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■はじめに
大学の研究力とは一体何を言っているのか。研究

力の向上に東京歯科大学は現在どう取り組んでいる
のか。あるいは今後どう取り組むべきか。研究力の
視点から東京歯科大学の現状と今後，また，研究に
関する行政方針について考察していきたい。

■研 究 力
大学の研究力として以下の３点を挙げたい。
１．成 果

研究力で一番大切なことは，研究成果である。わ
れわれの研究目的は生命科学，生物科学の視点で口
腔機能を探求し，健康へ寄与することである。した
がって治療・予防に関する発見とそのための製品開
発が結果として得られたかどうかが研究成果の評価
とされなければならないと考える。

しかし，健康への寄与という最終的な研究目的達
成の過程で成果評価のできない多くの研究が必要と
されることが通常である。したがってジグソーパズ
ルの一片としての論文が作成されることから論文結
果の健康への寄与度を成果として評価する基準を作
ろうとするとなるとなかなか難しい問題になる。

通常論文の質と数とが研究業績とされるが，ここ
での質は上記の意味での「成果」に厳しい吟味を特
別な場合（授賞論文選考）を除いて問うわけではない
が，本来はこの点が最も重要であろう。論文の完成
度に関しての評価基準は「医学論文の書き方」に関
して多数の書籍が発刊されているので，研究をする
に当たっては誰でもがこうしたガイドに従っている
と思われるが，論文の完成度と研究成果とは同一で
ないということである。いわゆる重箱の隅をつっつ

くテーマと新しい重箱そのものを作り上げるテーマ
とでは生活での有用性に価値の違いが在ることに研
究のビギナーは認識しておいてもらいたい。研究目
標を高く持つことを初心としてもらいたい。話を元
に戻すと研究力として受賞暦や研究助成金獲得，特
許なども評価対象とすることが普通である。ノーベ
ル賞は研究成果を地球的に認める象徴的な例であ
る。さらには研究費獲得のための応募状況も研究意
欲の観察目的で評価することも行われている。上記
の事柄は個人としても大学としても該当する研究力
である。

２．環 境
研究者が研究成果を得るために，大学では，研究

者の質や数，施設，研究費，研究支援組織，研究発
表会・カンファレンス開催支援，研究施設間あるい
は研究者間との連携といった環境整備が必要であ
り，したがってこれらは大学機能として重要な要素
である。また，大学としては，研究者にどのように
インセンティブを与えているのかということもあろ
う。このような研究体制としての総合力が結果的に
先ほどの成果に結び付くと考えるので，研究環境の
整備は大学の研究力として重要である。特に若手研
究者養成の強化に環境整備は直結すると考えてい
る。

３．研究者能力
個人としての研究力では，独創性・創造性と粘り

が最も必要であると感じている。具体的には成果と
して何を得たいのか明確にできることが重要で，要
は研究のテーマ選びが基本的に大事な点と考えてい
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る。的確な観察方法が選択できれば，あるいは見つ
けられれば，たてた仮説の証明はその後の観察結
果，分析，考察，まとめといった１つの作業のなか
で自然に得られる研究の種類も多い。しかし，観察
結果を分析して結論を出す過程において，別の視点
で筋道をたててみる，つまり独創性の発揮・固定観
念に縛られない発想によって目から鱗がおちるよう
な展開に至ることがあり，新発見の醍醐味を感じる
ものである。 何を発見したいのか，何を創りたい
のか，生命の仕組みの中でどこの鍵を知りたいの
か，そしてそれらが臨床にどう繋がるのか，研究目
的にこそ大きな独創性があるので，大事なのは研究
テーマであると考える。知りたいことが陳腐であれ
ば，おのずから成果は陳腐以上のものには成りえな
い。

また，研究者能力として「意欲」は欠かすことが
できない。好奇心や興味の他に野心も研究者に同居
しているのが普通であろう。こうした本能的な性格
を研究に向けられる人間が研究者の資質として適合
していると思っている。ここから粘り強さがでてく
る。他人からは苦労と努力の固まりみたいに見える
研究生活が，本人には楽しみと感じられるようであ
れば研究者の資質の一端を持っているといえる。ま
た，研究は１人ではできないので，協調性や長じれ
ば指導力も大事である。研究の完成は論文掲載によ
るので，言語能力や文章力，そして構想力が強く求
められる。

