帝京大学

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書
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

131052

学校法人名

帝京大学

帝京大学
東京都板橋区
グローバルな視点からの危機管理３カテゴリー（事故、災害、テロ）の学際的エビデンス構築

タイプB

支援期間

5年

収容定員

22948人

大学院医学研究科・医学部・大学院薬学研究科・薬学部・医療技術学部・アジア
国際感染症制御研究所・臨床研究センター・知的財産センター・医学部附属病院
人文・社会系

理工・情報系

生物・医歯系

○

【独自な点】医療系学部・組織での3カテゴリー発災時の分析技術開発とその対
応研究による危機管理エビデンスを確立し、教育への波及、情報発信を行う【期
待される成果】学際的な分析・研究により、薬毒物解析、パンデミック分析・対
応策の立案が可能となり、実践的トレーニングプログラムと発災時の具体的緊急
治療のシナリオを完成【将来ビジョン等】グローバルな視点からの「危機管
理」の学際的エビデンス構築へと発展させる
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
近年、薬物中毒、パンデミックから細菌・ウイルステロまで、大都市における危機対応の重要性が高まって
いる。本事業は、オリンピック・パラリンピック開催など大規模なイベントを控える日本の首都東京におい
て、有事に備えた危機管理対策の更なる充実が必要であるとの認識のもと、「危機管理」を研究課題として医
療系学部が総力をあげて取り組み、安心・安全な社会づくりへ貢献することを目的とするものである。
本学には医学部・薬学部・医療技術学部及び医学部附属病院があり、医療系の優れた人材輩出をめざす実学
教育と共に、最先端の基礎研究及び臨床研究活動が組織的に行われている。また、本学には、アジア国際感染
症制御研究所が設置され、WHO、CDC、国立感染症研究所等やアジア諸国と密接な関係を持ってアジアを中心と
した感染症制御に関する最先端研究も活発である。さらに、本学には抗真菌薬の前臨床的研究では我が国唯一
の医真菌研究センターもあり、30年余にわたって有用な真菌株資源の保存を行うとともに世界的レベルの研究
を維持している。学内のこれらの研究所及びセンターでは、海外の研究者との交流を積極的に進め、国際性の
高い研究を組織的に推進している。
以上のように、本学には医療系の研究活動の土台がすでに醸成されており、将来ビジョンのもと、総合大学
としての強みを活かした学部横断的な研究サポート体制の整備が急速に進められている。このような流れの
中、本学にある医・薬・医療技術の3学部の連携を活かし、高度救命救急センターを含む災害拠点病院を核と
して、喫緊の大きな社会問題である「危機管理」に全学をあげて取り組むこととした。本事業においては、東
京都の地域特性を考慮した身近な救急救命（薬毒物中毒事故や感染症などの疾病）に資することのみならず、
NBC（核、生物、化学物質）、災害発生時のゾーニングやサイバーテロなどに対する広範囲な「危機管理」を
世界的レベルで通用するものとして構築することをめざす。医療系学部が有機的に連携して様々な観点から危
機管理に取り組むことによって得られる成果はこれまでにない技術革新をもたらすと考えられる。
これらの成果を社会へ還元するだけでなく、アジアを中心とした危機管理学として確立し、国内外へ発信す
ることでグローバルヘルスに貢献する。また、カリキュラム再編成や、すでに実施しているアジア諸国を中心
とした研究者・留学生受け入れの更なる促進といった教育面にも活かし、危機管理のスペシャリストを養成す
る医療系学部を有する大学としてのブランドイメージをつくる。
【大学の将来ビジョン】
本学は、建学の精神である「実学」「国際性」「開放性」の三つの教育指針に基づき、教育理念である
「自分流」をつくりあげることをめざしている。近年、学長直轄の組織として学部・学科の枠を越えた教育・
研究のための基盤整備を将来構想とし、センター（臨床研究センター、知的財産センター等）を学内に積極的
に設置し、学際的かつ先進的な教育研究活動の推進を大学本部が中心となって支援してきた。本事業はその流
れを汲んで、本学の同一キャンパスに医療系学部が集結している強みを活かし、平成32年（2020年）にオリン
ピック・パラリンピック開催を控えた首都東京の危機管理に貢献することを目的としている。医療系学部横断
的な基礎的及び応用的研究を現実の社会問題に適用できる「実学」として結実させ、社会に貢献していく。世
界レベルで危惧されている感染症のパンデミックや薬毒物中毒・乱用の防止に資することで「国際性」及び
「開放性」を具現化できる。
本学は学長のリーダーシップのもと、大学本部が中心となって、生活者の生活における質や価値の向上に
資するための研究基盤を形成することを将来ビジョンとして設定している。その実現に向けては以下の3つの
ステージが考えられ、当該申請事業は、その第1ステージにあたる。
第1ステージ：本事業は、直接的には東京都の安心・安全を守ること、すなわち、東京都に暮らす一般市民
（生活者）へのローカルな貢献が期待され、将来ビジョンに合致する。また、本事業によってもたらされる
様々な技術革新は日本国内だけでなく世界的(グローバル）にも波及効果が大きい。薬毒物中毒等の解析事業
では、日本中毒情報センターとの情報交換を緊密化し、本学の分析結果を必要に応じて官公庁などの適切な部
署へ適時に情報発信できる全国的な体制を整える。
第2ステージ：研究範囲を拡張し、社会系や理工系学部が事業に参画してパンデミックなどの社会的混乱へ
の施策を検討することも企図している。大都市の東京および近県の危機管理について国際的視野に立ってエビ
デンスを構築する学際的な研究に発展させる。その過程においては、官公庁との連携にも厚みを増すことが期
待される。
第3ステージ：危機管理の専門家、研究者によるレベルの高い研究と、その成果を学生に提供できる体制を
構築していく。アジアを中心とした国際的共同研究や体制について交流や情報共有を積み重ね、グローバルな
視点での危機管理研究を推進する。また、安心・安全に関わる情報発信・啓発活動を活発に行い、地域と社会
に貢献していく。
以上のように、第1ステージである本事業が奏功し、成果に結び付くことによって、第2、第3ステージに拍
車がかかり、将来的には国内外から専門家を集め、「危機管理」研究を一層推進させる。「危機管理」を本学
独自のブランドイメージの一つとして広く世界に知らしめ、安心・安全な社会づくりをリードし、一般市民
の生活向上に貢献する大学として研究教育活動を推進することをビジョンとして描いている。
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（２）期待される研究成果
本事業は、医療系学部（医学部・薬学部・医療技術学部）が集結した本学の板橋キャンパスの強みを活か
し、「危機管理」について有機的に緊密な連携をとって基礎研究及び応用研究を遂行するものである。具体的
には以下の三つの課題研究（１）～（３）による大きな研究成果が期待される。
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明法及びその対策法の開発
①薬毒物の定性・定量分析法が飛躍的に発展する。：薬毒物による健康被害の原因は、従来から存在する毒物・
劇物や農薬などに加えて覚せい剤や大麻、麻薬及び向精神薬など多岐にわたる。特に最近では危険ドラッグの
乱用による健康被害が増加しており、緊急の対策が求められている。本課題では高度救命救急センターから薬
毒物中毒患者の検体を得て、それを迅速かつ簡便に分析する革新的技術を開発する。これによって、救命救急
