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はじめに
全国８６国立大学では，各大学が目指す姿を「地域

貢献」，「特定分野で差別化」，「世界と戦う」の三つ
から選び，各大学の機能強化の方向性や役割をはっ
きりさせ，その「ビジョン」，「戦略」，「取組」の評
価結果により運営交付金の配分を差別化することが
実施されている。実際，平成２８年度の運営交付金
は，この方針に沿って約半分の国立大学では増額，
半分は減額されている。このような波は国立大学だ
けではなく私立大学にも及んでいる。文部科学省は
平成２８年度から，独自色を大きく打ち出す研究（研
究ブランド力）に取り組む私立大学の研究を優先的
に支援する事業を開始した。つまり，国公私立を問
わず，各歯科大学・大学歯学部が独自の研究ブラン
ド力を発揮しなければならない時代が到来したとい
える。
このような大学改革の中で本学も研究ブランド力

の強化が求められており，その一環として平成２８年
度より東京歯科大学研究ブランディング事業として
「顎骨疾患プロジェクト」を推進している。本稿で
は，本プロジェクトの現状と今後の展望について概
説する。

１．平成２８年度東京歯科大学研究ブランディング事
業決定の経緯
平成２８年５月３０日に文部科学省は，「平成２８年度

私立大学研究ブランディング事業」の公募概要を発
表した。この事業の趣旨は「学長のリーダーシップ
の下，優先課題として全学的な独自色を大きく打ち
出す研究（ブランド力）に取り組む私立大学等に対
し，経常費・施設費・設備費を一体として重点的
に支援する」もので，支援対象は全国６７０の私立大
学・短大から選定される３０－４０校である。
本学でもこの公募に対応する準備を開始し，東京

歯科大学研究ブランディング事業を開始した。具体
的には，東京歯科大学における今後の研究ブラン
ディング戦略について学内で検討委員会を設置し，
本学の歴史的背景を踏まえて現在の研究状況（研究
業績，研究に関与する講座・人数，外部資金獲得状
況など）を分析した。その結果，学長のリーダー
シップの下で全学的に推進する研究課題として「顎
骨疾患」に関する研究が最も適した研究ブランディ
ング戦略であるとの結論に至り，「顎骨疾患の集学
的研究拠点」を形成することとなった（顎骨疾患プ
ロジェクト）。さらに，この戦略が本学の将来的研
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究ブランディング事業に適しているか否かを外部評
価委員（後述）及び連携研究者（後述）を含む学外有識
者（歯学を含む生命科学研究者，一般歯科開業医，
大学同窓会，地域歯科医師会役員，関連企業など）
にアンケートと意見聴取で調査し，全員から本計画
は東京歯科大学の将来ビジョンに向けて適した研究
ブランディング戦略で，大学のイメージアップや研
究認知度上昇に貢献できるであろうとの評価をいた
だいた。
本事業の研究課題は平成２８年６月２３日に開催され

た第７０２回東京歯科大学理事会で承認された。その
後，平成２８年７月１２日に開催された第６５４回東京歯
科大学教授会で報告され，「顎骨疾患」を中心とす
る研究プロジェクトを平成２８年度東京歯科大学研究
ブランディング事業にすることが決定した。文部科
学省の「平成２８年度私立大学研究ブランディング事
業」に応募したが，残念ながら本学は不採択であっ
た。
２．平成２８年度東京歯科大学ブランディング事業の
概要と活動報告
平成２８年度の「顎骨疾患プロジェクト」の活動は

東京歯科大学ホームページの口腔科学研究センター
「顎骨疾患プロジェクト」の部に詳細に報告した
（http://www.tdc.ac.jp/Portals/０/resources/college
/activity/pdf/h２８hokokusyo.pdf）ので参照して欲し
い。
１）本事業の目的
東京歯科大学は１８９０年（明治２３年）に高山歯科医学

院として創立され，１９世紀から２１世紀ヘと３世紀に
亘って，歯科医学・歯科医療を牽引し，国民から信
頼される我が国最古の歯科医学教育機関としての使
命を果たしてきた。この長い歴史の中で，本学が
歯・骨などの硬組織研究で優れた研究業績を蓄積し
てきたことが本事業立案の基盤となっている。
顎骨は，咀嚼，嚥下，発音，呼吸，感覚，審美性

