本学の認知度は高く
（100％）、また研究内容に関する認知度は約60％であった。ホームページを閲覧したことがあるものは多かっ
た（100％）。本学に期待される役割については「人材育成活動」が約50％で、専門的な人材の育成を望んでい
ることが示唆された。さらに平成28年度に行った在学生への「本学受験を検討した時に参考にした媒体につい
て」のアンケート調査結果では、「ホームページ」（57％）と「高校からの資料（大学パンフレット等）」
（54％）であったため、高校に配布した大学パンフレット等も有用であることが分かった。
2）卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等（n=38）
「専門性が高い」（69％）というイメージが多かった。本学の認知度は高く（97％）、また研究内容に関する
認知度は約70％であった。ホームページを閲覧したことがあるものは46％であった。本学に期待される役割に
ついては「人材育成活動」が66％で、専門的な人材の育成を望んでいることが示唆された。
3）地域住民・地域社会（n=53）
「地域交流が盛ん」（62％）、「明るい」（38％）というイメージが多かった。本学の認知度は高い（92％）
が、ホームページを閲覧したことがあるものは非常に少なかった（11％）。本学に期待される役割については
「健康教室などにおける教育」（70％）や「地域ボランティア活動への参加」（52％）など地域との交流を望
んでいることが示唆された。
4）研究に関連する機関・企業等（n=25）
「専門性が高い」というイメージが約90％であった。本学の認知度は約50％であり、研究内容に関する認知度
は約20％と低かった。本学に期待される役割については、「人材育成活動」が約73％で、専門的な人材の育成
を望んでいることが示唆された。
以上の結果から、1) 高校生・在学生及び保護者、高校教員等、2) 卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体
等と4) 研究に関連する機関・企業等は、研究の認知度に差はあるが、本学のイメージは「専門性が高い」、
期待される役割は「人材育成」であった。また3)地域住民・地域社会の本学のイメージは「地域交流が盛
ん」、期待される役割は「健康教室などにおける教育」であった。
平成29年5月に、本事業内容に関する意見聴取を同窓会役員2名、福岡県歯科衛生士会会員3名、福岡市歯科医
師会会員2名、高齢者介護施設施設長等2名、理学療法士2名、作業療法士1名、介護福祉士2名、地域住民6名、
日本栄養改善学会評議員1名、合計21名に行い、以下の結果を得た。
(1)事業目的について、「大変意義がある」との回答が17名、「意義がある」が4名で全員が肯定的な意見で
あった。
(2)本学の将来ビジョンについては、21名全員が「適切である」と回答した。
(3)期待される研究成果について、「十分に成果が見込める」が10名、「成果が見込める」が9名で、これらを
合わせた肯定的意見が90.5％を占めた。
(4)本事業のステークホルダーについて、21名全員が「適切である」と回答した。
(5)その他の意見として、「高齢者が生きがいを見つける手助けになる」「地域との連携が強くなる」「介護
予防の市民運動への発展を期待する」等の意見が得られた。
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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
それぞれのステークホルダーに対するアンケートの分析結果から、次のような情報発信を行うこととした。
研究ブランディング事業実施委員会において検討した結果、本事業のホームページを立ち上げ、SNSを用いて情
報を発信する。またポスターおよびリーフレットの作製および新聞への広告掲載を共通の発信手段とし、ス
テークホルダーに応じて大学パンフレットおよび学園広報誌等による情報発信を行うことにした。
1）高校生・在学生及び保護者、高校教員等
高校生・在学生はホームページの利用率が高いことから、本事業のホームページを立ち上げ、SNSで情報を発
信する。さらに高校訪問などの際に本事業の内容を掲載したリーフレット（高校生・一般向け）等を配布し、
新聞・雑誌等への広報の他、高校訪問・進学ガイダンス等での周知活動を行う。本学の役割として期待されて
いる「人材育成活動」を中心に広報する。本事業の周知により歯科衛生士および介護福祉士の社会的認知度の
向上および口腔機能向上による健康寿命の延伸の普及啓発を図る。
2）卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等
本事業のホームページを立ち上げ、SNSで情報を発信する。卒業生の就職先となる歯科医療機関、病院、福祉
施設、企業および来院患者や施設入居者に対し、口腔機能向上支援のできる歯科衛生士・介護福祉士の人材育
成に役立つ本事業の内容を掲載したリーフレット（専門職向け）を配布する。また地域公開講座を開催すると
ともに関連する職能団体である福岡市歯科医師会、福岡県歯科衛生士会および福岡県介護福祉士会等と協議の
場を持ち情報発信する。
3）地域住民・地域社会
地域住民はホームページ利用が非常に少なかったため、チラシを作製し、地域の自治協議会を通じて地域住
民へ配布する。「健康教室などにおける教育」の取組みである交流カフェや、地域公開講座を広報する。ま
た、本学の学生と地域住民をカフェ運営の協力者（ボランティア）として、近隣の住民との「地域ボランティ
ア活動への参加」の取組みである交流を行っていき、地域での口腔機能向上の普及啓発を図る。
4）研究に関連する機関・企業等
アンケート結果から研究内容に関する低い認知度に対応するため、本事業の内容をホームページを立ち上
げ、SNSで情報を発信するとともに、企業等を訪問し本事業のリーフレット（研究職向け）等を配布する。さら
に、本事業に関心を持つ機関・企業等と協議の場を持ち、産学官連携を図る。
5）学会・学術界等
日本口腔ケア学会や日本老年歯科医学会等の専門学会や歯科衛生士・介護福祉士養成の教育学会等に参加
し、本事業のリーフレットを配布する。
⑥

