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 本事業は，腸内環境制御により人類の健康増進を図ろうというものであり，腸内細
菌叢の構成異常（dysbiosis）が関与する病態進展のメカニズムを明らかにするとと
もに，生活習慣の一つである食を介して疾病発症を予防しようとするものである。
本事業は国民の健康に多大に貢献するもので，将来ビジョンおよびブランドコンセ
プト「微生物と農医連携で人類の健康に貢献する北里大学」を世界に発信する事業
である。
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２．事業内容（２ページ以内）

北里大学

（１）事業目的

（２）期待される研究成果

自大学，外部環境，社会情勢に係る現状・課題分析  

現代社会において，乳幼児から成人，高齢者に至る身体の健康を脅かす要因として，食生活を含めた生活習慣があ

る。医療という観点に加えて，食を含めた生活習慣の重要性を強く認識する必要がある。本事業では「健康寿命の延

伸」を目指した新しい研究領域の創出を目指す。これまで本学は学内共同研究助成制度で食と健康に関連する研究課

題をサポートしてきた。本事業を好機として捉え，食と健康を対象とする研究課題を全学横断的な学際領域としてさ

らに発展させ，ブランディング事業と位置付け推進する。 

現状・課題分析を踏まえた事業目的  

 本事業では未解決の課題を対象に，農医連携という新しい学際領域を成熟させ，「食を介した腸内細菌叢制御によ

り健康社会を構築すること」を最大の目的としている。具体的な主要目的は，１）多様かつ複雑な腸内細菌叢のバラ

ンスが維持される要因とその意義を明らかにすること，２）腸内環境の状態を評価するために便中ペプチドの網羅的

解析（ペプチドミクス）を進め，腸内環境特異的ペプチドを見出すといった新しい診断技術開発にも挑戦すること，

３）特定の腸内細菌が疾患発症の原因となっているかを検討し，食品成分やビフィズス菌などのプロバイオティクス

を利用した腸内細菌叢制御による疾病予防の可能性を評価すること，４）抗生物質と漢方薬の腸内細菌由来水素ガス

産生と炎症疾患治療に及ぼす影響とプロバイオティクス併用効果を調べることであり， 4 チームが連携し実施する。

本事業では全学横断的に多種類の病態モデル解析を行い，食を介した疾病の予防という視点に焦点を当てる点に大き

な特色がある。最終的には，成果をもとにヒトにおける臨床研究を推進するとともに，新しい機能性食品の開発や漢

方薬の利用拡大につなげる。得られたこれらの実用化研究の成果は，国内外へ積極的に情報発信していく。また，本

事業を通して分野を超えて俯瞰的視点を持つ国際的に有為な専門職業人を育成することも目標としている。本学は，

微生物学領域の研究を世界的にリードしてきた実績を有しており，この実績を腸内細菌叢の解析に反映させるととも

に，農医連携を突破口として，他大学には見られない極めて独自性の高い研究を推進する。 

将来ビジョンとの整合性 

本事業を通して，北里大学の独自色を情報発信するためのブランドとして「微生物と農医連携で人類の健康に貢献

する北里大学」を打ち出した。このブランドは，日本細菌学の父であり北里大学の学祖北里柴三郎が「医道論」の中

で「病を未然に防ぐのが医道の基本である」と述べ，「そのためには環境を配慮した予防が重要である」との考えを

受け継ぎ反映させたものである。すなわち，健康社会の構築を実現するためには，専門分野横断的な視点が必要であ

り，食や環境を象徴する「農」と人の疾病の予防に寄与する「医」の連携という新たな学際領域を創出することで，

究極の目的である疾病の予防を達成できるとの考えに至った。このように本事業は学祖北里柴三郎の精神を引き継ぎ，

またあらたな学際領域の成熟を目指すことや新しい技術開発に挑む中で健康社会の構築を目指すものであり，「生命

科学のパイオニアとして，国際的にも有為な人材を育成し，教育・研究・医療診療の成果を社会に還元すること」と

している北里大学の将来ビジョンとの整合性は取れている。 

北里大学の将来ビジョン 

学内で共有されている将来ビジョンは「生命科学のパイオニアとして，国際的にも有為な人材を育成し，教育・研

究・医療の成果を社会に還元すること」としており，「北里精神の継承」，「実学の尊重・社会貢献」，「総合力・複眼

的視点を持った人材の育成」「自校教育・母校愛」を柱としている。 

期待される研究成果，貢献・寄与する範囲の明確さ，全学的な優先課題としての適切性 

現在，腸内細菌叢の乱れあるいは多様性の低下，すなわち”dysbiosis”に起因するアレルギー発症，肥満，炎症，自

己免疫異常，さらに酸化ストレス亢進に伴う種々の疾患に関して世界レベルで注目が集まっており，本領域の研究を

優先的に推進することに関して学部・研究科横断的な学内共同研究補助事業である AKPS（All Kitasato Project Study）

にも採択され，全学的にもコンセンサスは十分に得られている。本事業へは全学から 14 グループが参画して実施され

るため，多様な病態モデル解析を供試することと臨床研究が可能となり，腸内細菌叢の dysbiosis 状態が新たな疾患の

発症に寄与していることを証明できる。また，これらの疾患を食により発症前に予防することができれば，医療費の

抑制に直結し社会的・経済的効果は計り知れない。また，本事業の学術的な価値は，複雑な生態系をなす腸内細菌叢

のバランス（恒常性）はどのように維持されるのか，正常な腸内細菌叢とは？といった根本的な疑問に細菌学的視点

と免疫学的視点から解決に向け果敢にチャレンジする点にある。最近，バランスのとれた腸内細菌叢を構成する一部

の細菌は，腸管に局在する免疫細胞や腸管バリアに寄与する細胞など異種細胞とクロストークを行い，宿主の生体恒

常性の維持に貢献していることが示唆されている。一方で，腸内細菌叢の構成異常「dysbiosis」と呼ばれる状態にな

ると生体恒常性が破たんし，様々な疾病を惹起する要因となる可能性が示されている。このように，腸内細菌と宿主

細胞間において多様な情報伝達因子の存在が必須であり，その一部がペプチド性因子である可能性は非常に高い。 

 

