福岡大学

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

401008

福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号
ライフタイムにおける活力形成による健康な時間の創造～福奏プロジェクト～
支援期間

タイプB

収容定員

5年

17120人

基盤研究機関研究所、産学官連携研究機関研究所、医学部、薬学部、スポーツ科学部、人文学部

審査希望分野

事業概要

福岡大学

福岡大学

申請タイプ
参画組織

学校法人名

人文・社会系

○

理工・情報系

生物・医歯系

○

現代社会において、子育て力の低下、学校不適応の子供の増加、生活習慣病の蔓
延、高齢者の認知症や閉じこもりなど、健康な時間を過ごせない問題が生じてい
る。本福奏プロジェクトは、家庭支援、学校教育支援や中・高齢者活動を通じて、
身体的・心理的・社会的介入を実施し、活力ある人間をつくる健康先進プログラム
を開発することにより、大学の「知」を社会の『価値』に転換し、健康持続社会の
実現につなげる。
イメージ図

福岡大学ブランド戦略

建学の精神

「積極進取」

長期ビジョン（2014-2023）策定
・ 時代の要請や社会のニーズに対応した
教育・研究・医療の提供

本学のスローガン

「人をつくり、時代を拓く。」

・ 福岡を中心とする地域の活性化と
発展の促進

福岡大学のブランドイメージ
社会の発展に寄与

・ タフでアクティブな福大生
・ 人間力

エビデンスに基づく健康プログラムの開発と
それを活用した健康産業の創出

グローバルな展開

目標

3つの研究を連携させ、健康時間の創造を可能とする
先進プログラムを開発し、これを広く社会に普及させる

韓国・ポーランド・米国への普及

福岡大学ブランドの浸透

・ 健康持続社会の 実現
・ 健康な時間の 創造
・ 健康寿命の 延伸

健康科学の知見の集積、社会の相互扶助システムの開発

大学の知を社会の価値に転換し、福（ハッピー）を奏でる

福 奏 プロジェクト

学校適応・活力ある人間形成の研究チーム

子どもといる生活の研究チーム
支援必要者の把握
ニー ズに応じた講座の配置

学

ソーシャルスキルトレーニング介入

学

社会活動支援・活力ある高齢者の研究チーム
ヘ ル ス ツ ー リズム
（運動×食×観光）の開発

学

自治体と連携したＳＮＳ配信

新体力テスト分析による
個別・適正評価方法の作成

サイバニクス先進技術を用いた
人にやさしいプログラムの開発

「小児科かかりつけ医師」との
連携モデル 作成

体力向上スポーツプログラム
専門的なスポーツ指導者

高齢者活動
広域的サポー ト 事業の開発

官

●福岡市「こども未来局」こども発達支援課
●地域の小児科医・保育士・幼稚園教諭・養護教諭

官

●教育委員会、小中学校
●教職員、保護者

福岡大学生
→アクティブ、タフ

出生前・妊娠・出産・子育て期

幼少期

学童期・ 思春期
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官

健康食品や漢方薬を用いて
認知症・認知機能への効果検証

産

●日本スロージョギング協会 ●旅行会社
●西部ガス・カスタマーサービス(株)
●社会福祉協議会 ●市消防署

青年期 ・成人期

中高年期

福岡大学

２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
【事業の目的】
本学のスローガンである「人をつくり、時代を拓く。」は、教育方針として掲げる全人教育を「人をつく
り」に託し、教育・研究・医療を通じて、社会の発展に積極的に貢献している姿を「時代を拓く」に託してい
る。創立100周年に向け、「建学の精神」に立ち返り、「積極進取」の気概を持って「エネルギッシュで行動
的な大学」の実現に向け「アクティブ福岡大学」を掲げ活動している。本事業の目的は、「社会に活力を生み
出すアクティブ福岡大学」として、ライフタイムにおける活力を形成し、健康な時間を創造することである。
そのため、福岡大学における医学、薬学、スポーツ科学さらには教育・臨床心理学の成果をもとに、自治体及
び企業と連携して「福奏（フクソウ）」プロジェクトを展開する。福奏とは、地域の助け合いを基盤に、人々
の福（ハッピー）を奏でることにより、健康持続社会の実現を目指すことである。
【本学の現状・現代社会の課題の分析による本研究テーマの関連性】
本学は全国で唯一ひとつのキャンパス内に、人文科学（人文学部）、社会科学（法・経・商・商二各学
部）、自然科学（理・工・医・薬・スポーツ科各学部）からなる9学部31学科を擁する西日本屈指の私立総合
大学である。これまでニコニコぺース®やスロージョギング®を主体とした生活習慣病の予防と改善に関する科
学的処方を提供し、1991年世界保健機構（WHO）は、ニコニコペース®の運動を高血圧の運動療法のガイドライ
ンとして採用し、さらに、肥満症治療、糖尿病治療、動脈硬化症治療など、生活習慣病の治療ガイドラインに
採用されている。また、大学構内の常設施設としては全国初の学校適応支援施設「ゆとりあ」を基盤とした通
級型支援活動・研究などの支援・成果を発信してきた。福岡県で初指定の、総合周産期母子医療センターは
ハイリスク妊産婦・新生児の医療・健康問題の研究を行ってきた。
こうした中、超高齢少子化社会を迎えたわが国において、健康水準の維持、さらには健康寿命の延伸に向け
て、予防重視型システムの確立が急務となっている。日本は、平均寿命と健康寿命との差（不健康な時間）が
約10年とここ10年で拡大しており、不健康な期間を短縮することが重要な課題となっている。すなわち、健康
科学の知見に基づく健康な時間の創造が求められている。
また、生活習慣病に対しては、「治す医療」から「治し、支える医療」への転換が求められており、地域社
会の助け合いの機能が重要となってくる。地域や社会の助け合いの欠如は、高齢者のみならず、育児不安につ
いて相談できない母子の孤立化、不登校児の増加などでの家庭の孤立化、単独高齢者世帯における不安や生活
習慣病のリスクの増大などを生んでいる。事実、「近所の人と親しく付き合っている人」ほど、健康状態が良
い傾向がある（内閣府調査、2014)。かかりつけ医の構築、学校支援の充実、地域コミュニテイの強化などに
よって、孤立化を防止し、社会の相互扶助システムの構築により、健康時間の創造を図ることが必要である。
以上より、社会で健康な時間を支える、健康先進プログラムを開発する研究テーマを、選択した。
【ブランドとして本研究テーマを打ち出すに至った経緯】
本研究テーマは、社会的な要請課題に対応した、以下に述べる本学の実績に基づき、策定した。
１．健康な時間の創造のための健康科学の知見の集積：①生活習慣病の治療ガイドラインに採用されているニ
コニコペース®の運動の開発、さらにはスロージョギング®による、生活習慣病の予防と改善に対する因果関係
の解明、②「ゆとりあ」における不登校や発達障害の児童・生徒の心理的研究、新体力テスト評価による新し
い評価方法の確立、③ハイリスクな妊産婦・新生児の医療、妊娠前・出生前からの健康課題の研究、④ロボッ
トスーツHAL®を用いた運動療法研究。
２．健康な時間の創造のための社会の相互扶助システムの開発：①ニコニコペース®運動やスロージョギング®
を用いた、社会での生活習慣病予防運動、②平成21年より実施している、独居高齢者の訪問サポート体制の研
究、③「ゆとりあ」での児童・生徒の社会適応支援、小学校での体育科などの教育指導。
このような中、平成26年5月に本学の長期ビジョンを策定し、その重点項目に「時代の要請や社会のニーズ
に対応した教育・研究・医療の提供」を位置付けた。産学官が一体となって社会での活力ある人間を形成し、
健康な時間の創造を図るため、平成29年3月、本学の研究ブランディング会議において、社会に福をもたら
す、「福奏プロジェクト」をブランドとして決定した。
【将来ビジョンとの整合性】
本事業は、本学のステークホルダーである地域社会のすべての方が、心身ともに健康な一生を過ごせるよ
う、産学官民の連携によって取り組む。これは、「社会に活力を生み出すアクティブ福岡大学」のブランド戦
略に向けて、下記の将来ビジョンを具現化するプロジェクトである。本事業の推進により本学のビジョンに
則った大学像を社会に発信し、そのブランド力をより強固にすることができる。
【大学の将来ビジョン】
本学は、平成26年5月に創立80周年を迎え、「福岡大学ビジョン2014-2023」を策定した。本学は、建学の精
神として「思想堅実」、「穏健中正」、「質実剛健」、「積極進取」を掲げ、九州の総合大学として地域との
絆を大切にしつつ、真理と自由を追求する、自発的で創造性豊かな人材を育成する、社会の発展に寄与する大
学を目指し、１．時代の要請や社会のニーズに対応した教育・研究・医療の提供、２．先進的で高度な研究活
動の遂行、３．アジア諸国との関係を中心にして行うグローバル人材育成、４．福岡を中心とする地域の活性
化と発展の促進、を重点項目として掲げている。
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（２）期待される研究成果
福奏プロジェクト（総括責任者：産学官連携センター長 檜垣靖樹教授）は、ライフタイムの健康課題を自
治体、企業との協働体制のもと解決することを目的としている。健康づくりには、運動が必要であることは、
すでに多方面で指摘されており、健康寿命を延ばすために重要なことは「適度に運動すること」を上げた人が
最も多く（内閣府調査）、健康づくりに向けた仕組みづくりが急がれている。しかしながら、健康づくりのた
めには、科学的知見に基づく検証が不十分であること、インセンテイブが弱いことが指摘されている（平成28
年版厚生労働白書）。
福岡大学では、約半世紀にわたり予防・治療のための運動プログラムの開発・検証を重ね、平成20年～24年
度の戦略的研究基盤形成支援事業などの支援を受け、身体活動・運動による認知症予防効果を福岡県筑紫郡那
珂川町などで実証した。これらの成果をもとに、運動活動と身体的活性化の科学的因果関係の解明や、観光と
組み合わせたヘルスツーリズムなどに適用することで、運動プログラムの一万人参加を通じて健康なくらし・
時間の創造を図る。同時に、韓国・ポーランド、米国などにおいて、運動プログラムが採用されており、海外
展開（ドイツ、スイスなど）を更に進める。学校生活におけるストレス対処や対人関係スキル、自己調整等の
社会的技能を臨床心理学的な方法論を通して確立すると共に、未来への学校文化づくりを目指した教師の指導
力・社会の支援力の向上を図ることで、健全な学校生活の時間を創造する。
Ⅰ