の維持などの機能を遂行し，食べる，話す，味わ
う，笑うなどの人間の生活に基本的な活動を獲得・
維持し，生きる意欲・楽しみを与えて，QOLの向
上に極めて重要な役割を担っている。一方，近年の
我が国の急速な高齢社会の到来に伴い口腔領域の疾
病構造が大きく変化した。特に高齢者では，口腔へ
の関心度の低下に伴う歯周病・う蝕による歯の喪

失・骨の破壊などにより，滑舌低下，むせ・食べこ
ぼし・噛めない食品の増加などの症状を伴うオーラ
ルフレイル（口腔機能の脆弱）が惹起される。さらに
進行すると口腔乾燥，咬合力低下，摂食嚥下機能低
下，味覚機能低下などの症状を伴う口腔機能低下症
に進展する。これらの症状，疾患は地域の歯科診療
所での対応が可能であるが，さらに病態が進展する
と摂食嚥下障害や咀嚼障害などを伴う口腔機能障害
が生じ，大学病院などでの専門的な治療が必要とな
る。また，う蝕・歯周病など以外の顎骨疾患でも口
腔機能低下症や口腔機能障害が惹起される。さら
に，口腔機能障害は，誤嚥性肺炎，消化器障害，糖
尿病，心・血管障害，記憶障害・認知症などの全身
性疾患の誘因ともなる。そのため種々の顎骨疾患に
よる口腔機能低下症や口腔機能障害を予防，回復す
ることが喫緊の歯科医学・歯科医療の重要課題と
なっている。
顎骨疾患は，遺伝性疾患（骨形成不全症，鎖骨頭

蓋異形成症など），腫瘍性疾患（口腔がん，歯原性腫
瘍など），感染性疾患（顎骨炎など），顎変形症など
に分類され，近年では骨粗鬆症治療薬などとして用
いられているビスフォスフォネートなどの骨吸収抑
制剤の投与による薬剤関連性顎骨壊死も注目されて
いる。これらの疾患は「希少疾患」の範疇に属し，
大学病院などで専門的な診断・治療の対象となる。
一方，一般の歯科診療所では歯周病による骨破壊や
歯の喪失による顎骨萎縮／吸収などの「一般的歯科
疾患」が重要な顎骨疾患となっている。そのため，
本事業では顎骨疾患として「希少疾患」と「一般的
歯科疾患」の両方を研究対象とし，これらの疾患に
関して，歯医連携も含めて全学的な研究課題として
取り組む。具体的には，学問分野の「壁」を越えた
「分子・細胞生物学ラボ」，「歯周病ラボ」，「ファブ
ラボ」の３つの研究グループを構築して，各グルー
プの緊密な連携によるシナジスティック効果を引き
出し，先端的な病態解析，診断法，治療法の開発へ
と展開させる。そして，本事業では，歯医工連携も
構築して「遺伝子→細胞→組織→器官→全身」レベ
ルでの疾患メカニズムを基盤とした顎骨疾患の予
防・治療法を開発し，包括的な顎口腔機能回復によ
るサステナブルな健康長寿社会の実現に貢献するこ
とを目的とする。
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２）本事業の運営体制
本事業では，学長のリーダーシップの下で，東京

歯科大学歯学部，大学院歯学研究科，３つの附属病
院（水道橋病院，千葉病院，市川総合病院）が一丸と
なって全学的な独自色を打ち出す研究として「顎骨
疾患の集学的研究拠点形成」に取り組んだ。本事業
の最高議決委員会は「口腔科学研究センター運営委
員会」（構成員：学長，副学長，所長，大学院研究
科長，研究部長，事務局長など）とし，その下部に
設置した「顎骨疾患プロジェクト実施委員会」で実
施体制を検討し，「顎骨疾患プロジェクト推進委員
会」で研究計画を立案した。そして，基礎研究は「口
腔科学研究センター」で，臨床研究は３つの付属病
院で実施した。
本事業の研究の実施・進捗状況は，学長，副学