①～⑤の具体的工程
⑥-① 建学の精神を踏まえた将来ビジョン設定、本事業の独自色が将来ビジョン実現に向けた位置付け、学
内に周知されていること
平成29年4月19日開催の第3回研究ブランディング事業実施委員会において、建学の精神（前述）ならびに高
等教育機関としての役割、超高齢社会のニーズと地域社会における本学が担う役割、およびこれまでの取組み
（平成18～20年度”特色ある大学教育支援プログラム”事業における「口腔介護実践教室」、平成20～22年
度”社会人学び直しニーズ対応推進プログラム”での「口腔機能向上スキルアップ講座」等）の実績を踏ま
え、将来ビジョン（前述）の検討を行った。この将来ビジョンは5月29日の第4回本学教授会で審議・承認さ
れ、5月30日の第610回福岡学園常任役員会において承認された。
学内への周知については、平成29年6月14日開催予定の第5回本学教授会において、全教職員を対象に将来ビ
ジョンおよび本事業概要と今後の予定を周知し、学生に対しては6月中に研究ブランディング事業説明会を開催
し、将来ビジョン、事業概要と今後の予定を周知する予定である。さらに、本事業に選定後に再度、その後の
事業予定を周知する。
⑥-② 本事業のステークホルダーの検討について
平成29年4月19日開催の第3回研究ブランディング事業実施委員会において、本事業で期待される波及効果を
想定し、その対象を5つのステークホルダー群に分類した。
⑥-③ 事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
第2回および第3回研究ブランディング事業実施委員会において、5つのステークホルダーごとに、建学の精神
ならびに本学の特色や独自色を踏まえて自大学のイメージを検討した。第3回同委員会において、自大学のイ
メージを「イキイキ長寿を口から支える短期大学」とし、ステークホルダーごとにその必要性、期待される効
果等を検討した。
⑥-④ 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・分析内容について
平成29年3月から4月にかけて、各ステークホルダーを対象に本学のイメージや認知度等に関するアンケート
調査を実施した。その分析結果に基づき、情報発信手段を各ステークホルダーごとに検討した。平成29年5月
に、本事業内容に対する意見聴取を、同窓会役員、歯科衛生士会会員、歯科医師会会員、高齢者介護施設職
員、地域住民、学会役員に行った。
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⑥-⑤ 情報発信手段の検討
各ステークホルダーに対する情報発信手段を検討した。
1）高校生・在学生及び保護者、高校教員等
ア．ホームページ：平成29年6月下旬までに、本学のホームページに「大学の将来ビジョン」、本学のイ
メージおよび本事業の概要を、医療・保健・福祉の専門職以外の人にも理解しやすい表現で掲載し、口腔機能
向上支援による健康寿命の延伸の普及啓発を開始する。また、平成29年9月下旬までに、教員の研究活動の現状
をホームページに掲載し、30年度以降は、毎年度5人の教員が研究の成果あるいは現状を高校生・一般向けに平
易な表現による解説を掲載する。
イ．リーフレット作製：平成29年11月、本事業のリーフレット（高校生・一般向け）を作製する。平成30
年度、32年度にリーフレットの内容とデザインを見直し、作製する。
ウ．新聞、高校生向け雑誌：平成29年11～12月に新聞に本事業の記事を掲載する（1回）。翌年度以降も年
に1回、新聞に記事を掲載する。また、高校生向けの受験雑誌等に、本事業の記事を掲載する（年1回）。
エ．周知活動（高校訪問、進学ガイダンス等）：平成29年5月～6月および10月～11月に高校訪問および進
学ガイダンス等を実施し、「大学の将来ビジョン」と本事業等を紹介する。また、本事業のリーフレットを郵
送により配布する。高校教員対象オープンキャンパスにおいても同様に対応する。この取り組みは次年度以降
も継続して実施する。
オ．オープンキャンパス：平成29年7月期以降のオープンキャンパス（翌年3月まで毎月1回開催）におい
て、受験志願者および保護者に対して「大学の将来ビジョン」および本事業を紹介し、本学のイメージならび
に口腔機能向上支援による健康寿命の延伸を啓発する。また、本事業のリーフレット（高校生・一般向け）を
オープンキャンパスで配布する。この取り組みは次年度以降も継続して実施する。
2）卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等
ア．ホームページ： 1）Ａと同様。
イ．リーフレット作製：平成29年11月、本事業のリーフレット（専門職向け）を作製する。平成30年度、
32年度にリーフレットの内容とデザインを見直し、作製する。
ウ．公開講座：平成29年9月開催の公開講座において、「大学の将来ビジョン」、本事業を紹介する。この
取り組みは次年度以降も継続して実施する。
エ．職能団体との協議：毎年1回11月頃に福岡市歯科医師会、福岡県歯科衛生士会、福岡県介護福祉士会と
の協議会を開催する。また、各団体会員へのリーフレット配布を依頼する。
オ．連携施設との協議：毎年1回11月頃に連携施設との協議会を開催する。また、各施設にリーフレットを
配布する。
3）地域住民・地域社会
ア．チラシ作製：平成29年10月～11月、地域住民向けに本事業のチラシを作製し、交流カフェの開催時に
配布する。30年度以降、チラシの内容とデザインを見直し、作製する。
イ．地域公開講座の開催：平成29年12月に第1回フォーラムを開催する。次年度以降も年1回開催する。
ウ．交流カフェの開催：本学園が毎月1回開催している地域交流カフェ「かふぇもりのいえ」において、本
事業の広報活動を9月から開始する。
4）研究に関連する機関・企業等
ア．ホームページ：平成29年9月下旬までに、教員の研究現況をホームページに掲載する。
イ．リーフレット作製：平成29年11月、本事業のリーフレット（研究職向け）を作製する。平成30年度、
32年度にリーフレットの内容とデザインを見直し、作製する。
ウ．企業・研究所訪問：平成29年11月以降、企業・研究所等を訪問し、共同研究や産学官連携研究を検討
する。
5）学会・学術界等
ア．専門学会への参加回数
イ．学会でのチラシ配布実施数
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⑦