中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究チーム
代表：スポーツ科学部・身体活動研究所長、田中宏暁教授、他18名
【期待される研究成果】生活習慣病に対する運動活動の効果を検証し、その活動を広めるため、田中宏暁教授
が提唱するスロージョギング®（SJ）とヘルスツーリズム（HT）を組み合わせ、HTが有酸素能や身体組成の変
化（皮下脂肪、筋厚の短期効果）に与える影響を検証し、参加者のモチベーションにつながることを確認する
ことで、斬新な健康増進プログラムを開発する。その普及プログラムにより、5年後に1万人の科学的な運動プ
ログラムへの参加を目指す。食の側面では漢方や健康食品を取り入れた認知機能改善効果を検証し、観光面で
は旅行会社と連携を図り、食品会社・スポーツクラブ等との新規事業や関連商品開発を行っている。サイバニ
クス先進プログラムでは、医学部・スポーツ科学部連携によるロボットスーツＨＡＬ®を用いたロボットリハ
ビリテーションの応用のみならず、サイバニクス治療に繋がる医療展開を目指し、身体筋機能障害を有する方
から健常者まで広く適応範囲を広げる。高齢者を対象とした社会活動支援では、企業と連携しガス会社の検針
員（西部ガスCS（株））を対象としたコミュニケーションスキル育成プログラムを提供し、半構造化面接法を
活用した効果の検証を行いつつ、高齢者の社会参加促進と広域的サポート事業システムを確立する。また、対
象となった高齢者の健康効果を検証する。プログラムは社会福祉協議会や民生委員等の行政部署との連携が進
んでおり、地域の他企業、自治体とともに高齢者サポートモデルを確立する。
【社会の発展に寄与】①エビデンスに基づく健康プログラムの開発とそれを活用した健康産業の創出につなげ
られる、②生活習慣病有病者や要介護者の減少、サイバニクス先進プログラムによるロボットリハビリテー
ションの普及とサイバニクス治療の展開に繋がる基盤研究、③高齢者孤立防止と社会参加促進により地域の自
助や共助の活性化。
Ⅱ 学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究チーム
代表：人文学部・臨床心理センター長、皿田洋子教授、他9名
【期待される研究成果】人間関係に関わる動機やスキルが現実の関係性（学校生活）の中で委縮しやすい児童
期・思春期における、人間関係スキルの向上を目的としたSocial Skill Trainings（SST）の開発とその実証
を行う。3年間のSSTによりコミュニケーションスキルが向上し、友人関係、教師との関係、さらには家族関係
に良好な関係が構築できる。これにより、子ども達の適切な自尊感・効力感を醸成し、最終的に不登校や引き
こもり、いじめ等に象徴されるような学校不適応や自殺の防止に繋がる。さらには、社会や未来への学校文化
づくりを目指し、教師の指導・支援力の向上を図る。小学児童の体力づくり・スポーツ実践では、教育委員会
及び小学校と連携し、新しい評価法の確立と成長に応じた標準化体力評価表の作成を行う。
【社会の発展に寄与】①児童・生徒の自尊心・効力感の醸成に加えて、担任教員の児童・生徒への指導力が向
上する、②小中学校に対して、専門知識と技術を活かした体育授業支援を実施し、個人の適性に合った体育指
導プログラムとカリキュラムが提案できる。
Ⅲ 妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究チーム
代表：医学部・てんかん分子病態研究所長、廣瀬伸一教授、他12名
【期待される研究成果】妊娠期から支援を必要とする者を的確・迅速に把握し、ハイリスク妊産婦・新生児の
健康を把握・支援するための、標準化された健康プログラムを開発する。それを地域に適用し、地域の子育て
支援サークル・サロン、地域のシニア世代の子育て経験者、プレママ・パパへの研修プログラムとして開発す
る。妊娠期からの要支援者の発見と行政・地域・小児科医との連携モデルを構築し、小児科医マップの作成及
び妊娠期からのかかりつけ小児科医の決定モデルを構築する。これにより医療的・社会的ハイリスク妊産婦・
新生児を取り巻く家族の子育て不安や孤立の減少が達成される。
【社会の発展に寄与】①社会における、子どもプラザ・幼稚園・保育園との連携による乳幼児の異常時の観察
力や対応力の強化につながる、②小児科医との連携による「かかりつけ医」情報共有モデルの作成によって、
妊娠から子育て期までの切れ目ない支援による支えあう街づくりの創造。
【福奏プロジェクトの遂行状況と研究成果等の実現可能性】
学長のリーダーシップのもと、研究ブランディング推進会議を3回開催し、平成28年度福奏プロジェクト報
告会を開催した。関係機関との協議を含め、全ての研究をすでに開始している。プロジェクトの内容はホーム
ページで公開し、情報発信を行っており、成果の実現に向けての体制も整備済である。総括責任者および各研
究チームの代表者は、関係部局のセンター長や私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の研究実績を有し、福奏
プロジェクトの遂行及び成果を導出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）
１．将来ビジョン
福岡大学は、建学の精神として「思想堅実」「穏健中正」「質実剛健」「積極進取」を掲げ、それに基づい
た全人教育を理想とし、さらに、教育研究の理念として「人材教育」と「人間教育」の共存、「学部教育」と
「総合教育」の共存、「地域性」と「国際性」の共存を標榜している。この3つの共存を図ることにより、真理
と自由を追求し、自発的で創造性豊かな人間を育成し、社会の発展に寄与することを目的としている。これま
で、「建学の精神」と「教育研究の理念」に基づく全人教育を通して、社会を支える有為な人材を数多く輩出
してきた。
そこで、大学を取り巻く環境が大きく変動している今日、本学が教育・研究・医療・社会貢献という与えら
れた使命を全うし、これまで以上に社会に貢献していくために、平成26年から10年間の活動指針として「福岡
大学ビジョン2014－2023」を策定した。
【福岡大学ビジョン2014－2023】
福岡大学は、九州に位置する総合大学として地域との絆を大切にしつつ、時代や社会の要請に
応じて教育・研究・医療の拠点として広く社会に貢献します。特に、次の４つを重点項目とします。
① 時代の要請や社会のニーズに対応した教育・研究・医療の提供
② 先進的で高度な研究活動の遂行
③ アジア諸国との関係を中心にして行うグローバル人材育成
④ 福岡を中心とする地域の活性化と発展の促進
本学ビジョンは、「建学の精神」と「教育研究の理念」の下に、具体的な施策策定のための基本的な方向性
を定めたものである。学内的には施策の企画立案の拠り所であり、学外的には福岡大学のアイデンティティと
意思を表すものである。
本学ビジョンの策定にあたっては、長期ビジョンの「あり方」検討委員会、学部長会議、大学協議会で協議
を重ね、平成26年5月22日開催の理事会で承認されたものである。
また本学ビジョンは、「福岡大学学報」（毎月1日発行、本法人教職員全員に配付）に掲載することで学内周
知を図るとともに、ステークホルダー（本学ビジョンから想定できるステークホルダー）である高校生、受験
生、在学生および保護者、地域住民、企業、研究関連機関等からの理解、共感を深めるために、広報誌やウェ
ブサイト等を通じて学内外に発信している。
あわせて平成27年12月からは、創立100周年に向け今一度「建学の精神」に立ち返り、「積極進取」の気概を
持って活力と魅力溢れる大学の実現に向け「アクティブ福岡大学」を掲げ活動している。
２．福岡大学のブランドイメージ
本学は、9学部31学科、大学院10研究科34専攻、学生約2万人を擁する西日本屈指の私立総合大学であり、全
学部が一つのキャンパスに集積する全国でも稀な大学である。学生はキャンパス内で多様な価値観との触れ合
いを通して人間力を磨いている。また、学部学科を越えた学際的研究の推進にも適した環境にある。卒業生は
25万7,000人にのぼり世界に広大な福大人脈を形成している。ブランド（独自色）と成り得る環境や条件、学内
外のイメージ、将来ビジョンを見据えた上で、社会に活力を生み出す「アクティブ福岡大学」のブランド戦略
のもと、以下のような本学のブランドイメージを想定している。
・全人教育を通じた人間力のある人材育成を進める大学
・時代の要請や社会のニーズに柔軟に対応できる大学
・総合的且つ学際的な研究を推進する大学
・地域に根ざした社会貢献ができる大学
・アジアを見据えたグローバルな人材を育成する大学
３．福岡大学に対するブランドイメージ
（１）株式会社日経ＢＰコンサルティング調べ「大学ブランド・イメージ調査(九州・沖縄・山口編)」
過去5カ年の調査結果から、特に本学へのイメージが強い項目
一般的なイメージ