テーマをつくる上では，広く鳥瞰的な視野で医
療・自然科学を見ることができることと，問題の抽

出能力と解決法決定のための知識と発想とが必要に
なるので，これが研究者の基本的能力ではないかと
思う。研究者向きの能力は本来の資質部分が多いの
で，指導者はこの資質をどのように見極めるのかが
大事である。私は入局して１，２年で臨床統計や症
例報告など簡単な論文を書かせることで判断してい
た。大学としては適切な資質に磨きをかけ，資質が
大いに発揮でき，研究の面白さに気づかせ，それを
継続させるのには何をすべきかということになる
が，同時にこのことはまず講座や研究室など研究現
場の長に始まって研究者としての先輩個々の問題で
もあるので，結局は講座の研究力の強弱はスタッフ
の研究に対する上記の意識密度と能力に比例してい
ると考えている。

■研究力の現状
１．英文論文数

東京歯科大学におけるインパクトファクター
（IF）つき英文雑誌論文数（２００６年まで）は表１に示
すように最近では随分と増加している。ただしこの
数は資料元が研究年報なので，他講座との共同研究
は数として重複するため正確ではないが，傾向は見
えてくる。掲載雑誌の IF は，平均すると大体２ぐ
らいである。２というのは専門雑誌にしてみたらそ
う低いものではない。

英文論文数を平成１８年度末の本務教員と大学院生
との合計数で単純に割ると，０．３０であり（表２），こ
れが生産力と解釈される。つまり，一人が３年余り
に１編の論文を英文雑誌に掲載していることとな

表１ 表２
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る。他校とはデータがなく比較はできない。また市
川総合病院と水道橋病院とでは千葉キャンパスとの
役割の主体が異なるので，千葉キャンパスの講座が
この数を基準に講座研究力を自己評価してもらって
は困る。つまり，たとえば計１５名の臨床講座が，年
５編の英文論文では大学全体の平均に過ぎなく，千
葉キャンパスの講座としては少ないということにな
る。それ以下ではその数に比例して研究力はほとん
どない，あるいは全くない講座と言える。この評価
法は量だけによるので軽薄ともいえるが，ピアレ
ヴュー誌であるという質の最低限は担保されている

ので，講座評価に使いやすいと密かに思っている。

２．外部資金
平成１８年度研究経費の総額は，６億１千万円で，

外部獲得資金はその５４％となっている（図１）。平成
１４年度から１８年度まで獲得している外部資金の総額
は，毎年３億５千万前後で推移している。

表３は，科学研究費補助金の申請件数と採択状況
である。まず合計の総額は例年大体１億円弱であ
る。１９年度は１億１０００万である。採択件数は６０件前
後で，１番多いときは７０件である。

また，近年は若手研究での助成金に様々な種類が
用意されている。若手研究 A は４０歳から４５歳であ
るが，本学はここの申請が非常に少ない。ここで申
請をしていないのか，あるいは基盤研究やその他で
申請しているのか，これはご自身で考えていただき
たいと思う。若手研究は通りやすいという特徴があ
るので，応募することが大事である。

私立大学は約５５０校ある。科研費取得額は分配額
で見るが，これが毎年ランクとして発表される（表
４）。東京歯科大学の１９年度は５０番目である。全大
学の中で５０番目ということである。１７私立大学歯学
部としての獲得額はこの表からは分からないので，
歯科医学発展のために歯科医学研究資料として整え

図１

表３
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ておく必要があるだろう。東京歯科大学は松本歯科
大学の１校下であり，約１２００万円と金額での差はか
なりある。歯科大学は４０番目ぐらいから，７０，８０番
目の間に分布しているということになる。単科の医
科大学と比較すると興味深い。

文部科学省は科学研究費補助金のほか多種多様な
競争的資金プログラムを用意して競争をさせている

（表５）。主だったものに応募をしているのかどう
か，それが獲得されているのかどうかが非常に大き
な大学の研究力であり，プログラムによっては教育

力と言うことができる。しかし何もかにも応募はで
きず，選別して行うわけであり，これといったとき
に応募して獲得できれば一番よいのであるが，アイ
デアだけでなく既に実績があることが必須である。

競争相手は領域を超えた大学なので，私立歯科大
学は応募することさえ苦労する。競争的資金プログ
ラムや事業に採択されれば，その大学は質的に極め
て高いランクであるということである。平成９年石
川前学長のときに新規の学術研究向上化推進事業で
ある私立大学ハイテクリサーチセンター整備事業

（HRC）を歯学部として唯一獲得した。現在は第６
プロジェクト（タイトル：口腔内感覚の脳内認知機
構の解明とその臨床医学的展開）と第７プロジェク
ト研究（タイトル：口腔アンチエイジングによる生
体制御）が行われている。本事業はその後漸次多数
の歯学部が獲得しているが，長期にわたってプロ
ジェクト研究が継続できているのは歯学部以外でも
東京歯科大学だけである。本事業が本学の口腔科学
センター設置をもたらし，本センターが講座を越え
た本学の研究拠点として今後さらに機能的役割を
担っていくことを考えると，HRC 事業に採択され