長，３病院の病院長，研究科長などから構成される
「顎骨疾患プロジェクト自己点検・評価委員会」で
点検・評価した。さらに，学外の有識者及び関連分
野の専門家より構成される外部評価委員会（慶應義
塾大学医学部長：岡野栄之教授，順天堂大学医学
部：奥村康特任教授，東京医科歯科大学歯学部：森
山啓司歯学部長，岡山大学大学院：佐々木 朗教授
（委員長），大阪大学歯学部：豊澤 悟教授，大阪大
学大学院工学研究科：中野貴由教授，株式会社ジー
シー：中尾潔貴社長，埼玉県歯科医師会：岩田昌久
先生）で，研究の実施・進捗状況の客観的な評価を
受けた。
３）研究活動
３つの研究グループ「分子・細胞生物学ラボ」，

「歯周病」，「ファブラボ」の研究活動を以下に紹介
する。
⑴ 分子・細胞生物学ラボ
本グループでは顎骨の遺伝性疾患から iPS 細胞を

樹立し，病態発症メカニズムの解明や新たな治療法
開発の基盤構築を目指しており，すでに鎖骨頭蓋異
形成症及びGorlin 症候群より iPS 細胞を樹立し，
McCune-Albrigt 症候群，Apert 症候群からの iPS
細胞の樹立を推進している。
本グループではすでに４症例の鎖骨頭蓋異形成症

から疾患 iPS 細胞を樹立し，すべての症例の遺伝子
変異を次世代シークエンサーで同定した。また，本
疾患 iPS 細胞と遺伝子編集技術を用いて遺伝子変異

を正常に戻した疾患 iPS 細胞の骨形成能を免疫不全
ラット頭蓋冠骨欠損部に移植することにより，骨形
成能力を比較できる実験系を構築した。さらに，７
症例の類母斑基底細胞癌症候群（Gorlin 症候群）の疾
患 iPS 細胞を樹立し，PATCH1遺伝子の変異をす
べて同定するとともに，Hedgehog 関連遺伝子にも
多くの重要な変異を同定した。これらの変異の顎嚢
胞形成メカニズム，骨格異常，基底細胞癌の発症に
おける役割を解析中である。また，現在，Apert 症
候群患者からの疾患 iPS 細胞の樹立を開始してお
り，McCune-Albright 症候群及び維性骨異形成症
患者からの疾患 iPS 細胞の樹立の準備も進めてい
る。これらの iPS 細胞を用いて各疾患の病態メカニ
ズムの解明及び新たな治療の開発を目指している。
⑵ 歯周病ラボ
本グループでは，デンタルプラーク細胞叢のうち

歯周炎の骨吸収を促進または抑制する菌群を解明す
ることを目指している。現在，次世代シークエン
サーを駆使して病態の異なる歯周炎（根尖性歯周炎，
慢性歯周炎）におけるマイクロバイオーム解析によ
り，各疾患における細菌の生態系の解明を推進して
いる。慢性歯周炎についてはすでにマイクロバイ
オーム解析の結果が他施設より報告されているが，
根尖性歯周炎に関しては未だに詳細な報告がない。
そのため，根尖性歯周炎，慢性歯周炎などの種々の
疾患群における菌種間の異同を明らかにすることに
より，各疾患部で骨吸収に関与する特定菌種の役割
を明らかにすることが可能で，骨吸収抑制標的シグ
ナル分子探索の基盤構築を目指している。さらに，
本グループでは細菌性因子以外に，病変部の宿主因
子や環境因子の解析も推進して，歯周病を中心とし
た顎骨の感染性疾患の成因・病態をさらに詳細に理
解し，新たな治療法開発へと繋げる。
⑶ ファブラボ
「ファブラボFabLab」とは「Fabrication（ものづ
くり）」と「Fabulous（素晴らしい）」という２つの
意味が込められた造語で，アメリカ，カナダなどで
は患者のデジタル情報を処理して３Dデータをアウ
トプットする医療系ファブラボが登場している。本
学では２０１３年に「ファブラボTDC」を設立した
が，現在，これらを基盤として「進化型医療系ファ
ブラボプラットフォーム」の構築を推進している。
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具体的には，①顎骨疾患のマルチスケール解析（ナ
ノからマクロレベルで骨形態・骨量・骨質の解析），
②３Dプリンター技術を駆使した顎骨・軟組織の
診断・手術支援・治療効果の予測，③脳機能画像
（functional MRI）を用いた包括的口腔機能回復と高
次脳機能改善の可視化の３つの研究を統合的に推進
する基盤を構築した。①では，インプラントが埋入
されたヒトご遺体の顎骨の解析を推進しており，②
では現在までに１１５例の顎骨疾患で診査・診断，３
Dプリンターによる造形モデルの作製，手術シミュ
レーションなどを実施し，③では functional MRI を
用いて口腔の神経感覚の脳における認知の客観的・
定量的解析を推進している。
４）若手研究者の育成
本事業では若手研究者の育成のために東京歯科大