⑥の工程ごとの成果指標と達成目標
平成29年度

事
業
全
体

研
究
活
動

平成30年度

平成31年度

平成32年度

Ａ（良）評価80％
以上

平成33年度
Ａ（良）評価80％
以上

外部評価

評価委員（5名）の評価結果

自己点検評価

研究活動5項目・ブランディン
「適」である基準 「適」である基準 「適」である基準 「適」である基準 「適」である基準
グ戦略5項目：計10項目を評価
が8項目以上
が8項目以上
が8項目以上
が8項目以上
が8項目以上
基準とする。

学会発表数

0回

3回

8回

8回

8回

作成論文数

0編

0編

1編

4編

7編

1)高校生・在学生及び保護者、学校関係者等
⑥－⑤-1)ｱ

ホームページアクセス数

300件/月

300件/月

300件/月

300件/月

300件/月

⑥－⑤-1)ｲ

リーフレットの配布数

800部/年

1,000部/年

2,000部/年

1,000部/年

2,000部/年

⑥－⑤-1)ｳ

新聞掲載回 数
紙)

全面1回/年

－

全面1回/年

－

全面1回/年

⑥－⑤-1)ｴ(1)

訪問高校数

延べ300校/年

延べ300校/年

延べ300校/年

延べ300校/年

延べ300校/年

10回/年

10回/年

10回/年

10回/年

10回/年

5校5名

8校10名

10校12名

15校20名

20校25名

100名/年

110名/年

120名/年

120名/年

130名/年

300件/月

300件/月

300件/月

300件/月

300件/月

4,000部/年

4,000部/年

6,000部/年

4,000部/年

6,000部/年

(2)
(3)
⑥－⑤-1)ｵ

( 九州 全域 地方

進学ガイダンス・出前講義実
施数
教員対象オープンキャンパス
の参加校
オープンキャンパス参加者数

2)卒業生、福祉施設、医療機関、職能団体等

ィ

ブ
ラ
ン
デ
ン
グ
戦
略

⑥－⑤-2)ｱ

ホームページアクセス数

⑥－⑤-2)ｲ

リーフレット（専門職向け）
の配布数

⑥－⑤-2)ｳ

公開講座への参加者数

100名

110名

110名

120名

120名

⑥－⑤-2)ｴ

職能団体との協議会開催回数

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

⑥－⑤-2)ｵ

連携施設との協議会開催回数

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1回/年

1,000枚/年

1,000枚/年

1,000枚/年

1,000枚/年

1,000枚/年

80名/回

90名/回

90名/回

90名/回

90名/回

4回/年 150名/年

4回/年 150名/年

4回/年 150名/年

4回/年 150名/年

4回/年 150名/年

3)地域住民・地域社会
⑥－⑤-3)ｱ

チラシ作製

配布枚数

⑥－⑤-3)ｲ

地域公開講座

⑥－⑤-3)ｳ

交流カフェの開催数、
参加者数

参加者数

4)研究に関連する機関・企業等
⑥－⑤-4)ｱ

ホームページアクセス数

300件/月

300件/月

300件/月

300件/月

300件/月

⑥－⑤-4)ｲ

リーフレット（研究職向け）
の配布数

100部/年

100部/年

100部/年

100部/年

100部/年

⑥－⑤-4)ｳ

企業、研究所訪問回数

100回/年

100回/年

100回/年

100回/年

100回/年

5)学会、学術界等

⑧

⑥－⑤-5)ｱ

専門学会への参加回数

35回/年

35回/年

35回/年

35回/年

35回/年

⑥－⑤-5)ｲ

学会でのチラシ配布実施数

5学会/年

5学会/年

5学会/年

5学会/年

5学会/年

達成目標の進捗状況
自己点検評価委員会が、各成果指標に関する実施状況を3カ月ごとに収集し、目標達成率を進捗状況確認
シートによって把握する。その結果を研究ブランディング事業実施委員会に報告する。研究ブランディング
事業実施委員会は、達成率の低い項目について、改善策を検討する。

