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２．事業内容（２ページ以内）

東京慈恵会医科大学

（１）事業目的

【大学の将来ビジョン】
　本学は、高度な医術と、患者の心の痛みを理解できるあたたかい心をもった医師と看護師の育成と、病者
の側に立つ全人的で総合的な医療の提供を使命としてきた。また、医療と看護は車の両輪という考えから、
我が国で初めて看護教育を始めた学校でもある。これらの建学の精神を基盤に、高度先進医療を追究すると同
時に、全国に開業医・産業医を多く送り出すなど地域医療やプライマリ・ケアの領域でも貢献してきた。ま
た、「未病」といわれる疾病の前駆状態や発症準備状態を改善させるところまでを含めた広義の疾病予防にも
貢献してきた。それは、地域の企業の繁栄や産業医の課題解決、都市に勤務する働く人の家庭の安寧にもつな
がるとともにわが国の健全な成長の基盤を構築するものである。開学以来、医療の飛躍的進歩と、二度の大戦
と敗戦、復興、そして今日の縮小社会といった医療を取り巻く外部環境の大転換を時代のニーズに応えつつ、
開学以来発展してきた。建学の精神を拠りどころに、絶えざる変革を続けて環境変化に適応し、常に医療の最
先端を担ってきたのである。今後とも、絶えざる変革と適応を将来にわたってすべてのステイクホルダに対し
約束すべく、「建学の精神を継承し、社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることができる質の高い
医科大学を目指す」ものである。学長のリーダーシップのもと、全学が一致して、全人的・総合的医療の実
践により、地域の人々の健康増進を図り地域の繁栄に貢献することを目指すものである。

  我が国における近代医学黎明期に開学した最古の医科大学の一つである本学は、「厳密な医学に裏打ちされ
た医術と、患者の心の痛みを理解できるあたたかい心をもった医師と看護師」の育成と、病者の側に立つ全人
的で総合的な医療の提供を使命としている。大学のブランドに関する学内外における事前調査を行ったとこ
ろ、「病気を診ずして病人を診よ」という建学の精神に代表される、患者の気持ちをくみ取り行動するという
精神は、内部ステイクホルダには広く浸透しているものの、外部への浸透度は低く、本学の最大の長所が社
会的に認知されていないことが明らかとなった。この課題解決のために、本学関係者でない人や本学附属病
院を受診した経験がない人にも、本学の理念が具体的・実践的に伝わるような、象徴的な活動が必要と考えら
れた。本事業は、以上の課題意識のもとに、建学の精神を象徴的に示すプロジェクトとして企画されてい
る。
  本学の医療に関する特色としては、東京都港区に位置する附属病院本院だけに限っても1,075床の入院患者
を受け入れる特定機能病院を有することが挙げられる。港区は、昼間の人口が約88万人と東京都内で一番多い
だけでなく、全国総計の約10％の上場企業の本社が立地する企業色の強い地域である。このため、本学は伝統
的に産業医を多く輩出し地域の産業医とは密接な関係にある。本院では近隣の開業医と近隣企業の産業医との
連携を強化し「都市型地域医療連携」の在り方をこれまで模索してきた。また、本学の歴史を振り返ると、学
祖である高木兼寛が食事療法で脚気を予防したこと、加納治五郎との交流から心身両面の健康が重要である
ことを見抜き、1910年代に既に『心身修養』『心身強健法』などの著書を通じて、食事・健康・住居・衣
服・衛生などの観点から健康増進にアプローチを試みるなど、今日の予防・未病領域の取り組みを先取りし
ていたこと、さらには中興の祖である名取禮二が疲労研究の重要性を強く認識していたことから、本学は歴
史的に疲労や栄養に関して強い関心を持ち続けてきた。これに加えて、森田療法といった精神医学分野の本学
独自の治療法の開発に関しても高い意識がある。また最近、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「疲労の分
子機構の解明による健康の維持と増進を目的とする医学研究拠点の形成（平成24～28年）」が実施され、疲労
やストレスの機構解明が進み、これまで不可能であった疲労やストレスレジリエンス低下の客観的測定を可
能とした。また別の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業において、疲労に関係するヒトの代謝機能を簡便に
評価するシステムが構築された。さらに、外部環境、社会情勢として、現代はストレス社会と呼ばれ、複雑化
した労働環境や高度情報社会などの影響で、人々は肉体的、精神的な数多くのストレスや疲労にさらされて
いることが大きな問題となっている。特に本学の周辺地域にあっては、この問題は深刻である。企業のメン
タルヘルスは、予防から維持、治療のような広い範囲で考えるべきであるが、労働安全衛生法改正により義務
化されたストレスチェックの有効利用も難しい状況である。
  これらの状況を踏まえ、本事業では、疲労、ストレスおよびメンタルの不調を訴える働く人に対し、ⅰ) 医
師による精神科的診断、ⅱ) これまでの研究成果である疲労やストレスレジリエンスに関する客観的測定、
ⅲ)代謝状態の評価を総合した多次元的な診断法を確立し、対象者の精神疾患や代謝疾患に対する早期診断を
可能にするとともに、疾患を発症してはいないがリスクの高い未病の人に、個人の状態に最適な疲労やストレ
スの解消の為の運動療法や栄養療法などを中心とした予防法や健康増進法を提供するといった、総合的なヘ
ルスケアシステムの構築を目指す。これにより、ストレス、疲労感、うつ状態といった働く人のメンタルヘル
スの問題が解消されるだけでなく、労働生産性の向上も期待される。また、現役世代の健康増進により引退後
の健康状況を向上させることで、総体として国民保険の財政負担を軽減させることができる。これらの成果
は、本学は言うまでもなく、地域の企業の繁栄や産業医の課題解決、都市に勤務する働く人の家庭の安寧にも
つながるとともに我が国の健全な成長の基盤を構築するものである。
  全人的・総合的な医療を志す本学は、高度先進医療を追究すると同時に、全国に開業医・産業医を多く送り
出すなど地域医療やプライマリ・ケアの領域でも貢献してきた。「産業医などを通じて働く人の健康増進に貢
献する」本事業を通じて、本学の建学の精神が医療の今日的課題にまさに応えるものであることを象徴的に
示すことを目指している。つまりは、予防や「未病」といわれる領域と治療に医学的根拠のある知識とソ
リューションを提供することで、本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと
日常的な生活の中にある身近なものであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に
貢献する医療なのだ、という理解を促す。またその理念を実現する基盤として、産業医や企業内診療所等との
密な連携を明示的に示し、本学の考える「都市型地域医療連携」の具体像を社会に広く伝えたい。
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東京慈恵会医科大学

1)慈恵式レジリエンス評価システム
  人は社会的・身体的ストレスや身体的なストレスなどに長期間さらされると、メンタルヘルスに問題を生じ
強い疲労感を感じる様になる。これはうつ病に至る前の未病状態であるといえるが、この段階で医療行為がな
されることはほとんどなく、人々は科学的根拠の薄い健康食品やエナジードリンク類に頼ることになる。抗疲
労効果を謳ったこれらの製品の売り上げは日本だけでも年間10兆円を超えるといわれ、この様な状態で苦しん
でいる人が非常に多いことが示唆される。
  本事業の柱の一つである、慈恵式レジリエンス評価システムは、この様な状態にある働く人に産業医を介
して慈恵医大の疲労・ストレス外来を受診してもらい、精神科的診断に加えて、ストレス、疲労、代謝など
に関する客観的検査によって対象者のメンタルヘルスの状況を正しく評価するものである。検査は通常のス
トレス応答に対する検査に加え、唾液中ヒトヘルペスウイルス(HHV)-6、7を利用した疲労測定法、血液中の疲
労因子と疲労回復因子の測定、ストレスレジリエンス低下をもたらすマイクロバイオームタンパク質の指標で
ある抗SITH-1抗体の測定などの私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって開発された疲労やストレスの新

規検査法を使用する。また、同じく私立大学戦略的研究基盤形成支援事業で開発された空腹時13C-glucose呼
気試験によって疲労に関係するエネルギー代謝を評価する。

　これらの慈恵式レジリエンス評価システムによって、
(1)メンタルヘルスに問題のある人に対し、ストレスによる抵抗期、生理的疲労、病的疲労、うつ状態といっ
た心身の状態を明らかにすることができる。メンタルヘルスに問題のある人は、自分の心や身体で何が起こっ
ているかが分からないことが不安の原因になっていることが多いため、正しい診断を得ることによるメンタ
ルケアの効果は大きいと考えられる。
(2)うつ病発症のリスク評価、治療の難易度、慢性化などの予後判断および正しい改善法の選択を含めた慈恵
式レジリエンス評価が可能になることが期待される。

2)慈恵式レジリエンス強化システム
  この様な慈恵式レジリエンス評価システムでメンタルヘルスの状態が判定された対象者は、続いて二つ目の
事業の柱である慈恵式レジリエンス強化システムによる改善が図られる。上記のシステムによって対象者の
メンタル状態は何種類かにカテゴライズされているので、それぞれのカテゴリーにふさわしい運動療法や栄養
療法が選択可能である。
  対象者には、運動療法、心肺運動負荷試験から算出した無酸素性代謝域値（AT）レベルの有酸素運動とレジ
スタンス運動を組み合わせた運動療法（50分）から温熱療法を使用したストレッチリラクゼーション（15分）
までの強度の異なった運動療法の7パターンを説明提示し、患者の希望で選択してもらい、週2から3回ほどの
運動療法を施行する。このことによって対象者個人の体力に合わせた運動量を正しく判定することができる。
上記の方法で3か月訓練をして、訓練前と同様の評価を再度行う。
  また、対象者には下記の動物モデル実験で科学的に抗疲労効果や抗ストレス効果が確認された、栄養成分を
含んだ食事を提供することで、栄養療法によるレジリエンス強化システムや、運動療法に栄養療法を組み合わ
せたレジリエンス強化システムも施行する。
  これらの総合的な評価と治療により
(1)客観的なバイオマーカーを用いた、対象者のメンタルヘルスのカテゴライズと個々人の体力に合わせた最
適の運動量の判定、さらに科学的根拠を持った栄養療法を行うことにより、個人のストレスや疲労の状態に
最適なレジリエンス強化システムを科学的根拠によって提案できるテーラーメイド療法が確立できる。
(2)慈恵式レジリエンス強化システムは、運動療法や食事療法といった医療機関以外の場所でも実行可能な内
容で構成されており、慈恵医大で運動指導や食事指導を受けた後は、セルフメディケーションとしての継続
も可能である。
(3)慈恵式レジリエンス評価・強化システムが普及すれば、健康増進による経済効果に加え、健康食品やサプ
リメント、フィットネスなどのヘルスケア産業に対して医学的根拠を提供することで、ヘルスケア市場の健全
な拡大に寄与することができると考えられる。
(4)慈恵式レジリエンス強化システムは心身の健康増進の基本とも考えられ、開学以来、本学が注力してきた
プライマリ・ケア領域の卒前卒後教育の内容を総合的に進化・深化させることで、プライマリ・ケアの教育
拠点としてのポジションをより強化することができる。

3)レジリエンス強化のための疲労メカニズムの解明
  基礎研究を発展させることにより、これまで明らかにしてきた身体疲労のメカニズムに加え、脳疲労に関するメカニズムも
解明する。また、患者で得た疲労バイオマーカー情報を動物モデルで再現し、よりヒトに近い疲労動物モデルを作製し、
ストレス関連疾患の分子機構や治療法の検討を行う。
 これらの研究によって以下の成果が期待される。
(1)栄養成分や運動療法の効果判定や作用機序に関するより詳細な解析が可能となり、より効果的なレジリエンス強化シ
ステムの開発が可能となる。
(2)脳疲労のメカニズムやバイオマーカーが明らかになることで、上記のヒト研究で得られた検体をレトロスペクティブに解
析し、脳の疲労を解消する方法を開発ことが可能となる。
(3)ストレスレジリエンス低下がストレス関連疾患発症に及ぼす影響を解析することが可能となり、例えばうつ病や炎症性腸
疾患といったストレス関連疾患に予防効果を発揮する抗疲労・抗ストレス食の開発が可能となる。
(4)これらのメカニズム研究によって疲労やストレスの研究基盤をより強化することで、本事業で確立した慈恵ブランドをより
恒常的に発展させて行くことが可能となる。

（２）期待される研究成果
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

東京慈恵会医科大学

1)将来ビジョン
　我が国における近代医学黎明期に開学した最古の医科大学の一つである本学は、「厳密な医学に裏打ちされ
た医術と、患者の心の痛みを理解できるあたたかい心をもった医師と看護師」の育成と、病者の側に立つ全人
的で総合的な医療の提供を使命としている。本学は医療と看護は車の両輪という考えから、実は我が国で初め
て看護教育を始めた学校でもあるが、これはまさに建学の精神の象徴するエピソードといえる。
　開学以来の歴史は、医療の飛躍的進歩と、二度の大戦と敗戦、復興、そして今日の縮小社会といった医療を
取り巻く外部環境の大転換の歴史だった。本学は建学の精神を拠りどころに、絶えざる変革を続けて環境変化
に適応し、常に医療の最先端を担ってきた。このような絶えざる変革と適応とを将来にわたってすべてのステ
イクホルダに約束すべく、「建学の精神を継承し、社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることがで
きる質の高い医科大学を目指す」との将来像(ビジョン)を掲げている。