センターのベッドサイドや救急車内においても薬毒物の特定が可能になり、より迅速かつ的確に治療を進める
ことができるようになる。
②薬毒物の化合物ライブラリーが既存のもの及び将来危惧されるもの含めて構築・整備され、将来にわたって拡充され
る。：従来の薬毒物に加えて、危険ドラッグについては化合物の多様性が危惧され、新たな薬毒物の登場を予期
して化合物ライブラリーを構築する必要がある。これらを化学合成することにより、純粋な標準品を網羅的に
揃え、かつ、拡充する。これまで日本では薬毒物の化合物ライブラリーについて整備されていなかったが、本
学が化合物ライブラリーを管理運営することで拠点としての機能を果たす。かかる化合物を希望する外部機関
（中毒センターや科学捜査研究所など）に無償で提供し、薬毒物の研究の推進に寄与する。
③理論的根拠に基づく個人差に配慮した適切な治療法及び治療薬の開発：薬毒物の体内での毒性発現について基礎
的な研究を行うことによって、生体内標的分子や作用機序が明らかになる。これにより、薬毒物中毒の治療法
や治療薬の開発が進む。また、薬物中毒を引き起こす要因として、大量服用以外に、薬物代謝能の低下による
血中濃度の上昇、トランスポーターの異常による排泄の遅延など、薬物の体内動態の異常も考えられる。薬物
中毒を引き起こした症例の薬物体内動態パラメーターを調べ、個々の薬物の中毒域を明らかにし、薬物動態の
個人差を考慮した「中毒に至らない安全な薬物の投与設計」を実現する。患者の中毒原因物質を迅速に特定
し、解毒薬を用いた治療によって患者の生命を救う。これにより、近隣地域住民の安全だけでなく、関東地区
全域への社会的貢献を為す。
④薬毒物による健康被害を未然に防ぎ、安心・安全な社会をつくるために必要な社会基盤整備について提言できる。:
これまでの事例をデータ解析することによって薬毒物による事故原因を明らかにし、事故を未然に防ぐための
方策をたてる。薬毒物による健康被害撲滅をめざした社会への提言をまとめる。
（２）感染によるパンデミック時に対応した病原因子の迅速究明法の開発
①パンデミック・感染爆発時のウイルス、細菌を迅速に特定するシステムが確立される。：帝京大学アジア国際感染症
制御研究所（ADC）ではアジア諸国との連携プログラムにより、各地域での遺伝子変異や薬剤耐性機構を解明
している。これらのエビデンスを基に、ADCの保有する独自のネットワークを使い、パンデミック時のウイル
スや細菌などの迅速特定システムを確立する。
②パンデミック時のウイルス・細菌の遺伝子情報に基づいた即時型測定方法が開発される。：医学部では細菌毒素の迅
速検出法の開発を進めている。本事業ではこれを臨床応用に適用し、患者の救急救命に活用する。既存のCD毒
素やベロ毒素検出法は感度に問題があり、より高感度で迅速な検出法の開発が求められている。そこで、蛍光
色素クエンチング抗体(Fluoroimmunosensor Quenchbody: FQ)を用いて、尿や体液中の代謝産物と毒素性
ショック症候群や食中毒を起こす細菌毒素の迅速検出法を開発する。このシステムを用いると5～10分で陽性
陰性の判定が迅速にできる。本システムは東京工業大学の上田研究室で開発されたものであるが、共同研究で
このシステムを用い新規抗体を作製する。本法を用いて、対象とする薬物•毒物や毒素に対する抗体の種類を
増やすことで、薬物中毒や食中毒の原因を迅速に同定でき、適切な救命活動が迅速に実施できる。また毒素を
中和できる抗体が得られれば、新たな治療法にもつながる。
③アジアからの留学生（医師）や研究者を受け入れ、緊急時の外傷治療トレーニングや研究技術の共有をはか
り、危機管理スペシャリストを養成する。また、本学の学生のアジア（ベトナムなど）での研修コースを設置
しグローバルな基盤のある人材を養成する。さらに、公衆衛生の観点からハーバード大学や欧米の大学と意見
交換を行い、帝京国際サマースクール等の国際交流を通じて、アジアのリーダーとして世界的な視野で国際
的な危機管理に貢献する。
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の開発
①緊急治療チームトレーニングパッケージ作成のための基礎研究：緊急事態(パンデミック感染時や原因不明の感
染、バイオテロなど)に対応する緊急チームを効率よくつくるためのトレーニングパッケージを開発する。
パッケージは緊急対応マニュアルと包括的トレーニングプログラムを含み、基礎研究で得られた科学的根拠を
詳細に分析して診療マニュアルを構築するとともに、汎用性の高いトレーニングの方法論を確立する。診療マ
ニュアルとトレーニングプログラムを地域の医療関係者に提供することで地域の中毒、感染の標準治療が向上
し、さらに海外でのトレーニング開催等により国外の救急救命治療の向上に貢献することができる。
②気道管理シミュレーションモジュール作成のための基礎研究：緊急事態(パンデミック感染時や原因不明の感染、
バイオテロなど)に対応する緊急チームでは気道確保が最優先される。これに対応する医師は十分な訓練が必
要であり、気道管理シミュレーションを用いた教育が非常に重要となる。そこで、本学のシミュレーション教
育の実績データに基づき、シミュレーターの機能の改良をめざす。医療機器メーカーと共同研究を行い、既存
の評価機能付きシミュレーターの改良に加え、より高度な手技が必要とされる外科的気道確保技術の向上のた
めの新たなシミュレーター開発を目指す。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
①将来ビジョン
「危機管理」を本学独自のブランド
イメージの一つとして広く世界に知ら
しめ、安心・安全な社会づくりをリー
ドし、一般市民の生活向上に貢献する
大学として研究教育活動を推進するこ
とをビジョンとして描いている。
本事業は、将来ビジョンの具体的な
取り組みとして実施する。本学の建学
の精神である「実学」、「国際性」、
「開放性」の三つの教育指針に基づ
き、大学本部が中心となって学部・
学科の枠を越えた学際的かつ先進的な
教育・研究活動を、さらに強力に学際
的研究として推進することを企図し、
医療系学部が集結している板橋キャン
パスを含め、全学的な組織改革を含め
た学部横断的な研究基盤を確立するも
のである。
本事業では、2020年にオリンピック・パラリンピック開催を控えた首都東京の「危機管理」にフォーカスを
当て、医療系学部が有機的に連携して、薬物中毒、パンデミックから細菌・ウイルステロまで、大都市におけ
る危機対応の基礎的・応用的研究を行う。高度救命救急センターに運び込まれる薬毒物や微生物の検体を即時
に解析・分析する方法・機能をベースとした研究データや教育プログラムを基に、危機に備える体制を整備す
ることで、安心・安全な社会づくりに貢献することを本学の「危機管理」のビジョンとしている。
それぞれの学部が高いポテンシャルをもって一つのテーマに向けて協働し、基礎的及び応用的研究を現実の
社会問題に適用できる「実学」として結実させ社会に貢献する。世界レベルで危惧されている感染症のパンデ
ミックや薬毒物中毒・乱用の防止に資することで「国際性」及び「開放性」を具現化できる。
本事業の遂行は、直接的には東京都の安心・安全を守ること、すなわち、東京都に暮らす一般市民（生活
者）への貢献が期待され、本学の将来ビジョンにも合致する。また、本事業によってもたらされる様々な技術
革新は日本国内だけでなく世界的にも波及効果が大きい。前述の、大学の将来ビジョンに記す3つのステージ
を経ることにより、将来的には国内外から専門家を集め、「帝京大学は危機管理に対する研究拠点である」と
いう本学独自のブランドイメージを広く国内外に知らしめることが期待される。
以上の将来ビジョン及び本事業含めた独自のブランド戦略については、学内外向けのWEBサイトに掲載さ
れ、学内に周知されているものである。今後は学内の広報誌や教員便覧等での周知徹底を行う。