これまで，便中ペプチドの網羅的解析をダイレクトに行った例はない。腸内環境を反映した新たなペプチドを見いだ

すことができれば診断薬として利用でき医療の面でも大きく貢献できる。本事業では腸内細菌叢に及ぼす食品成分の

有効性，特に発酵食品に富む日本食のメリットを示すことに取組んでおり，最終的にヒトに対して効果が認められる

食品成分やプロバイオティクスが見出されれば，速やかに国内外に対して情報発信し、関連企業と連携して商品開発

にあたる。このように本事業の成果の波及先は，本学関係者，受験生のみならず，一般の国民，特に健康に興味のあ

る方，学術界，医療界，関連企業であり，成果が貢献・寄与する範囲が極めて明確である。 
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「5.年次計画」を踏まえた研究成果や研究成果が寄与する範囲の実現可能性。 

 本事業は，①平成 25 年に農医連携教育研究センターが設置され，本事業の実務を担う中核組織が整備されている

こと，②本事業の中心メンバーは学内共同研究事業である AKPS 共同研究を推進しており，予備的データが蓄積され

ているので，十分に年次計画を踏まえ目標を達成できると考えている。 

北里大学は，これまで採択されてきたハイテク・リサーチ・センター整備事業および私立大学戦略的研究基盤形成

支援事業（計４件）により遺伝子高次機能解析センターが設置，拡充されている。また，薬学部新棟 SPF 実験動物施

設が平成 29 年 8 月に完成する。このように本事業を進めるうえで重要施設となる病態モデル動物を利用する研究基

盤は整備される状況にある。さらに，病態モデル動物を利用する研究基盤は整備されている。また，平成 24年度に採

択された私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「物理学に基礎を置く疾病治療への新規アプローチ技術の開発」（理学