2)ブランディング戦略と本事業の関係
　これまでに本学では、毎年実施している職員満足度調査、患者満足度調査の他に、学内外のステイクホルダ
を対象としたヒアリング調査を実施した（対象者：医師・コメディカル・事務員、学生、研修医、患者ボラン
ティア、取引事業者）。これら一連の調査を通じて明らかになったことは
  ⓐ内部ステイクホルダについては、「患者など相手の気持ちをくみ取り行動する」という建学の精神に基づ
く行動規範が広く浸透しており、建学の精神は血肉化していると考えられること
  ⓑ本学の医師・コメディカル・事務員等との直接の付き合いがある外部ステイクホルダは、行動規範のレベ
ルで浸透している建学の精神を感じ取っていること
  ⓒしかし、こうした「行動規範」や全人性・総合性といった特質として体現される「建学の精神」は、それ
に触れないと意味や価値が理解できない、という構造的課題があること
であった。本学の建学の精神が意味しているところは、そのものとしては広く一般の理解を得るのが困難なの
である。この点をクリアすることが、「社会の共感を得る」という将来ビジョン達成のための重要な課題であ
る。この課題解決のためには、本学の研究・教育・診療を経験していない人にも、本学の理念が具体的・実践
的に伝わるような、象徴的な活動が必要と考えられる。
　本事業は、以上の課題意識のもとに、建学の精神を象徴的に示すプロジェクトとして企画されている。
　今日の医療は、「再生医療」に代表されるようないわゆる高度先進医療の一層の高度化が求められるのと同
時に、縮小社会を迎えるにあたって「効率化」も求められるようになってきている。具体的に言えば、病気に
させない、病気になっても重症化させない、予後になるべく病院に掛からないようにする・・・といったよう
に「予防」や「先制医療」といわれるプライマリ・ケアの強化である。それによって全体として社会保障費を
適正化していこう、というものである。
　全人的・総合的な医療を志す本学は、高度先進医療を追究すると同時に、プライマリ・ケアの進化・深化に
も開学から一貫して取り組んできた。本学の歴史を振り返ると、学祖である高木兼寛は、食事療法で脚気を予
防したエピソードが有名であるが、加納治五郎との交流から心身両面の健康が重要であることを見抜き、1910
年代に既に『心身修養』『心身強健法』などの著書を通じて、食事・健康・住居・衣服・衛生などの観点から
健康増進にアプローチを試みるという、今日の予防・未病領域の取り組みを先取りしていたのである。さらに
は中興の祖である名取禮二が疲労研究の重要性を強く認識していたこともあり、本学は歴史的に疲労や栄養に
関して強い関心を持ち続けてきた。そうした歴史的背景から、プライマリ・ケアの強化という今日的課題に取
り組む本事業は、建学の精神の本質を、最も純粋に・直接的に表現するものといえる。
　さらに言えば、本学は研究だけでなく、教育という点でもプライマリ・ケア領域で貢献しているとの自負を
持っている。事実、地域医療やプライマリ・ケアの担い手である開業医・産業医を全国に数多く輩出してき
た。特に本学附属病院本院は港区新橋というオフィス街に立地することもあり、患者には企業で働く人も多
い。都心に立地する本学本院にとっての「地域医療連携」とは、地域の開業医との連携であると同時に、産業
医との連携でもある。このように産業医、開業医、本学の三者による医療連携を本学は都市型地域医療連携と
考えている。「産業医を通じて働く人の健康増進に貢献する」本事業を通じて、本学の建学の精神が医療の今
日的課題にまさに応えるものであることを象徴的に示すことを目指している。

【小括】
審査の観点①大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色の位置づけ
本事業は、「本学の建学の精神は、医療の今日的課題に応えるものである」ということを象徴的に示すこと
で、本学と直接接点を持たない人々、つまり医療や医学教育・研究と縁の薄い人々も含めた広く一般社会で確
立することに貢献することが期待される。
審査の観点④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
建学の精神を核心に置く本学のブランドは、本学の建学の精神に直接触れるステイクホルダ（すなわち内部ス
テイクホルダと患者、取引先事業者等）には相当程度に確立されていることが、建学の精神に直接触れること
のないステイクホルダには十分な認知・理解を得ているとはいいがたいことが、それぞれ確認されている。以
上の認識から本事業は上記のような機能が期待されている。

 
3)対象（ターゲット）の選定
　本学がブランディング上課題と考えている「医療や医学教育・研究と縁の薄い人々」こそが、実は今日のプ
ライマリ・ケアの戦略的ターゲットの一つといえる。健康に対する意識も低く、また健康増進のための情報や
サービスとの接点も少なくなりがちだからである。
　とりわけ、働くいわゆる現役世代は重要視されている。現役世代の健康増進が引退後の健康状況を決定し、
総体として国民保険の財政負担の程度に影響するからである。こうした課題意識から、昨今「コラボ・ヘルス
（企業と健保が連携して従業員の健康増進に取り組むこと）」「健康経営」といった概念が提唱され、関係各
所で試行錯誤が始まっている。
　同時に、「健康増進」の領域はトレーニングジムや健食・サプリといったように、必ずしも医学的裏付けが
十分にあるとはいえない事業者のフィールドとして長らく市場が形成されてきた経緯があり、医学が積極的に
関与していくことへの社会的な期待も大きいと考えられる。
　また、現役世代の健康は、長らく産業衛生の枠組みの中で産業医が担ってきたが、上述のように本学は多く
の産業医を輩出し、歴史的に産業医や企業内診療所と強いネットワークを構築してきた。そうした背景から、
これまでも研修会などを通じて、働く人の健康増進に役立つ最新情報を産業医に提供するなど貢献してきてお
り、研究成果を実装化する基盤をすでに確立している。この点が他の医科大学と比べても特徴的である。
　以上の背景から、本事業の対象を「働く現役世代とその家族」と「その健康増進にかかわる産業医」、予防
領域で事業を展開するフィットネスクラブや健食・サプリといった「ヘルスケア事業者」とした。
　なお、既述のように本学では、予防医学やプライマリ・ケアに関する卒前・卒後教育が充実しているが、本
事業の成果を取り入れることで、より一層高い意識を持った医師や看護師を育てる、といった波及効果が期待
できる。

【小括】
審査の観点②当事業で期待する効果を踏まえ、本事業の対象を検討した内容

4)訴求したい慈恵医大のイメージ
　具体的なテーマの設定に際しては、実際に産業医の要望を聴取したうえで「疲労やストレスから心身を守る
こと」とした。
　本事業を通じて、予防や「未病」といわれる領域に医学的根拠のある知識とソリューションを提供すること
で「本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近な
ものであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療なのだ」という理
解を促す。またその理念を実現する基盤として、産業医や企業内診療所等との密な連携を明示的に示す。以上
により、「難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学」とのイメージを幅広く形成する。

【小括】
審査の観点③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
・本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近なも
のであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療である、ということ
・本学は、難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学である、ということ

5)普及・広報手段
　ブランド戦略の観点から最も重要なのは、産業医やヘルスケア事業者を通じて、病院に縁の薄かった現役世
代やその他の一般生活者に、建学の精神を具体的・実践的に表現する本事業を届けることそのものにある。実
際に体験することが最も強力な訴求手段である。
　産業医に対しては、産業医向けの研修会など既存の取組みを通じて訴求する。ヘルスケア事業者については
2020年竣工予定の新病院施設に入居するトレーニングジム（健康増進センター（仮称））や食関連事業者との
協業を通じて成果を提供する。
　産業医や協業するヘルスケア事業者との接点を持たない生活者に対しては、本事業そのものの認知を得るた
め、大学のウェブサイトやプレスリリース、メディア向け説明会、医療系雑誌や学会発表などの通常の広報手
段に加え、「疲労・ストレスシンポジウム」などオリジナル企画、港区や東京都医師会あるいは全国各地の本
学同窓会ネットワーク等既存の医療ネットワークなどを介して情報提供を行う。
　また、ヘルスケア業界の各種展示会にも医科大学として積極的に出展し、民間企業との協業を増やし、その
サービスを介して本事業で開発されたメソッドを普及していく。協業企業としては、トレーニングジムや食関
連事業者に加え、不動産開発事業者、メディア、教育関連などを想定している。

【小括】
審査の観点⑤情報発信手段・内容の検討内容
働く現役世代とその家族：本事業で開発されたメソッドを、産業医を通じて直接提供する。
産業医：産業医向け研修会など現行のツールの他、「疲労・ストレスシンポジウム」等オリジナル企画通じて
も情報提供していく
その他一般生活者：大学ウェブサイト、プレスリリース、公開講座、港区医師会、東京都医師会、全国各地の
同窓生開業医ネットワーク
ヘルスケア事業者等：展示会への出展

6)具体的工程　：　審査の観点⑥ ①～⑤の具体的工程
　本事業は別項でも示すように、疲労メカニズムの基礎研究から開始し、疲労度の評価手法の確立、メソッド
の確立と順次進んでいく。したがって、成果が出るまでの期間の作業は大よそ以下3つに集約される。
（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　5年目に研究成果がまとめられて以降、本事業が大学のブランディングにどのように/どの程度効果をもたら
したかについて、本事業スタート時点でベンチマークを設定し、その伸び率・改善率によって評価する。
（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
　本事業進行中も継続的にステイクホルダの意見を聴取するなどし、事業の進め方や成果の発信などに関する
戦略や施策を見直し、適宜軌道修正する。
（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　5年後に研究成果がまとまるまでの間、本事業のテーマや研究成果の途中経過などを戦略的に発信し、目指す
ブランド確立のための素地や基礎を固める。
　なお、以上3項目は、あくまで現時点での想定である。実際には、たとえば過労死問題などが社会問題化した
場合のように、社会の関心に沿って柔軟に戦略や施策を改変していく。

　（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　初年度（平成29年度）に調査を通じてベンチマークを設定し、最終年度（平成33年度）に再度調査をして達
成度を評価する、というステップを踏む。
　初年度の調査とは、現役世代（企業勤務の20-60代男女）を対象としたウェブ調査を想定している。「本学
の認知度」「本学の建学の精神の認知度・理解度」「浸透させたい本学のイメージの適合度」等々を質問し、
現状に関するデータを得て、これをベンチマークとする。
　最終年度では、同様の調査を実施して、結果の差分をもってブランドへの効果とする。調査では、まず初年
度調査の各項がどう変化したかを見ることで（3）の情報発信の効果を評価し、次いで本事業の研究成果を提示
したうえで再度各項を質問してどう変化したかを評価し、本事業の潜在的なブランディング効果を評価する。
最後に、上記の結果と、この5年間の活動をレビューし、6年目以降のブランディング戦略・施策を構想する。

　（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
・本事業の対象者である働く現役世代やその健康をみる産業医が「本事業の成果をどう認識し理解するか（研
究成果のブランディング）」「その先に本学の目指すイメージが形成されるか（大学ブランディング）」とい
う点について、随時、これら本事業の対象者を聴取する。（3）で詳述するように、本事業を進める途中におい
ても、産業医や一般生活者向けのシンポジウムや研修会・研究会等を実施する予定であり、そうした機会をと
らえて意見聴取をし、研究推進委員会で分析し、ブランディングの視点から事業の進め方や戦略広報の在り方
を見直す。
・本事業の成果を普及する戦略についてもブランディングの視点から検討する。まず、産業医や開業医が関心
をもち、理解し、利用しようと思ってもらうために必要な措置について、上記の意見聴取を通じて得たインサ
イトをもとに検討する。また、本事業の成果を幅広く一般生活者に届けるという観点から、フィットネス・ジ
ムや食関連の事業者との協業を広げるべく、これら業界の展示会に出展し、本事業を積極的に紹介する（展示
会例：「ヘルスケア＆スポーツ　街づくりEXPO」「国際モダンホスピタルショウ」「SPORTEC」「グルメ＆ダイ
ニングスタイルショー」「ウェルネスフードジャパン」「外食ビジネスウィーク」「フードケータリング
ショー」等々）。さらに、こうした協業の輪の中で、本事業の成果を正確に共有し、メソッドを正しく提供で
きる人材育成が必要となる。産業医や開業医、理学療法士といった医療従事者に加え、フィットネス・ジムの
トレーナーや料理教室の講師、給食事業の開発担当者や栄養士・調理師などを対象とする研修会を企画・実施
したり、一定の知識とスキルを持った者を認定する制度などを検討する。

　（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　情報発信については、以下3点を考慮して設計する
・研究成果がまとまる5年後までは、あくまでその「予告編」にとどめる
・対象（ターゲット）毎に発信内容や発信手段を変える必要がある
・他方で、コストにおいても手間においても、効率的に実施する必要がある
　以上から、ターゲット毎に以下のような活動を想定している。

　①一般生活者向け発信活動
　主として「疲労・ストレスシンポジウム（以下、シンポジウム。）」を通じて情報発信を行う。シンポジウ
ムは、可能な限り港区や東京都（およびそれぞれの医師会等機関）との共催を目指し、一大学にとどまらず公
的な文脈の中で開催できるよう努力する。5年間に4回開催する。専門的な内容を、一般生活者にもわかりやす
く・親しみやすく伝わるようコンテンツを作り、全体の企画をする。

第1回シンポジウム(平成30年度)：「疲労医科学研究センター」のこれまでの研究成果を中心に、疲労・スト
レス研究の最先端の研究動向（何がどこまでわかっているのか、今後何がわかるのか…等々）をわかりやすく
伝える。たとえば、トップアスリートをゲストに招き、そのセルフコントロール術やコンディショニングの工
夫を語ってもらい、本事業の研究者が疲労・ストレスの専門家の立場からそれを解説したり、あるいはコメン
トするなどして、親しみやすい文脈の中で先端的知見を伝える工夫をする。

第2回シンポジウム(平成31年度)：前年度から本年度にかけて「慈恵式レジリエンス評価・強化システム」の
パイロットスタディーを実施する予定であり、その結果をメインに企画する。初年度の「一般生活者調査」や
「産業医・企業社員ヒアリング」を通じて得られた「一般生活者の疲労・ストレス対処法」について、パイ
ロットスタディーから得られた知見をもとに解説する、といった内容を想定している。