福岡医療短期大学

４．事業実施体制（２ページ以内）
本事業実施体制を、ブランディング事業全体、研究活動、ブランディング戦略についてPDCAサイクルに基づ
き記述する。
ブランディング事業全体
本事業は、学長のリーダーシップの下に両学科が総力を挙げて研究ブランディング事業を展開できるように
「福岡医療短期大学研究ブランディング事業実施委員会」を設置するとともに、既存の自己点検評価委員会
を活用して、計画・実施・評価・改善のPDCAサイクルを稼働させる。研究ブランディング事業実施委員会で
は、事業実施の方針、研究費、広報・普及費等の執行・管理、研究支援体制の整備等について審議・決定を行
う（Ｐ・Ｄ）。委員会は、学長、学科長2名、教授2名、准教授2名、講師2名、事務局次長、事務課長の計11名
で構成される。自己点検評価委員会は、研究活動、ブランディング戦略を毎年度評価し、研究ブランディング
事業実施委員会に報告する（Ｃ）。また外部評価のための資料を作成する。平成31年度と平成33年度に、中間
年度評価および最終年度評価を外部評価委員会によって実施する（Ｃ）。外部評価委員は、ステークホルダー
である1)受験生・在学生及び保護者、学校関係者等、2)卒業生、福祉施設・医療機関、職能団体等、3)地域住
民・地域社会、4)研究に関連する機関・企業等、5)学会・学術界等の代表者で構成する。研究ブランディング
事業実施委員会は、自己点検評価委員会ならびに外部評価委員会からの報告を受け、事業の改善を図る
（Ａ）。
研究活動
研究活動は、A.口腔機能管理チーム【責任者：力丸哲也（歯科衛生学科教授）】、B.栄養改善チーム【責
任者：中園栄里（保健福祉学科講師）】、C.運動機能の維持向上チーム【責任者：升井一朗（歯科衛生学科
教授）】、D.社会資源の創出チーム【責任者：古野みはる（保健福祉学科准教授）】の4チームで行う（Ｐ・
Ｄ）。
各研究活動における目標達成度の評価は、自己点検評価委員会が、年次計画に記載した各研究に対する達成
指標（被験者数、測定数、統計解析、学会発表、論文作成等）に基づいて、研究活動進捗状況確認シートによ
り3カ月ごとに実施し、研究ブランディング事業実施委員会に報告する（Ｃ）。各研究チームは、研究ブラン
ディング事業実施委員会の指導に基づき、必要に応じて研究計画を見直す（Ａ）。
ブランディング戦略
研究ブランディング事業実施委員会は、情報発信（ホームページ、リーフレット作製、周知活動、公開講
座、職能団体との協議、企業・研究所訪問、学会発表および論文掲載）および地域活動（地域公開講座、交流
カフェ等）における成果指標および達成目標を設定する（Ｐ）。その成果指標および達成目標に基づいて、本
学の将来ビジョン、ブランドイメージおよび本事業の概要を５つのステークホルダーに対して、情報発信なら
びに地域活動を行う（Ｄ）。自己点検評価委員会は、各成果指標に関する実施状況を3カ月ごとに収集し、目
標達成率をブランディング戦略進捗状況確認シートによって把握し、研究ブランディング事業実施委員会に
報告する（Ｃ）。研究ブランディング事業実施委員会は、達成率の低い項目について改善策を検討し、当該年
度の実施計画に反映させ、ＰＤＣＡサイクルを回転させる（Ａ）。外部団体との協働は、研究ブランディング
事業推進協議会（在学生、保護者、卒業生、職能団体、企業、地域住民、学会等の代表者で構成）を設置し、
年1回開催する。

ブランディング事業全体

研究ブランディング事業実施委員会