学生に対するイメージ

大学（組織）に対するイメージ

・エネルギッシュである

・精神的にタフである

・キャンパスに活気がある

・親しみが持てる

・面白みがある

・スポーツ活動に熱心に取り組む

・自由闊達である

・個性的である

・立地が良い

・存在感がある

・学部、学科が充実している
・広報活動に力を入れている

（２）株式会社日経ＨＲ調べ「人事が選ぶ大学ランキング」（2014年）
「対人力」において全国1位にランキングされ、「コミュニケーション能力が高い」「ストレス
耐性がある」「課外活動に積極的に取り組んでいる」の項目で高い評価を受けた。
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４．福岡大学ブランディング戦略
３．の「大学ブランド・イメージ調査」等の結果から、ステークホルダーは、本学に対し、「エネルギッ
シュである」「親しみが持てる」「自由闊達である」といったイメージを抱いている。しかしながら、本学の
総合大学としての特長である「総合性」「学際性」「多様性」を基盤に置く事業活動から創出されるブランド
（独自色）には結びついていない。
福岡大学ブランディング戦略は、教育、研究及び社会貢献を柱とする実質的な事業活動を積極的に広く発信
し、社会の認知を促し、本学のブランドを確立することを目的とする。本学の長期ビジョンの実現に向けて、
現在実施している様々な施策、事業をブランディング戦略という観点で整理したものが次に掲げるブランディ
ング戦略マップである。今後これをもとに、より一層ブランドを強化し、他大学との差別化を図っていく。
【福岡大学
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ブランディング戦略マップ】
フェー ズ

事 業 内 容 ・成 果
に係 る情 報 発 信

プロモー ション

間 接 的 な取 組 み
ステー ク
ホ ルダー

実施項目
学園通信

在学生
ウェブサイト

教

育

情 報 の到 達

大学案内

受験生

直 接 的 な取 組 み （接 触 型 ）

成果指標／達成目標の
イメー ジ等

実施項目

「人らしき人」を育成するため
福大生ステップ
のメニュー充実による受講者
在学生からのアンケートの拡 アッププログラム
増加
充
ウェブサイト全体でアクセス件
数155万回/年
オープンキャンパ
配付部数
ス
接触広報の強化、充実による
参加者の増加
資料請求数
進学説明会