第3回シンポジウム(平成32年度)：第2回シンポジウムにひきつづき、「慈恵式レジリエンス評価・強化システ
ム」のパイロットスタディーの結果をメインに企画する。特に、この段階では「レジリエンス強化」メソッド
に関する知見が相当程度蓄積されている予定であり、これを現役世代に印象深く伝えることを狙い、「勝てる
ビジネス・パーソンになる」「ストレスに打ち克つ子どもを育てる」といった文脈で研究成果を発表する。

第4回シンポジウム(平成33年度)：最終年度であり、本事業の研究成果を分かりやすく伝える。特に、研究成
果がどうやって一般生活者に届けられるか、という「仕組み」の部分に注目して企画する。たとえば、新病院
施設に入居するレストランで「慈恵式レジリエンス強化メニュー」を提供したり、料理教室を開催する/新病
院施設に入居するトレーニングジム（健康増進施設（仮称））を通じて運動プログラムを提供する 。
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東京慈恵会医科大学

1)将来ビジョン
　我が国における近代医学黎明期に開学した最古の医科大学の一つである本学は、「厳密な医学に裏打ちされ
た医術と、患者の心の痛みを理解できるあたたかい心をもった医師と看護師」の育成と、病者の側に立つ全人
的で総合的な医療の提供を使命としている。本学は医療と看護は車の両輪という考えから、実は我が国で初め
て看護教育を始めた学校でもあるが、これはまさに建学の精神の象徴するエピソードといえる。
　開学以来の歴史は、医療の飛躍的進歩と、二度の大戦と敗戦、復興、そして今日の縮小社会といった医療を
取り巻く外部環境の大転換の歴史だった。本学は建学の精神を拠りどころに、絶えざる変革を続けて環境変化
に適応し、常に医療の最先端を担ってきた。このような絶えざる変革と適応とを将来にわたってすべてのステ
イクホルダに約束すべく、「建学の精神を継承し、社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることがで
きる質の高い医科大学を目指す」との将来像(ビジョン)を掲げている。

2)ブランディング戦略と本事業の関係
　これまでに本学では、毎年実施している職員満足度調査、患者満足度調査の他に、学内外のステイクホルダ
を対象としたヒアリング調査を実施した（対象者：医師・コメディカル・事務員、学生、研修医、患者ボラン
ティア、取引事業者）。これら一連の調査を通じて明らかになったことは
  ⓐ内部ステイクホルダについては、「患者など相手の気持ちをくみ取り行動する」という建学の精神に基づ
く行動規範が広く浸透しており、建学の精神は血肉化していると考えられること
  ⓑ本学の医師・コメディカル・事務員等との直接の付き合いがある外部ステイクホルダは、行動規範のレベ
ルで浸透している建学の精神を感じ取っていること
  ⓒしかし、こうした「行動規範」や全人性・総合性といった特質として体現される「建学の精神」は、それ
に触れないと意味や価値が理解できない、という構造的課題があること
であった。本学の建学の精神が意味しているところは、そのものとしては広く一般の理解を得るのが困難なの
である。この点をクリアすることが、「社会の共感を得る」という将来ビジョン達成のための重要な課題であ
る。この課題解決のためには、本学の研究・教育・診療を経験していない人にも、本学の理念が具体的・実践
的に伝わるような、象徴的な活動が必要と考えられる。
　本事業は、以上の課題意識のもとに、建学の精神を象徴的に示すプロジェクトとして企画されている。
　今日の医療は、「再生医療」に代表されるようないわゆる高度先進医療の一層の高度化が求められるのと同
時に、縮小社会を迎えるにあたって「効率化」も求められるようになってきている。具体的に言えば、病気に
させない、病気になっても重症化させない、予後になるべく病院に掛からないようにする・・・といったよう
に「予防」や「先制医療」といわれるプライマリ・ケアの強化である。それによって全体として社会保障費を
適正化していこう、というものである。
　全人的・総合的な医療を志す本学は、高度先進医療を追究すると同時に、プライマリ・ケアの進化・深化に
も開学から一貫して取り組んできた。本学の歴史を振り返ると、学祖である高木兼寛は、食事療法で脚気を予
防したエピソードが有名であるが、加納治五郎との交流から心身両面の健康が重要であることを見抜き、1910
年代に既に『心身修養』『心身強健法』などの著書を通じて、食事・健康・住居・衣服・衛生などの観点から
健康増進にアプローチを試みるという、今日の予防・未病領域の取り組みを先取りしていたのである。さらに
は中興の祖である名取禮二が疲労研究の重要性を強く認識していたこともあり、本学は歴史的に疲労や栄養に
関して強い関心を持ち続けてきた。そうした歴史的背景から、プライマリ・ケアの強化という今日的課題に取
り組む本事業は、建学の精神の本質を、最も純粋に・直接的に表現するものといえる。
　さらに言えば、本学は研究だけでなく、教育という点でもプライマリ・ケア領域で貢献しているとの自負を
持っている。事実、地域医療やプライマリ・ケアの担い手である開業医・産業医を全国に数多く輩出してき
た。特に本学附属病院本院は港区新橋というオフィス街に立地することもあり、患者には企業で働く人も多
い。都心に立地する本学本院にとっての「地域医療連携」とは、地域の開業医との連携であると同時に、産業
医との連携でもある。このように産業医、開業医、本学の三者による医療連携を本学は都市型地域医療連携と
考えている。「産業医を通じて働く人の健康増進に貢献する」本事業を通じて、本学の建学の精神が医療の今
日的課題にまさに応えるものであることを象徴的に示すことを目指している。

【小括】
審査の観点①大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色の位置づけ
本事業は、「本学の建学の精神は、医療の今日的課題に応えるものである」ということを象徴的に示すこと
で、本学と直接接点を持たない人々、つまり医療や医学教育・研究と縁の薄い人々も含めた広く一般社会で確
立することに貢献することが期待される。
審査の観点④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
建学の精神を核心に置く本学のブランドは、本学の建学の精神に直接触れるステイクホルダ（すなわち内部ス
テイクホルダと患者、取引先事業者等）には相当程度に確立されていることが、建学の精神に直接触れること
のないステイクホルダには十分な認知・理解を得ているとはいいがたいことが、それぞれ確認されている。以
上の認識から本事業は上記のような機能が期待されている。

 
3)対象（ターゲット）の選定
　本学がブランディング上課題と考えている「医療や医学教育・研究と縁の薄い人々」こそが、実は今日のプ
ライマリ・ケアの戦略的ターゲットの一つといえる。健康に対する意識も低く、また健康増進のための情報や
サービスとの接点も少なくなりがちだからである。
　とりわけ、働くいわゆる現役世代は重要視されている。現役世代の健康増進が引退後の健康状況を決定し、
総体として国民保険の財政負担の程度に影響するからである。こうした課題意識から、昨今「コラボ・ヘルス
（企業と健保が連携して従業員の健康増進に取り組むこと）」「健康経営」といった概念が提唱され、関係各
所で試行錯誤が始まっている。
　同時に、「健康増進」の領域はトレーニングジムや健食・サプリといったように、必ずしも医学的裏付けが
十分にあるとはいえない事業者のフィールドとして長らく市場が形成されてきた経緯があり、医学が積極的に
関与していくことへの社会的な期待も大きいと考えられる。
　また、現役世代の健康は、長らく産業衛生の枠組みの中で産業医が担ってきたが、上述のように本学は多く
の産業医を輩出し、歴史的に産業医や企業内診療所と強いネットワークを構築してきた。そうした背景から、
これまでも研修会などを通じて、働く人の健康増進に役立つ最新情報を産業医に提供するなど貢献してきてお
り、研究成果を実装化する基盤をすでに確立している。この点が他の医科大学と比べても特徴的である。
　以上の背景から、本事業の対象を「働く現役世代とその家族」と「その健康増進にかかわる産業医」、予防
領域で事業を展開するフィットネスクラブや健食・サプリといった「ヘルスケア事業者」とした。
　なお、既述のように本学では、予防医学やプライマリ・ケアに関する卒前・卒後教育が充実しているが、本
事業の成果を取り入れることで、より一層高い意識を持った医師や看護師を育てる、といった波及効果が期待
できる。

【小括】
審査の観点②当事業で期待する効果を踏まえ、本事業の対象を検討した内容

4)訴求したい慈恵医大のイメージ
　具体的なテーマの設定に際しては、実際に産業医の要望を聴取したうえで「疲労やストレスから心身を守る
こと」とした。
　本事業を通じて、予防や「未病」といわれる領域に医学的根拠のある知識とソリューションを提供すること
で「本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近な
ものであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療なのだ」という理
解を促す。またその理念を実現する基盤として、産業医や企業内診療所等との密な連携を明示的に示す。以上
により、「難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学」とのイメージを幅広く形成する。

【小括】
審査の観点③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
・本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近なも
のであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療である、ということ
・本学は、難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学である、ということ

5)普及・広報手段
　ブランド戦略の観点から最も重要なのは、産業医やヘルスケア事業者を通じて、病院に縁の薄かった現役世
代やその他の一般生活者に、建学の精神を具体的・実践的に表現する本事業を届けることそのものにある。実
際に体験することが最も強力な訴求手段である。
　産業医に対しては、産業医向けの研修会など既存の取組みを通じて訴求する。ヘルスケア事業者については
2020年竣工予定の新病院施設に入居するトレーニングジム（健康増進センター（仮称））や食関連事業者との
協業を通じて成果を提供する。
　産業医や協業するヘルスケア事業者との接点を持たない生活者に対しては、本事業そのものの認知を得るた
め、大学のウェブサイトやプレスリリース、メディア向け説明会、医療系雑誌や学会発表などの通常の広報手
段に加え、「疲労・ストレスシンポジウム」などオリジナル企画、港区や東京都医師会あるいは全国各地の本
学同窓会ネットワーク等既存の医療ネットワークなどを介して情報提供を行う。
　また、ヘルスケア業界の各種展示会にも医科大学として積極的に出展し、民間企業との協業を増やし、その
サービスを介して本事業で開発されたメソッドを普及していく。協業企業としては、トレーニングジムや食関
連事業者に加え、不動産開発事業者、メディア、教育関連などを想定している。

【小括】
審査の観点⑤情報発信手段・内容の検討内容
働く現役世代とその家族：本事業で開発されたメソッドを、産業医を通じて直接提供する。
産業医：産業医向け研修会など現行のツールの他、「疲労・ストレスシンポジウム」等オリジナル企画通じて
も情報提供していく
その他一般生活者：大学ウェブサイト、プレスリリース、公開講座、港区医師会、東京都医師会、全国各地の
同窓生開業医ネットワーク
ヘルスケア事業者等：展示会への出展

6)具体的工程　：　審査の観点⑥ ①～⑤の具体的工程
　本事業は別項でも示すように、疲労メカニズムの基礎研究から開始し、疲労度の評価手法の確立、メソッド
の確立と順次進んでいく。したがって、成果が出るまでの期間の作業は大よそ以下3つに集約される。
（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　5年目に研究成果がまとめられて以降、本事業が大学のブランディングにどのように/どの程度効果をもたら
したかについて、本事業スタート時点でベンチマークを設定し、その伸び率・改善率によって評価する。
（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
　本事業進行中も継続的にステイクホルダの意見を聴取するなどし、事業の進め方や成果の発信などに関する
戦略や施策を見直し、適宜軌道修正する。
（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　5年後に研究成果がまとまるまでの間、本事業のテーマや研究成果の途中経過などを戦略的に発信し、目指す
ブランド確立のための素地や基礎を固める。
　なお、以上3項目は、あくまで現時点での想定である。実際には、たとえば過労死問題などが社会問題化した
場合のように、社会の関心に沿って柔軟に戦略や施策を改変していく。

　（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　初年度（平成29年度）に調査を通じてベンチマークを設定し、最終年度（平成33年度）に再度調査をして達
成度を評価する、というステップを踏む。
　初年度の調査とは、現役世代（企業勤務の20-60代男女）を対象としたウェブ調査を想定している。「本学
の認知度」「本学の建学の精神の認知度・理解度」「浸透させたい本学のイメージの適合度」等々を質問し、
現状に関するデータを得て、これをベンチマークとする。
　最終年度では、同様の調査を実施して、結果の差分をもってブランドへの効果とする。調査では、まず初年
度調査の各項がどう変化したかを見ることで（3）の情報発信の効果を評価し、次いで本事業の研究成果を提示
したうえで再度各項を質問してどう変化したかを評価し、本事業の潜在的なブランディング効果を評価する。
最後に、上記の結果と、この5年間の活動をレビューし、6年目以降のブランディング戦略・施策を構想する。

　（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
・本事業の対象者である働く現役世代やその健康をみる産業医が「本事業の成果をどう認識し理解するか（研
究成果のブランディング）」「その先に本学の目指すイメージが形成されるか（大学ブランディング）」とい
う点について、随時、これら本事業の対象者を聴取する。（3）で詳述するように、本事業を進める途中におい
ても、産業医や一般生活者向けのシンポジウムや研修会・研究会等を実施する予定であり、そうした機会をと
らえて意見聴取をし、研究推進委員会で分析し、ブランディングの視点から事業の進め方や戦略広報の在り方
を見直す。
・本事業の成果を普及する戦略についてもブランディングの視点から検討する。まず、産業医や開業医が関心
をもち、理解し、利用しようと思ってもらうために必要な措置について、上記の意見聴取を通じて得たインサ
イトをもとに検討する。また、本事業の成果を幅広く一般生活者に届けるという観点から、フィットネス・ジ
ムや食関連の事業者との協業を広げるべく、これら業界の展示会に出展し、本事業を積極的に紹介する（展示
会例：「ヘルスケア＆スポーツ　街づくりEXPO」「国際モダンホスピタルショウ」「SPORTEC」「グルメ＆ダイ
ニングスタイルショー」「ウェルネスフードジャパン」「外食ビジネスウィーク」「フードケータリング
ショー」等々）。さらに、こうした協業の輪の中で、本事業の成果を正確に共有し、メソッドを正しく提供で
きる人材育成が必要となる。産業医や開業医、理学療法士といった医療従事者に加え、フィットネス・ジムの
トレーナーや料理教室の講師、給食事業の開発担当者や栄養士・調理師などを対象とする研修会を企画・実施
したり、一定の知識とスキルを持った者を認定する制度などを検討する。