P・A
ブランディング戦略
研究ブランディング事業実施委員会
P・A

研究活動

自己点検評価委員会
（毎年度）
外部評価委員会
（H31, 33年度）
C

各研究チーム
P・A

研究活動
D

自己点検評価
委員会

自己点検評価委員会
（ブランディング戦略
進捗状況）

(研究活動進捗状況)
C
情報発信
地域活動
D

C

ブランディング戦略
D

研究ブランディング
事業推進協議会
ブランディング事業全体の事業実施体制

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【評価指標：研究進捗状況確認シート】
A.口腔機能管理：認知機能、口臭抑制、口腔咽頭乾燥、咬合力の保持に関する研究テーマに
おいてデータ解析先行研究等を実施する【評価指標：データ収集件数・データ解析件数】
B.栄養改善：栄養摂取状況と運動器症候群との関連の横断研究【評価指標：データ収集件
数】
C.運動機能の維持向上：生活実態活動量の把握と口腔筋機能療法の測定基準の決定、口腔機
能顎顔面骨格の計測及び口腔筋機能療法の測定基準の決定【評価指標：データ収集件数】
D.社会資源の創出：ボランティア参加への意識調査【評価指標：データ収集件数】
ブランディング戦略【評価指標：ブランディング戦略進捗状況確認シート】
本事業を通じて浸透させるための情報発信を、５つのステークホルダーごとに実施する。そ
の成果指標及び達成目標を「ブランディング戦略」⑦に記載した項目に設定する。【評価指
標：ホームページアクセス数、リーフレットを作製・配布数、新聞、高校生向け雑誌に掲載回
数、訪問高校数、進学ガイダンス・出前講義実施数、教員オープンキャンパスの参加校数、
オープンキャンパスの参加者数、公開講座の参加者数、職能団体との協議開催数、連携施設と
の協議開催数、地域公開講座の参加者数、交流カフェの参加者数、企業、研究所訪問回数】
研究活動：以下の計画を実施し、各研究活動の目標達成度の測定・評価は、研究進捗状況確認
シートを用いて3カ月ごとに研究ブランディング事業実施委員会にて実施する。
A.口腔機能管理：認知機能（歯肉マッサージ手技に関連する研究【データ解析15名分以
上】、舌運動【データ解析5名分以上】）、口臭抑制（口臭の測定及び口腔乾燥要因の探求
【データ収集10名分以上】、多機能タンパクの抗菌作用【データ収集3件以上】）、口腔乾燥
（保湿性食品・植物性増粘多糖体の検討【データ収集8件以上】）、咬合力（ケモカインの解
析【データ収集5件以上】）、B.栄養改善：栄養摂取状況と運動器症候群との関連の横断研究
【データ収集20名分以上】、C.運動機能の維持向上：生活実態活動量の把握【データ収集10名
分以上】、口腔筋機能療法の測定基準決定【データ収集15名分以上】、口唇閉鎖力の測定基準
の決定【データ収集15名分以上】、D.社会資源の創出：ボランティア参加への意識調査【デー
タ収集80名分以上】
ブランディング戦略：事業内容・成果に係る情報発信は「ブランディング戦略」⑥に記載した
内容を行うとともに、情報到達度を見るためにアンケート調査等を実施する。1)～5)の各ス
テークホルダーごとの目標に対する達成指標は「ブランディング戦略」⑦に記載した「達成目
標」とし、研究ブランディング事業実施委員会にて進捗状況確認シートを用いて年度末に評価
する。自己点検評価委員会を開催し、PDCAサイクルに基づき評価し、次年度に反映させる。
平成30年度