②本事業で想定される効果とステークホルダーの検討
本事業の遂行により、想定される効果としては以下の二つの項目が挙げられる。
(1) 研究成果の社会への寄与
本事業の研究成果は、第一に患者の救命及び治療に寄与することである。さらに、それを可能にするための
基盤技術として、新たな分析技術や医療技術、及び治療薬・治療法の開発が期待され、これらの成果は医学・
薬学分野及び学際的な分野への発展にも大きな貢献を為す。すでに共同研究を遂行している大学（東京工業大
学、名古屋大学、北里大学、千葉大学・真菌医学研究センター、長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス
研究科など）及び外部研究機関（国立感染症研究所、国立科学院、国立国際医療研究センター、北里研究所、
結核研究所、東京都健康長寿医療センター研究所）との研究成果を学会や関連する組織へ波及させることが期
待される。特に本事業は出口を見据えた応用研究についても取り組むため、企業(パナソニック株式会社、株
式会社京都科学、及びレールダルメディカルジャパン株式会社）との共同研究による産学連携も計画してい
る。これにより、本事業の研究成果が実際の市民生活の向上に活用され、高い波及効果を示すことが期待され
る。また、本事業の最終年度に為される「安心安全な社会をつくるための提言」は、危機的状況が起こる前に
それを未然に防ぐためのものであり、行政だけでなく、一般市民に向けても発信することによって社会的な貢
献も果たすことができる。
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(2) 危機管理学を学んだ学生の社会への輩出
危機管理について様々な視点から取り組む本事業は当然ながら教育においても人材育成（スペシャリスト養
成）として活かすことができる。卒業生の進路としては、危機管理学に優れた医療系人材の輩出によって、病
院などの医療機関や各種関連研究機関及び行政・司法機関や企業などへスペシャリストとして採用されること
が期待される。また、学生募集にあたっては、危機管理をテーマとして学部横断的な取り組みをしている独自
性を広告やWEBサイトなどで広くしらしめることにより、本学のブランド及び建学の精神を理解した学生が適
切に本学を選択して志望すると考えられる。本学の建学の精神に親和性の高い学生が増えることによって帝京
大学の教育理念である「自分流」を体現した学生による活気あふれる大学づくりが一層進むことが期待され
る。
以上の効果を鑑み、本事業のステークホルダーを以下の通り検討した。
第1：厚生労働省医政局、東京都福祉保健局、NBC対応DMAT、東京消防庁、地元の板橋区役所、北区役所
などの官公庁
第2：中毒に関するデータベースを整備している公益財団法人日本中毒情報センター、日本中毒学会、
日本毒性学会、日本救急医学会など
第3：分析の依頼元となる都内・近県の救命救急センター等医療機関
第4：自社製品の中毒リスクに係る受託研究、共同研究が見込まれる製薬会社など
第5：国立医療保健科学院(危機管理に関する研究を専門としている)
上記以外にも、将来的には警視庁科学捜査研究所や陸上自衛隊化学防護隊との連携も考えられる。
このうち、本事業の推進において特に重要度が高く、緊密に連携していきたい外部ステークホルダーを①本
学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）②地域住民｛東京都民、北区民、板橋区民、地域住民の意
見聴取を可能とするため、板橋キャンパス周辺の区として板橋区及び北区の行政担当者（危機管理課、政策経
営部、保健衛生課など）｝③企業（医療機器メーカー、製薬会社など）④研究関連機関（国立医療保健科学
院、財団法人食品薬品安全センター、日本中毒情報センターなど）⑤他大学（名古屋大学など）⑥学会⑦その
他、と決定した。
③事業を通じて浸透させたい大学のイメージ
本事業は「危機管理」に焦点を当て、総合大学である本学の医療系学部が学部横断的に取り組むものであ
る。本事業によって浸透させることができるイメージをまとめると「医療系学部が連携してグローバルな危機
管理に貢献する大学」である。以下、
最重要ステークホルダーⅠ：専門的知識を有するステークホルダー
（企業 研究関連機関 他大学 学会）
最重要ステークホルダーⅡ：一般市民
｛本学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）地域住民、行政担当者｝
に分けて③の詳細及び④～⑧を記す。
●専門的知識を有するステークホルダー
本学板橋キャンパスの医療系学部が有機的に連携して革新的研究を推進するイメージ
学部の枠を越えた研究体制を真に実現するためにはそのための環境づくりが重要である。本学の板橋キャン
パスは医学部、薬学部、及び医療技術学部が同じ建物の中にあり、かつ、医学部附属病院が隣接している恵ま
れた環境にあり、それぞれの学部の学生や教員は自然な交流がすでにできている。たとえば、学生は1年次か
ら学部間の隔たりなく同じ授業を選択できる。これにより、将来の学際的な教育・研究のための重要な礎を築
くと共に豊かな人間性が培われ、チーム医療を推進する意識が醸成されている。また、大学に所属する教員間
の学部を越えた共同研究も盛んであり、本学附属病院スタッフとの連携も円滑に行われている。このように既
に本学には医療系学部間の垣根はなく、本事業を遂行するための十分な環境が整っている。本事業によって学
部横断的な研究組織がさらに強固に確立され、その成果が活用されていくことで、国内外において医療系学部
が真に連携し、独創的な危機管理研究を行うという本学のブランドイメージが浸透することが期待される。
●一般市民 ｛本学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）地域住民、行政担当者｝
危機管理を通じてグローバルな視野に立って貢献する大学としてのイメージ
本事業は首都東京にある板橋キャンパスにおいて実施される点が特徴の一つである。オリンピック・パラリ
ンピックを2020年に控えた東京で危機管理についての研究を遂行することは、有事の際への備えとして意義が
あると考えられる。本事業は国際的にも通用する高いレベルの成果をめざして行われるものであるが、並行し
て東京都の特性にあわせた危機管理についても検討していく。板橋キャンパスに隣接する本学医学部附属病院
の救命救急センターは、平成29年1月から高度救命救急センターの指定を受け、都内にある救急救命センター
のなかでも、特に定評のあるセンターである。ここでは、近隣住民含めた東京都内からの多くの患者を受け入
れ、救命・治療にあたっている。本救命救急センターを核として東京という地域特性も鑑みた危機管理につい
ての研究を遂行することは社会的貢献が非常に大きいと考える。本事業の遂行により、「危機管理を通じてグ
ローバルな視野に立って貢献を為す大学」というブランドイメージが定着することが期待される。
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④現状の本学のイメージ及び認知程度についての把握及び分析内容
●専門的知識を有するステークホルダー
本学は医療系、理工系、文系に10学部30学科を持つ総合大学である。本事業を遂行する板橋キャンパスは、
5年前に医療系学部の集まった新しいキャンパスとして隣接する医学部附属病院とともに整備され、充実した
教育及び研究を行う環境が整った。また、医学部附属病院では平成29年1月に東京都福祉保健局より高度救命
救急センターの指定許可を受け、救命救急の分野において東京都内でも有数の実績を示しつつある。一方、薬
学部では各研究室がそれぞれの専門分野を活かした最先端の基礎研究で高い評価を受けており、国内外の重要
な研究拠点となっている。さらに、平成25年アジア国際感染症制御研究所が板橋キャンパスに創設され、アジ
アを中心としたパンデミック対応に向けた研究が精力的に行われている。
このように本学の学部や研究所がそれぞれ優れた業績を残し、それぞれのポテンシャルが高いことについて
は、関係する学会や大学、研究機関、及び企業においてよく周知されている。しかし、医療系キャンパスが集
結した板橋キャンパスが完成してからまだ5年余であり、学部横断的な連携の取り組みの歴史が浅いことは否
めず、本キャンパスの強みを活かした学部横断的な研究が行われていることについては若干認知度が低いよう
である。また、帝京大学の総力を挙げて一つの課題事業に協働で取り組むという事例がこれまでなく、対外的
なアピールに繋げることも十分にできていなかった。現在は学長と副学長を中心に全学で研究に取り組む研究
推進体制を整備しつつある。このような取り組みを周知させるために、まずはWEBサイトを通じて内外への情
報発信を進めている。今回の事業計画のもと、各学部が有機的に連携する研究基盤を確立し、板橋キャンパス
全体で独自性の高い「危機管理」という注目される一つの課題に重点的に取り組むことで、これを本学独自の
ブランドとして確立することができる。研究面での成果をアピールできるよう、帝京大学の総力を結集し、本
学の研究面での底力を国内外に知らしめる。
●一般市民 ｛本学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）地域住民、行政担当者｝
本学が医療系、理工系、文系に10学部30学科を持つ総合大学であり、多くのセンターも含めた最先端の研究
を推進していることについては、受験生・在学生とその保護者、学校関係者などに対しては大学パンフレッ
ト、広報誌、WEBサイト等を通じて相応に認知されている。しかし、板橋キャンパスの特長をいかした学部の
枠を超えた研究体制については、まだ歴史が浅く、あまり認知されていないようである。また、板橋キャンパ
スの周囲の板橋区及び北区の地域住民及び行政にとって、本学は第一に附属病院の地域への貢献を期待される
存在である。特に、東京都災害拠点病院の指定に加え高度救命救急センターの指定許可を受けたことは地域住
民に歓迎されている。一方で、本学の教育研究活動については、毎年数回開催されるオープンキャンパスでの
模擬授業や展示、及び学部ごとに開かれる区民公開講座などによって相応に認知されている。
このように、それぞれの附属病院や各学部の活動に対しては一定の認識がなされているが、今回の申請事業
のような全学をあげた学際的研究についてはほとんどイメージされていない。2020年のオリンピックを控えた
東京都民にとって、危機管理について取り組む本事業は安心・安全な社会づくりに貢献するため、大きな期待
が寄せられるテーマである。本事業が世界的レベルの研究を遂行しつつ、地域のために資することにより、一
般市民にとって本学のブランドイメージをより高めることが期待される。
⑤情報発信手段・内容の検討
●専門的知識を有するステークホルダー
本事業の開始時より、WEBサイトを通じて学内外への情報発信を逐次行い、本事業の進捗状況を公開する。
研究成果については、それぞれの内容にふさわしい学術誌に論文発表し、国内外の学会において学会発表す
る。年度ごとに報告書を作成し、WEBサイト等で成果を公開する。特に応用的研究による技術開発の成果につ
いては大学パンフレット、広報誌やマスコミに積極的に発信し、実用化を可能にする企業との共同研究を推進
する。
平成31年度には国内シンポジウムを開催し、研究成果を発信する。さらに平成33年には国際シンポジウムを
開催して成果を国内外に発信する。
●一般市民 ｛本学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）地域住民、行政担当者｝
本事業の開始時より、WEBサイトを通じて学内外への情報発信を逐次行い、本事業の進捗状況を公開する。
年度ごとに報告書を作成し、大学パンフレット、WEBサイト、広告等で成果を公開する。都や区の行政が発行
する情報誌などに一般市民にわかりやすく親しみやすい表現で研究成果を掲載していただく。また、近隣の中
学校や高校に対して危機管理に対する啓発活動を行う。平成31年度には市民講演会を含む国内シンポジウムを
開催し、研究成果を発信する。さらに平成33年にも市民講演会を含む国際シンポジウムを開催して成果を国内
外に発信する。これらの市民講演会においては参加者へのアンケートを実施し、情報発信の方法などにフィー
ドバックする。
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⑥具体的工程
ブランディング戦略の工程を以下に記す。