　（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　情報発信については、以下3点を考慮して設計する
・研究成果がまとまる5年後までは、あくまでその「予告編」にとどめる
・対象（ターゲット）毎に発信内容や発信手段を変える必要がある
・他方で、コストにおいても手間においても、効率的に実施する必要がある
　以上から、ターゲット毎に以下のような活動を想定している。

　①一般生活者向け発信活動
　主として「疲労・ストレスシンポジウム（以下、シンポジウム。）」を通じて情報発信を行う。シンポジウ
ムは、可能な限り港区や東京都（およびそれぞれの医師会等機関）との共催を目指し、一大学にとどまらず公
的な文脈の中で開催できるよう努力する。5年間に4回開催する。専門的な内容を、一般生活者にもわかりやす
く・親しみやすく伝わるようコンテンツを作り、全体の企画をする。

第1回シンポジウム(平成30年度)：「疲労医科学研究センター」のこれまでの研究成果を中心に、疲労・スト
レス研究の最先端の研究動向（何がどこまでわかっているのか、今後何がわかるのか…等々）をわかりやすく
伝える。たとえば、トップアスリートをゲストに招き、そのセルフコントロール術やコンディショニングの工
夫を語ってもらい、本事業の研究者が疲労・ストレスの専門家の立場からそれを解説したり、あるいはコメン
トするなどして、親しみやすい文脈の中で先端的知見を伝える工夫をする。

第2回シンポジウム(平成31年度)：前年度から本年度にかけて「慈恵式レジリエンス評価・強化システム」の
パイロットスタディーを実施する予定であり、その結果をメインに企画する。初年度の「一般生活者調査」や
「産業医・企業社員ヒアリング」を通じて得られた「一般生活者の疲労・ストレス対処法」について、パイ
ロットスタディーから得られた知見をもとに解説する、といった内容を想定している。

第3回シンポジウム(平成32年度)：第2回シンポジウムにひきつづき、「慈恵式レジリエンス評価・強化システ
ム」のパイロットスタディーの結果をメインに企画する。特に、この段階では「レジリエンス強化」メソッド
に関する知見が相当程度蓄積されている予定であり、これを現役世代に印象深く伝えることを狙い、「勝てる
ビジネス・パーソンになる」「ストレスに打ち克つ子どもを育てる」といった文脈で研究成果を発表する。

第4回シンポジウム(平成33年度)：最終年度であり、本事業の研究成果を分かりやすく伝える。特に、研究成
果がどうやって一般生活者に届けられるか、という「仕組み」の部分に注目して企画する。たとえば、新病院
施設に入居するレストランで「慈恵式レジリエンス強化メニュー」を提供したり、料理教室を開催する/新病
院施設に入居するトレーニングジム（健康増進施設（仮称））を通じて運動プログラムを提供する 。
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東京慈恵会医科大学

1)将来ビジョン
　我が国における近代医学黎明期に開学した最古の医科大学の一つである本学は、「厳密な医学に裏打ちされ
た医術と、患者の心の痛みを理解できるあたたかい心をもった医師と看護師」の育成と、病者の側に立つ全人
的で総合的な医療の提供を使命としている。本学は医療と看護は車の両輪という考えから、実は我が国で初め
て看護教育を始めた学校でもあるが、これはまさに建学の精神の象徴するエピソードといえる。
　開学以来の歴史は、医療の飛躍的進歩と、二度の大戦と敗戦、復興、そして今日の縮小社会といった医療を
取り巻く外部環境の大転換の歴史だった。本学は建学の精神を拠りどころに、絶えざる変革を続けて環境変化
に適応し、常に医療の最先端を担ってきた。このような絶えざる変革と適応とを将来にわたってすべてのステ
イクホルダに約束すべく、「建学の精神を継承し、社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることがで
きる質の高い医科大学を目指す」との将来像(ビジョン)を掲げている。

2)ブランディング戦略と本事業の関係
　これまでに本学では、毎年実施している職員満足度調査、患者満足度調査の他に、学内外のステイクホルダ
を対象としたヒアリング調査を実施した（対象者：医師・コメディカル・事務員、学生、研修医、患者ボラン
ティア、取引事業者）。これら一連の調査を通じて明らかになったことは
  ⓐ内部ステイクホルダについては、「患者など相手の気持ちをくみ取り行動する」という建学の精神に基づ
く行動規範が広く浸透しており、建学の精神は血肉化していると考えられること
  ⓑ本学の医師・コメディカル・事務員等との直接の付き合いがある外部ステイクホルダは、行動規範のレベ
ルで浸透している建学の精神を感じ取っていること
  ⓒしかし、こうした「行動規範」や全人性・総合性といった特質として体現される「建学の精神」は、それ
に触れないと意味や価値が理解できない、という構造的課題があること
であった。本学の建学の精神が意味しているところは、そのものとしては広く一般の理解を得るのが困難なの
である。この点をクリアすることが、「社会の共感を得る」という将来ビジョン達成のための重要な課題であ
る。この課題解決のためには、本学の研究・教育・診療を経験していない人にも、本学の理念が具体的・実践
的に伝わるような、象徴的な活動が必要と考えられる。
　本事業は、以上の課題意識のもとに、建学の精神を象徴的に示すプロジェクトとして企画されている。
　今日の医療は、「再生医療」に代表されるようないわゆる高度先進医療の一層の高度化が求められるのと同
時に、縮小社会を迎えるにあたって「効率化」も求められるようになってきている。具体的に言えば、病気に
させない、病気になっても重症化させない、予後になるべく病院に掛からないようにする・・・といったよう
に「予防」や「先制医療」といわれるプライマリ・ケアの強化である。それによって全体として社会保障費を
適正化していこう、というものである。
　全人的・総合的な医療を志す本学は、高度先進医療を追究すると同時に、プライマリ・ケアの進化・深化に
も開学から一貫して取り組んできた。本学の歴史を振り返ると、学祖である高木兼寛は、食事療法で脚気を予
防したエピソードが有名であるが、加納治五郎との交流から心身両面の健康が重要であることを見抜き、1910
年代に既に『心身修養』『心身強健法』などの著書を通じて、食事・健康・住居・衣服・衛生などの観点から
健康増進にアプローチを試みるという、今日の予防・未病領域の取り組みを先取りしていたのである。さらに
は中興の祖である名取禮二が疲労研究の重要性を強く認識していたこともあり、本学は歴史的に疲労や栄養に
関して強い関心を持ち続けてきた。そうした歴史的背景から、プライマリ・ケアの強化という今日的課題に取
り組む本事業は、建学の精神の本質を、最も純粋に・直接的に表現するものといえる。
　さらに言えば、本学は研究だけでなく、教育という点でもプライマリ・ケア領域で貢献しているとの自負を
持っている。事実、地域医療やプライマリ・ケアの担い手である開業医・産業医を全国に数多く輩出してき
た。特に本学附属病院本院は港区新橋というオフィス街に立地することもあり、患者には企業で働く人も多
い。都心に立地する本学本院にとっての「地域医療連携」とは、地域の開業医との連携であると同時に、産業
医との連携でもある。このように産業医、開業医、本学の三者による医療連携を本学は都市型地域医療連携と
考えている。「産業医を通じて働く人の健康増進に貢献する」本事業を通じて、本学の建学の精神が医療の今
日的課題にまさに応えるものであることを象徴的に示すことを目指している。

【小括】
審査の観点①大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色の位置づけ
本事業は、「本学の建学の精神は、医療の今日的課題に応えるものである」ということを象徴的に示すこと
で、本学と直接接点を持たない人々、つまり医療や医学教育・研究と縁の薄い人々も含めた広く一般社会で確
立することに貢献することが期待される。
審査の観点④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
建学の精神を核心に置く本学のブランドは、本学の建学の精神に直接触れるステイクホルダ（すなわち内部ス
テイクホルダと患者、取引先事業者等）には相当程度に確立されていることが、建学の精神に直接触れること
のないステイクホルダには十分な認知・理解を得ているとはいいがたいことが、それぞれ確認されている。以
上の認識から本事業は上記のような機能が期待されている。

 
3)対象（ターゲット）の選定
　本学がブランディング上課題と考えている「医療や医学教育・研究と縁の薄い人々」こそが、実は今日のプ
ライマリ・ケアの戦略的ターゲットの一つといえる。健康に対する意識も低く、また健康増進のための情報や
サービスとの接点も少なくなりがちだからである。
　とりわけ、働くいわゆる現役世代は重要視されている。現役世代の健康増進が引退後の健康状況を決定し、
総体として国民保険の財政負担の程度に影響するからである。こうした課題意識から、昨今「コラボ・ヘルス
（企業と健保が連携して従業員の健康増進に取り組むこと）」「健康経営」といった概念が提唱され、関係各
所で試行錯誤が始まっている。
　同時に、「健康増進」の領域はトレーニングジムや健食・サプリといったように、必ずしも医学的裏付けが
十分にあるとはいえない事業者のフィールドとして長らく市場が形成されてきた経緯があり、医学が積極的に
関与していくことへの社会的な期待も大きいと考えられる。
　また、現役世代の健康は、長らく産業衛生の枠組みの中で産業医が担ってきたが、上述のように本学は多く
の産業医を輩出し、歴史的に産業医や企業内診療所と強いネットワークを構築してきた。そうした背景から、
これまでも研修会などを通じて、働く人の健康増進に役立つ最新情報を産業医に提供するなど貢献してきてお
り、研究成果を実装化する基盤をすでに確立している。この点が他の医科大学と比べても特徴的である。
　以上の背景から、本事業の対象を「働く現役世代とその家族」と「その健康増進にかかわる産業医」、予防
領域で事業を展開するフィットネスクラブや健食・サプリといった「ヘルスケア事業者」とした。
　なお、既述のように本学では、予防医学やプライマリ・ケアに関する卒前・卒後教育が充実しているが、本
事業の成果を取り入れることで、より一層高い意識を持った医師や看護師を育てる、といった波及効果が期待
できる。

【小括】
審査の観点②当事業で期待する効果を踏まえ、本事業の対象を検討した内容

4)訴求したい慈恵医大のイメージ
　具体的なテーマの設定に際しては、実際に産業医の要望を聴取したうえで「疲労やストレスから心身を守る
こと」とした。
　本事業を通じて、予防や「未病」といわれる領域に医学的根拠のある知識とソリューションを提供すること
で「本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近な
ものであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療なのだ」という理
解を促す。またその理念を実現する基盤として、産業医や企業内診療所等との密な連携を明示的に示す。以上
により、「難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学」とのイメージを幅広く形成する。

【小括】
審査の観点③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
・本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近なも
のであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療である、ということ
・本学は、難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学である、ということ

5)普及・広報手段
　ブランド戦略の観点から最も重要なのは、産業医やヘルスケア事業者を通じて、病院に縁の薄かった現役世
代やその他の一般生活者に、建学の精神を具体的・実践的に表現する本事業を届けることそのものにある。実
際に体験することが最も強力な訴求手段である。
　産業医に対しては、産業医向けの研修会など既存の取組みを通じて訴求する。ヘルスケア事業者については
2020年竣工予定の新病院施設に入居するトレーニングジム（健康増進センター（仮称））や食関連事業者との
協業を通じて成果を提供する。
　産業医や協業するヘルスケア事業者との接点を持たない生活者に対しては、本事業そのものの認知を得るた
め、大学のウェブサイトやプレスリリース、メディア向け説明会、医療系雑誌や学会発表などの通常の広報手
段に加え、「疲労・ストレスシンポジウム」などオリジナル企画、港区や東京都医師会あるいは全国各地の本
学同窓会ネットワーク等既存の医療ネットワークなどを介して情報提供を行う。
　また、ヘルスケア業界の各種展示会にも医科大学として積極的に出展し、民間企業との協業を増やし、その
サービスを介して本事業で開発されたメソッドを普及していく。協業企業としては、トレーニングジムや食関
連事業者に加え、不動産開発事業者、メディア、教育関連などを想定している。

【小括】
審査の観点⑤情報発信手段・内容の検討内容
働く現役世代とその家族：本事業で開発されたメソッドを、産業医を通じて直接提供する。
産業医：産業医向け研修会など現行のツールの他、「疲労・ストレスシンポジウム」等オリジナル企画通じて
も情報提供していく
その他一般生活者：大学ウェブサイト、プレスリリース、公開講座、港区医師会、東京都医師会、全国各地の
同窓生開業医ネットワーク
ヘルスケア事業者等：展示会への出展

6)具体的工程　：　審査の観点⑥ ①～⑤の具体的工程
　本事業は別項でも示すように、疲労メカニズムの基礎研究から開始し、疲労度の評価手法の確立、メソッド
の確立と順次進んでいく。したがって、成果が出るまでの期間の作業は大よそ以下3つに集約される。
（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　5年目に研究成果がまとめられて以降、本事業が大学のブランディングにどのように/どの程度効果をもたら
したかについて、本事業スタート時点でベンチマークを設定し、その伸び率・改善率によって評価する。
（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
　本事業進行中も継続的にステイクホルダの意見を聴取するなどし、事業の進め方や成果の発信などに関する
戦略や施策を見直し、適宜軌道修正する。
（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　5年後に研究成果がまとまるまでの間、本事業のテーマや研究成果の途中経過などを戦略的に発信し、目指す
ブランド確立のための素地や基礎を固める。
　なお、以上3項目は、あくまで現時点での想定である。実際には、たとえば過労死問題などが社会問題化した
場合のように、社会の関心に沿って柔軟に戦略や施策を改変していく。