学顎骨疾患プロジェクト研究助成・Travel Award
を設け，学内公募を行い，受賞者を決定した。東京
歯科大学顎骨疾患プロジェクト研究助成（５０万円／研
究者）は，満３５歳以下である東京歯科大学研究者（専
任教員，リサーチレジデント，レジデント，PF）か
ら８名の受賞者を決定した（表１）。Travel Award
（１５万円／研究者）は大学院生も含む満３５歳以下であ
る東京歯科大学研究者を対象とし，４名の受賞者を
決定した（表１）。Travel Award 受賞者は２０１７年３
月２２－２５日に米国サンフランシスコ市で開催された
第９５回国際歯科研究学会（IADR）で発表を行った。
また，本事業では次世代研究者育成のための基

礎・臨床融合カンファレンス（若手サイエンスアカ
デミー）を開催し，平成２８年度は３５回のカンフェレ
ンスを実施した。

表１ 平成 28 年度東京歯科大学顎骨疾患プロジェクト研究助成受賞者

氏 名 所 属 職 名 研究課題

小野寺晶子 生化学講座 助 教 疾患 iPS 細胞を用いた顎骨移植への応用への検討

木村 麻記 生理学講座 助 教 硬組織形成促進に対するTRPA１ channels・ATP・グルタミ
ン酸の影響

齋藤 暁子 生化学講座 助 教 疾患特異的 iPS 細胞を用いた鎖骨頭蓋異形成症の病態解明

高橋 有希 薬理学講座 助 教 低ホスファターゼ症モデルマウスの顎骨および歯牙に対する遺
伝子治療

守 源太郎 口腔インプラント学講座 助 教 メカノバイオロジーを基盤としたインプラント周囲顎骨のマル
チスケー

井上 健児 口腔科学研究センター ポスドク マウス iPS 細胞の新規象牙芽細胞誘導法の開発

井口 直彦 オーラルメディシン・口腔外科学講座 レジデント ゾレンドロネート投与によるマウス薬剤関連顎骨壊死モデルの
開発

渡邉 素子 歯科放射線学講座 レジデント 甘味認知における男女差：主観的感覚と脳機能について

東京歯科大学ブランディング事業Travel Award２０１６受賞者

氏 名 所 属 職 名 研究課題

井上 健児 口腔科学研究センター ポスドク Identification of a novel regulator involved in the differentia-
tion of mouse iPS cells into odontoblast-like cells

勝見 吉晴 口腔病態外科学 レジデント Technical report of new condyle repositioning method in ３D
model

上窪 祐基 パーシャルデンチャー補綴学 レジデント Accuracy of optical impression for edentulous region

長谷川大悟 口腔顎顔面外科学 レジデント Characterization of iPS cells derived from human Gorlin syn-
drome
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さらに，本事業では顎骨疾患に関連する大学院セ
ミナーなど共催し，平成２８年は６回のセミナーを共
催した。
５）平成２８年度事業の評価
⑴ 外部評価委員会による評価
平成２９年２月２１日に外部評価委員会を開催し，以