⑦工程ごとの成果指標と達成目標【PDCAごとに記す】
●専門的知識を有するステークホルダー
Plan)研究推進委員会及びブランディング実施委員会ごとの成果指標：
会議開催数、設定研究テーマ数、波及先（学会や有識者）の意見聴取数、手順書の作成
Do)各研究テーマごとの成果指標：
学会発表件数、論文発表件数、特許申請数、薬毒物分析件数、分析した毒物の種類数、共同研究受託件数、
寄付金件数及び金額、国内外シンポジウムの開催、大学ホームページ上での研究成果の発信
Check)波及先及び各評価部門の成果指標：
自己点検・自己評価委員会開催数、外部評価者会議開催数、事業に関わる認知度・イメージアンケート実施
数
Act)研究推進委員会及びブランディング実施委員会ごとの成果指標：
会議開催数、改善を指示した研究テーマ数、手順書の改訂、課題（パイロットスタディ）の提示
達成目標:それそれの指標数を毎年増加させること
●一般市民 ｛本学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）地域住民、行政担当者｝
Plan)研究推進委員会及びブランディング実施委員会ごとの成果指標：
会議開催数、設定研究テーマ数、波及先(近隣住民及び中高校生など)の意見聴取数
Do)各研究テーマごとの成果指標：
学会発表件数、論文発表件数、薬毒物分析件数、分析した毒物の種類数、受託研究・共同研究の受託件数・
金額の増加、大学ホームページ上でのわかりやすい記述による研究成果の発信
Check)波及先及び各評価部門の成果指標：
自己点検・自己評価委員会開催数、外部評価者会議開催数、事業に関わる認知度・イメージアンケート実施
数、入学推薦率及び入学希望者の動向調査
Act)研究推進委員会及びブランディング実施委員会ごとの成果指標：
会議開催数、改善を指示した研究テーマ数、評価により改善された研究テーマ数及びその内容
達成目標:それそれの指標数を毎年増加させること
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⑧達成目標の進捗状況を把握する方法
●専門的知識を有するステークホルダー
１．本事業の戦略目標と重要成功要因
・薬毒物等の分析件数及び種類数 ・学会発表及び論文発表数及び特許申請数・高度救命救急センター
治療数
２．研究推進体制および研究支援体制の成果管理
・大学全体の研究推進を担う帝京大学研究推進委員会の定期開催 ・学内自己点検・評価結果および
外部評価結果
３．大学のブランディングに係る達成目標
・国内外シンポジウムの開催による情報発信 ・社会系や理工系学部の本事業への参画実績
・大学ホームページのWEB閲覧数増加 ・受託研究・共同研究の受託件数・金額の増加
●一般市民 ｛本学の関連個人（在学生、卒業生、及びその保護者）地域住民、行政担当者｝
１．本事業の戦略目標と重要成功要因の把握
・高度救命救急センター治療件数 ・市民公開講座等の開催 ・アンケートの結果及び学外からの本
事業に関する問い合わせ数
２．研究推進体制及び研究支援体制の成果管理
・大学全体の研究推進を担う帝京大学研究推進委員会の定期開催 ・学内自己点検・評価結果及び
外部評価結果
３．大学のブランディングに係る達成目標の把握
・大学ホームページのWEB閲覧数増加 ・推薦入学率及び入学希望者動向調査 ・社会系や理工系学部
の本事業への参画実績
最後に、本事業全体の工程を以下に記す。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
1. 事業体制の概要 【事業全体のPDCAサイクル】
本事業はPDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルに基づき、ブランディング戦略に沿って管理運営部門が
研究を企画（P）し、研究実施部門が各種倫理委員会の承認のもと、他大学や他研究機関及び企業の協力
を得ながら研究を遂行（D）する。評価部門（外部評価者・自己評価委員会）は、事業の進捗を評価（C）
し、これを受けて、研究推進部門が改善点を抽出し、より良い事業体制の実施（A）をめざす。得られた
成果と本事業の社会的意義について学会やマスメディアなどを通じて波及効果の対象者である一般市民、
医療従事者、各種研究機関、学協会、及び、行政等に知らしめる。
２．各部門の構成と機能
●管理運営部門＜Plan、Act＞
①研究推進委員会
本学は、学長のリーダーシップの下に、学長を統括責任者とする研究推進委員会を組織して、全学的
な研究推進を行っている。研究推進委員会は、ブランディング戦略に基づいて次に掲げる5つの事項につ
いて審議決定する。
1.研究推進の全学的方針に関すること、2.前項の全学的方針に基づき優先的に取り組む研究課題に関す
ること、3.学部横断的な研究支援体制整備に関すること、4.本学の研究および研究支援体制に係る自己点
検・評価に関すること、5.その他研究支援、研究助成に関すること
研究推進委員会の構成メンバーは以下のとおりである。
・学長（委員長）、副学長2名（うち1名副委員長）、医学部長、薬学部長、医療技術学部長、附属病院
長、臨床研究センター長、知的財産センター副センター長、本部事務長。
また、研究推進委員会で選定された研究課題に基づくプロジェクトを支援するためにブランディング実
施委員会を設置した。
②ブランディング実施委員会
研究推進委員会の方針・企画に沿った具体的な研究実施計画を立てる。研究実施部門の代表者と会議し
て各研究課題の進捗状況を確認・評価し、研究実施部門への具体的な指示及び支援を行う。また、本事業
の波及先に対して意見等を聴取し、ブランディングの方向性などの微修正を行う。
当該申請事業におけるブランディング実施委員会の構成メンバーは以下のとおりである。
・臨床研究センター長、知的財産センター副センター長、医学部教授、薬学部教授、高度救命救急セン
ター長、アジア国際感染症制御研究所長、公衆衛生研究科長、板橋キャンパス事務次長、本部会計課長、
研究支援担当事務
●研究実施部門＜Do、Act＞