　（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　初年度（平成29年度）に調査を通じてベンチマークを設定し、最終年度（平成33年度）に再度調査をして達
成度を評価する、というステップを踏む。
　初年度の調査とは、現役世代（企業勤務の20-60代男女）を対象としたウェブ調査を想定している。「本学
の認知度」「本学の建学の精神の認知度・理解度」「浸透させたい本学のイメージの適合度」等々を質問し、
現状に関するデータを得て、これをベンチマークとする。
　最終年度では、同様の調査を実施して、結果の差分をもってブランドへの効果とする。調査では、まず初年
度調査の各項がどう変化したかを見ることで（3）の情報発信の効果を評価し、次いで本事業の研究成果を提示
したうえで再度各項を質問してどう変化したかを評価し、本事業の潜在的なブランディング効果を評価する。
最後に、上記の結果と、この5年間の活動をレビューし、6年目以降のブランディング戦略・施策を構想する。

　（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
・本事業の対象者である働く現役世代やその健康をみる産業医が「本事業の成果をどう認識し理解するか（研
究成果のブランディング）」「その先に本学の目指すイメージが形成されるか（大学ブランディング）」とい
う点について、随時、これら本事業の対象者を聴取する。（3）で詳述するように、本事業を進める途中におい
ても、産業医や一般生活者向けのシンポジウムや研修会・研究会等を実施する予定であり、そうした機会をと
らえて意見聴取をし、研究推進委員会で分析し、ブランディングの視点から事業の進め方や戦略広報の在り方
を見直す。
・本事業の成果を普及する戦略についてもブランディングの視点から検討する。まず、産業医や開業医が関心
をもち、理解し、利用しようと思ってもらうために必要な措置について、上記の意見聴取を通じて得たインサ
イトをもとに検討する。また、本事業の成果を幅広く一般生活者に届けるという観点から、フィットネス・ジ
ムや食関連の事業者との協業を広げるべく、これら業界の展示会に出展し、本事業を積極的に紹介する（展示
会例：「ヘルスケア＆スポーツ　街づくりEXPO」「国際モダンホスピタルショウ」「SPORTEC」「グルメ＆ダイ
ニングスタイルショー」「ウェルネスフードジャパン」「外食ビジネスウィーク」「フードケータリング
ショー」等々）。さらに、こうした協業の輪の中で、本事業の成果を正確に共有し、メソッドを正しく提供で
きる人材育成が必要となる。産業医や開業医、理学療法士といった医療従事者に加え、フィットネス・ジムの
トレーナーや料理教室の講師、給食事業の開発担当者や栄養士・調理師などを対象とする研修会を企画・実施
したり、一定の知識とスキルを持った者を認定する制度などを検討する。

　（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　情報発信については、以下3点を考慮して設計する
・研究成果がまとまる5年後までは、あくまでその「予告編」にとどめる
・対象（ターゲット）毎に発信内容や発信手段を変える必要がある
・他方で、コストにおいても手間においても、効率的に実施する必要がある
　以上から、ターゲット毎に以下のような活動を想定している。

　①一般生活者向け発信活動
　主として「疲労・ストレスシンポジウム（以下、シンポジウム。）」を通じて情報発信を行う。シンポジウ
ムは、可能な限り港区や東京都（およびそれぞれの医師会等機関）との共催を目指し、一大学にとどまらず公
的な文脈の中で開催できるよう努力する。5年間に4回開催する。専門的な内容を、一般生活者にもわかりやす
く・親しみやすく伝わるようコンテンツを作り、全体の企画をする。

第1回シンポジウム(平成30年度)：「疲労医科学研究センター」のこれまでの研究成果を中心に、疲労・スト
レス研究の最先端の研究動向（何がどこまでわかっているのか、今後何がわかるのか…等々）をわかりやすく
伝える。たとえば、トップアスリートをゲストに招き、そのセルフコントロール術やコンディショニングの工
夫を語ってもらい、本事業の研究者が疲労・ストレスの専門家の立場からそれを解説したり、あるいはコメン
トするなどして、親しみやすい文脈の中で先端的知見を伝える工夫をする。

第2回シンポジウム(平成31年度)：前年度から本年度にかけて「慈恵式レジリエンス評価・強化システム」の
パイロットスタディーを実施する予定であり、その結果をメインに企画する。初年度の「一般生活者調査」や
「産業医・企業社員ヒアリング」を通じて得られた「一般生活者の疲労・ストレス対処法」について、パイ
ロットスタディーから得られた知見をもとに解説する、といった内容を想定している。

第3回シンポジウム(平成32年度)：第2回シンポジウムにひきつづき、「慈恵式レジリエンス評価・強化システ
ム」のパイロットスタディーの結果をメインに企画する。特に、この段階では「レジリエンス強化」メソッド
に関する知見が相当程度蓄積されている予定であり、これを現役世代に印象深く伝えることを狙い、「勝てる
ビジネス・パーソンになる」「ストレスに打ち克つ子どもを育てる」といった文脈で研究成果を発表する。

第4回シンポジウム(平成33年度)：最終年度であり、本事業の研究成果を分かりやすく伝える。特に、研究成
果がどうやって一般生活者に届けられるか、という「仕組み」の部分に注目して企画する。たとえば、新病院
施設に入居するレストランで「慈恵式レジリエンス強化メニュー」を提供したり、料理教室を開催する/新病
院施設に入居するトレーニングジム（健康増進施設（仮称））を通じて運動プログラムを提供する 。
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東京慈恵会医科大学

1)将来ビジョン
　我が国における近代医学黎明期に開学した最古の医科大学の一つである本学は、「厳密な医学に裏打ちされ
た医術と、患者の心の痛みを理解できるあたたかい心をもった医師と看護師」の育成と、病者の側に立つ全人
的で総合的な医療の提供を使命としている。本学は医療と看護は車の両輪という考えから、実は我が国で初め
て看護教育を始めた学校でもあるが、これはまさに建学の精神の象徴するエピソードといえる。
　開学以来の歴史は、医療の飛躍的進歩と、二度の大戦と敗戦、復興、そして今日の縮小社会といった医療を
取り巻く外部環境の大転換の歴史だった。本学は建学の精神を拠りどころに、絶えざる変革を続けて環境変化
に適応し、常に医療の最先端を担ってきた。このような絶えざる変革と適応とを将来にわたってすべてのステ
イクホルダに約束すべく、「建学の精神を継承し、社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることがで
きる質の高い医科大学を目指す」との将来像(ビジョン)を掲げている。

2)ブランディング戦略と本事業の関係
　これまでに本学では、毎年実施している職員満足度調査、患者満足度調査の他に、学内外のステイクホルダ
を対象としたヒアリング調査を実施した（対象者：医師・コメディカル・事務員、学生、研修医、患者ボラン
ティア、取引事業者）。これら一連の調査を通じて明らかになったことは
  ⓐ内部ステイクホルダについては、「患者など相手の気持ちをくみ取り行動する」という建学の精神に基づ
く行動規範が広く浸透しており、建学の精神は血肉化していると考えられること
  ⓑ本学の医師・コメディカル・事務員等との直接の付き合いがある外部ステイクホルダは、行動規範のレベ
ルで浸透している建学の精神を感じ取っていること
  ⓒしかし、こうした「行動規範」や全人性・総合性といった特質として体現される「建学の精神」は、それ
に触れないと意味や価値が理解できない、という構造的課題があること
であった。本学の建学の精神が意味しているところは、そのものとしては広く一般の理解を得るのが困難なの
である。この点をクリアすることが、「社会の共感を得る」という将来ビジョン達成のための重要な課題であ
る。この課題解決のためには、本学の研究・教育・診療を経験していない人にも、本学の理念が具体的・実践
的に伝わるような、象徴的な活動が必要と考えられる。
　本事業は、以上の課題意識のもとに、建学の精神を象徴的に示すプロジェクトとして企画されている。
　今日の医療は、「再生医療」に代表されるようないわゆる高度先進医療の一層の高度化が求められるのと同
時に、縮小社会を迎えるにあたって「効率化」も求められるようになってきている。具体的に言えば、病気に
させない、病気になっても重症化させない、予後になるべく病院に掛からないようにする・・・といったよう
に「予防」や「先制医療」といわれるプライマリ・ケアの強化である。それによって全体として社会保障費を
適正化していこう、というものである。
　全人的・総合的な医療を志す本学は、高度先進医療を追究すると同時に、プライマリ・ケアの進化・深化に
も開学から一貫して取り組んできた。本学の歴史を振り返ると、学祖である高木兼寛は、食事療法で脚気を予
防したエピソードが有名であるが、加納治五郎との交流から心身両面の健康が重要であることを見抜き、1910
年代に既に『心身修養』『心身強健法』などの著書を通じて、食事・健康・住居・衣服・衛生などの観点から
健康増進にアプローチを試みるという、今日の予防・未病領域の取り組みを先取りしていたのである。さらに
は中興の祖である名取禮二が疲労研究の重要性を強く認識していたこともあり、本学は歴史的に疲労や栄養に
関して強い関心を持ち続けてきた。そうした歴史的背景から、プライマリ・ケアの強化という今日的課題に取
り組む本事業は、建学の精神の本質を、最も純粋に・直接的に表現するものといえる。
　さらに言えば、本学は研究だけでなく、教育という点でもプライマリ・ケア領域で貢献しているとの自負を
持っている。事実、地域医療やプライマリ・ケアの担い手である開業医・産業医を全国に数多く輩出してき
た。特に本学附属病院本院は港区新橋というオフィス街に立地することもあり、患者には企業で働く人も多
い。都心に立地する本学本院にとっての「地域医療連携」とは、地域の開業医との連携であると同時に、産業
医との連携でもある。このように産業医、開業医、本学の三者による医療連携を本学は都市型地域医療連携と
考えている。「産業医を通じて働く人の健康増進に貢献する」本事業を通じて、本学の建学の精神が医療の今
日的課題にまさに応えるものであることを象徴的に示すことを目指している。

【小括】
審査の観点①大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色の位置づけ
本事業は、「本学の建学の精神は、医療の今日的課題に応えるものである」ということを象徴的に示すこと
で、本学と直接接点を持たない人々、つまり医療や医学教育・研究と縁の薄い人々も含めた広く一般社会で確
立することに貢献することが期待される。
審査の観点④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
建学の精神を核心に置く本学のブランドは、本学の建学の精神に直接触れるステイクホルダ（すなわち内部ス
テイクホルダと患者、取引先事業者等）には相当程度に確立されていることが、建学の精神に直接触れること
のないステイクホルダには十分な認知・理解を得ているとはいいがたいことが、それぞれ確認されている。以
上の認識から本事業は上記のような機能が期待されている。

 
3)対象（ターゲット）の選定
　本学がブランディング上課題と考えている「医療や医学教育・研究と縁の薄い人々」こそが、実は今日のプ
ライマリ・ケアの戦略的ターゲットの一つといえる。健康に対する意識も低く、また健康増進のための情報や
サービスとの接点も少なくなりがちだからである。
　とりわけ、働くいわゆる現役世代は重要視されている。現役世代の健康増進が引退後の健康状況を決定し、
総体として国民保険の財政負担の程度に影響するからである。こうした課題意識から、昨今「コラボ・ヘルス
（企業と健保が連携して従業員の健康増進に取り組むこと）」「健康経営」といった概念が提唱され、関係各
所で試行錯誤が始まっている。
　同時に、「健康増進」の領域はトレーニングジムや健食・サプリといったように、必ずしも医学的裏付けが
十分にあるとはいえない事業者のフィールドとして長らく市場が形成されてきた経緯があり、医学が積極的に
関与していくことへの社会的な期待も大きいと考えられる。
　また、現役世代の健康は、長らく産業衛生の枠組みの中で産業医が担ってきたが、上述のように本学は多く
の産業医を輩出し、歴史的に産業医や企業内診療所と強いネットワークを構築してきた。そうした背景から、
これまでも研修会などを通じて、働く人の健康増進に役立つ最新情報を産業医に提供するなど貢献してきてお
り、研究成果を実装化する基盤をすでに確立している。この点が他の医科大学と比べても特徴的である。
　以上の背景から、本事業の対象を「働く現役世代とその家族」と「その健康増進にかかわる産業医」、予防
領域で事業を展開するフィットネスクラブや健食・サプリといった「ヘルスケア事業者」とした。
　なお、既述のように本学では、予防医学やプライマリ・ケアに関する卒前・卒後教育が充実しているが、本
事業の成果を取り入れることで、より一層高い意識を持った医師や看護師を育てる、といった波及効果が期待
できる。

【小括】
審査の観点②当事業で期待する効果を踏まえ、本事業の対象を検討した内容

4)訴求したい慈恵医大のイメージ
　具体的なテーマの設定に際しては、実際に産業医の要望を聴取したうえで「疲労やストレスから心身を守る
こと」とした。
　本事業を通じて、予防や「未病」といわれる領域に医学的根拠のある知識とソリューションを提供すること
で「本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近な
ものであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療なのだ」という理
解を促す。またその理念を実現する基盤として、産業医や企業内診療所等との密な連携を明示的に示す。以上
により、「難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学」とのイメージを幅広く形成する。

【小括】
審査の観点③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
・本学の考える全人的・総合的な医療とは、病気か否かにかかわらずもっと日常的な生活の中にある身近なも
のであり、生活者一人一人がその人生を十分に全うすること/人々の幸福に貢献する医療である、ということ
・本学は、難病治療といった通常の『高度医療』からプライマリ・ケアまで、総合的に医療の進化・深化を促
し、医療の社会的意義を拡張する大学である、ということ