目
標

実
施
計
画

研究活動【評価指標：研究進捗状況確認シート】
A.口腔機能管理：平成29年度に引続きデータ測定及び解析等を実施する【評価指標：データ
収集件数・データ解析件数】
B.栄養改善：運動器症候群予防のための食材・料理の検討【評価指標：データ解析件数】
C.運動機能の維持向上：効果的活動量モデルの検討及び口腔機能顎顔面骨格の計測【評価指
標：データ収集件数】
D.社会資源の創出：ボランティア養成ワークショップ開催【評価指標：データ収集件数】
ブランディング戦略【評価指標：ブランディング戦略進捗状況確認シート】
本事業を通じて浸透させるための情報発信を、５つのステークホルダーごとに実施する。そ
の成果指標及び達成目標を「ブランディング戦略」⑦に記載した項目に設定する。
研究活動：以下の計画を実施し、各研究活動の目標達成度の測定・評価は、研究進捗状況確認
シートを用いて3カ月ごとに研究ブランディング事業実施委員会にて実施する。
A.口腔機能管理：認知機能（ブラッシング刺激の研究【データ収集15名分以上】、舌運動
【データ収集15名分以上】）、口臭抑制（口臭の測定及び口腔乾燥要因の探求【データ収集10
名分以上】、多機能タンパクの抗菌作用【データ収集4件以上】）、口腔乾燥（選択した保湿
性食品・植物性増粘多糖体の粘度と保湿度の測定【データ収集9件以上】）、咬合力（ケモカ
インの解析【データ収集5件以上】）、B.栄養改善：運動器症候群予防のための食材・料理の
検討【評価指標：データ解析10件以上】、C.運動機能の維持向上：効果的活動量モデルの検討
【データ収集10名分以上】、口腔機能顎顔面骨格の計測【データ収集15名分以上】、口唇閉鎖
力の測定【データ収集15名分以上】、D.社会資源の創出：ボランティア養成ワークショップの
12月開催【データ収集80名分以上】
ブランディング戦略：事業内容・成果に係る情報発信は「ブランディング戦略」⑥に記載した
内容を行うとともに、情報の到達度を見るためにアンケート調査等を実施する。1)～5)の各ス
テークホルダーごとの目標に対する達成指標は「ブランディング戦略」⑦に記載した「達成目
標」とし、研究ブランディング事業実施委員会にて進捗状況確認シートを用いて年度末に評価
する。自己点検評価委員会を開催し、PDCAサイクルに基づき評価し、次年度に反映させる。