部）の成果として，本事業にも参画する小寺は，独自に開発した非変性ペプチド抽出技術を基盤に血漿 0.2 mL からア

ンギオテンシン I, ソマトスタチン，モチリン等の生理活性ペプチド 11 種類を含む 18,586 種類のペプチドをダイレク

トに検出・同定することに成功した（文科省科研費基盤研究(B) 平成 29～31 年度，研究代表者：小寺義男）。また，

従来のプロテオミクス技術においても国内屈指の技術力と開発力を持っており，文部科学省・先端研究基盤共用促進

事業「臨床質量分析共用プラットフォーム（平成 28～32 年度）」に横浜市立大学，国立がん研究センター研究所とと

もに参画している。このプロテオミクス，ペプチドミクス技術は本事業の基盤となるものであり，本事業が全学的な

取組みとして熟成させるプロジェクトであるとともに，既に成果を上げている学内各部門の先行研究を基盤として計

画年度内に実現性が高い。 

本事業の趣旨に則った研究テーマ構成 

「1．概要」のページのイメージ図に示した４チームが連携し本事業の基盤となる病態解析を進めるとともに実用化

研究まで発展させる。本事業は腸内環境の解析を基盤とし，8 種類の病態モデルを対象として腸内細菌叢の病態発症へ

の役割を評価するとともに，食品（成分）やプロバイオティクスにより腸内環境を制御することで，病態が改善する

か否かを評価する。さらに，実用化試験としてヒト介入試験を実施する。これまでに腸内細菌叢と病態発症の関連性

の報告が無い病態モデルでの検討をすすめる計画であり，既に幾つかのチームでは予備実験成果が得られている。前

述した１）～４）の主要目的の実現のために，４チームが本事業の趣旨に則った研究テーマを推進する。 

１． 腸内環境解析チーム：腸内細菌叢が一定に維持される要因を腸内細菌のムチン利用性という観点から調べるとと

もに，感染予防の観点から腸内細菌叢の意義を解明する。また，便中から新たなバイオマーカーとなり得るペプ

チドを見出す。さらに，研究期間後半では，腸内細菌で有効性が期待される新規菌種の検索，病態グループへの

供給を見越したライブラリー化を進める。 

２． 病態モデル解析チーム：疾患発症と腸内細菌叢の dysbiosis との関連が示唆される 8 種類の病態モデルを対象に，

既知の腸内細菌の病態進展への関与を調べる。中でも，これまで腸内細菌とアレルギー，炎症，老化，心不全と

の関連性は十分に調べられてこなかったが，研究チームでは予備的な検討を進めており，いずれも有望な菌種の

特定と病態への関与の証明に成功している。加えて腸内細菌叢の dysbiosis との関連が予測される他の病態モデル

でも検討を進める。腸内環境解析チームから提供された新規菌種の評価も適宜行う。さらに，食品（成分）やプ

ロバイオティクスにより病態を予防あるいは改善できるか評価する。 

３． 臨床研究チーム：病態モデル解析チームと連携し，観察および介入研究を実施する。観察研究として，妊娠時の

母親と新生児の離乳前後の健康状態と腸内細菌叢を解析し，乳幼児アレルギーや小児肥満に離乳前後の腸内細菌

叢の dysbiosis が関与するか否かを明らかにする。また，急性炎症である肺炎，その他の炎症疾患の治療において

腸内細菌が産生する抗炎症性水素ガスが炎症を抑制している可能性がある。これを証明するために，介入研究と

して抗生物質と漢方薬投薬中の腸内細菌叢と呼気水素ガスを測定する。抗生物質投与では腸内細菌叢が攪乱する

ことが予想されるので，プロバイオティクスによる改善効果も評価する。ヒトを対象に腸内細菌叢改善による治

療効果を検証する。 

４． 食品機能評価チーム：食品（成分）およびプロバイオティクスを病態モデル動物の便を利用した人工腸管システ

ムを用いて一次スクリーニングしたのち，上記病態モデルやヒトでの介入研究を行う。本事業では，日本人が多

く摂取する発酵食品に含まれるメイラード反応物質，大豆などに含まれる難消化性タンパク質であるレジスタン

トプロテイン，水産加工品，短鎖脂肪酸を取り上げスクリーニングに供する。 



３．ブランディング戦略（５ページ以内）

北里大学

大学の将来ビジョンと本事業の独自色 

生命科学の総合大学を標榜する北里大学は，学祖北里柴三郎のフロンティアスピリットと真理探求への飽くなき姿

勢を精神的な基盤とし，医薬系，理学，農学系の７大学院と７学部，一般教育部，１付置研究所，４大学病院，さら

に漢方医療とその研究を推進する東洋医学総合研究所を有する。学祖北里柴三郎が生前に顕現した学統を受け継いだ

４つの建学の精神，すなわち，「開拓」「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」に基づき，大学のビジョンを「生命科学の

パイオニアとして，国際的にも有為な人材を育成し，教育・研究・医療の成果を社会に還元すること」と定め，生命
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の教育研究の展開が必要不可欠であるとの考えに至った。本事業ではすでに設置されている農医連携教育研究センタ

ーを学際領域の中核として，微生物学分野で実績のある北里大学の叡智を結集し，人類が健康で豊かな生活を維持し

ていくことに役立つ研究を強力に展開し，あわせて人材育成に注力し，他の大学には見られない独自色として，「微生

物と農医連携で人類の健康に貢献する北里大学」を目指す。 

 

期待される効果と事業対象の明確化 

本事業の期待する効果として，本来は，人類にあまねく研究成果の恩

恵を提供すべきところ，妊娠期の母親と乳幼児および成人期以降に焦点

を絞った。現在，15 歳までの約 3 割が何らかのアレルギー疾患に罹患し

ていると推定されている。また， 世界に目を向けると 4000 万人を超え

る小児が肥満状態にあり，その後の健康リスクの一因となっている。本

事業では，妊娠期の母親の肥満状態とともに，離乳期前後の乳幼児の腸

内細菌叢の役割を解明することで母親の生活習慣にも注目した。また，

成人期以降では，生活習慣病の克服が健康社会の構築には避けては通れ

ない課題である。このように本事業では，子どもの健全な成長と成人期

以降の肥満に基づく生活習慣病（糖尿病，動脈硬化あるいは心不全など）

を，食を介した腸内環境制御によって予防することを期待して立案され

ている点で，事業の対象はより明確となっている。 

一方，本事業で正常な腸内細菌叢の生物学的意義やその形成メカニズ

ム，また，腸内細菌叢の dysbiosis に起因する疾病のメカニズムを明らかにできれば，学術的に非常に大きなイン

パクトを与えることができるだけではなく，新たな疾病の予防法や新規治療法の開発にもつながる。本事業では，

便中ペプチドの網羅的解析による新規診断法を開発することにも果敢にチャレンジする。このように，本事業は，

学術界や医療界をも対象として目的を設定している。さらにこれらの成果を関連企業に情報発信することで，実学

の面で連携が期待できる。 

本事業で供する食の材料として「発酵食品に富む日本食」に注目している。和食はユネスコ無形文化遺産に登

録されるなど世界的にも注目されており，本事業で選択された日本食（食材）の腸内 

 

細菌制御による疾病予防効果が見られれば，科学的根拠に基づいて「日本食の良さを伝える」ことで世界的な波

及効果が期待できる。世界を事業の対象とするためにも，海外との共同研究を推進することを準備しており，最

終的に国際シンポジウムを開催して本事業の成果を発表する予定である。 

本事業では，今後 50 年を見据え，食・環境を通して人類の健康社会に貢献する人材を育成するというビジョン

を受験生および在学生世代を中心とした将来を担う若者たちにアピールしたい。2050 年代には世界の人口が 90

億を超え，世界規模での食料や環境問題あるいは感染症の拡大などさまざまな問題が起こることが危惧されてい

るなか，現在の 10 代から 20 代前半の世代がその時代の社会を担っていくことになる。人類が持続的に心身とも

に健康で豊かに暮らしていくことができるかどうかという問題は，この世代が直面する重大な問題であり，これ

らの問題を解決できる人材を育成するためにも，受験生および在学生世代を中心とする若い世代に本事業で打ち

立てたブランドを通して積極的に情報発信することを考えている。また，本事業で期待する効果を踏まえ，教職

員や同窓生にも情報発信することによって自学に対する誇りを醸成したいと考えている。 
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本事業を通じて浸透させたい大学のイメージと取組内容に対する整合性 