5)普及・広報手段
　ブランド戦略の観点から最も重要なのは、産業医やヘルスケア事業者を通じて、病院に縁の薄かった現役世
代やその他の一般生活者に、建学の精神を具体的・実践的に表現する本事業を届けることそのものにある。実
際に体験することが最も強力な訴求手段である。
　産業医に対しては、産業医向けの研修会など既存の取組みを通じて訴求する。ヘルスケア事業者については
2020年竣工予定の新病院施設に入居するトレーニングジム（健康増進センター（仮称））や食関連事業者との
協業を通じて成果を提供する。
　産業医や協業するヘルスケア事業者との接点を持たない生活者に対しては、本事業そのものの認知を得るた
め、大学のウェブサイトやプレスリリース、メディア向け説明会、医療系雑誌や学会発表などの通常の広報手
段に加え、「疲労・ストレスシンポジウム」などオリジナル企画、港区や東京都医師会あるいは全国各地の本
学同窓会ネットワーク等既存の医療ネットワークなどを介して情報提供を行う。
　また、ヘルスケア業界の各種展示会にも医科大学として積極的に出展し、民間企業との協業を増やし、その
サービスを介して本事業で開発されたメソッドを普及していく。協業企業としては、トレーニングジムや食関
連事業者に加え、不動産開発事業者、メディア、教育関連などを想定している。

【小括】
審査の観点⑤情報発信手段・内容の検討内容
働く現役世代とその家族：本事業で開発されたメソッドを、産業医を通じて直接提供する。
産業医：産業医向け研修会など現行のツールの他、「疲労・ストレスシンポジウム」等オリジナル企画通じて
も情報提供していく
その他一般生活者：大学ウェブサイト、プレスリリース、公開講座、港区医師会、東京都医師会、全国各地の
同窓生開業医ネットワーク
ヘルスケア事業者等：展示会への出展

6)具体的工程　：　審査の観点⑥ ①～⑤の具体的工程
　本事業は別項でも示すように、疲労メカニズムの基礎研究から開始し、疲労度の評価手法の確立、メソッド
の確立と順次進んでいく。したがって、成果が出るまでの期間の作業は大よそ以下3つに集約される。
（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　5年目に研究成果がまとめられて以降、本事業が大学のブランディングにどのように/どの程度効果をもたら
したかについて、本事業スタート時点でベンチマークを設定し、その伸び率・改善率によって評価する。
（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
　本事業進行中も継続的にステイクホルダの意見を聴取するなどし、事業の進め方や成果の発信などに関する
戦略や施策を見直し、適宜軌道修正する。
（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　5年後に研究成果がまとまるまでの間、本事業のテーマや研究成果の途中経過などを戦略的に発信し、目指す
ブランド確立のための素地や基礎を固める。
　なお、以上3項目は、あくまで現時点での想定である。実際には、たとえば過労死問題などが社会問題化した
場合のように、社会の関心に沿って柔軟に戦略や施策を改変していく。

　（1）ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
　初年度（平成29年度）に調査を通じてベンチマークを設定し、最終年度（平成33年度）に再度調査をして達
成度を評価する、というステップを踏む。
　初年度の調査とは、現役世代（企業勤務の20-60代男女）を対象としたウェブ調査を想定している。「本学
の認知度」「本学の建学の精神の認知度・理解度」「浸透させたい本学のイメージの適合度」等々を質問し、
現状に関するデータを得て、これをベンチマークとする。
　最終年度では、同様の調査を実施して、結果の差分をもってブランドへの効果とする。調査では、まず初年
度調査の各項がどう変化したかを見ることで（3）の情報発信の効果を評価し、次いで本事業の研究成果を提示
したうえで再度各項を質問してどう変化したかを評価し、本事業の潜在的なブランディング効果を評価する。
最後に、上記の結果と、この5年間の活動をレビューし、6年目以降のブランディング戦略・施策を構想する。

　（2）ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正
・本事業の対象者である働く現役世代やその健康をみる産業医が「本事業の成果をどう認識し理解するか（研
究成果のブランディング）」「その先に本学の目指すイメージが形成されるか（大学ブランディング）」とい
う点について、随時、これら本事業の対象者を聴取する。（3）で詳述するように、本事業を進める途中におい
ても、産業医や一般生活者向けのシンポジウムや研修会・研究会等を実施する予定であり、そうした機会をと
らえて意見聴取をし、研究推進委員会で分析し、ブランディングの視点から事業の進め方や戦略広報の在り方
を見直す。
・本事業の成果を普及する戦略についてもブランディングの視点から検討する。まず、産業医や開業医が関心
をもち、理解し、利用しようと思ってもらうために必要な措置について、上記の意見聴取を通じて得たインサ
イトをもとに検討する。また、本事業の成果を幅広く一般生活者に届けるという観点から、フィットネス・ジ
ムや食関連の事業者との協業を広げるべく、これら業界の展示会に出展し、本事業を積極的に紹介する（展示
会例：「ヘルスケア＆スポーツ　街づくりEXPO」「国際モダンホスピタルショウ」「SPORTEC」「グルメ＆ダイ
ニングスタイルショー」「ウェルネスフードジャパン」「外食ビジネスウィーク」「フードケータリング
ショー」等々）。さらに、こうした協業の輪の中で、本事業の成果を正確に共有し、メソッドを正しく提供で
きる人材育成が必要となる。産業医や開業医、理学療法士といった医療従事者に加え、フィットネス・ジムの
トレーナーや料理教室の講師、給食事業の開発担当者や栄養士・調理師などを対象とする研修会を企画・実施
したり、一定の知識とスキルを持った者を認定する制度などを検討する。

　（3）研究活動と今後の展望に関する情報発信
　情報発信については、以下3点を考慮して設計する
・研究成果がまとまる5年後までは、あくまでその「予告編」にとどめる
・対象（ターゲット）毎に発信内容や発信手段を変える必要がある
・他方で、コストにおいても手間においても、効率的に実施する必要がある
　以上から、ターゲット毎に以下のような活動を想定している。

　①一般生活者向け発信活動
　主として「疲労・ストレスシンポジウム（以下、シンポジウム。）」を通じて情報発信を行う。シンポジウ
ムは、可能な限り港区や東京都（およびそれぞれの医師会等機関）との共催を目指し、一大学にとどまらず公
的な文脈の中で開催できるよう努力する。5年間に4回開催する。専門的な内容を、一般生活者にもわかりやす
く・親しみやすく伝わるようコンテンツを作り、全体の企画をする。

第1回シンポジウム(平成30年度)：「疲労医科学研究センター」のこれまでの研究成果を中心に、疲労・スト
レス研究の最先端の研究動向（何がどこまでわかっているのか、今後何がわかるのか…等々）をわかりやすく
伝える。たとえば、トップアスリートをゲストに招き、そのセルフコントロール術やコンディショニングの工
夫を語ってもらい、本事業の研究者が疲労・ストレスの専門家の立場からそれを解説したり、あるいはコメン
トするなどして、親しみやすい文脈の中で先端的知見を伝える工夫をする。

第2回シンポジウム(平成31年度)：前年度から本年度にかけて「慈恵式レジリエンス評価・強化システム」の
パイロットスタディーを実施する予定であり、その結果をメインに企画する。初年度の「一般生活者調査」や
「産業医・企業社員ヒアリング」を通じて得られた「一般生活者の疲労・ストレス対処法」について、パイ
ロットスタディーから得られた知見をもとに解説する、といった内容を想定している。

第3回シンポジウム(平成32年度)：第2回シンポジウムにひきつづき、「慈恵式レジリエンス評価・強化システ
ム」のパイロットスタディーの結果をメインに企画する。特に、この段階では「レジリエンス強化」メソッド
に関する知見が相当程度蓄積されている予定であり、これを現役世代に印象深く伝えることを狙い、「勝てる
ビジネス・パーソンになる」「ストレスに打ち克つ子どもを育てる」といった文脈で研究成果を発表する。

第4回シンポジウム(平成33年度)：最終年度であり、本事業の研究成果を分かりやすく伝える。特に、研究成
果がどうやって一般生活者に届けられるか、という「仕組み」の部分に注目して企画する。たとえば、新病院
施設に入居するレストランで「慈恵式レジリエンス強化メニュー」を提供したり、料理教室を開催する/新病
院施設に入居するトレーニングジム（健康増進施設（仮称））を通じて運動プログラムを提供する 。
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なお、第2回シンポジウムを開催する平成31年度は新病院施設竣工の年でもあり、それに伴うプレスリリース
やイベントでは、本学の歴史を振り返る機会が多くなる。学祖高木兼寛は、最先端の医療技術・知識を治療だ
けでなく、心身の健康増進など今日言うところの「予防」「先制医療」の領域でも積極的に活用することを試
みてきた。こうした先駆性を歴史的に振り返る中で、本事業の全容と意義、その時点での成果を語ることで、
本学の歴史と本事業を関連づける。
　シンポジウムで整理・制作したコンテンツを2次利用する形で、本学ウェブサイトや動画サイトでの情報発
信、各種媒体への取材協力や情報提供を広範に行う。
　さらに、本事業に協力いただける企業等に対しては、「出前講座」として、シンポジウムで整理・制作した
コンテンツをベースに、よりカスタマイズした研修を企画し開催する。

　②産業医・開業医他専門職向け発信活動
　①のシンポジウムとは異なりより専門的で最先端の情報に特化し、また本事業の内容と展望などを含めて、
産業医や開業医、理学療法士、看護師等専門家向けの研修会や研究発表会等を企画し開催する。また、本事業
後半に入ってから、学会発表に足る内容の成果が出てきた場合は、随時学会発表、論文発表等を行う。

７)成果指標　：審査の視点⑦ ⑥の工程ごとの成果指標と達成目標
　本学ブランディングへの本事業の貢献度合いは、メソッド開発が終わり実際にリリースされるまでは判明し
ない。その意味では、上述のように事前に把握した現状(認知率や大学イメージ)が、本事業の成果によって統
計的に有意に向上・改善されることが目標である。
　また、本事業の認知率や理解度については、本事業の対象である「現役世代」やその背景にいる一般生活者
に直ちに浸透するものではないことから、本事業の期間においては「産業医」のみで検証することとする。
具体的には、最終的には、本学の産業医ネットワークの中で80％の認知を目指す。
　初期の基礎研究の段階においては、情報としてのインパクトに欠けるため、産業医ネットワークの全体の
20％程度の認知を目標とする。
　疲労度の評価手法が確立した段階でも、いまだ解決策がないことから同じく情報としてのインパクトに欠け
ると思われるため、新たに20％程度の認知を積み増すことを目標とする。
　レジリエンス強化システム確立後は、メディア等にも積極的に働きかけることになるので、新規に40％程度
の認知を獲得して合計80％の認知率を目指す。

8)達成状況の把握　：審査の視点支援⑧　達成目標の進捗状況を把握する方法
　事業開始時に事前に把握する本学の認知度とブランド・イメージについては、ネット調査を実施する。認知
度は、大学名の認知や建学の精神の認知に加え、上記4)訴求したい慈恵医大のイメージがどの程度確立できて
いるかを定量的に把握する。
　工程ごとの産業医の認知度・理解度については、産業医向けセミナーや「疲労・ストレスシンポジウム」に
際して、毎回アンケート調査を実施して把握する。
　なお、本事業のあり方や進め方が、本学のブランディングという観点から妥当かどうかを検証し適宜修正し
ていくために、上述のアンケート調査とは別に、適宜ステイクホルダ調査を実施する。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
1) 全体概要
　本事業は、「大学ブランディング戦略の視点を加味した研究成果」かつ「独自性ある研究を通じた大学ブ
ランディング成果」という二つの目標を同時に追うものである（一方が他方の手段になる、というような非
対称性はない）。したがって、「研究活動」と「ブランディング戦略」とを相互に独立の活動プロセスとし
て設計した上で、成果を出すためには実践において関連づけることが肝心である。以上から、事業実施体制
を以下の図のように設計している。

 

　

　
　　　　　　　　　図: 各実施体制の構成部署、メンバーと連携体制および学長の指示系統

1-1)「研究活動」と「ブランディング戦略」のPDCAサイクル
①: 「研究活動」と「ブランディング戦略」とが並列した活動である以上、双方のPDCAサイクルを独立したプ
ロセスとして設計し管理する。
②: しかし、ただプロセスを独立しただけでは、決められた期間内で、有限のリソースを使って成果を出すの
は困難である。「研究活動」は一般に研究者優位つまり「提供者視点」になる傾向が強く、「ブランディン
グ戦略」は一般にユーザー優位つまり「「受け手視点」になる傾向が強いため、一方における「正解」が、
他方において「不正解」に反転することが少なくない。
　本事業はあくまで「研究活動」である以上、「『研究活動』と『ブランディング戦略』が対立するならば、
『研究活動』を優先する」という考え方もありえるが、それは「研究ブランディング戦略」の趣旨に合わない
うえに、「厳密な医学に裏打ちされた医術（提供者視点）と、患者の心の痛みを理解できる温かい心をもった
（受け手視点）医師の育成」という本学の理念にも反するともいえる。そこで、提供者視点と受け手視点を
融合させる、すなわち「研究活動」と「ブランディング戦略」とを関連づけ、融合させるために、PDCAサイ
クルを独立させながらも「実践における関連づけ」の機動性や実効性を担保するために、双方のプロセスの
うち、Plan/Do/Actionにかかわる学内メンバーの一部を兼務させることとした。
③: そのうえで、双方の独立性を担保するために、Check体制を、②の「融合されたPlan/Do/Action」とは独
立した組織とすることとした。