新聞・雑誌広告

モニター制度の実施

学園通信

配付回数の増加

父母懇談会

父母懇談会しおり 記載内容の充実

研

究
地域

貢

留学生受入・派遣の増加

ウェブサイト全体でアクセス件
公開講座
数155万回/年

市政だより

掲載機会の拡大

プレスリリース
・自由闊達である
マスコミ

有信会総会等

イベント

福奏プロジェクト
先進健康プログラ 実施国・エリアの拡大
ム普及活動

ウェブサイト全体でアクセス件
公開講座
数155万回/年

学生に対するイメージ
展示会

広告結果アンケートの実施

母校への寄付
自治体との連携増
企業との連携増

海外へのインターンシップ
派遣の増加

講座内容の充実による受講者
大学への寄付
増加

大学（組織）に対するイメージ
企業との連携増

実施回数・エリアの拡大

・精神的にタフであるセミナー・シンポジ・キャンパスに活気がある

ウェブ等での発信による告知

・面白みがある

ヒット件数80件/年
・個性的である

・存在感がある

実施回数増加、分野の拡大

ウム

・スポーツ活動に熱心に取り組む

記者発表

発表回数の増加
・立地が良い

記者体験会
記者懇談会

※

実施内容の充実による参加意
父母懇談会への参加
欲の増大

研修先学校の増加
研修者数の増加

ウェブサイト

・エネルギッシュである
事業報告書
献 ・親しみが持てる

依頼数

海外研修

同窓会誌とのタイアップ

一般的なイメージ
一般社会
新聞・雑誌広告

歩留まり増

協定締結（新規開拓）

有信

ウェブサイト

志願者数増

参加者数の増加

ウェブサイト全体でアクセス件 ホームカミング
数155万回/年
デー

会

同窓会活動への参加

学校説明会

ウェブサイト

社

課外活動参加者増

ホームカミングデーへの参
加

モニター制度の実施

福奏プロジェクト
外国語版ウェブサ 海外からのアクセス件数把握
イト

学業成績向上

日常的な卒業生向け情報発
信による参加者数の増加
同窓会活動を通じた大学情報
の告知の増加
講座内容の充実による受講者
増加
事前告知の拡充による参加者
の増加
福奏プロジェクトの一環で新た
に実施

新聞・雑誌広告

体験会

海外

ステー クホルダー に
どのような行 動 を
取 ってもらいたいか

大学への寄付

ウェブサイト全体でアクセス件
数155万回/年

ウェブサイト（外国
海外からのアクセス把握
語版）
外国語版大学要 掲載内容の検討による活用
覧
アップ

協 力 ・評 価 の獲 得

アンケートによる効果測定

ウェブサイト

卒業生

成果指標／達成目標の
イメー ジ等

在学生の閲覧率のアップ

ウェブサイト（入試 ウェブサイト全体でアクセス件
出張講義
ページ含む）
数155万回/年

保護者

関 心 ・共 感 の獲 得

： 今後、福奏プロジェクトにおける活動で関連が想定できる取組み
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取材依頼数増加

福奏プロジェクトの一環で新た
・学部、学科が充実している
報道件数の増加
に実施
日常的な接点を求める為に新
・広報活動に力を入れている
たに実施

マスコミ

記者体験会
記者懇談会

※

福奏プロジェクトの一環で新た
報道件数の増加
に実施
日常的な接点を求める為に新
たに実施

： 今後、福奏プロジェクトにおける活動で関連が想定できる取組み

福岡大学

この戦略マップは、本学のブランディングを進めるにあたっての各種活動（情報発信や強みの明確化を図る
ための活動）を、そのフェーズごとに整理し、ステークホルダー（ターゲット）に対してどのような活動を
行っているかをまとめたものである。そこから、プロモーション等人々と接することや体験を通して直接的に
伝える活動（接触系の活動）が十分ではなく、関心や共感の獲得に結び付いていないと考えた。また、直接的
な情報発信の不足は、冊子やウェブサイト等の間接的な情報発信の内容に「体験談」や「参加者コメント」等
生の声を伝えることができず、ステークホルダーへの訴求が弱くなっている。さらに、本学の特色である9学部
31学科が1つのキャンパスに集積しているという環境から創出される総合的且つ学際的な研究や、幅広い学部に
おける横断的な活動についての理解をより一層浸透させる必要がある。
これらの状況を踏まえ、本学のブランディング戦略は、現状において相対的に活動量やその効果が不十分な
直接的活動に重きを置くことである。これにより、効率的にブランディング効果に結びつけることができる。
加えて、直接的な活動から得られる情報を、間接的な情報発信に加えることで、間接的な情報をより理解、関
心が深まりやすいものとすることができる。
今回の事業である福奏プロジェクトの特徴は、幼児期から高齢者までの広い年齢層を対象としているため、
プロジェクトを実施することでより多くのステークホルダーに影響を与えることができる。また、福奏プロ
ジェクトは、地域でのイベントや体験会等、参加型のプロモーション活動（直接的な取組み）を多く取り入れ
るため、大学全体のブランディング戦略において強化すべきところに対応するものとなっている。
本学のブランディングにおいては、学内で取り組む大小様々な活動を前表に落とし込み、PDCAサイクルを機
能させることで、大学全体のブランディングに寄与できるよう進めていく。同時に、大学全体の活動を全体
的・総体的な視点からも見て、個別活動同様の手法を用いながら大学ブランディングを適切に推進していく。
５．「ライフタイムにおける活力形成による健康な時間の創造～福奏プロジェクト～」の位置付け
（１）本学ブランディングと本プロジェクトの関係性
本学は、平成26年に長期ビジョンを策定し、その中で、「時代の要請や社会のニーズに応じた先進的で高度
な研究活動の遂行」のための研究体制の充実、得られた研究成果の社会への還元を進めている。
このビジョンに基づき、建学の精神である「積極進取」の気概により、福岡大学が真の「アクティブ福岡大
学」として、地域や社会の期待に応えられるよう、「エネルギッシュで行動的な大学」として成長を遂げてい
くための教育・研究プログラムを展開する。本事業（福奏プロジェクト）は、福岡大学が今まで培ってきた、
周産期医療・小児科医療、学校教育支援施設（ゆとりあ）、生活習慣病を予防するスロージョギング®、高齢者
のサポートプログラムを活かし、地域や社会が抱える高齢化、子育て力低下、いじめ等の課題に対して、健康
時間を増大させ、活力ある共創社会生活が可能となる研究を行い、それらのエビデンスを国内外に普及させ、
健康な時間の創造を図ることを目的としている。すなわち、福岡大学は、アクティブな気概を持って、福岡大
学を「活力・魅力・勢いのある大学」として、その活力を地域や社会に展開していく。
（２）研究ブランディング事業のステークホルダー
本事業は、幼年期から高齢者までのライフタイムにおける健康な時間と地域的創造を目的としている。従っ
て、本事業は、幼年期から高齢者までの幅広い世代、地域や社会の人々が、共に幸福を感じる健康的環境と共
有する時間を過ごすことができるようにすることである。こうした事業を通じて、福岡大学が社会や地域の課
題を的確に収集・理解して対応していく本プロジェクトを、積極的に学生募集や企業や地域へ発信していく。
（３）本学のブランドイメージとの関連
本研究ブランディング事業は、幅広い世代の人々や社会に、幸福を奏でる「福奏プロジェクト」と名付け、
地域と大学と社会が共に共生しながら健康な人々や社会の育成とそれを支える環境基盤や組織体の創成を可能
とするものである。
この目標の達成のためには、本研究ブランディング事業の推進と、本学の特色ある研究・教育すなわち、本
学のブランド戦略を一体的に進める。本学は、西日本屈指の私立総合大学であり、九州・山口地域の学生の教
育、この地域を支える人材の輩出と言う社会的責任を有している。すでに、九州・山口地域の出身大学別社長
数では、他大学を引き離し2,509人で第一位である（東京商工リサーチ調べ）。これは、総合大学としてワン
キャンパスに集う中で、文理融合型の交流、研究教育の中で「タフさ、アクティブさ」を伸ばしていく本学の
教育の成果であり、結果、在学生に対する評価もエネルギッシュ、タフ、活気があるという項目で外部機関の
調査では、高い評価を得ている。
こうした、本学のブランドコピー「タフさ、アクティブさ」を本学学生のみならず、ライフタイムの中で全
一般的なイメージ
学生に対するイメージ
大学（組織）に対するイメージ
てのステークホルダーに展開していくのが本事業である。ともすれば、現在社会における社会構造の複雑化、
・エネルギッシュである
・精神的にタフである
・キャンパスに活気がある
人間関係の疎遠化などによって、人々の内的活力が失われ、子育て力の低下、学校不適応の子供の増加、生活
習慣病の蔓延、高齢者の認知症や閉じこもりといった問題が生じている。こうした、現代社会の課題に対し
・親しみが持てる
・面白みがある
・スポーツ活動に熱心に取り組む
て、家庭支援、学校教育や中・高齢者活動への介入とその分析効果の評価を通じて、「エネルギッシュで行動
・自由闊達である
・個性的である
・立地が良い
する拠点大学」として健康持続社会を実現する。
・存在感がある