１）微生物研究に関する世界的な実績 

前述のように北里大学は微生物資源を活用した創薬の分野で世界をリードしてきた。その成果が，本学特別栄誉

教授である大村智のノーベル生理学・医学賞受賞（平成 27 年）につながっている。一方，学祖北里柴三郎は「医

道論」で予防医学の重要性を説いており，その趣旨に沿う形で，21 世紀における予防医学の大きなテーマとして

「農医連携」の取り組みを推進してきた。このような背景のもとで本事業を展開するにあたり，学長のリーダーシ

ップのもと大学の強み（＝ブランド）を具体化する中で，「微生物と農医連携で人類の健康に貢献する北里大学」

というブランドを構築した。このブランドは農医連携研究拠点を形成することで健康社会づくりに貢献するという

本事業の取組みに整合している。 

２）総合的な組織的取組 

北里大学は医療系 4 学部（医，薬，看護，医療衛生）

に加えて４つの附属病院を有し，さらに獣医学部，海洋

生命科学部，理学部という生命科学系の学部を有する。

獣医学部は２つの牧場（青森県十和田市と北海道八雲町）

を有し，八雲牧場で生産される北里八雲牛は，「大学は美

味しいフェア」等で本学のブランドとして販売され，大

学の成果を実用化するノウハウを蓄積している。また，

海洋生命科学部は三陸臨海教育研究センターを有し，海

洋微生物などの海洋資源の活用を目指した研究を展開し

ている。さらに，本学の東洋医学総合研究所は WHO（世

界保健機関）の伝統医学協力センターに指定され，漢方

をはじめとする東洋医学において先駆的な役割を果たし

ている。北里大学病院および北里研究所病院にはヒトに

おける臨床研究を実施するための設備等が整備されており，本事業における臨床研究を推進するための体制が出来

上がっている。 

以上のように，本事業は北里大学の全学的な教育研究体制に合致したものであり，本事業で掲げる「微生物と農医

連携で人類の健康に貢献する北里大学」というブランドを，教職員，在学生，同窓生に浸透させることで学内の意

識をさらに高めることにつなげるとともに，社会（小中高生，受験生，学術界，関連企業，産業界）に対しても広

く浸透させることで本学のブランド力の向上につながることが大いに期待される。 

 