1-2) 事業全体のPDCAサイクル
④: 上記②にあるように「研究活動」も「ブランディング戦略」もPlan/Do/Actionの学内メンバーの一部が共
通であることから、事業全体のPDCAサイクルは、これら2つのPDCAサイクルとは異なり、より大所高所から
PDCAを行える体制が必要となる。このため、事業全体のPDCAサイクルではPlan/Do/Actionに研究活動やブラン
ディング戦略にかかわるメンバーを参加させるものの、Checkは大学の運営に責任を持つ理事会や監査室のメ
ンバーが行うこととした。
⑤: 各PDCAサイクルはそれぞれが連携をとることに加え、それぞれのCheckにかかわる委員会がCheck結果を学
長に答申し、学長はActionを行う委員会に指示をだすことで、「学長が『研究活動』と『ブランディング戦
略』双方の活動に指示を出す」という体制とする。これにより、事業が円滑に効率良く推進できるととも
に、学長が、大学の理念やビジョン、大学経営などより高次の文脈を加味した視点で方向性を定め示すこと
で、事業全体のマネジメントに客観性を担保することができると考えている。

2) 各実施体制の特長

2-1) 研究活動の実施体制

                             　　　　　　　　　　図：疲労医科学研究センター組織図
　
　研究活動の実施体制は、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の際に構築した「疲労医科学研究センター」
にレジリエンス評価・強化部門を新設し、その中に疲労・ストレス外来および運動療法と栄養療法を行う部署
を設置する。疲労・ストレス外来は、精神科、臨床検査医学、および、リハビリテーション科から医師を派遣
する。外来では、東京慈恵会医科大学 産業医学の会に所属する産業医から紹介された、メンタルヘルスに問
題のある対象者に対し、精神科的診察と疲労、ストレス、代謝などに対する客観的指標を用いたプロトタイプ
の慈恵式レジリエンス評価試験を行う。精神科的診断は精神科が、疲労、ストレスに関する客観的バイオマー
カーによる検査は疲労医科学研究センターの疲労機構研究部門が、代謝に関する検査は安定同位体医学応用研
究センターが担当し、運動療法と栄養療法はリハビリテーション科と栄養部の医師・職員が担当する。
  研究活動の中心は、慈恵式レジリエンス評価システムとレジリエンス強化システムの確立による、疲労とス
トレスに対する働く人のレジリエンスを向上させるシステムの構築であるが、この研究は2年間100症例のパイ
ロットスタディーと、2年間200症例の本実験で構成されており、その間にCheckとActionを行い易い実施計画
となっている。また、動物モデルによる疲労やストレスのメカニズム研究を並行して走らせることで、パイ
ロットスタディーで実行しているデータの背後にあるメカニズムを常時検討する体制をとる。これにより、結
果の Checkや検査法や治療法の改善などのActionに関する科学的根拠を得やすい体制を構築する。
  さらにCheckにおいては世界的な疲労の権威である理化学研究所の渡辺恭良先生と関西福祉科学大学・倉恒
弘彦先生、リハビリテーションの権威である和歌山県立大学の田島文博先生、精神医学の権威である順天堂大
学の新井平伊先生に外部委員をお願いし、より厳正で高レベルの研究が行える体制をとっている。

2-2)ブランディング戦略の実施体制
　大学全体のブランディング戦略の担当部署である経営企画部が参画し、大学の経営とブランディング戦略の
連携をより強力なものとする。さらに、計画、実行において外部広告代理店を参画させ、ブランディングや戦
略広報の専門的な視点と、外部事業者との協業推進の視点から助言・サポートを受ける。研究成果の実装化の
段階においては、マーケティング・コミュニケーションを「行動変容の技術」とみなし、ヘルスケア・デリバ
リーの点で助言や支援を受け、あるいは協業事業者と進める製品・サービス開発でも専門的支援を受けること
を想定している。
　ブランディング戦略が十分な成果をあげているかをCheckするために、病院組織のマネジメントや非営利・
公共マーケティングに関する研究を含めマーケティング領域の幅広い業績をもち東京の事情も熟知しておられ
る首都大学東京の水越康介先生と、実地医家としてもまた医療行政にも精通しておられる前港区医師会長であ
り現在東京都医師会理事を務めている橋本雄幸先生に外部評価委員をお願いし、専門家の立場からブランディ
ング戦略を見渡して頂きアドバイスを頂く。

2-3) 事業全体の実施体制
  研究活動とブランディング戦略においては、事業を前向きに推進し大きな成果をあげることを重視した布陣
としている。このため、事業全体のPDCAサイクルにおいては、大所高所から責任をもってCheckとActionを行
える体制作りを重視した。このため、Checkを行う委員会は大学の理事会および監査室のメンバーで構成さ
れ、PlanとActionは、研究活動とブランディング戦略の代表者が委員を構成することとした。

3) 学外との連携体制
  本事業の研究成果は、研究にとどまらず、新病院施設での新しいサービスとして実装化まで射程に入れてい
る。具体的にはフィットネス・ジムや食関連事業者等、ヘルスケアに関わる事業者に対して成果を提供し、
サービス開発や人材育成で積極的に協業していく。したがって「研究活動」のPlanにおいて、外部事業者との
連携体制を構築する。また、ここでいう協業は「研究活動」のみならず、「ブランディング戦略」にも深く関
係する（例：本事業の成果を活用した新しいサービスをフィットネス・ジムが提供する場合、その新サービス
は本学ブランドにも影響する）。したがって「ブランディング戦略」のPlanにおいても、外部事業者との連携
体制構築に取り組む。
  また、アリナミンの製造・販売会社である武田コンシューマーヘルスケア株式会社や、抗疲労関連の特定保
健用食品を取り扱っている総医研ホールディングスなどの疲労関連の医薬品や食品を扱う企業との共同研究や
開発も進め、慈恵式レジリエンス評価・強化システムの関連商品の商品化も図って行く。

東京慈恵会医科大学
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1) 全体概要
　本事業は、「大学ブランディング戦略の視点を加味した研究成果」かつ「独自性ある研究を通じた大学ブ
ランディング成果」という二つの目標を同時に追うものである（一方が他方の手段になる、というような非
対称性はない）。したがって、「研究活動」と「ブランディング戦略」とを相互に独立の活動プロセスとし
て設計した上で、成果を出すためには実践において関連づけることが肝心である。以上から、事業実施体制
を以下の図のように設計している。

　　　　　　　　　図: 各実施体制の構成部署、メンバーと連携体制および学長の指示系統

1-1)「研究活動」と「ブランディング戦略」のPDCAサイクル
①: 「研究活動」と「ブランディング戦略」とが並列した活動である以上、双方のPDCAサイクルを独立したプ
ロセスとして設計し管理する。
②: しかし、ただプロセスを独立しただけでは、決められた期間内で、有限のリソースを使って成果を出すの
は困難である。「研究活動」は一般に研究者優位つまり「提供者視点」になる傾向が強く、「ブランディン
グ戦略」は一般にユーザー優位つまり「「受け手視点」になる傾向が強いため、一方における「正解」が、
他方において「不正解」に反転することが少なくない。
　本事業はあくまで「研究活動」である以上、「『研究活動』と『ブランディング戦略』が対立するならば、
『研究活動』を優先する」という考え方もありえるが、それは「研究ブランディング戦略」の趣旨に合わない
うえに、「厳密な医学に裏打ちされた医術（提供者視点）と、患者の心の痛みを理解できる温かい心をもった
（受け手視点）医師の育成」という本学の理念にも反するともいえる。そこで、提供者視点と受け手視点を
融合させる、すなわち「研究活動」と「ブランディング戦略」とを関連づけ、融合させるために、PDCAサイ
クルを独立させながらも「実践における関連づけ」の機動性や実効性を担保するために、双方のプロセスの
うち、Plan/Do/Actionにかかわる学内メンバーの一部を兼務させることとした。
③: そのうえで、双方の独立性を担保するために、Check体制を、②の「融合されたPlan/Do/Action」とは独
立した組織とすることとした。

1-2) 事業全体のPDCAサイクル
④: 上記②にあるように「研究活動」も「ブランディング戦略」もPlan/Do/Actionの学内メンバーの一部が共
通であることから、事業全体のPDCAサイクルは、これら2つのPDCAサイクルとは異なり、より大所高所から
PDCAを行える体制が必要となる。このため、事業全体のPDCAサイクルではPlan/Do/Actionに研究活動やブラン
ディング戦略にかかわるメンバーを参加させるものの、Checkは大学の運営に責任を持つ理事会や監査室のメ
ンバーが行うこととした。
⑤: 各PDCAサイクルはそれぞれが連携をとることに加え、それぞれのCheckにかかわる委員会がCheck結果を学
長に答申し、学長はActionを行う委員会に指示をだすことで、「学長が『研究活動』と『ブランディング戦
略』双方の活動に指示を出す」という体制とする。これにより、事業が円滑に効率良く推進できるととも
に、学長が、大学の理念やビジョン、大学経営などより高次の文脈を加味した視点で方向性を定め示すこと
で、事業全体のマネジメントに客観性を担保することができると考えている。

2) 各実施体制の特長

2-1) 研究活動の実施体制

　図：疲労医科学研究センター組織図

　研究活動の実施体制は、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の際に構築した「疲労医科学研究センター」
にレジリエンス評価・強化部門を新設し、その中に疲労・ストレス外来および運動療法と栄養療法を行う部署
を設置する。疲労・ストレス外来は、精神科、臨床検査医学、および、リハビリテーション科から医師を派遣
する。外来では、東京慈恵会医科大学 産業医学の会に所属する産業医から紹介された、メンタルヘルスに問
題のある対象者に対し、精神科的診察と疲労、ストレス、代謝などに対する客観的指標を用いたプロトタイプ
の慈恵式レジリエンス評価試験を行う。精神科的診断は精神科が、疲労、ストレスに関する客観的バイオマー
カーによる検査は疲労医科学研究センターの疲労機構研究部門が、代謝に関する検査は安定同位体医学応用研
究センターが担当し、運動療法と栄養療法はリハビリテーション科と栄養部の医師・職員が担当する。
 研究活動の中心は、慈恵式レジリエンス評価システムとレジリエンス強化システムの確立による、疲労とス

トレスに対する働く人のレジリエンスを向上させるシステムの構築であるが、この研究は2年間100症例のパイ
ロットスタディーと、2年間200症例の本実験で構成されており、その間にCheckとActionを行い易い実施計画
となっている。また、動物モデルによる疲労やストレスのメカニズム研究を並行して走らせることで、パイ
ロットスタディーで実行しているデータの背後にあるメカニズムを常時検討する体制をとる。これにより、結
果の Checkや検査法や治療法の改善などのActionに関する科学的根拠を得やすい体制を構築する。
  さらにCheckにおいては世界的な疲労の権威である理化学研究所の渡辺恭良先生と関西福祉科学大学・倉恒
弘彦先生、リハビリテーションの権威である和歌山県立大学の田島文博先生、精神医学の権威である順天堂大
学の新井平伊先生に外部委員をお願いし、より厳正で高レベルの研究が行える体制をとっている。

2-2)ブランディング戦略の実施体制
　大学全体のブランディング戦略の担当部署である経営企画部が参画し、大学の経営とブランディング戦略の
連携をより強力なものとする。さらに、計画、実行において外部広告代理店を参画させ、ブランディングや戦
略広報の専門的な視点と、外部事業者との協業推進の視点から助言・サポートを受ける。研究成果の実装化の
段階においては、マーケティング・コミュニケーションを「行動変容の技術」とみなし、ヘルスケア・デリバ
リーの点で助言や支援を受け、あるいは協業事業者と進める製品・サービス開発でも専門的支援を受けること
を想定している。
　ブランディング戦略が十分な成果をあげているかをCheckするために、病院組織のマネジメントや非営利・
公共マーケティングに関する研究を含めマーケティング領域の幅広い業績をもち東京の事情も熟知しておら
れる首都大学東京の水越康介先生と、実地医家としてもまた医療行政にも精通しておられる前港区医師会長
橋本雄幸先生に外部評価委員をお願いし、専門家の立場からブランディング戦略を見渡して頂きアドバイス
を頂く。

2-3) 事業全体の実施体制
  研究活動とブランディング戦略においては、事業を前向きに推進し大きな成果をあげることを重視した布陣
としている。このため、事業全体のPDCAサイクルにおいては、大所高所から責任をもってCheckとActionを行
える体制作りを重視した。このため、Checkを行う委員会は大学の理事会および監査室のメンバーで構成さ
れ、PlanとActionは、研究活動とブランディング戦略の代表者が委員を構成することとした。

3) 学外との連携体制
  本事業の研究成果は、研究にとどまらず、新病院施設での新しいサービスとして実装化まで射程に入れてい
る。具体的にはフィットネス・ジムや食関連事業者等、ヘルスケアに関わる事業者に対して成果を提供し、
サービス開発や人材育成で積極的に協業していく。したがって「研究活動」のPlanにおいて、外部事業者との
連携体制を構築する。また、ここでいう協業は「研究活動」のみならず、「ブランディング戦略」にも深く関
係する（例：本事業の成果を活用した新しいサービスをフィットネス・ジムが提供する場合、その新サービス
は本学ブランドにも影響する）。したがって「ブランディング戦略」のPlanにおいても、外部事業者との連携
体制構築に取り組む。
  また、抗疲労関連の特定保健用食品を取り扱っている総医研ホールディングスなどの疲労関連の医薬品や食
品を扱う企業との共同研究や開発も進め、慈恵式レジリエンス評価・強化システムの関連商品の商品化も
図って行く。
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

目
標

東京慈恵会医科大学

平成29年度

【研究活動】
・系統的なレジリエンス評価システムと評価に基づいた強化プランの立案と、診療体制の整
備。
・動物実験モデルにおける抗疲労成分の同定。
【ブランディング戦略】
・ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正。

平成30年度

【研究活動】
・疲労・ストレス外来の開設。
・慈恵式レジリエンス評価および強化システムのパイロットスタディーの開始。
・動物モデルにおける新規抗疲労成分の同定。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正の継続
・研究活動と今後の展望に関する情報発信