・学部、学科が充実している
・広報活動に力を入れている
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そのためには、「エネルギッシュに行動する」研究活動を遂行し、時代や社会の要請に応じた研究成果を発
信していく。本事業の中心課題である健康科学・予防医学分野では、体と心の健康の維持のためライフタイム
にわたる健康科学を実践するための研究を推進する。社会の健康分野では、防災・環境・安全の各分野で、地
震・水害・大気汚染・廃棄物処理・事故といったリスク要因に対してハード・ソフトの両面から高度な分析と
普及に取り組む。加えて、新しい社会課題であるIoTや新しい生体材料といったツールを用い、より健康で快適
な地域社会を創造する。
（４）研究ブランディング事業における広報戦略
本学はこうした取り組みによって、学生の全人教育を遂行し、それを次の世代に伝えていく。こうした、取
り組みを、「福奏プロジェクト」の成果に焦点を当て、ポスターによる一体的広報、ウェブサイトによる特設
サイトなどによって積極的に発信する。具体的には、計画年度内にウェブサイト閲覧回数を年155万回に、加え
てメディア向け「プレスリリース」のヒット件数年80件を目指す。
全学的な、ブランド戦略の広報体制としては、公式ウェブサイトを平成29年度中に全面リニューアルし、SNS
による発信を強化、研究広報を充実させるとともに、毎月、「福奏プロジェクト」を中心として、人々や社会
の健康に関する広報（プレスリリース）を提供する。
これら「福奏プロジェクト」による研究成果を積極的に情報発信することは、様々な情報が氾濫する現代社
会において、エビデンスに基づく健康情報を伝えることにつながり、それぞれのライフタイムにおける健康課
題を未然に防ぐためにも有用と考える。またこれらの情報発信は、日本語のみならず、英語等に翻訳し、海外
も視野に入れて実施していく。
（５）ステークホルダーへの貢献
＜子どもへの貢献＞
「妊婦・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究」チームにおいては、各家庭および地域の子育て力の
強化のため、子育て教室やかかりつけ医の整備、子育て情報の発信などを通じて、①社会における、子どもプ
ラザ・幼稚園・保育園との連携による乳幼児の異常時の観察力や対応力の強化につなげ、②小児科医との連携
による「かかりつけ医」情報共有モデルの作成によって、妊娠から子育て期までの切れ目ない支援による支え
あう街づくりの創造を図る。これらにより「福奏プロジェクト」を発信する。
＜小中学生への貢献＞
「学童期・思春期の学校適応支援・活力のある人間形成支援プログラム」チームにおいては、福岡市教育委
員会と連携して、Social Skill Trainings（SST）の開発とその実証を行うとともに、体育指導の新しい評価法
の確立と成長に応じた標準化体力評価表の作成を行う。これを通じて、①児童・生徒の自尊心・効力感の醸成
に加えて、担任教員の児童・生徒への指導力が向上する、②小中学校に対して、専門知識と技術を活かした体
育授業支援を実施し、個人の適性に合った体育指導プログラムとカリキュラムを提案することが可能となる。
こうして行った経年調査結果を、すべての小中学校に対して発信する。
＜中高年齢者への貢献＞
「中高年期の社会活動支援・活力のある高齢者支援プログラム」チームについては、
① 高齢者の健康づくり支援グループは、ヘルスツーリズムの健康科学的分析結果を踏まえ、大手旅行代理
店（JTB）と連携し、一万人を目途に普及を進める。
② 高齢者活動サポートグループにおいては、現在行っているサポート研修プログラムの完成（180人を対象
に実施計画）後、高齢者孤立防止と高齢者社会参加促進により地域活動の自助や共助の活性化を通して
社会の活性化につなげる。
こうした方法により「福奏プロジェクト」を科学的知見に基づく健康づくりプログラム、社会の相互扶助シ
ステムとして展開する。
＜高校生への発信＞
高校生向けの本学の発信は、ポスター掲示、模擬講義、大学見学、オープンキャンパスなどがある。そのう
ち、直接広報としての模擬講義は、最も効果的広報手段である。また、「福奏プロジェクト」に焦点を当てた
模擬授業を実施していく。オープンキャンパスにおいては、ブランドイメージ（タフさ、アクティブさ）を
テーマにした事業企画や、研究ブランド事業などに焦点を当てた特別展示やセミナーを開催することにより、
一般的なイメージ
学生に対するイメージ
大学（組織）に対するイメージ
本学の大学としての魅力の発信を推進する。
・エネルギッシュである