下の評価をいただいた。
「本研究事業は，歯科領域に重要な顎骨を中心と
した非常に質の高い先端研究が，既に各部門におい
てテーマごとにかなり推進されている。また研究連
携機関としても慶応大学，京都大学，東京大学，カ
ルフォルニア大学ロサンゼルス校，アルバータ大学
などトップレベルの研究施設との連携体制もとられ
ており，学際性，国際性という観点からも，東京歯
科大学のブランド力を国内外に示すことが出来る
ビッグプロジェクトだと思われる。また現時点で
は，動いていないが将来的には，基礎研究から臨床
研究へと展開して，東京歯科大学が有する２つの歯
科病院と１つの総合病院，さらには歯科医師会や同
窓会を通じて臨床治験を推進し，さらには国民への
歯科口腔領域の健康に十分寄与できるものと思われ
た。外部評価委員会でも，その点について高く評価
された上で多くの意見交換が行われた。特に顎骨疾
患に関連した幾つかの疾患について研究が行われて
既に成果もでてきているが，今後どのようなステッ
プで東京歯科大学のもつ組織体制を生かして行くの
かその過程についてより一層，計画案の中により明
確に示されることが必要かと思われた。実際にワー
クショップに参加すれば，分子・細胞生物学ラボと
ファブラボのそれぞれの高いレベルの研究内容なら
びに相互を融合させ発展させる可能性を十分に理解
できるものであった。一方，「顎骨疾患プロジェク
ト」という事業名に関しては，外部委員でも歯科
系，医科系，工学系，歯科系企業，歯科医師会など
ですこし異なった意見がでた。総じて用語から連想
されるとらえ方に差があるものであり，歯科系から
は歯科疾患を包括した内容を含む名称について検討
が必要であるとの意見が，医科系からは総じて顎骨
という歯科特有の点に関して肯定的な意見がでてい
た。この点については議論の余地は有るかと思われ
た。最後に，本事業内容については，歯科医療にお
ける重要な課題を多く含んでおり，内容，質ともに

全国あるいは国際レベルの内容であることから，貴
学が日本歯科界のリーディングスクールであること
も考慮し，研究ブランド力を強化できるものと思わ
れ，次年度にむけて検討を期待したい。」
⑵ 自己点検・評価委員会による評価
平成２８年度の活動報告，外部評価委員会からの指

摘された対応策等について，本委員会で審議した結
果，人材育成にも力をいれてプロジェクトを推進し
ていく方向で検討し，了承された。本委員会で，報
告・協議した内容を踏まえて，平成２９年度もプロ
ジェクトを継続することが承認された。平成２８年度
は，タイプＡ「社会展開型」で申請したが，平成２９
年度はタイプＢ「世界展開型」で申請することが承
認された。
３．平成２９年度東京歯科大学ブランディング事業の
概要
文部科学省の「平成２９年度私立大学研究ブラン

ディング事業」では，各大学の将来ビジョンを示
し，そのビジョン実現に向けた研究ブランド力強化
の位置付けを明確にするブランディング戦略の立案
が要求された。平成２９年度の事業名は「顎骨疾患の
集学的研究拠点形成：包括的な顎口腔機能回復によ
るサステナブルな健康長寿社会の実現」とし，文部
科学省に申請した。
１）大学の将来ビジョンの実現に向けた本プロジェ
クトの位置付け
東京歯科大学は，建学の精神である「歯科医師た