現状のイメージ分析と情報発信の内容と手段 

１）自大学の現状のイメージ分析 

本学は，平成 27 年 4 月に，㈱リクルートマーケティングパートナーズを媒体として，関東エリアの高校 304

校の 3 年生 8,829 人を対象に「北里大学のイメージ」に関するアンケート調査を実施した。その後，同様の質問

によるイメージ調査を本学の教職員 316 人を対象に実施した。その結果，高校生・教職員ともに評価が高い項目

として「資格取得に有利である」，「専門分野を深く学べる」，「学びたい学部・学科がある」，「就職に有利である」，

「伝統や実績がある」が挙げられ，これらが本学のイメージを表し，定着していることが判った。本学は，医療

系の専門資格だけでも 14 種を網羅する我が国でも有数の生命科学分野の大学である。このことは，上記のアンケ

ートにおいて「資格取得に有利である」，「専門分野を深く学べる」という評価に表れているものと認識している。

また，学祖北里柴三郎の教えに基づく建学の精神や本学の研究実績が，上記のアンケートにおいて「伝統や実績

がある」という評価に表れているものとして認識している。さらに，平成 28 年度に受審した大学基準協会の大学

評価（認証評価）を学外からの意見聴取の一つと考えることもでき，本学の長所として特記すべき事項として「農

医連携教育の取組」と「チーム医療教育研究の取組」が大学基準協会より高く評価されたことは，本学のブラン

ド化の一端として認識している。 

２）情報発信の手段と内容 

以上のように現状のイメージを分析してきたが，北里大学全体のこれまでの情報発信は，小学生・中学生向け

には模擬講義・体験講座を，高校生・受験生向けには大学パンフレット，オープンキャンパス，ホームページ（HP），

模擬講義を，在学生・教職員・同窓生向けには各学部ニュース，HP，農医連携セミナーを，一般あるいは専門家

向けには公開講座，法人パンフレット，HP，農医連携シンポジウムなどを介して情報発信を行ってきた。また，

文部科学省の事業であるスーパーサイエンスハイスクール事業や独立行政法人学術振興会の社会還元・普及事業，

小中学校への出張講義などを通して児童・生徒に「実験・研究」の面白さを直接教え，生命科学への関心向上に

も取組んできた。 

情報発信の内容としては，受験生向けのアンケート結果をもとに，WEB 上に“北里テレビ”を開局し，在学生

を活用したキャンパスナビゲーターによる日々のキャンパスライフ情報を発信している。また上述の八雲牧場に

おいて生産された牛肉を“北里八雲牛”として商標登録し，大学ブランドの向上につなげている。一方，教員の

研究や種々の取組の成果については WEB や広報誌の特集記事で情報発信に努めている。生命科学，医療科学に

かかわる内外の研究者を招待して本学主催のシンポジウムが年十数回開催されており，本学の知名度の向上につ

なげている。これまでの情報発信手段は今後の基盤となるものである。 

本事業では，対象となるステークホルダーごとに情報発信する内容について差別化を図ることとし，それぞれ

のステークホルダーに対する情報発信内容を表 1 にまとめた。学内関係者として「教職員・本学就職希望者」「在

学生・同窓生」，大学の入口・出口の対象者として「小中学生」「高校生」，学術的な成果に関心のある「専門家・

学術界」「産業界・医療機関」，「国・自治体」最後に「一般」である。情報発信手段は各ステークホルダーに応じ

て活用する。 
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ド化の一端として認識している。 

２）情報発信の手段と内容 

以上のように現状のイメージを分析してきたが，北里大学全体のこれまでの情報発信は，小学生・中学生向け

には模擬講義・体験講座を，高校生・受験生向けには大学パンフレット，オープンキャンパス，ホームページ（HP），

模擬講義を，在学生・教職員・同窓生向けには各学部ニュース，HP，農医連携セミナーを，一般あるいは専門家

向けには公開講座，法人パンフレット，HP，農医連携シンポジウムなどを介して情報発信を行ってきた。また，

文部科学省の事業であるスーパーサイエンスハイスクール事業や独立行政法人学術振興会の社会還元・普及事業，

小中学校への出張講義などを通して児童・生徒に「実験・研究」の面白さを直接教え，生命科学への関心向上に

も取組んできた。 

情報発信の内容としては，受験生向けのアンケート結果をもとに，WEB 上に“北里テレビ”を開局し，在学生

を活用したキャンパスナビゲーターによる日々のキャンパスライフ情報を発信している。また上述の八雲牧場に

おいて生産された牛肉を“北里八雲牛”として商標登録し，大学ブランドの向上につなげている。一方，教員の

研究や種々の取組の成果については WEB や広報誌の特集記事で情報発信に努めている。生命科学，医療科学に

かかわる内外の研究者を招待して本学主催のシンポジウムが年十数回開催されており，本学の知名度の向上につ

なげている。これまでの情報発信手段は今後の基盤となるものである。 

本事業では，対象となるステークホルダーごとに情報発信する内容について差別化を図ることとし，それぞれ

のステークホルダーに対する情報発信内容を表 1 にまとめた。学内関係者として「教職員・本学就職希望者」「在

学生・同窓生」，大学の入口・出口の対象者として「小中学生」「高校生」，学術的な成果に関心のある「専門家・

学術界」「産業界・医療機関」，「国・自治体」最後に「一般」である。情報発信手段は各ステークホルダーに応じ

て活用する。 

教職員・
本学就職
希望者

在学生・
その家族
同窓生

小中学生
その家族

高校生
・その家

族

専門家・
学術界

産業界・
医療機関

国・
自治体

一般

建学の精神・理念・将来ビジョン ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇

　 　 　 〇 〇 〇 〇 〇

◎ ◎ 〇 〇 〇

〇 〇 　 ◎ 〇 〇 〇 〇

〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

〇 　 ◎ 〇 〇

〇 〇 ◎ 〇 〇 〇

〇 　 　 　 ◎ ◎ 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

◎ ◎ 　 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 　 〇 〇 〇 〇

〇 〇 　 〇 〇 〇 〇

食生活と健康 〇 〇 　 〇 〇 〇 〇

〇 　 ◎ 〇

◎ 〇 ◎ 〇

〇 　 〇 〇

〇 ◎ 〇 〇

①③④⑥
⑦⑧⑨⑬
⑭⑮

①②⑤⑨
⑭⑮

①⑩⑪⑫
⑮

①②⑧⑩
⑪⑫⑭⑮

①②③④
⑬⑭⑮

①②③④
⑥⑬⑭⑮

①④⑥⑬
⑭⑮

①②③④
⑦⑧⑩⑭
⑮

表1　　ステークホルダーへ情報発信する内容と手段 （◎最重要項目，〇必要項目）

①WEBサイト，②SNS，③北里研究所報（法人広報誌），④雷(法人広報誌），⑤同窓会報，⑥事業報告書，⑦採用募集要
領，⑧各学部・部門ニュース，⑨PPA(父母と教員の会）会誌，⑩大学・学部パンフレット，⑪オープンキャンパス，⑫
模擬講義・体験講座・出張講義，⑬学会発表・投稿論文，⑭シンポジウム・公開セミナー，⑮マスメディア

情報発信手段
(脚注参照）

医療科学の役割

実験・研究・生命科学の面白さ

情報発信内容

本学に関すること

本事業について

本学の部門・施設紹介

3つのポリシー

教育の特色

研究の実績

取得できる資格

就職率・就職先

地域連携

目的

ブランド

研究面での特色

農医連携の意義

微生物と人類のかかわり

腸内細菌と健康

その他

大学で学ぶ意義

研究による国際貢献



北里大学

ブランディング戦略の具体的な工程とその実現可能性，工程ごとの成果指標と達成目標 

本事業内容を通して将来ビジョンを達成するため，ステークホルダーに対するブランディング戦略および工

程を図 1 に示した。すなわち，研究ブランディング戦略会議にて，レベルの異なる情報発信と効果測定からな

る 5 段階の PDCA サイクル繰り返し実施する方針とした。 



北里大学

具体的には，本事業を広く認知してもらうために，事業開始後 2 年間，WEB サイト，広報誌，オープンキ

ャンパス，進学相談会，事業報告書および学会活動等で情報発信を行う。2 年後にアクセス解析，発行部数，

参加者数や学会等での発表数など数値評価で判定する。達成目標として，各成果指標において 4 段階評価を実

施する。すなわち過去 1 年間の実績値の 10％以上を A 評価，5％以上を B 評価，0～5％を C 評価，マイナス

を D 評価とし，D 評価の手段については，学長の指示のもと根本的な改善を図ることとする。 

次いで 3 年目および 4 年目に，より積極的な情報発信手段としてシンポジウムや出張講義を実施した後のア

ンケート調査など能動的な評価を実施し，最終年度にブランドに対して対象者の共感が得られ，主体的な行動

に反映されているかを志願者数，就職率，特許件数，寄付件数，シンポジウム・セミナー参加者数および出張

講義件数（参加者数）など数値評価したうえで，3 年目と同様に 4 段階評価する。また，数値評価に加えて，

自己点検・外部評価によっても評価する。評価された点，改善を指示された点などを総合的に解析し，次の 5

年間の事業に発展させる。 

ここに示した工程は研究ブランディング戦略会議，研究ブランディング事業実施委員会および研究実施部門

をはじめ，学内に設置されている点検・評価室，入学センター，情報基盤センターおよび高等教育開発センタ

ーなど各部門が一丸となって協力することで，実現可能である。 

 