本事業のために選抜された責任者を中心として新たに事業活動実施部門を組織する。この事業活動実施
部門に各学部が研究活動部門として連携し、全学をあげた学部横断的な学際的研究を実施する。また、本
学附属病院（板橋・溝口・ちば総合医療センター）を中心とする学内関係施設もこれと連携する。事業活
動実施部門は高度救命救急センターに加えて新たに組織された薬毒物分析室及び感染パンデミック分析室
が中心となり、薬毒物分析プロジェクト、感染・パンデミックプロジェクト、及び救急救命プロジェクト
にあたる。各プロジェクト担当者はすでに共同研究を行っている外部機関（東京工業大学、名古屋大
学、北里大学、千葉大学・真菌医学研究センター、長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科、
国立感染症研究所、国立科学院、国立国際医療研究センター、北里研究所、結核研究所、東京都健康長寿
医療センター研究所、パナソニック株式会社、株式会社京都科学、及びレールダルメディカルジャパン株
式会社）のアドバイスや有機的研究連携により、円滑に基礎研究及び応用研究を遂行する。また、それぞ
れの部門間では代表者による会議を行い、進捗状況やブランディング戦略に基づく方向性の微修正を行
う。首都東京における世界的レベルの危機管理対応の主要な拠点として本学が社会に貢献するべく、体制
整備・研究の充実を図る。
●評価部門＜Check＞
自己点検評価体制として、帝京大学研究プロジェクト自己点検・自己評価委員会を置き、研究プロ
ジェクトの成果指標の適切性の検証や、事後評価による成果の検証を行う。研究プロジェクトの実施年度
ごとに進捗状況および成果の評価を行い、次年度以降の研究計画の改善に反映させる。最終年度には、成
果とともに波及効果についても評価検証する。帝京大学研究プロジェクト自己点検・自己評価委員会の構
成メンバーは、以下の通りである。なお本委員会の委員は、帝京大学研究推進委員会において審議の上、
学長が任命する。
・委員長、副委員長、研究プロジェクトに関して専門知識を有する本学専任教員若干名、専門知識を有す
る学外有識者若干名。
外部評価体制として、当該申請事業の研究内容について専門的な知見を有し研究成果を波及させよう
とするステークホルダーである以下の4名の外部評価者から継続的に評価を受ける体制を整備している。
・国立医療保健科学院 部長 金谷泰宏 先生 ・名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻社会生命
科学講座 法医・生命倫理学 准教授、名古屋大学 高等研究院 准教授（兼務）名古屋大学若手新分野創成
ユニット 代表研究者 財津桂 先生 ・一般財団法人食品薬品安全センター 大沢基保 先生 ・パナソ
ニック株式会社 先端研究本部 主幹研究員 中山浩 先生
上記2つの体制を評価部門と位置づけ、PDCAサイクルのCheckを担う。
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●広報活動
広報活動については、帝京大学本部広報課を中心に行う。アンケート調査や意見聴取の結果をもとに、
大学のブランドイメージおよび認知程度の分析を行い、WEBサイトや公式SNS、出版物等でステークホル
ダーに向けて情報発信を行う。近隣の住民に対する広報活動の一環として市民公開講座や中学や高校への
啓発活動も行う。感染症国際ネットワークと連携し、感染症情報ネットワークの推進、ワークショップな
どを開催する。
【研究活動のPDCAサイクル】
下図の事業全体のPDCAサイクルに加えて研究活動については以下のようなPDCAサイクルを回す。「事業
活動実施部門」「研究活動部門」「外部協力機関」により、PDCAサイクルのDo、Actを担う。すなわち、
ブランディング戦略に基づいて事業の企画・立案を管理運営部門が行い（Plan）、実際の研究活動を研究
実施部門が遂行する（Do）。研究の成果を各研究プロジェクトが互いに共有し、研究者の立場からお互い
に自己評価しあう（Check）。評価については波及先である患者を含む一般市民や専門性の高い評価者で
ある学会・研究機関及び学外の共同研究者からも受け、それらを総合して外部評価者に報告する。外部評
価者はそれらを含めた総括的な評価を行い、管理運営部門に評価結果を伝える。これを受けて管理運営部
門はブランディング戦略と照らし合わせて研究企画の方向性を変更し、研究実施部門に伝え、研究実施部
門がそれに対応して研究計画の改善を実行する（Act）。以上のようなPDCAサイクルを回していく。
【ブランディング戦略のPDCAサイクル】
下図の事業全体のPDCAサイクルに加えてブランディング戦略としては以下のようなPDCAサイクルを回
す。ブランディング戦略に基づいて「事業活動実施部門」が事業の企画立案を行い（Plan）、研究活動を
研究実施部門が遂行する（Do）。研究の成果を本部広報課が一般市民向け、中学高校生向け、専門的知識
を有する関係学会及び医療機関向けにそれぞれ合わせた内容にして発信する。媒体は広報誌などの紙媒体
だけでなく、マスメディアやWEBサイトなども用いて幅広い対象に伝える。意見聴取として事業活動実施
部門が主にアンケートを実施する。近隣住民、中高校生（都内中学及び高校）へのアンケートや医学部附
属病院の外来（ER)・入院患者やお見舞いの方々などからの率直な意見も重要視する。また、外部ステー
クホルダーにも事業の成果を一般市民からの意見も含めて報告し、総合的な評価をしていただく
（Check）。外部評価者は管理運営部門に評価結果を伝える。これを受けて管理運営部門はブランディン
グ戦略と照らし合わせてブランディング戦略の方向性を調整し、研究実施部門に伝え、研究実施部門がそ
れに対応して研究計画を改善する（Act）。以上のようなPDCAサイクルを回し、ブランディングイメージ
の浸透をはかる。
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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