・精神的にタフである

・キャンパスに活気がある

＜本学学生への発信＞
・親しみが持てる
・面白みがある
・スポーツ活動に熱心に取り組む
本学学生が、地域や社会の課題解決に積極的に参加することにより、社会や時代のニーズに対応したアク
・自由闊達である
・個性的である
・立地が良い
ティブな学生を育成することが必要である。このため、全教員に対し、「福奏プロジェクト」の主旨説明会や
・存在感がある
・学部、学科が充実している
パンフレット配布などによる学内広報を行う。さらに、「福奏プロジェクト」および「学生育成サポートシス
テム」を結成することで、「福奏プロジェクト」の長期的な展開をスムーズに行えるような活動を展開する。
・広報活動に力を入れている
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＜企業への発信＞
研究ブランディング事業については、産学官の一体で取り組む事業であり、すでに、本学出身の企業経営者
で構成する福岡大学産学連携協議会（会員79社）に対しては、各種アンケートを通じて、連携の確保を図って
きた。さらに、九州ヘルスケア協議会会員企業とは、健保組合を通じた「従業員の健康づくり支援プログラム
の開発」についての協議を進めており、ヘルスケア大手企業（日立製作所など）とは、本事業で集積したデー
タベースを自治体とも一体となり、客観的なデータに基づく健康プログラム立案に活用する方策について検討
を行っていく。この様な方策を通じて、関連する企業会員への周知と共同研究の実施を目指す。
また、卒業生が就職した企業においては、これまでも、本学学生のタフさ、アクティブさが高く評価されて
きており、加えて、本学は、既に述べたように多くの企業経営者、起業家を輩出してきた。今後、学生に対す
るアクティブラーニングを広く展開するとともに、大学での起業家育成教育の充実によって、タフでアクティ
ブな学生の輩出に努める。同時に、社会と地域の課題に適切に対応する「福奏プロジェクト」などへの参加や
企業と学生が連携した提案型インターンシップをさらに展開することによって、本学学生の社会的対応能力の
充実を図る。
（６）研究活動の目標
本プロジェクトの実施により、計画年度内に、学外共同研究の12件（各チーム2件×6チーム）増加、並びに
中高年期の社会活動支援・活力のある高齢者支援プログラムチームが主となり研究助成寄附金の10件増加を目
指す。また、それによる論文や学会での発表の件数を平成28年度比で1.25倍にさせる。
運動活動と身体的活性化の科学的因果関係の解明や、観光と組み合わせたヘルスツーリズムなどに適用する
ことで、運動プログラム（スロージョギング®）の一万人参加を通じて健康なくらし・時間の創造を図る。同時
にこのプログラムは、韓国、ポーランド、米国などで採用されると共に、今後、ドイツ、スイス、オーストリ
ア、ミクロネシアで実施することが決定しており、海外展開を更に進める。学校生活におけるストレス対処や
対人関係スキル、自己調整等の社会的技能を臨床心理学的な方法論など科学的な研究成果を確立すると共に、
社会や未来への学校文化づくりを目指した教師の指導力・地域社会の支援力の向上を図ることで、健全な学校
生活の時間を創造する。
以上より、本学のステークホルダーすべての方々に対して、それぞれのライフタイムで遭遇する健康問題を
未然に予防するための、エビデンスに基づく先進プログラムを提供することで、福（ハッピー）を奏でること
が可能となり、健康持続社会の実現につながる。

一般的なイメージ

学生に対するイメージ

大学（組織）に対するイメージ

・エネルギッシュである

・精神的にタフである

・キャンパスに活気がある

・親しみが持てる

・面白みがある

・スポーツ活動に熱心に取り組む

・自由闊達である

・個性的である

・立地が良い

・存在感がある

・学部、学科が充実している
・広報活動に力を入れている
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４．事業実施体制（２ページ以内）
１．学長のリーダーシップの下での全学的実施体制
本学は、「建学の精神」及び「教育研究の理念」のもとに、今後の活動方針を「福岡大学ビジョン20142023」として策定し、その実現に向けた様々な取り組みを実施している。
本学の将来ビジョンを実現するため、各部門に設けられた各種委員会等での検討のほか、全学的には「基本
計画委員会」や「成長戦略会議」を設け、必要な改革を図るための具体的な政策について検討を進めている。
なお、これらの方策については、実現可能なものから順次「事業計画」へ反映させ、全学的に周知した上で実
現に向け取り組んでいる。
特に、基本計画委員会では、学長の諮問に基づき「教育改革」「国際化推進」「地域貢献」「研究高度化推
進」「財政強化」など8つの専門部会を編成し、各専門部会は副学長または学長補佐が座長を務め、課題解決
に向けた具体的な検討を進めている。各専門部会において実施計画が提案としてまとめられた段階で、副学長
及び事務局長等で編成される「基本計画委員会」で専門部会間の調整も含め検討し、学長に提言することにな
る。学長へ提言された実施計画は、学長のリーダーシップにより、順次、関係会議体の議を経て実行に移し、
それらの施策は本学のブランド価値の向上において重要な役割を果たしている。
「研究ブランディング事業」については、昨年から基本計画委員会研究高度化専門部会で重要テーマとして
取り上げ審議を重ねている。今回申請する「研究ブランディング事業」は、本学のこれまで培ってきた研究活
動等を活用し、地域や社会が抱える高齢化等の課題に対して、活力ある地域の共創社会生活への支援による健
康持続社会の実現を目指すことにより、本学の使命である「時代の要請や社会のニーズに対応した研究」の分
野におけるブランディング戦略の一つとなっている。
２．研究ブランディング（福奏プロジェクト）の実施体制
研究ブランディング事業については、地元自治体や企業等との連携によって実施してきた「健康・医療」
「子ども育成・学校支援」に関する事業を発展させる。このため、各ライフタイムにおける事業チームにおい
て、ハイリスク新生児支援を行っている医学部・てんかん分子病態研究所長、廣瀬伸一教授、ソーシャルスキ
ルトレーニングの人文学部・臨床心理センター長、皿田洋子教授、スロージョギング®活動のスポーツ科学
部・身体活動研究所長、田中宏暁教授を3つのチームのリーダーに任命し、薬学部を加えた4つの学部の研究者
の参加によるプロジェクトを構成している。これらの事業は各教授会の承認を得たのち、「研究ブランディン
グ推進会議」（大学執行部と研究推進部で構成）において、各年度の事業内容、予算配分、などを審議決定し
ている。
更に、研究推進本部会議において、「研究ブランディング事業研究成果評価基準」に基づき本研究がアク
ティブ福岡大学のブランドにつながっているか、事業目的が達成できているか、などの点について評価、審査
し、公表する。
３．自己点検・評価体制
事業全体については、「自己点検・評価推進会議」を中心とした全学的な自己点検・評価体制のもと、目標
に対する取り組みの達成度の確認から、課題に対する改善方策の策定に至る一連の活動を組織的に点検・評価
することにより、各部局だけでは解決が難しい課題を抽出し、各部門が連携のうえ課題を解決し、質的向上を
図るシステムを構築している。
研究ブランディング事業については、学長を議長とする研究ブランディング推進会議と研究推進本部会議が
連携して質的向上に向けた点検・評価を行う体制を整備し、大学全体としての自己点検・評価推進会議がそれ
らの情報を集約し、本学におけるブランディング戦略を総括する形で改善に向けた取り組みを展開する。
４．学外との有機的な連携
これらの自己点検・評価活動には、福岡市等の自治体、他大学及び企業等から外部評価委員を招聘し、第三
者の視点による取り組みの評価及び意見聴取の機会を設けており、本学の自己点検・評価結果の客観性を高め
るだけでなく、広い視野から本学の取り組みを点検し、推進することができる体制を整えている。
研究ブランディング事業においても、自治体、企業及び学術有識者からなる研究ブランディング外部評価委
員会において、評価・意見をいただきながら研究ブランディング事業の質向上を図り、本学のブランディング
戦略の更なる充実に取り組んでいく。
研究ブランディング事業においては、自治体（福岡市など）の健康福祉部局、学校教育部局及びこども支援
部局と連携し、また、社会活動支援企業（西部ガスCS）、ヘルスケア企業、製薬企業及び民間団体（スロー
ジョギング®協会）等と連携して、健康プログラムの開発と健康産業の創出を図る。
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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