表４

表５
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たことの意義は大きい。
グローバル COE プログラムについては，東北大

学歯学研究科申請における共同研究施設として今応
募（平成２０年９月）がされている。４年前の２１世紀
COE では，ヒアリングまで行った実績があるが，
残念ながら選定されなかった。また大学院教育改革
支援プログラムは応募したが選定されなかった。同
プログラムは歯科では日本大学歯学部と日本歯科大
学がすでに選定されている。

「競争と連携」と同様に主要な文科省高等教育政
策に「国際化」がある。こうしたキーワードに関し
た課題に短期間で申請をしていくのが現在の方法で
あるので，結局は先進的な効果のあることを実施し
ていないと，各種プログラム等には応募できない。
大学は非常に厳しい競争の渦中にいる。

文科省は私立大学に対して，各大学の機能分化の
促進を方針として出している（表６）。経営戦略に基
づく研究拠点の形成が国公私立の壁をなくして進展
していくであろう。要は，あちこち研究，研究と
いってもあまり役に立たないような研究でなく，有
用な研究を機能的戦略的にさせるという方針であ
る。

東京歯科大学の研究に対する資金投入である
が，１８年度決算で約２２７億円の帰属収入があった。
そのうち約７割が医療収入で，２割が学生生徒等納
付金である。それで教育研究費（医療経費を除く）は
約３割弱という仕分けである。

研究経費の割合は，科学研究費が１５％，HRC が
１８％また，講座研究費が１８％である（図１）。このよ

うな運営が効果的な研究費投下になっているのかと
いう評価が大変に必要になる。研究経費の中で，外
部獲得研究経費の割合は５４％と半分を占めている。

３．大学院改革
２１世紀は知識基盤社会である。このための行政方

策は，大学は教育に重点を置き，研究は大学院を主
体にすることとされている（表７）。大学院はさらに
高度専門職人材育成の役割を担っている。

平成９年から始まった大学院重点大学化で国立大
学歯学部は１１校全部が移行し，何々大学大学院医歯
学総合研究科などの名称になっている。東京歯科大
学の大学院重点化大学への移行問題は石川前学長が
熱心に取り組まれたところであるが，私立大学では
医学部に限らず大学院重点化にした大学はなく，法
科専門職大学院の新設は別にして全てが従来型であ
る。大学院重点化大学制度が発足して既に１０年近く
経っているが，従来の大学院は競争資金獲得などの

表６ 表７

表８
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応募条件で大学院重点化大学との間に差がないの
で，私立大学においては現状で推移するものと考え
る。

東京歯科大学大学院には，約１６０名が在籍してい
る。この数は最高学府における人材育成の実績と研
究活性とを示し，私立歯科大学・歯学部としては圧
倒的な多数である。

私立大学連盟の資料で加盟の医科大学・医学部を
みても東京歯科大学は大学院生が多い（表８）。そこ
で院生の貴重な人的パワーが研究成果に連動するよ
うに，大学院の制度改革として専攻科の一元化や口
腔科学研究センターの活用などが多面的に着手され
だしている。

大学院における文科省の人材育成事業として「が
んプロフェッショナル育成」が昨夏から開始され
た。本事業は医学部のみならず看護大学，薬科大学
あるいはまた工学系大学も含めた横断的規模によっ
て大学院における「がん治療のプロフェッショナル
養成」が，平成１９年に制定された「がん対策基本
法」に関連して文科省において計画された。われわ
れの大学院は北里大学グループとして，慶応義塾大
学，聖マリアンナ医科大学，東海大学，山梨大学，
聖路加看護大学，首都大学東京，共立薬科大学のお
仲間として信州大学とともに今年参加することがで
きた（図２）。

東京歯科大学大学院は「口腔がん専門コース」と
して市川総合病院に設置した（平成１８年）「口腔がん
センター」を臨床研修の中心にして運営する。直接
の関係者の責任は重いが，東京歯科大学は口腔がん

に取り組んできた歴史があるので，ぜひ有為な人材
育成をしてもらいたい。また，インテンシブコース
として歯科衛生士と歯科技工士が一緒に参画できる
よう歯科の特徴的カリキュラムを設ける予定であ
る。