【研究活動】
・評価項目の選択、評価シートの作成、評価基準の設定、診療・検査システムの構築、倫理委
員会申請を行う。
・身体疲労モデルマウスと疲労バイオマーカーを用いて、既存の抗疲労成分やこれまでに疲労
との関係が知られていない食品成分の抗疲労効果を評価する。この研究は次年度も継続して行
う。
【ブランディング戦略】
・ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ：一般生活者調査（ウェブ
調査。対象者は企業勤務の20－60代男女）を通じてベンチマーク設定。
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の確認・修正：
①上記の一般生活者調査の中で「疲労とストレスについてどのくらい知っているか（例；疲労
とストレスの違いに対する理解度）」「対象者は自身の疲労/ストレスの状態をどう把握・評
価しているか」「疲労/ストレスにどう対処しているか」等々を聞き、現状を把握する
②産業医、企業社員へのヒアリングを実施し、「本事業への共感形成」と同時に、本事業を通
じて「浸透させたい慈恵医大のイメージ」を効果的に伝えるためのヒントを探り、ブランディ
ング視点から本事業の進め方やあり方を適宜軌道修正する。

実
施
計
画

実
施
計
画

【研究活動】
・共同研究契約および大学倫理委員会の審査・承認を得た上で、「東京慈恵会医科大学 産業
医学の会」の会員から紹介された、疲労やストレスの自覚症状や、メンタルヘルスに問題のあ
る企業の労働者に疲労・ストレス外来に来院してもらう。被検者にはインフォームドコンセン
トの上、レジリエンス評価・強化プランに参加してもらう。初期評価において、明らかな精神
神経疾患や器質的疾患がある場合は、通常診療の受診を勧める。
・レジリエンス評価・強化システムのパイロットスタディーへの参加者に対しては、精神科的
診断と、疲労、ストレス、代謝に関する客観的評価を行い、多次元的な評価データの収集を行
う。運動療法や栄養療法については、可能な限り被検者の意志で方法を決定することで、様々
なパターンの検査データと治療法の組み合わせを試行できる様にする。
・運動療法は運動量によって7パターンから被検者が選択する。それぞれのパターンにおける
個人に適正な運動量は、心肺運動負荷試験、無酸素性作業閾値、最高酸素摂取量をもとに決定
し、心拍数に基づいて個々人の運動処方を作成する。パイロットスタディーは、被検者を年間
50名とし期間は2年を予定している。
・疲労との関係に関する情報が少ない食品成分の抗疲労効果を、疲労モデルマウスと疲労バイ
オマーカーを用いて検討する。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正の継続：引き続き産業医、
企業社員へのヒアリングを通じて得られた情報をもとに、本事業の進め方やあり方を適宜軌道
修正する。
・研究活動と今後の展望に関する情報発信：
①一般向け発信活動：「疲労・ストレス シンポジウム（第一回）」開催。疲労医科学セン
ターの成果を基盤に最先端の研究動向を親しみやすく・わかりやすく伝える。大学ウェブサイ
トや動画サイト他各種媒体で、本シンポジウムのために整理・制作したコンテンツを2次利用
する形で発信する。また、本事業に協力いただける企業に対しては本シンポジウムの内容を
ベースに、よりカスタマイズした形式で「出前講義」を提供。
②専門職向け発信活動：産業医・開業医向けの研究発表会。
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東京慈恵会医科大学

目
標

目
標

実
施
計
画

【研究活動】
・慈恵式レジリエンス評価・強化システム本試験を実施する。対象者は年間100名で2年間でのべ200名
を予定している。
レジリエンス評価項目は、精神科診断などの臨床診断および身体疲労、脳疲労、ストレス、代謝に関す
る客観的な検査とバイオマーカーによって多次元的に行う。パイロットスタディーにおける検討結果を用
いて、対象者を、うつ病、病的疲労、生理的疲労、健常などにカテゴライズし、最適の運動・栄養療法を
行い、レジリエンスの強化を図る。レジリエンス強化の判定は、運動・栄養療法開始前と同じ方法によっ
て、多次元的に質的、量的な治療効果の判定を行う。
・これまでにヒトで得た疲労やストレスの分子機構に関するデータや、ストレスレジリエンス低下誘導分子
SITH-1を利用して、うつ病や炎症性腸疾患などストレス関連疾患のモデル動物を作製する。
・慈恵式レジリエンス評価・強化システムのパイロットスタディーや動物モデルから得た情報をもとに、科
学的根拠を持ったレジリエンス強化料理メニューを作成する。この際には、料理の味や栄養成分の吸収
などにも考慮して実用可能なものを作成する。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正：引き続き産業医、企業社員へのヒ
アリングを通じて得られた情報をもとに、本事業の進め方やあり方を適宜軌道修正する。また、研究成果
の実態、医療機関との具体的な連携可能性、民間企業等との具体的な協業可能性を前提に、効果的

な戦略広報の基本設計を検討する。
・研究活動と今後の展望に関する情報発信：
①一般向け発信活動：「疲労・ストレス シンポジウム（第三回）」開催。引き続き、慈恵式レジリエンス評
価・強化システムのパイロットスタディーの成果で企画。「勝てるビジネス・パーソンになる方法」や「強い
子どもの育て方」といった文脈で訴求。ビジネス雑誌や教育関連媒体などにも積極的に働きかけ、コン
テンツを提供する。引き続き、本事業協力企業には「出前講義」を提供。
②専門職向け発信活動：産業医・開業医向け研究発表会開催。

平成31年度

【研究活動】
・慈恵式レジリエンス評価・強化システムのパイロットスタディーの結果の評価。
・本試験用慈恵式レジリエンス評価・強化システム用実施計画の作成。
・動物モデルにおける脳疲労メカニズムの解明と脳疲労分子バイオマーカーの同定。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正の継続。
・研究活動と今後の展望に関する情報発信

平成32年度

【研究活動】
・慈恵式レジリエンス評価・強化システム本試験の実施。
・ヒトのストレスレジリエンスを反映した新規疲労・ストレスモデル動物の作製。
・慈恵式レジリエンス強化料理メニューの作成。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正の継続
・研究活動と今後の展望に関する情報発信

実
施
計
画

【研究活動】
・平成30年度と31年度に行ってきたパイロットスタディーの結果を解析し、レジリエンスの評
価法と運動療法や栄養療法との関係を明らかにすることで、被検者のカテゴリー分類と、それ
ぞれのカテゴリーに属する被検者に対する有効なレジリエンス強化システムを見出す。
・パイロットスタディーから得た情報をもとに、動物モデルから得られた抗疲労栄養成分の情
報や新規脳疲労バイオマーカーを組み込んだ、本試験用慈恵式レジリエンス評価・強化プラン
を作成する。
・身体疲労研究において得た疲労分子バイオマーカー情報とノウハウを利用して、脳の疲労の
分子機構を解明する。具体的には、疲労負荷を与えたマウス脳での疲労関連mRNA発現解析や、
脳切片作製による疲労関連タンパク質産生やリン酸化の検討を行う。また、ストレスレジリエ
ンス低下の原因となる因子SITH-1を発現するマウスを用いることで、脳疲労とうつ病との関係
も明らかにする。末梢血中のmRNA発現などでこれらの変化を同定できる代理マーカーを同定
し、ヒトでの応用を可能とする。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正：引き続き産業医、企業社
員へのヒアリングを通じて得られた情報をもとに、本事業の進め方やあり方を適宜軌道修正す
る。
・研究活動と今後の展望に関する情報発信：
①新病院施設竣工に伴う広報活動との連携：本事業の意義や成果を、本学の歴史の中に位置づ
けて発信する。
②一般向け発信活動：「疲労・ストレス シンポジウム（第二回）」開催。慈恵式レジリエン
ス評価・強化システムのパイロットスタディーの結果を伝える。また引き続き本事業協力企業
に「出前講義」を提供。
③専門職向け発信活動：産業医・開業医向けの研究発表会。
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東京慈恵会医科大学

目
標

実
施
計
画

実
施
計
画

【研究活動】
・慈恵式レジリエンス評価・強化システム本試験200例の結果の解析を行う。これにより、被
検者を臨床診断および身体疲労、脳疲労、ストレス、代謝に関する客観的な検査とバイオマー
カーによって多次元的に分類し、適切な治療方法や運動・栄養療法を選別するという、慈恵式
レジリエンス評価システムを確立する。また、選別された被検者のレジリエンスを最も効率的
に強化できる慈恵式レジリエンス強化システムを確立する。
・慈恵式レジリエンス評価システムと慈恵式レジリエンス強化システムの知的財産化や学術発
表を行うとともに、これらを統合した慈恵式レジリエンス評価・強化システムを他の施設でも
利用可能にするためのプロトコール作成やノウハウの提示の準備を行う。
・昨年度までに作製したストレス関連疾患モデル動物を利用した病態や発症メカニズムの解明
を行う。これらのモデル動物を利用した、食品栄養成分などの疾患予防効果も検討する。これ
により、本事業で確立した慈恵ブランドを継続的に発展させるための研究基盤の強化を図る。
・慈恵式レジリエンス評価システムによって分類された対象者に対して、最善の食事を提示・
提供するためのメニューを作成する。このメニューの提供は新病院施設に併設予定の附属レス
トランで行う。
【ブランディング戦略】
・ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ：ブランディングへの効果
評価をベンチマーク・スタディによって行う。一般生活者調査を再度実施し、本事業の成果と
事業構想を提示したうえで、「浸透させたい自大学のイメージなどをベースに、どう認識や理
解が変わるか」を明らかにする。
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正：戦略広報活動の基本設計
と具体的施策を、前年に検討する「戦略広報活動の基本設計」と、当年実施するベンチマー
ク・スタディの調査結果を照合して確定する。また、基本設計をもとに、具体的な施策を検討
し、戦略広報活動を開始し、「具体的な施策」について、できるものから順次実施していく。
また、慈恵式レジリエンス評価・強化システムの知財化、学術的発表、普及のための準備を行
う。特に、普及については、慈恵式レジリエンス評価システムの内容を、産業医や開業医が理
解し利用し易い様にパソコンのプログラム化するなど、簡便化や視覚化を図る。インターネッ
トを利用した利用法の開発も検討する。
・研究活動と今後の展望に関する情報発信：
①一般向け発信活動：「疲労・ストレス シンポジウム（第四回）」開催。本事業の研究成果
を広く一般生活者に届ける仕組みに注目し、フィットネス・ジムや食関連企業との協業体制な
ど中心に企画する。引き続き、本事業協力企業には「出前講義」を提供する。
②専門職向け発信活動：産業医・開業医向けの研究発表会開催。フィットネスや食に関連する
展示館に出展する。また、産業医・開業医、理学療法士等の医療従事者以外で関連する専門家
に、慈恵式メソッドを研修し、受講生に認定書を発行する組織体などを検討する。
・慈恵式レジリエンス評価・強化システムの指導やマネジメントを行える人材を育成するため
に、必要な知識や技術および教育に必要な資格と時間のリストアップなどの準備を行う。

平成33年度

【研究活動】
・慈恵式レジリエンス評価・強化システム本試験を実施する。対象者は年間100名で2年間でのべ200名
を予定している。
レジリエンス評価項目は、精神科診断などの臨床診断および身体疲労、脳疲労、ストレス、代謝に関す
る客観的な検査とバイオマーカーによって多次元的に行う。パイロットスタディーにおける検討結果を用
いて、対象者を、うつ病、病的疲労、生理的疲労、健常などにカテゴライズし、最適の運動・栄養療法を
行い、レジリエンスの強化を図る。レジリエンス強化の判定は、運動・栄養療法開始前と同じ方法によっ
て、多次元的に質的、量的な治療効果の判定を行う。
・これまでにヒトで得た疲労やストレスの分子機構に関するデータや、ストレスレジリエンス低下誘導分子
SITH-1を利用して、うつ病や炎症性腸疾患などストレス関連疾患のモデル動物を作製する。
・慈恵式レジリエンス評価・強化システムのパイロットスタディーや動物モデルから得た情報をもとに、科
学的根拠を持ったレジリエンス強化料理メニューを作成する。この際には、料理の味や栄養成分の吸収
などにも考慮して実用可能なものを作成する。
【ブランディング戦略】
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正：引き続き産業医、企業社員へのヒ
アリングを通じて得られた情報をもとに、本事業の進め方やあり方を適宜軌道修正する。また、研究成果
の実態、医療機関との具体的な連携可能性、民間企業等との具体的な協業可能性を前提に、効果的

な戦略広報の基本設計を検討する。
・研究活動と今後の展望に関する情報発信：
①一般向け発信活動：「疲労・ストレス シンポジウム（第三回）」開催。引き続き、慈恵式レジリエンス評
価・強化システムのパイロットスタディーの成果で企画。「勝てるビジネス・パーソンになる方法」や「強い
子どもの育て方」といった文脈で訴求。ビジネス雑誌や教育関連媒体などにも積極的に働きかけ、コン
テンツを提供する。引き続き、本事業協力企業には「出前講義」を提供。
②専門職向け発信活動：産業医・開業医向け研究発表会開催。

【研究活動】
・慈恵式レジリエンス評価・強化システム本試験の実施と結果の評価。
・慈恵式レジリエンス評価・強化システムのプロトコール作成。
・ヒトのストレスレジリエンスを反映した新規動物モデルを用いたストレス関連疾患の病態解
明。
・慈恵式レジリエンス強化料理の病院付属レストラン用メニューの作成。
【ブランディング戦略】
・ブランディング戦略の効果評価のためのベンチマーク・スタディ
・ブランディング視点での事業計画と戦略的広報活動の検証・修正の継続
・研究活動と今後の展望に関する情報発信
・慈恵式レジリエンス評価・強化システムのマネージャー育成コースの設立準備
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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）

東京慈恵会医科大学

　　　該当なし
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