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はじめに

２０１１年９月１日より９月３０日まで白井 亮大学院
生（口腔インプラント学講座）と安村敏彦大学院生

（歯科矯正学講座）が，９月１７日より９月２６日まで原
睦喜大学院生（解剖学講座）と Ana Tricia Moreira
大学院生（臨床検査病理学講座）が，金子 譲理事
長，井出吉信学長，井上 孝大学院研究科長，各所
属講座主任教授ならびに大学のご厚意により，大学
院 Elective Study の一環として，アメリカ・カリ
フォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアでの海
外研修の機会を得ることができた。４名は国立大学
法人鹿児島大学北米教育研究センター（井手祐二セ
ンター長，カリフォルニア州サンタクララ）の主催
する海外研修プログラムに参加した。研修内容は，
シリコンバレーの大学・企業の視察やサンノゼ州立
大学での日米未来フォーラムへの参加，また白井大
学院生と安村大学院生はスタンフォード大学医学部
での研修も経験した。

なお，本稿では白井大学院生がスタンフォード大
学ついて，安村大学院生が日米未来フォーラムにつ
いて，原大学院生がシリコンバレーについて，それ
ぞれ報告し，Ana Tricia Moreira が今回の経験全
体について報告する。

１．スタンフォード大学
白井 亮（口腔インプラント学講座）

１）スタンフォード大学について
プログラムの一環として筆者と安村大学院生の２

名がスタンフォード大学医学部での研修を経験し
た。

スタンフォード大学は１８９１年に創立された私立大
学である。世界屈指の名門校であり，トムソン・ロ
イター社のタイムズの２０１１－１２年の大学ランキング
において世界２位とされている。またこれまでに１６
名のノーベル賞受賞者を輩出している。工学や医
学，経営学など７つの学部があり，そのうち４つの
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学部に学士課程を持つ。
キャンパスはサンフランシスコ・ダウンタウンの

南東約６０km のパロアルト周辺に立地する。面積は
約３３．１０�であり千葉市美浜区（約２１．２５�）よりも広
大である。キャンパスはとても恵まれた環境であ
り，緑が多くメンテナンスも行き届いている。フー
ヴァー第３１代大統領の寄付によるフーヴァー・タ
ワーや，ビル・ゲイツの寄付によるゲイツ・コン
ピュータ・サイエンス・ビルディングなど特徴的な
建物も多い。

２）Sleep and Circadian Neurobiology Laboratory
今回は，スタンフォード大学睡眠センターの基礎

研究部門の研究室である Sleep and Circadian Neu-
robiology Laboratory（SCN：西野精治教授）で研修
を経験することができた。スタンフォード大学睡眠
センターは，１９７０年代に設立された，睡眠医学のパ
イオニアである。Christian Guilleminault 教授が率
いる臨床部門と，８つの研究室による基礎研究部門
とで構成されている。

SCN では，概日リズムなどの生物リズムや睡
眠・覚醒調節にかかわるメカニズムを，分子・遺伝
子レベルから個体レベルまでの幅広い視点から解明
すること，睡眠障害や概日リズム異常を治療するた
めの医薬品の開発のサポートをすることを研究の目
的としている。

１９９８年に神経ペプチドホルモンであるオレキシン
が，ナルコレプシーという睡眠障害に関係している
ことが報告された。また，オレキシンはナルコレプ

シーだけではなく，覚醒や物質依存，脂質過剰など
に関係するとされている。SCN では，オレキシン
の生成を阻害する遺伝子改変のマウス・ラットを使
用し，様々な条件下で，脳波や体動など睡眠状態を
モニターし，そのデータ解析を行っている。さら
に，アミノ酸のグリシンが睡眠を促進することを，
日本の大手食品企業と共同で研究している。

研究室はスタンフォード大学内のポーター通り
に，広いスペースと大規模な動物実験設備を持ち，
良好な環境であった。

また，基礎研究部門では合同で毎週，睡眠医学の
講義を開催している。筆者らが参加した９月９日は
外部の研究機関の SRI インターナショナル（カリ
フォルニア州メンロパーク）の Thomas Kilduff 博士
による睡眠時の脳波とホメオスタシスの講義であっ
た。聴講者のほとんどが昼食を食べながら参加し，
講義の途中でも聴講者が質問を行ったりと，時間を
有効に使いながらも積極的に講義を受講していた。