４．本学における研究環境整備（表９）
大学としての研究環境整備は逐次継続的にされて

いて，最近では，国際歯科医学情報支援研究室（平
成１７年設置）が効果を上げている。また，教員の在
外研究支援（長期留学制度平成１６年からの３年間で
は２４名）や，海外学会出張等の財政支援（国際渉外部
平成１９年度予算４２６万円）である。東京歯科大学学
会，大学院セミナーは古くから行われてきた。留学
制度，学長奨励研究賞（平成１９年度受賞者１名計５０
万円），学長奨励研究助成（同３名選定計４００万円）な
どは，研究へのインセンティブの一助と考える。受
賞者は広報に掲載し，どんどん褒めることはその研
究者のみならず他の研究者のインセンティブになる
し，明るい話題として大学教職員に受け入れられる
だろう。しかし，最も大事なことはこうした目前の
インセンティブとは別に，教員のキャリアパスとし
て研究業績が確実に評価されるのだという認識を教
員がもてるだけの大学人事の実態がないといけな
い。

口腔科学研究センターを大学の研究拠点として運
営できるよう組織整備を行う予定である。大型・高
額機器を単独講座で設置する困難を排し，同種機器
が複数講座にある無駄をなくすためにセンターでは

表９

図２
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共用機器の集中化を図り，本センターで HRC のプ
ロジェクト研究や再生などのコア研究の推進地とし
ての位置づけが従来されてきた。これからはセン
ター機能を名実共にさらに発展させ，講座を超えて
大学を超えて国を超えた戦略的高度研究拠点として
本センターを有機的に活動できるよう計画している
ので，関係者のアイデアを期待している。また，こ
こではインプラントをコアにした部門を新設する考
えである。

平成２０年度からの助教授を准教授に，助手を助教
にという教員の職名変更は，能力や経験は異なるが
一人の独立した教育者・研究者としての役割を担う
ことを意図している。本改革は，国の方針であり本
学としては受動的なものであるが，当該教員はこの
意味を認識しておく必要がある。これまでの講座ヒ
エラルキーから脱皮した形態で効果的な講座運営に
よった成果が得られるかどうかは，講座主任の運営
能力にかかっている。

昨年，講座研究費の３０％を一律拠出してもらい，
競争的講座研究費として再配分することを教授会で
決定したが実行に至っていない。この趣旨は，研究
教育・人材育成に不断の努力をして顕著な成果のあ
る講座・研究室などへの重点的支援によってさらに
その活性化を鼓舞するためである。刺激作用と報奨
の両面を併せ持つと考えている。

韓国延世大学校歯科大学，アメリカのフロリダ大
学歯学部，テキサス大学ヒューストン校歯学部，ス
ウェーデンカロリンスカ大学歯学部，中国第四軍医
大学口腔医学院，台湾台北医学大学口腔医学院，ロ
シアモスクワ国立医科歯科大学歯学部の姉妹校を本
学の研究活性につなげてもらいたい。アジア３大学
とは毎年東京歯科大学学会における学術交流が進ん
でいる。ここ数年はアジアでの姉妹校締結に重点を
置いてきたが，再度欧米大学に目を向けるつもりで
ある。

■今後の新たな大学行政の展開と東京歯科大学の
研究力戦略
大学行政の新たな展開が始まった。国公私立大学

を通じた一元的な大学行政として「競争」から，「競
争と連携」が打ち出され，その概要は表１０に示され

ているように今後の大学運営に大きな影響を与える
骨子となっている。

このような時代の中で本学の研究力向上のために
研究戦略が必要と考える。われわれの研究使命は，
口腔生命科学を通じた全身の健康への寄与である。
このミッションを高度の研究レベルで具体化してい
くのには，たとえば「COE 獲得への挑戦」作戦を
策定し，COE に選定されなくてもこの研究計画に
沿って研究活動を実行してみてはいかがか。このプ
ロジェクトテーマによって中期的目標が設定され，
口腔科学センターが中枢となって東京歯科大学の研
究拠点が国内のみならず国際的研究者も含めて形成
される。研究費は大学からの重点的投下が必要であ
るとともに個別研究によって科学研究費助成金獲得
を目指す。

本学独自の創造的研究を確立することが競争時代
を生き抜くことになる。既に異系大学間による大学
院新設なども計画されたり，大学間連携は大きなダ
イナミズムを感じさせる動きを見せだした。われわ
れ自身が従来の狭い感覚を脱却して大きな意味で
「連携」を捉えて研究戦略を策定することが重要で
あろう。

講座閉鎖型研究から HRC によった講座連携によ
るプロジェクト研究が展開されてから約１０年であ
る。今後は口腔科学センターを東京歯科大学の研究
拠点とした大学運営を実施することが研究力向上策
の柱になると考えている。さらには大学間連携とい
う大海がわれわれの眼前に待っている。

表１０
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