達成目標の進捗状況を把握する方法の適切性 

研究ブランディング事業実施委員会が達成目標の進捗状況は以下の方法で把握する。第一に，情報発信に関

わる部門において毎年実施される PDCA サイクルによって見いだされる成果あるいは問題点等の報告を受ける

ことによって把握する。第二に志願者数など数値目標から判断することに加え，情報発信の内容がステークホ

ルダーに届いていることを判断するために直接意見や考えを聞くことが重要である。そこで，シンポジウムや

公開講座参加者に対するアンケート調査の結果から判断することが必要である。また，HPや SNS を介して学内

外からの声を常時聞くことのできる体制を構築することで，進捗状況を広く理解することが可能となる。以上

から，達成目標の進捗状況を把握する方法は適切であると考える。 



４．事業実施体制（２ページ以内）

北里大学

学長のリーダーシップ 

 北里大学では，学長のリーダーシップのもと，前述の学内共同研究補助事業（AKPS）が毎年学内公募型事業とし

て実施されている。本事業の中核となる研究課題は，過去数年間に選定された課題から学長が中心となって選定して

いる。本学では，研究支援センターを設置して，学部横断的な学内外の共同研究を推進している。これまでも，私立

大学戦略的研究基盤形成支援事業などの申請，実施に同センターが中心的役割を担ってきた。本事業を実施するにあ

たって，学長のもと，同センターがサポートする研究ブランディング戦略会議を設置し，事業を統括するとともにブ

ランディング事業および研究実施部門に関する PDCA サイクルを整備する。また，本事業実施のために研究ブランデ

ィング事業実施委員会を設置し，外部との連絡窓口，外部資金獲得に向けた情報収集・分析，資金管理，契約事務，

知的財産のマネジメントなどの役割を担う。さらに，本事業の外部評価・内部評価からなる評価部門を組織する。学

長は，3 つの部門を強いリーダーシップで統括し，本事業を学内外の視点から点検評価し本事業へ反映させる事業全

体の PDCAサイクルを構築する。 



北里大学

事業の自己点検評価および外部評価体制 

 本事業の進捗状況の評価については，外部評価委員会と全学自己点検評価委員会において実施する。外

部評価委員会は外部委員３名（東京大学食の安全センター センター長 関崎 勉教授，岡山大学医学部 

松下 治教授，ダノン健康栄養財団 専務理事 高野俊明氏）から構成され，年１回，評価委員会を開催

して進捗状況の評価を行い，研究ブランディング事業実施委員会に報告する。また内部評価は全学自己点

検評価委員会で年 1 回実施する。研究ブランディング事業実施委員会は自己点検および外部評価委員会の

評価結果を研究ブランディング戦略会議に報告し，研究内容の見直しや研究メンバーの変更について研究

実施部門に指示を出す。さらに，研究実施部門は農医連携教育研究センターが中心となり，毎年農医連携

フォーラムを開催し，関連企業や研究機関の研究者に参加していただき，アンケートを実施することで本

事業に対する評価を受ける。初年度にはキックオフシンポジウムを開催して本事業を広報し，3 年目には

国内シンポジウムを開催して成果を報告するとともに中間評価を行う。最終年度の 5 年目には国際シンポ

ジウムを開催して成果を世界に発信するとともに最終評価を行う。 

学外との連携体制 

現在，本事業にかかわる課題として神戸大学大澤朗教授と共同研究を展開している。今後，本事業を発

展させるため，本学農医連携教育研究センターが中心となり，北海道大学，京都大学および数社の民間企

業と連携を図り社会への情報発信と社会還元に努める。 

海外との共同研究を推進することを準備しており，平成 29 年 8 月オランダで開催される国際学会で，こ

の領域のトップランナーである de Vos 博士（Wageningen University，オランダ）らのグループとも共同

研究の打ち合わせを行う予定である。 



５．年次計画（３ページ以内）

目
標

北里大学

平成29年度

本事業では，「2．事業内容」に記した４つの主要目的の実現のため，4 チームが連携して最終

的には実用化研究まで発展させる。以下の表に記したタイムラインに従ってアウトカムを期した

研究を進める。なお、本事業は，北里大学医学部・病院倫理委員会規程に則って実施される。 

ブランディング戦略：情報発信に着手する。腸内環境解析チーム：腸内細菌叢安定化因子の解

明，病態改善の有効性が期待される新規菌種の検索，ライブラリー化（岡田，西山，山本）。糞便

からのペプチド分析方法の確立（小寺）。病態モデル解析チーム：以下に掲げる病態モデル動物を

用いて病態に腸内細菌叢の dysbiosis が寄与していることやそのメカニズムを解明する。老化促進