チームⅠ 【中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究】
健康づくり：前年度の予備試験を踏まえ、ヘルスツーリズム（HT）の本試験を行う。
サイバニクス：神経難病の患者会の理解と協力のもと、ロボットスーツHybrid Assistive
Limb（HAL®）を用いた四肢可動域回復、運動機能回復プログラムに着手する。
社会活動支援：企業社員180人へのコミュニケーションスキル研修の全社展開を図る。
チームⅡ 【学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究】
学校適応：研究協力校の選定と協力校への介入開始前の事前説明を行う。初年度介入（小学
4年-関係性スキル（基礎）、中学1年-関係性スキル（応用・発展））
体育支援：定期評価と体育支援の遂行、支援対象校の拡大へ向け協議を継続する。
チームⅢ 【妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究】
妊娠期の子育て支援活動を継続・拡大、ハイリスク妊婦への支援拡充。
【ブランディング】全学的なブランディング推進会議でブランディングを含めた広報全般に関
する中長期計画を策定する。
Ⅰ 健康づくり：スロージョギング®を用いた健康プログラムの発展型の一つであるHTに焦点
を当て、対象者数の増加を図り、HTが有酸素能や身体組成の変化に与える影響を検証する。⇒
対象者の増加（目標40名）、有酸素能の亢進（呼気ガス分析装置）、皮下脂肪及び筋厚の短期
効果を検証し（超音波エコー法）参加者のモチベーションに繋がったか、エネルギー消費量を
測定し（二重標識水法）脂肪量減少との関係を検証できたかで評価する。
サイバニクス：神経難病者及び健常者を対象に、HAL®を着用した際の運動強度別の酸素摂
取量や疲労度・心電図のデータを収集する⇒着用の有無や回数別に、各運動強度における各種
データが整理できたかで評価する。
社会活動支援：12月までに西部ガスCS西事業所検針員24人のコミュニケーションスキル演
習を完了し、1月から実際に活動を始める。1月から全社員150人に向けて展開を図る。⇒自己
式アンケート、コミュニケーション到達評価表と理解度に関する調査、半構造化面接法を活用
した質的研究で効果を検証し、180人への研修の実施が達成されたかで評価する。
Ⅱ 学校適応：福岡市教育委員会の協力のもと小中学校を1校ずつ選定し、教師や児童、保護
者への事業説明と研究スタッフの事前研修を実施する。第1期（小4・中1）を対象に、1学期に
2回（年6回）Social Skill Trainings（SST）に基づく指導と実験を実施し、各学期及び年度
末に所定の評価票で効果を測定する。⇒自己評価、学級担任による生徒の社会的スキルと集団
内行動特徴に関する評定を依頼、Q-Uテストの個別結果借用（中学）、担任又は保護者による
日常生活での社会的技能に関するチェックリストの評定を依頼（小学）。
体育支援：継続支援校の体力等に係る定期評価を遂行すると共に、支援対象校の拡大へ向
け福岡市教育委員会との協議を継続する。コーディネーショントレーニング（CT）のDVD作成
に係る作業を進めると共に、教員対象の研修会を実施する。⇒定期評価の結果報告まで完遂し
たか、支援対象校が増加したか、DVD作成の進捗度合いで評価する。
Ⅲ 子育て準備期の継続支援活動を福岡市子育て支援課・城南区と協同し地域の一般住民へも
展開する。医療/社会的ハイリスク、特定妊婦の早期発見と支援の組織化を行い、女性・周産
期外来にて妊娠期からフォローアップ体制の支援を行う。⇒祖父母学級（目標8回）、ハイリ
スク妊婦への支援活動（目標50組）、地域住民の支援活動参加（目標30組）によりフォロー
アップ体制が構築できたかで評価する。
【ブランディング】ブランディング推進会議、広報委員会で検討を重ね、中長期計画を平成29
年度中に策定する。
平成30年度

目
標

チームⅠ 【中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究】
健康づくり：連携企業の従業員を対象にHTを展開すると共に、プログラムの効果を身体機能
全般より評価する。
サイバニクス：神経難病、四肢病態、健常者を対象にHAL®を用いた機能回復の至適運動処方
を開発する。
社会活動支援：研修プログラムの充実と評価、その後の実践活動への展開を促進する。
チームⅡ 【学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究】
学校適応：2年目介入（小学5年-主張スキル、中学2年-ストレスへの対処）。
体育支援：体力等に係る経年推移の分析とCTのDVD完成・配布。
チームⅢ 【妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究】
子育て期における子育て支援活動を展開していくため、子育てサークルなどの指導者を対象
に健康支援対応力の向上を図る。
【ブランディング】中長期計画を実施するとともに、ブランディングの必要性やねらいを学内
関係者に浸透させる。
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実
施
計
画

Ⅰ 健康づくり：企業の健康保険組合向けに導入し対象者を拡大し、運動が身体に及ぼす適応
メカニズムに迫る。⇒対象者が増大したか（目標50名）、微量生体試料・血管のスティッフネ
ス・筋量及び脂肪量による分析が進められ、成果を国内外に発信できたかで評価する。
サイバニクス：運動強度と活動様式を組み合わせ多角的に検証を行い、機能回復のカギと
なる分子メカニズムを筋生検により探る⇒分子メカニズムのキーファクターとしてPGC1α分子
の遺伝子発現を定量化する。
社会活動支援：西部ガスCS全社展開の評価を経て、自治体での研修スキルのシステムを整
える。⇒西部ガスの検証で、コミュニケーション能力の高い人材育成に寄与したか、その結果
を踏まえて自治体での研修に繋がっているかで評価する。
Ⅱ 学校適応：第2期（小5・中2）を対象に初年度と同様の介入、並びに評価を行う。
体育支援：体力・運動能力・生活習慣調査の経年推移を分析する。CTのDVDを福岡市の全
小中学校へ配布する。⇒体力等に係る分析結果が出揃い、体育支援への活用法が提示されてい
ること。DVDの配布が完了していることで評価する。
Ⅲ 子育て期の家族、保育士・幼稚園/養護教諭等の指導者に対して、健康支援対応力の向上
を図るため子供にみられる病気やけがの対応について、乳児モデルやSIMジュニアを用いて模
擬研修や公開講座を開催する。⇒研修や講座の開催回数（目標5回）で評価する。
【ブランディング】ブランディング効果を数値化するため、モニター制度の創設、関係者への
ヒアリング・アンケート調査、外部機関を利用して情報収集を行う制度を確立する。
平成31年度

目
標

実
施
計
画

チームⅠ 【中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究】
健康づくり：HTにおける長期スパンによる検証が完了。
サイバニクス：前年度に開発したプログラムについて適応する対象者を増やす。
社会活動支援：一連の研修プログラムに係るシステムを整備する。
チームⅡ 【学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究】
学校適応：3年目介入（小学6年-問題解決スキル、中学3年-自尊感を高める）。
体育支援：体力評価結果を他の校区へ普及させる。体育支援の内容充実を図る。
チームⅢ 【妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究】
妊娠期から切れ目ない援助を行うための効果的な子育て支援方法を明らかにする。
【ブランディング】中長期計画が確実に実施されているかを把握し修正を行う。
Ⅰ 健康づくり：HTにおける、長期効果（1年間）を検証する縦断研究を完了させ、プログラ
ムの基本型を完成させる。⇒縦断研究に係る全データが揃った対象者数として30名以上（60～
100名）で検証できたか、その結果を踏まえ基本型が確立できたかで評価する。
サイバニクス：HALの効果とその背景にある分子メカニズムを明らかにする。⇒症例数を
増やし、エビデンスを確固たるものとする。
社会活動支援：自治体でのコミュニケーション研修スキルのシステムを整える。⇒システ
ムが整備されたか、研修を行った人数（目標1,500人）で評価する。
Ⅱ 学校適応：第3期（小6・中3）を対象に初年度と同様の介入、並びに評価を行う。
体育支援：体力評価の解析結果を福岡市教育委員会と共有し、講演会等を通じて他の校区
への普及活動を行う。サッカー・水泳・スノーケリング・ダンス等を通じた体育支援につい
て、体力評価の解析結果を踏まえ内容の改良及び充実を図る。⇒普及活動の進捗状況・実施回
数（目標30回）、並びに体育支援において体力評価結果との連続性・一体感のある内容へ改良
できたかで評価する。
Ⅲ 子育て準備期および子育て期の親への支援活動を継続し、親を対象に育児負担に関する聞
き取り調査並びに、保育士や指導者に対して健康支援対応力の調査を実施する。⇒調査人数
（妊娠期および子育て期の親；目標200～300名、保育士や指導者；目標50～100名）と、効果
的な支援方法を構築できたかで評価する。
【ブランディング】中長期計画と実態の総点検。
平成32年度