＜事業の開始:事業基盤整備＞
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①薬毒物の定性・定量分析法による分析法の確立
②薬毒物及び規制薬物の化合物ライブラリーの構築
③大麻の代謝産物のモノクローナル抗体の検出特異性及び感度の確立
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①毒素性ショック症候群の代表である劇症型溶連菌の病原因子の同定
②ウイルス及び最近の遺伝子解析とそのシステム構築
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①既存の中毒、重症感染治療に関するトレーニング法の把握
②気道管理シミュレーションモジュール作成のための基礎的データの収集
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①化学合成した標準物質を使って既存の分析法による危険ドラッグ等の薬毒物の含めた薬毒物
の定性・定量分析法を確立する。
②既存の規制薬物の化学合成を行い、化合物ライブラリーを構築する。
③尿中に排出される大麻主成分代謝産物で免疫したマウスからモノクローナル抗体を作製す
る。作製した抗体の検出特異性、検出感度を解析し、蛍光色素クエンチング抗体
(Fluoroimmunosensor Quenchbody: FQ)の検出系を確立。
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
① 劇症型溶連菌と非劇症型のβ溶連菌の次世代シークエンサーによる遺伝子解析を行う。β
溶連菌が劇症型となる原因因子は、いまだ不明であることから、劇症型・非劇症型の違いにつ
いて遺伝子解析を行い、その病原因子について同定する。劇症型を起こす菌株と非劇症型の菌
株や標準株を用い探索する。原因因子候補の絞り込みが出来次第、抗原用のリコンビナントタ
ンパク作製を開始する。
②パンデミックが予想されるウイルスの遺伝子解析を行い、アジア各国のデータと併せてシス
テムを構築する。
③アジアからの留学生受け入れ
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①既存の中毒、重症感染治療に関するトレーニング法の把握、分析、比較研究
②「評価型気道管理シミュレーター」を用いた教育効果の比較検証（研修医と学生）
目標達成の測定方法：内部及び外部の評価委員会に委託し、聞き取り調査（事前の書面調査を
含む）を１回実施し、年度としての項目別評価と総合評価をする。
平成30年度