平成31年度

目
標

実
施
計
画

研究活動【評価指標：研究進捗状況確認シート】
A.口腔機能管理：認知機能、口臭抑制、口腔咽頭乾燥、咬合力の保持に関する研究テーマに
おいてデータ解析と論文投稿を行う。【評価指標：データ収集件数・データ解析件数】
B.栄養改善：運動器症候群予防のために在宅でできる料理の介入研究【評価指標：データ収
集件数】
C.運動機能の維持向上：生活活動量向上メニューの検証及び口腔機能顎顔面骨格の検証【評
価指標：データ収集件数】
D.社会資源の創出：ボランティア組織化を実施検証する【評価指標：システム構築数2件】
ブランディング戦略【評価指標：ブランディング戦略進捗状況確認シート】
本事業を通じて浸透させるための情報発信を、５つのステークホルダーごとに実施する。そ
の成果指標及び達成目標を「ブランディング戦略」⑦に記載した項目に設定する。
事業全体【評価指標：外部評価委員の評価結果】
外部評価委員会によりブランディング事業の中間評価を実施する。
研究活動：以下の計画を実施し、各研究活動の目標達成度の測定・評価は、研究進捗状況確認
シートを用いて3カ月ごとに研究ブランディング事業実施委員会にて実施する。
A.口腔機能管理：認知機能（ブラッシング刺激の研究【データ収集15名分以上】、舌運動
【データ収集20名分以上】）、口臭抑制（口臭の解析【データ解析20名分以上】及び口腔乾燥
要因の探求【データ収集20名分以上】、多機能タンパクの抗菌効力の評価【データ解析4
件】）、口腔乾燥（選択した食品の保湿性測定・植物性増粘多糖体の経時的変化の測定【デー
タ収集9件以上】）、咬合力（ケモカインとその受容体の解析【データ収集5件以上】）、B.栄
養改善：運動器症候群予防のために在宅でできる料理の介入研究【評価指標：データ収集20名
分以上】、C.運動機能の維持向上：生活活動量向上メニューの先行研究【データ収集5名分以
上】及び口腔機能顎顔面骨格の計測【データ収集15名分以上】、口腔筋機能療法の実施前後の
口腔環境及び口唇閉鎖力の測定【データ収集15名分以上】、D.社会資源の創出：ボランティア
組織化を実施検証する【システム構築数2件】
ブランディング戦略：事業内容・成果に係る情報発信は「ブランディング戦略」⑥に記載した
内容を行うとともに、情報の到達度を見るためにアンケート調査等を実施する。1)～5)の各ス
テークホルダーごとの目標に対する達成指標は「ブランディング戦略」⑦に記載した「達成目
標」とし、研究ブランディング事業実施委員会にて進捗状況確認シートを用いて年度末に評価
する。自己点検評価委員会を開催し、PDCAサイクルに基づき評価し、次年度に反映させる。
事業全体：研究ブランディング事業外部評価委員会による、平成29～31年度の外部評価を実施
する【Ａ評価委員の割合80％以上】。

平成32年度

目
標

研究活動【評価指標：研究進捗状況確認シート】
A.口腔機能管理：認知機能、口臭抑制、口腔咽頭乾燥、咬合力の保持に関する研究テーマに
おいてデータ解析【評価指標：データ収集件数・データ解析件数】
B.栄養改善：運動器症候群予防のために在宅でできる料理の介入研究の追跡調査【評価指
標：データ追跡率】
C.運動機能の維持向上：生活活動量向上メニューの介入研究及び口腔機能顎顔面骨格及び口
唇閉鎖力のデータ解析【評価指標：データ収集件数・データ解析件数】
D.社会資源の創出：ボランティア組織化を実施検証する【評価指標：データ解析件数】
ブランディング戦略【評価指標：ブランディング戦略進捗状況確認シート】
本事業を通じて浸透させるための情報発信を、５つのステークホルダーごとに実施する。そ
の成果指標及び達成目標を「ブランディング戦略」⑦に記載した項目に設定する。
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研究活動：以下の計画を実施し、各研究活動の目標達成度の測定・評価は、研究進捗状況確認
シートを用いて3カ月ごとに研究ブランディング事業実施委員会にて実施する。
A.口腔機能管理：認知機能（ブラッシング刺激の再検証【データ解析20名分以上】、舌運動
の再検証【データ解析30名分以上】）、口臭抑制（口臭に関する横断研究【データ解析20名分
以上】、多機能タンパクの口腔内細菌抗菌作用の評価【データ収集12件以上】）、口腔乾燥
（保湿性食品の保湿成分分析・複数の増粘多糖体の相互作用【データ収集11件以上】、咬合力
（ケモカインとその受容体の解析【データ分析5件以上】）、B.栄養改善：運動器症候群予防
のために在宅でできる料理の介入研究の追跡調査【評価指標：データ追跡率50％以上】、C.運
動機能の維持向上：生活活動量向上メニューの介入研究【データ収集10名分以上】、口腔機能
顎顔面骨格の分析【データ解析45名分以上】、口腔筋機能療法と口唇閉鎖力との関連性につい
てデータ解析【データ解析45名分以上】、D.社会資源の創出：ボランティア組織化の検証・評
価【データ解析2件】
ブランディング戦略：事業内容・成果に係る情報発信は「ブランディング戦略」⑥に記載した
内容を行うとともに、情報の到達度を見るためにアンケート調査等を実施する。1)～5)の各ス
テークホルダーごとの目標に対する達成指標は「ブランディング戦略」⑦に記載した「達成目
標」とし、研究ブランディング事業実施委員会にて進捗状況確認シートを用いて年度末に評価
する。自己点検評価委員会を開催し、PDCAサイクルに基づき評価し、次年度に反映させる。