る前に人間たれ」に基づいて，歯科医師としての知
識や技術だけでなく，社会性を身につけ，人間的に
優れた良識豊かな歯科医師を養成する「ヒューマニ
ズム」を尊重した歯科大学として，最先端の教育と
医療をもって社会に貢献できる確かな基盤を構築す
ることを全学的な「将来ビジョン」として新たなス
テージへの展開を図っている。このような本学の
「将来ビジョン」の実現に向けて，東京歯科大学に
おける今後の研究ブランディング戦略について検討
委員会を設置し，分析した結果，平成２８年度より開
始している顎骨疾患プロジェクトを口腔科学研究セ
ンターを中核として推進することが妥当であるとの
結論に至った。本プロジェクトでは，本学の「校
風」である「先取の気性，開拓精神」という先導性
を持って世界初の全学的な「顎骨疾患の集学的研究
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拠点」を形成して，基礎・臨床融合型の世界をリー
ドする顎骨疾患研究を展開することにより，「教
育・研究・臨床」の３つの柱をさらに強化して，「歯
科医師たる前に人間たれ」という「建学の精神」に
則り，包括的な顎口腔機能回復によるサステナブル
な健康長寿社会の実現に貢献することを目的として
いるために，東京歯科大学の「将来ビジョン」に整
合性がある。さらに，本事業を通じて，東京歯科大
学は長い歴史と伝統を基盤とした「ヒューマニズム
とリサーチマインドを堅持する歯科医師を育成する
大学」というイメージを歯学界だけではなく社会に
も浸透させる。
２）本プロジェクトの研究内容と期待される効果
（図１）
本事業では顎骨疾患として「希少疾患」と「一般

的歯科疾患」の両方を研究対象とし，これらの疾患
に関して，全学的な研究課題として取り組む。具体
的には，学問分野の「壁」を越えた「分子・細胞生
物学ラボ」，「感染制御ラボ」，「ファブラボ」の３つ
の研究グループを構築して，各グループの緊密な連
携によるシナジスティック効果を引き出し，先端的
な病態解析，診断法，治療法の開発へと展開させ
る。そして，本事業では，歯医工連携も構築して
「遺伝子→細胞→組織→器官→全身」レベルでの疾
患メカニズムを基盤とした顎骨疾患の予防・治療法
を開発し，包括的な顎口腔機能回復によるサステナ
ブルな健康長寿社会の実現に貢献することを目的と

する。この目的を達成するために本事業では図１に
示すブランディング戦略を立案した。そして，本事
業では講座の「壁」を超えた異分野連携・共同研究
体制の構築による研究の推進により，包括的な口腔
機能回復を目指し，それらは歯科医療イノベーショ
ンの推進や健康長寿社会実現に貢献できる。さらに
全学的研究体制の強化により，本学の研究ブランド
力を増強し，大学の総合的ブランド力増加にも貢献
できる。
さらに本事業では，市川総合病院，千葉病院から

市川市歯科医師会及び千葉県歯科医師会へ情報を発
信するとともに，東京歯科大学学会及び同窓会を通
じて全国の地域歯科医師会に情報を発信し，地域口
腔医療に貢献する。
３）本事業の実施体制（図２）
本事業は，学長のリーダーシップの下，PDCA

（Plan：P，Do：D，Check：C，Action：A）サイク
ルを機能させて全学的に推進する。本事業の最高議
決委員会は「口腔科学研究センター運営委員会」
（構成員：委員長；井出吉信学長，委員；副学長，
口腔科学研究センター所長・副所長，大学院研究科
長，研究部長，事務局長，陪席；顎骨疾患プロジェ
クト推進委員会委員長，会計課長，口腔科学研究セ
ンター事務員）とし，事業全体を管理・調整する。
その下部に設置した「顎骨疾患プロジェクト実施委
員会」（委員長：学長，委員；副学長，水道橋病院
長，千葉病院長，市川総合病院長，顎骨疾患プロ
ジェクト推進委員会委員長，大学院研究科長，研究
部長，研究部副部長，口腔科学研究センター所長・
副所長，広報・公開講座部長，事務局長，会計課
長，口腔科学研究センター事務員）がブランディン
グ戦略推進の管理・調整を行う。さらに，「顎骨疾
患プロジェクト推進委員会」（委員長：山口 朗客
員教授，委員：東 俊文教授，石原和幸教授，片倉
朗教授，後藤多津子教授，齋藤 淳教授，澁川義幸
准教授，新谷誠康教授，松永 智准教授，村松 敬
教授，吉成正雄客員教授）が中心となって研究活動
の管理・調整を行い，本学教員，大学院生，学部学
生が研究活動を実施する。本事業の実施・進捗状況
は，外部評価委員会（委員は平成２８年度と同じ）で評
価を受け，その内容をふまえて自己点検・評価委員
会で事業の全体的評価と改善策を検討する。