モデルマウスおよび 2 型糖尿病モデルマウス（落合），無菌化心臓特異的 GPx４欠損マウス（心突

然死，心不全モデル：今井）など新規性の高いモデルに加え，免疫（NKT 機能）不全マウス（肥

満，自己免疫性肝炎，動脈硬化モデル：岩渕），免疫不全（T 細胞特異的 Rap1 欠損）マウス（大

腸炎モデル：片桐），バリア機能低下マウス（肥満，慢性炎症疾患モデル：向井，山本），致死性

敗血症マウスおよび心筋虚血再灌流傷害ブタ（急性炎症モデル：小久保），ob/ob マウス（肥満，

糖尿病モデル：内藤）など，多様な病態モデルで腸内細菌叢と病態の関係の検討を開始する。食

品機能評価チーム： 病態モデル人工腸管の作製。また本事業で供試する食品（成分）・プロバイ

オティクスの選定を行う（渡部，池田，落合，向井，山本）。臨床研究チームは病態モデル解析

チームと連携し，①妊娠時の母親と新生児の腸内細菌と乳幼児アレルギーや小児肥満との関係お

よび食事誘導性肥満妊娠期ラットとその産仔（小児アレルギー・小児肥満モデル）の腸内細菌叢

を検討する(坂東，鈴木)。②炎症（肺炎その他）治療における抗生物質・抗菌薬・漢方薬投与時の

呼気中水素濃度の測定を行う（久保田，及川）。食品機能評価チームは病態モデル解析チームと連

携し，既に見出している食品（成分）・プロバイオティクスの候補物質の 8 種類の病態モデルへの

改善効果の評価に着手する。各チームの目標の達成度について，自己点検および外部評価委員に

よる評価・意見聴取を行う。 

ブランディング戦略：キックオフシンポジウム開催。WEBサイト，広報誌等のメディアおよび

進学相談会やオープンキャンパスを介してステークホルダーへの情報発信に努める。腸内環境

解析チーム：正常細菌叢の維持因子としてのムチン構成糖の実証，腸内細菌のライブラリー化。

糞便中のペプチド検出法の確立。病態モデル解析チーム：各モデルにおいて，食餌成分・飼育

期間の条件を変え腸内細菌叢・炎症性サイトカイン，酸化ストレスマーカーなどを解析する。

免疫不全マウスでは，class Ib 拘束性 NKT 細胞のリガンド候補を探索するシステムを構築する。

また Rap1 欠損 T 細胞のエフェクター細胞への分化を解析する。心突然死モデルではビタミン

E 低下による心突然死の致死抑制効果を解析する。食品機能評価チーム：病態モデル人工腸管

の構築。臨床研究チーム：①妊娠時の母親と新生児の腸内細菌の解析，食餌性肥満誘導妊娠ラ

ットの作製とその産仔の腸内細菌叢解析およびアレルギーや肥満発症の検討。②抗菌薬・漢方

薬投与患者の呼気水素ガス測定。食品機能評価チームと病態モデル解析チームは，優れた腸内

定着性や特徴ある酵素活性を有するプロバイオティクス候補株を各病態モデルに一定期間投与

し腸内細菌叢と病態変化を評価する。 

具体的な研究実施内容 主要目的 研究実施チーム 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

腸内細菌叢維持因子の解明，病態改善の有効性が期待
される新規菌種の検索，ライブラリー化 １） 腸内環境解析

腸内細菌叢の感染予防効果 １） 〃

便中から病態特異的ペプチドの探索方法の確立 ２） 〃

病態モデルの糞便あるいは腸内細菌の無菌マウスへの
導入，dysbiosisの病態発症メカニズムの解明 ３） 病態モデル解析

抗生物質と漢方薬投薬が腸内水素ガス濃度と急性炎症
の病態におよぼす影響評価 ４）

病態モデル解析

臨床研究

病態モデル人工腸管の作製，食品・プロバイオティク
スのスクリーニング ３） 食品機能評価

病態モデルへの食品成分・プロバイオティクスあるい
は正常菌叢投与による腸内細菌叢の正常化試験と病態
改善効果の評価

１）
病態モデル解析

食品機能評価

病態モデル特異的ペプチドの検出
（小規模検証試験） ２）

腸内環境解析
病態モデル解析

肥満妊婦の腸内細菌を介する小児アレルギーおよび肥
満発症の評価 ３）

病態モデル解析

臨床研究

実用化研究

ヒト便特異的ペプチドの検出
２）

腸内環境解析
臨床研究

抗生物質あるいは漢方薬とプロバイオティクス併用が
腸内水素ガスと病態におよぼす影響評価 ４）

病態モデル解析

臨床研究
食品機能評価

食品成分・プロバイオティクスによるヒト腸内細菌叢
の正常化試験と病態改善効果の評価 ３）

腸内環境解析
臨床研究

食品機能評価

主要目的達成のための研究チーム連携のタイムライン

基盤研究
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ブランディング戦略：継続して情報発信に努めるとともにブランドの認知度を評価する。腸内