平成33年度
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研究活動【評価指標：研究進捗状況確認シート・研究活動報告書】
A.口腔機能管理：認知機能向上口腔ケア手技の開発【開発手技数】、認知機能向上プログラ
ムの構築【開発プログラム数】、口臭予防法の確立【予防法】および多機能タンパクの口腔内
細菌抗菌作用の評価【評価菌種数】、安全性の高い保湿成分の同定【保湿成分】、咽頭部に用
いるとろみ剤の至適条件の決定【至適条件】、ケモカインによる歯槽骨骨質維持機序解明【推
測経路数】
B.栄養改善：運動器症候群予防のために在宅でできる料理数の検証【評価指標：料理数】
C.運動機能の維持向上：生活活動量向上メニューの検証【評価指標：メニュー数】、口腔機
能顎顔面骨格・口唇閉鎖力の影響の検証【評価指標：予測式】
D.社会資源の創出：ボランティア人材育成の定着度の検証【評価指標：構築システム数】
ブランディング戦略【評価指標：ブランディング戦略進捗状況確認シート】
本事業を通じて浸透させるための情報発信を、５つのステークホルダーごとに実施する。そ
の成果指標及び達成目標を「ブランディング戦略」⑦に記載した項目に設定する。
事業全体【評価指標：外部評価委員の評価結果】
外部評価委員会によりブランディング事業の最終年度評価を実施する。
研究活動：以下の計画を実施し、各研究活動の目標達成度の測定・評価は、研究進捗状況確認
シートを用いて3カ月ごとに研究ブランディング事業実施委員会にて実施する。
A.口腔機能管理：認知機能向上口腔ケア手技の開発【開発手技1件以上】、認知機能向上プロ
グラムの構築【開発プログラム1件以上】、口臭予防法の確立【予防法1件以上】および多機能
タンパクの口腔内細菌抗菌作用の評価【評価菌種4種以上】、安全性の高い保湿成分の同定
【保湿成分1件以上】、咽頭部に用いるとろみ剤の至適粘度と保湿度の特定【至適条件1件】、
ケモカインによる歯槽骨骨質維持機序解明【推定経路数2件以内】、B.栄養改善：運動器症候
群予防のために在宅でできる料理の検証【評価指標：料理数10件以上】、C.運動機能の維持向
上：生活活動量向上メニューの検証【評価指標：メニュー数3件以上】、口腔機能顎顔面骨
格・口唇閉鎖力の影響の検証【評価指標：予測式2件】、D.社会資源の創出：ボランティア人
材育成の定着度の検証【評価指標：構築システム数1件以上】
ブランディング戦略：事業内容・成果に係る情報発信は「ブランディング戦略」⑥に記載した
内容を行うとともに、情報の到達度を見るためにアンケート調査等を実施する。1)～5)の各ス
テークホルダーごとの目標に対する達成指標は「ブランディング戦略」⑦に記載した「達成目
標」とし、研究ブランディング事業実施委員会にて進捗状況確認シートを用いて年度末に評価
する。自己点検評価委員会を開催し、PDCAサイクルに基づき評価し、次年度以降の事業に反映
させる。
事業全体：研究ブランディング事業外部評価委員会による、平成29～33年度の外部評価を実施
する【Ａ評価委員の割合80％以上】。
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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