目
標

＜事業の継続・推進：基礎的検討＞
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①薬毒物の新規定性・定量分析法の確立
②未規制薬物のライブラリーの構築（パナソニック株式会社との共同研究）
③薬毒物のADMET及び標的分子解明
④薬毒物事故のデータ収集のためのシステム構築
⑤睡眠薬（ジアゼパム系）の血漿中主代謝産物に対する抗体の作製とそれらの検出系の確立
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①劇症型溶連菌の病原因子に対する抗体の作成
②アジアのパンデミック研究拠点確立
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①気道管理シミュレーションモジュールの改良
②緊急治療チームトレーニングパッケージ作成
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実
施
計
画

（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①それぞれの薬毒物の物性に配慮した新規な分析法を確立する。
②将来指定され得る化合物の化学合成を行いライブラリーを拡充する。
③危険ドラッグを含む薬毒物のADMET及び標的分子の特定を行う。
④本学及び学外を含む救命救急センターや病院内での薬毒物事故のデータを効率よく収集する
ためのシステムを開発。
⑤ノルジアゼパムで免疫したマウスよりモノクローナル抗体を作製し、検出特異性や血漿試料
における検出感度を解析する。
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①劇症型溶連菌の病原因子のリコンビナント、または精製した抗原タンパクで免疫したマウス
よりモノクローナル抗体を作製し、特異性や毒素中和能について解析する。臨床サンプルなど
でその検出を試みる。
②アジアからの留学生受け入れ、帝京国際サマースクール等を通して情報を発信・国際交流
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①最適な素材の検討を行い、評価型気道管理シミュレーターの改良を計画する。株式会社京都
科学と共同研究を行う。
②緊急治療チームトレーニングパッケージに組み込む映像素材の選定及び教材の開発を行う。
レールダルメディカルジャパン株式会社と共同研究を行う。
目標達成の測定方法：内部及び外部の評価委員会に委託し、聞き取り調査（事前の書面調査を
含む）を１回実施し、年度としての項目別評価と総合評価をする。