環境解析チーム：腸内細菌が宿主から遊離させた糖の存在比が腸内細菌叢のバランスに及ぼす影

響ついて評価。ペプチド解析では，前年度確立した方法を基盤に網羅的な比較分析法を確立。病

態モデル解析チーム：前年度に引き続き，各疾病発症に腸内細菌が寄与しているかを細菌学的，

免疫学的，細胞生物学的に検討を実施。食品機能評価チーム：前年度に引き続き方法論を確立す

るとともに対象食品の前処理方法を検討する。その他は前年度と同様の目的で実施。各チームの

目標の達成度について，自己点検および外部評価委員による評価・意見聴取を行う。 

ブランディング戦略：キックオフシンポジウム開催。WEBサイト，広報誌等のメディアおよび

進学相談会やオープンキャンパスを介してステークホルダーへの情報発信に努める。腸内環境

解析チーム：正常細菌叢の維持因子としてのムチン構成糖の実証，腸内細菌のライブラリー化。

糞便中のペプチド検出法の確立。病態モデル解析チーム：各モデルにおいて，食餌成分・飼育

期間の条件を変え腸内細菌叢・炎症性サイトカイン，酸化ストレスマーカーなどを解析する。

免疫不全マウスでは，class Ib 拘束性 NKT 細胞のリガンド候補を探索するシステムを構築する。

また Rap1 欠損 T 細胞のエフェクター細胞への分化を解析する。心突然死モデルではビタミン

E 低下による心突然死の致死抑制効果を解析する。食品機能評価チーム：病態モデル人工腸管

の構築。臨床研究チーム：①妊娠時の母親と新生児の腸内細菌の解析，食餌性肥満誘導妊娠ラ

ットの作製とその産仔の腸内細菌叢解析およびアレルギーや肥満発症の検討。②抗菌薬・漢方

薬投与患者の呼気水素ガス測定。食品機能評価チームと病態モデル解析チームは，優れた腸内

定着性や特徴ある酵素活性を有するプロバイオティクス候補株を各病態モデルに一定期間投与

し腸内細菌叢と病態変化を評価する。 

ブランディング戦略：情報発信をさらに強化するためにプロモーション活動を行い，認知度を

高める。腸内環境解析チーム：腸内細菌によりムチンからの遊離糖が病原細菌の感染に及ぼす影

響について検討する。ペプチド分析においては，腸内細菌叢の変化に伴って変動するペプチドを

探索する。病態モデル解析チーム：前年度に引き続き，各疾病発症に腸内細菌が寄与しているか

を細菌学的，免疫学的，細胞生物学的に検討する。臨床研究チーム：前年度に引き続き母子間の

健康調査と腸内細菌叢を解析する。また，それぞれの疾病において抗生物質，腸内細菌叢，呼気

水素濃度を測定する。食品機能評価チーム：確立したシステムを用いて食品（成分）のスクリー

ニングを行う。臨床研究：妊娠および炎症にかかわる実験は前年度同様の項目を実施。食品機能

評価チームと病態モデル解析チームは病態モデルへのプロバイオティクス投与効果を総括する。

効果が認められた病態モデルに対しては次年度から実用化研究を実施する。各チームの目標の達

成度について，自己点検および外部評価委員による評価・意見聴取を行う。 

ブランディング戦略：国内シンポジウムを開催するとともに SNS も利用して，ステークホルダ

ーと直接接触を図れるような情報発信法を取り入れる。腸内環境解析チーム：前年度までの結果

に基づき，病原細菌の感染抑制効果を評価実施。ペプチド解析においては，病態モデルの糞便を

対象に細菌叢の変化に伴って変動するペプチドの探索を開始。病態モデル解析チーム：病態に関

与している腸内細菌の特定。無菌マウスへの病態モデル解析マウスの糞便の移植あるいは推定さ

れる腸内細菌の接種を行い病態への変化の検証。また大腸炎モデルにおいては Rap1 欠損 T 細胞

の分化異常の候補遺伝子の過剰発現あるいはノックダウンによる特定。抗生剤による突然死抑制

モデルにおける腸内で変動する代謝産物の同定を目標とする。食品機能評価チーム：伝統的発酵

食品に含まれるメイラード反応物，レジスタントプロテイン，水産加工品などをスクリーニング

に供する。臨床研究チーム：妊娠および炎症患者の便を 200 検体の解析を目指し，母子間の腸内

細菌叢相互作用解析とアレルギー・肥満発症の関連性の一次解析と抗生物質，漢方薬の投薬中の

プロバイオティクスの併用効果を評価。また，呼気水素ガス測定と腸内細菌叢の変動の関係を総

括する。食品機能評価チームと病態モデル解析チームは，効果が認められた病態モデルについて，

次年度から実用化研究を実施するための計画立案。 

ブランディング戦略：各メディアに接触した回数（アクセス解析，広報誌の発行部数,参加者な

ど）からブランド認知度を評価する。腸内環境解析チーム：糖質分解酵素の遺伝子破壊株のマウス

への投与と腸内糖組成の評価による腸内菌叢維持機構の解明。ペプチド解析においては，前年度確

立した方法と安定同位体標識法を組み合わせた網羅的で高感度な比較分析法を確立する。病態モデ

ル解析チーム：生化学的，薬理学的，病理学的解析を進める。免疫学的解析では，必要に応じて

T/B 細胞レパトア解析，大腸炎モデルにおいては Rap1 欠損 T 細胞における分化異常の原因分子を

同定する。食品機能評価チーム：病態モデル解析動物の人工腸管システムの細菌叢を評価する。確

立したプロバイオティクススクリーニング法を用いて候補株を選抜する。臨床研究チーム：前年度

と同様の項目を実施。加えて対象者の便を回収し腸内細菌叢を解析する。 
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ブランディング戦略：ステークホルダーがブランドに共感して行動しているか否かを評価す

る。腸内環境解析チーム：さらに新規細菌種と関連ペプチドの特定を試みる。病態モデル解析

チーム：大腸炎モデルでは，大腸炎・がんに関与する分子のスクリーニング系の確立と生理活

性物質の探索を行う。その他，前年度の研究を継続する。実用化研究：4 年目に引き続き食や

プロバイオティクスによる腸内細菌叢と病態の改善効果を病態モデル動物およびヒトを対象

にした観察•介入試験を進める。5年間の目標の達成度について，自己点検および外部評価委員

による評価・意見聴取を行う。  

ブランディング戦略：ブランドに対する理解度・共感度を評価する。平成 32 年度から，食品の

実用化に向けた研究を開始する。腸内環境解析チーム：腸内細菌叢の恒常性維持と感染リスク低

減に関わる新規細菌種の特定。病態モデル解析チーム：大腸炎モデルと心突然死モデルでは，病

態発症機構を解明する。腸内環境解析チームは前年度探索したペプチドの小規模検証実験を病態

モデル解析チームと連携し実施する。妊娠モデルは前年度と継続して実施する。実用化研究：3

年目までに明らかにできた成果に基づき，食やプロバイオティクスによる腸内細菌叢と病態の改

善効果を病態モデル動物，さらにヒトにおいての評価（介入試験）を開始。ヒト便における病態

特異的ペプチドの検出。各チームの目標の達成度について，自己点検および外部評価委員による

評価・意見聴取を行う。 

ブランディング戦略：SNS やアンケートなどステークホルダーの声を直接拾い上げることでブ

ランドに対する理解度・共感度を評価する。腸内環境解析チーム：これまでのデータを統合し，

消化管の遊離糖を介した腸内細菌叢の恒常性維持と感染予防における新たなプロバイオティク

スの提案。病態モデル解析チーム：大腸炎モデルでは大腸炎・がん原因菌及び抑制菌を同定する。

また腸炎惹起性 T 細胞の生成の原因と同定された分子に関して，大腸炎・がん発症への影響を

検討する。心突発死モデルでは，同定した腸内細菌が致死抑制候補物質を産生するか否かを検証

する。病態モデルで特異的に検出された菌叢と同調するペプチドの特定を試みる。実用化研究：

3 年目までの成果に基づき，抗生物質と漢方薬投薬中の急性炎症罹患者に対してプロバイオティ

クス併用効果を評価する。病態が疑われるあるいは発症している乳幼児や成人期以降のボランテ

ィアに対して，食品（成分）やプロバイオティクス候補による観察・介入試験を実施する。 

ブランディング戦略：成果指標に基づき評価する。国際シンポジウムを開催して研究成果を

国内外へ発信する。病態モデル解析チーム：大腸炎モデルでは，前年度に大腸炎・がんに関与

する分子について，その活性を測定するスクリーニング系の確立を試み，制御する生理活性物

質を探索する。実用化研究：候補食品（成分），プロバイオティクスの病態モデル動物およびヒ

トに対する効果を検証する。 

5年間の研究の総括：5 年間の解析結果を総合的にまとめ本事業の研究を完結させ，腸内細菌叢

の dysbiosis が要因となる病態と病態の改善に有効な食やプロバイオティクスを明らかにする。

また、便中ペプチドや呼気水素ガスが有効なバイオマーカーとなり得るか結論づける。波及先

である関連企業との連携を強化する。同時に新規菌株のヒトへの利用における所有権のクリア

ランス，安全性のリスク評価など検討する。最終的に学内外評価委員会により本事業の評価を

受けその結果を公表する。シンポジウムや HP を通して国内外へ情報発信し，成果を社会還元

する。事業期間終了後もブランドを確立するためのブランディング活動を積極的に展開する。 
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