図１ 平成２９年度顎骨疾患プロジェクトの研究内容と期待さ
れる効果
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具体的な研究活動は，基礎研究は全学の研究セン
ターである「口腔科学研究センター」で，臨床研究
は３つの東京歯科大学付属病院（水道橋病院，千葉
病院，市川総合病院）で実施し，基礎系及び臨床系
のプロジェクト研究員（本学職員は兼務とし，その
他にポスドクを含む）が担当する。プロジェクト研
究員は顎骨疾患に関する各自の研究を推進するとと
もに，「分子・細胞生物学ラボ」「感染制御ラボ」
「ファブラボ」の何れかに属し，各グループで基礎
と臨床の融合研究チームを結成し，研究を推進す
る。定期的に「顎骨疾患プロジェクト推進委員会」
を開催して，各グループの研究進捗状況を把握し，
連携研究の強化を図り，本事業の推進による効率的
なシナジスティック効果の創生に努める。また，若
手（大学院生）・次世代研究者育成のために，①顎骨
疾患プロジェクト研究助成の配分（５０万円／年，８
名），②顎骨疾患プロジェクト大学院生研究助成（４０
万円／年，４名），③顎骨疾患プロジェクトTravel
Award の支給，④基礎・臨床融合カンファレンス
「若手サイエンスアカデミー」の開催，⑤共催セミ
ナーの開催などを実施する。

本事業では，国内外の研究機関研究者との有機的
な連携を構築してより優れた学際的な研究を展開す
る。連携研究者は，「分子・細胞生物学ラボ」では
慶應義塾大学医学部 小崎健次郎教授（臨床遺伝学セ
ンター長），東京大学工学部／医学部 鄭雄一教授（バ
イオマテリアル，再生学），京都大学 iPS 細胞研究
所 妻木範行教授（軟骨疾患 iPS 細胞）で，「感染制御
ラボ」では慶應義塾大学医学部 中川種昭教授（歯
科・口腔外科），UCLA歯学部：西村一郎教授（再
建生体工学で，「ファブラボ」では慶應義塾大学理
工学部 高野直樹教授（生体医工学），慶應義塾大学
医学部 名倉武雄特任准教授（整形外科学），アル
バータ大学医学部 Wolfaardt 教授（顎顔面再建学）
である。
４．今後の展望
医歯学系大学では大学の総合ブランド力を向上さ

せるには，「教育」「臨床」「研究」の３つの柱を連
携して強化することが必須であるため，本学のこれ
ら３つのブランド力に関する分析結果を述べる。

図２ 平成２９年度顎骨疾患プロジェクトの運営体制
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１）教育ブランド力
既存データの分析等により本学の教育ブランド力

は高いと評価できる。本学の歯科医師国家試験合格
率は全国１６私立歯科大学では１７年間１位で，平成２４
－２７年間は全国国公私立２９歯科大学・歯学部で１位
であった（平成２９年度は２位）。本学では，平成１３年
より全教員が出席して毎月１回「歯科医学教育セミ
ナー」を１７年間継続的に開催している。その成果は
国家試験合格率だけではなく，安心・信頼して診療
を任せられる歯科医師としての人間力を身につけ，
社会が求める個々の患者のニーズに応えられる歯科
医師養成にも貢献している。また，本学大学院歯学
研究科の大学院生数は全国１６私立歯科大学では１～
２位で，基礎系講座で研究を推進する大学院生も１
～２位であり，「リサーチマインド」を持つ歯科医
師を養成する環境が構築されており，本事業の推進
により高度教育力を実践する「教育ブランド」をさ
らに向上させることが可能となる。
２）臨床ブランド力
既存データの分析等により本学の臨床ブランド力

は高いと評価できる。本学は水道橋病院，千葉病
院，市川総合病院の３つの病院を有し，歯科患者数
は全国私立大学歯学部附属病院で１位である。さら
に，私立歯科大学で最大規模の附属総合病院を設置
し，私立歯科大学で唯一の「がんプロフェッショナ
ル養成プラン」採択校でもある。このような臨床環
境により，東京歯科大学では“一般歯科疾患から希
少疾患までの優れた臨床力”を有する歯科医師を養
成する大学としての基盤が構築されており，本事業
の推進により「臨床ブランド」をさらに向上させる
ことが可能である。その結果は，歯学界の発展に寄
与するとともに，地域医療で活躍する同窓生を含め
た多くの歯科医療関係者に重要な情報を提供し，我
が国の歯科医療の発展に貢献できる。
３）研究ブランド力
既存データなどの分析により，東京歯科大学は「研