目
標

チームⅠ 【中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究】
健康づくり：健康増進プログラムの量的質的拡充を図る。
サイバニクス：その他の適応疾患の可能性を探り、身体機能低下者に対する機能回復プログ
ラムへの応用を図る。
社会活動支援：研修プログラムに係る福大方式を確立していく。
チームⅡ 【学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究】
学校適応：成果を報告書にまとめ、全国の学校関係者に周知する。
体育支援：体育支援の各プログラム間の整合性を図る。
チームⅢ 【妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究】
効果的な子育て支援の方策を、次世代の親となりうる大学生に適応する。切れ目のない支援
を行うためにも、「小児科かかりつけ医」との協働を行う連携モデルを作成する。
【ブランディング】ブランディングで顕著な効果を生んでいる取り組みとそうでない取り組み
を把握し、全学的にそれらの情報を共有する。
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実
施
計
画

Ⅰ 健康づくり：旅行会社やIT企業との共同プログラムを考案し、産学連携協議会企業等で実
証する。スロージョギング®協会と連携し、ドイツ、スイス、オーストリアに健康プログラム
を普及させる。⇒参画団体数（目標10団体）、3ヶ国への普及が達成されたかで評価する。
サイバニクス：対象とした疾患にて身体機能の特異的側面からの効果を検証する。⇒血流
改善効果、筋繊維や筋力・酸素摂取量・バランス・神経応答といった観点からの効果を整理で
きたかで評価する。
社会活動支援：自治体でのコミュニケーション研修スキルのシステムを整える。⇒高齢者
サポートプログラム（福大方式）が完成したかで評価する。
Ⅱ 学校適応：効果判定のために実施した「社会的スキル尺度」の結果をまとめ、担任の先生
からの感想を半構造化面接によりまとめる。⇒報告書を作成し教育相談学会に投稿し、全国の
先生に向けて発信できたかで評価する。
体育支援：体力評価による分析結果を踏まえ、体育支援の内容がブラッシュアップされる
と共に、各プログラム間の役割や位置づけを明確にし、それらの整合性を図る。⇒各児童の課
題に即した運動を取り入れ、運動神経の向上に繋がっているかで評価する。
Ⅲ 本学の学生に子育て支援プログラムを実施する。「小児科かかりつけ医」との連携モデル
を作成するため、小児科医/スタッフと協働できる支援策を策定・展開する。⇒支援プログラ
ムを実施した本学学生数（目標100名）と連携モデルが作成できたかで評価する。
【ブランディング】広報課で、全学的にヒアリングやアンケートによるブランディングに関す
る情報収集を行い、ブランディングの改善につながる情報提供を行う。
平成33年度

目
標

チームⅠ 【中高年期の社会活動支援・活力ある高齢者の研究】
健康づくり：ニコニコペース®やスロージョギング®をベースにした数種類の予防プログラム
を完成させ、社会への発展・貢献策としての産学官連携体制を確立させる。さらに、記憶障害
に対する健康食品の効果を高齢者を対象に実証する。
サイバニクス：神経難病、四肢疾病患者の日常生活への効用を確立し、HAL®の適用について
関係機関との体制作りを行う。
社会活動支援：前年度に確立した福大方式について評価する。
チームⅡ 【学童期・思春期の学校適応支援・活力ある人間形成の研究】
学校適応：報告書の作成、シンポジウム等の開催による成果発表。
体育支援：大規模で高精度の体力評価の実現、時代に即した体育のあり方を提案。
チームⅢ 【妊娠・出産及び子育て期の子どもといる生活の研究】
地域で支える子育て支援プログラムの開発と地域との連携対策の構築。
【ブランディング】社会が抱くブランド・イメージと本学が抱いてもらいたいブランド・イ
メージが似通っている。

実
施
計
画

Ⅰ 健康づくり：これまでの成果を元に、雇用の創出や社会の発展と直結させた形で予防プロ
グラムを具現化する。さらに、動物実験で認知症の記憶障害に有効と認められた健康食品の
「もの忘れ」に対する効果を、高齢者を対象に検証する。その結果を福大発の認知症予防法と
して地域に広める。漢方薬に関しては学会等での発表を介して広く医師・薬剤師にアピールし
て適正使用を促す。⇒予防プログラムの5年間での延参加者数（目標1万人）、連携実績数、漢
方薬や健康食品の医師・薬剤師への認知度で評価する。
サイバニクス：日常生活に即した形態でのHAL®の効用を確立させると共に、適用への体制
について関係機関と改善を図る。⇒歩行スピードの回復や日常動作が可能になったかで評価
し、使用に関する体制について新たな展開が開けたかで評価する。
社会活動支援：平成28年度からのコミュニケーションスキル研修についての長期評価を行
い、冊子にまとめる。⇒高齢者の社会参加促進と見守りなどの広域的高齢者サポートの成果
（見守り隊；目標5,000人）と冊子配布部数（目標10,000部）で評価する。
Ⅱ 学校適応：事業の意義と今後の敷衍化を目指すための研究成果に係る報告書刊行及び公開
シンポジウムを企画し、広く社会に公表する。⇒報告書を冊子として作製し、福岡市内の全小
中学校212校への配布と、公開シンポジウムを福岡市内の各区（全7区）で開催し、教職員や保
護者に公開できたかで評価する。
体育支援：これまでの成果を元に、福岡市教育委員会との協議を進め児童8万人規模の
データ解析を実現すると共に、解析結果を踏まえ時代に即した体育のあり方を、福岡市に対し
て提案する。⇒福岡市全体（8万人規模）の体力データの解析が行われることと、その結果を
元にした体育支援の具体策が市に対して提案されたことで評価する。
Ⅲ 乳幼児の発達に応じた子育て支援と切れ目のない子育て支援形成プログラム（城南区・福
岡大学病院との共同開催の子育て準備期における両親・祖父母プログラムの定例開催）（ハイ
リスク妊婦のフォローアップ・介入による地域との連携実績）（「地域における子育て支援力
の向上プログラム」及び「次世代パパママの子育て力形成プログラム」を福岡市で開催）の評
価を行う。⇒これらの参加者の理解度・満足度、子育て不安調査、地域との連携実績等により
子育て支援プログラム開発と連携ができたかを評価する。
【ブランディング】ブランド調査を実施し、本学のブランドイメージの浸透状況を検証する。
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）
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