平成31年度

目
標

実
施
計
画

＜事業の継続・推進:応用・実用化に向けて＞
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①薬毒物の分析法の迅速化
②海外を含めた網羅的な薬毒物の化合物ライブラリーの構築
③薬毒物の作用機序の解明
④薬毒物事故のビッグデータ解析
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①腸管出血性大腸菌が産生するベロ毒素に対する抗体の作成
②ウイルス・細菌遺伝子の即時型測定系の開発
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①緊急治療チームトレーニングパッケージのデザイン決定
②「輪状甲状靭帯切開シミュレーター」の開発
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①救命救急センター（ベッドサイド）での血液や尿を用いた薬毒物の分析を可能にする迅速分
析法を開発する。
②国内の指定薬物だけでなく、アメリカなど海外を含めた薬毒物を化学合成し、網羅的な化合
物ライブラリーを構築する。
③前年度に特定された標的分子に対する薬毒物の作用機序を解明する。
④前年度に得られた薬毒物事故のビッグデータを解析する。
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①ベロ毒素の病原因子のリコンビナント又は精製した抗原タンパク質で免疫したマウスよりモ
ノクローナル抗体を作製し、特異性や毒素中和能について解析する。臨床サンプルなどでその
検出を試みる。
②機器を必要としない迅速な測定が行える遺伝子反応簡易型センサーをプロトタイプとして開
発する。
③帝京国際サマースクール等を通して情報を発信
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①緊急治療チームトレーニングパッケージのインストラクショナルデザインの手法に基づきデ
ザインを研究し、最適なものを決定する。
緊急治療チームトレーニングパッケージのテスト実施に関する評価を行う。
②新たなシミュレーター「輪状甲状靭帯切開シミュレーター」の開発を株式会社京都科学との
共同研究により行う。
目標達成の測定方法：東京オリンピック・パラリンピック開催の前年度にあたるので、国内シ
ンポジウムを開催して成果を発信する。シンポジウムにおいては市民講演会も開催し、危機管
理の重要性を一般市民と共有する。内部及び外部の評価委員会に委託し、聞き取り調査（事前
の書面調査を含む）を１回実施し、年度としての項目別評価と総合評価をする。2020年のオリ
ンピック・パラリンピックに向けて、中間報告として関係機関と協議の上、社会へ発信する。
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平成32年度

目
標

実
施
計
画

＜事業の継続・推進:社会貢献をめざして＞
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①薬毒物の救急車内で使用可能な簡便分析法の確立
②新規に危険ドラッグ等になり得る既知化合物のライブラリーの構築
③薬毒物の解毒法（治療法）の確立
④薬毒物事故を未然に防ぐための方法論の確立
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①偽膜性腸炎の原因となるCD毒素に対する抗体の作成
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①「輪状甲状靭帯切開シミュレーター」の試用による評価
②気道管理シミュレーションモジュールを含めた毒物薬物等緊急対応チームのトレーニング効
果測定
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①救急車内での利用を想定し呼気や汗などを対象とした薬毒物の非侵襲性簡便分析法を確立す
る。
②将来、危険ドラッグなどの薬毒物になり得る新規化合物をあらかじめ分子設計合成し、化合
物ライブラリーに加える。
③薬毒物の作用機序にもとづいた解毒法（治療法）を確立する。
④解析されたデータを基に、薬毒物事故の起こりにくい環境を構築し、事故を未然に防ぐため
の方法を確立する。
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
CD毒素の病原因子のリコンビナントまたは精製した抗原タンパク質で免疫したマウスよりモノ
クローナル抗体を作製し、特異性や毒素中和能について解析する。
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①新たなシミュレーター「輪状甲状靭帯切開シミュレーター」を株式会社京都科学との共同研
究で開発する。評価型気道管理シミュレーターと共に試用し新たなトレーニングモジュールを
作成する。
②緊急治療チームトレーニングパッケージのテスト実施に関する評価研究を行う。
目標達成の測定方法：内部及び外部の評価委員会に委託し、聞き取り調査（事前の書面調査を
含む）を１回実施し、年度としての項目別評価と総合評価をする。
平成33年度

目
標

実
施
計
画

＜事業の総括及び次期に向けた事業計画策定＞
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①薬毒物の非侵襲性簡便分析法の確立
②薬毒物ライブラリーの拡充と応用のためのシステム開発
③薬毒物の解毒剤の開発
④薬毒物事故を未然に防ぐための社会への提言
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①前年度までに作製した検出系を用いた臨床応用
②要望のある分子について新規抗体を作製し、本システムの汎用化をめざす。
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①気道管理シミュレーションモジュールを含めた毒物、薬物緊急対応チームトレーニングの実
施と効果の検証・改良及び内外への周知
②新たなシミュレーター「輪状甲状靭帯切開シミュレーター」の効果の検証及び内外への周知
（１）薬毒物中毒の迅速な原因究明及びその対策の実践
①薬毒物の非侵襲性簡便分析法を一般家庭などで使用できるよう改善する。
②薬毒物ライブラリー有効活用のネットワークシステムを構築する。
③薬毒物の標的分子や作用機序の解明に基づき、中毒治療のための解毒剤を開発する。
④薬毒物事故を未然に防ぐための方法を一般市民がわかりやすい形にまとめ、社会へ提言。
（２）感染によるパンデミック時に対応できる病原因子の迅速究明法の開発
①確立できた検出系について患者試料での検出を行い、その有用性について確認・検討。
②現場サイドから要望のある分子に対する新規抗体作製を継続し、事業後の発展をはかる。
（３）緊急時の救急救命技術の向上に寄与する方法論の構築
①毒物薬物等緊急対応チームトレーニングを実施し、その結果の検証及び改善に向かう。
②気道管理スキルの達成度を測定し、効果を検証する。内外の医療関係者への周知をはかる。
目標達成の測定方法：最終年度にあたるので、国際シンポジウム（市民公開シンポジウムを含
む）を開催して成果を世界に発信し、社会に還元する。本研究課題を遂行することによって得
られた各種のシーズや技術について関連する公的機関や企業と情報交換し、さらなる発展に向
けた連携を推進する。学内外の評価委員会による当該年度及び５年間の評価のまとめを行う。
事業期間終了後は、事業の更なる発展と継続のために本学のブランディング事業として学内外
へ積極的なブランディング活動を展開し、安心安全な社会の構築に貢献する。
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