究」におけるブランド力は十分に認知されていると
はいい難いと考えられた。一般的に「研究」の成果
は学術論文の発表や特許取得などで評価される。学
術論文に関しては，掲載する雑誌の Impact factor
や発表論文の被引用回数（citation index）などで評
価されるが，現在の東京歯科大学から発表される学

術論文はこれらの観点から必ずしも十分とは言え
ず，学術研究を基盤とした特許取得数も多くはな
い。このような現状を分析した結果，これまで本学
では口腔科学研究センターという枠組みの中で，講
座の垣根を越えた研究活動に注力してきたが，未だ
に限られた数の複数講座間での研究の推進が多く，
異分野との連携研究の広がりが少ないことが原因の
一つと考えられた。そのため，本事業では世界初の
全学的な顎骨疾患の集学的研究拠点を形成して，基
礎・臨床融合型の集学的顎骨疾患研究を推進するこ
とにより，効果的な異分野の連携・共同研究体制を
構築して，東京歯科大学の研究力を強化し，「質」
の高い学術論文の発表や特許取得数を増加させ，「研
究ブランド力」を向上させることを目指すことが重
要であろう。
以上のように，アンケート調査や意見聴取，既存

データの分析等により東京歯科大学の「教育・研
究・臨床」の３本の柱では，「教育」「臨床」のブラ
ンド力は強いが，「研究」のブランド力が弱いと考
えられた。そのため，本事業の推進により，「研
究」ブランド力を強化し，「教育・研究・臨床」の
３本の矢の骨太化を図り，大学の将来ビジョンの実
現に向けて新たなステージへと展開し，総合的な
「東京歯科大学ブランド力」の強化を図る必要があ
る。
本学教員全員が「教育・研究・臨床」の全てで全

国平均よりかなり上のレベルを目指すことは極めて
困難で，組織の疲弊化・均一化を惹起する可能性が
ある（図３）。東京歯科大学は教育に関する長期間の
持続的な努力により我が国の歯学教育をリードする

図３ 持続可能なアカデミアの構築

東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ２７８
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大学となっているので，本学教員は全員が教育力に
関しては全国平均超える力を維持することが必要で
あろう。しかし「研究」「臨床」の実績評価のあり
方もさらに検討し，個人の特性を活かす人材育成が
重要である（図３）。そのようなシステムの構築によ
り，「教育」「研究」「臨床」の各分野のスペシャリ
ストを養成することが可能となり，組織の活性化・
多様化を生み出し，さらに活発な大学へと展開する
と期待できる。そして，本事業の推進が，「研究」
で傑出した研究者を生み出す契機になってくれるこ
とも期待している。
今後は各教員が「アカデミック・ワーク・バラン

ス」を考慮して「教育」「研究」「臨床」の３つのう
ちのどれかのスペシャリストになることを目指す
「持続可能なアカデミア」を構築することが重要で

（図３），それによって本学の「校風」である「先取
の気性，開拓精神」という先導性を持つ優れた研究
者の育成も可能となり，最終的には大学の総合ブラ
ンド力のさらなる向上へと繋がると考えられる。
おわりに
顎骨疾患は，食べる，話す，笑うなどの基本的生

活を支える口腔機能を障害する。本事業では世界初
の顎骨疾患の集学的研究拠点を形成して，口腔機能
回復によるサステナブルな健康長寿社会の実現に貢
献することを目的としている。本事業の推進によ
り，最先端の教育と医療をもって社会に貢献できる
確かな基盤を構築するという本学の「将来ビジョ
ン」を具現化し，「ヒューマニズムとリサーチマイ
ンドを堅持する歯科医師を育成する大学」をブラン
ド化することが期待される。
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