３）睡眠障害クリニック
臨床部門の睡眠障害クリニックの診療・講義の見

学も経験した。臨床部門はキャンパスから北約１０
km のレッドウッド・シティに位置する。

クリニックは検査・診断用の１４床を持ち，年間
５，０００人以上の患者が受診する。精神科医・呼吸器
内科医・小児科医などの専門医が在籍し，外部の口
腔外科医・歯科医・矯正歯科医などと連携しながら
診療を行っていた。初診患者はフェローの医師が診
察し，それを Christian Guilleminault 教授や口腔外

図２ スタンフォード大学医学部 図３ スタンフォード大学睡眠障害クリニック
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科医に提示し議論しながら診療していた。クリニッ
クで参加した講義は，不眠症への心理学的なアプ
ローチについてで，ロールプレイなどを交えながら
講義が進んでいた。

４）今回の経験を通して
現地で活躍する医師・研究者に接する機会が多く

あった。彼らと接することにより，積極的に発言し
自分の意見を主張することや，仕事と私生活の区別
をはっきりして時間を有効に使うことは非常に重要
であると感じた。また，彼らの能力は極めて高く，
合理性や正当性を大切にしていた。

今回の大学院 Elective Study における貴重な経
験を今後の研究・臨床に活かし，少しでも東京歯科
大学に貢献できればと考える。

２．日米未来フォーラム
安村敏彦（歯科矯正学講座）

１）日米未来フォーラムについて
１８５８年日米修好通称条約が締結され，１８６０年の

ポータル号と咸臨丸遣米以来，日米間の交流が始ま
りました。日本の近代化が始まった明治初期に，夢
を持って米国へ渡り，苦学をして歯科医師になり，
日本の歯科医学教育と歯科医療の向上に貢献した高
山紀斎，片山敦彦，一井正典とその若者達を指導育
成した米国人歯科医 Dr. Daniel Van Denburgh に
スポットをあて今回で第６回目となる日米未来
フォーナムが開催されました。２０１１年１０月は Dr.
Daniel Van Denburgh の没後１００周年，２０１２年６月
は一井正典の生誕１５０周年の年でもあります。

次世代を担う日本と米国の若者のため，そして日
本とアメリカの新しい関係を考え行動することを目
的として今年は”The youngest last samurai”を
テーマに日本の５大学（本学，鹿児島大学，東京工
業大学，青山学院大学，福岡工業大学）とサンノゼ
州立大学が参加しました。このフォーラムは大きく
３つのセクションがありました。最初に「未来に向
けて」と題したグローバルな問題に関する学生発
表，次にゲストスピーカーによる基調講演，最後に
ゲストスピーカー方らによるパネルディスカッショ
ンがありました。フォーラムは全て英語で全て執り
行われ，会場も大きかったため参加した学生は自分

の発表が終わるまでは緊張した様子でした。基調講
演では日米交流の歴史，その時代の偉人達について
のレクチャーがされ大変心を動かされる内容でし
た。パネルディスカッションでは活発な意見交換が
されていました。それぞれのセクションについて詳
しく報告します。

２）未来に向けて
グローバルな問題として様々なものがあげられま

すが大きく分けると，医療・教育・環境・経済と産
業の創出・食料不足と食の安全・紛争と平和の六つ
にテーマを分類する事ができます。日本からの学生
とサンノゼ州立大学の学生はそれぞれ自分が興味の
あるテーマについて調査しました。テーマ別に学生
達でディスカッションを行いそれぞれのテーマの問
題，そして解決策を導く事で自分たちの未来を考え
る事ができました。普段は自分の専門分野について
考える事が多く他の専攻の学生との交流は少ない。
他大学の学生，米国の学生とディスカッションがで
きた事によって狭くなっていた視野を広げる事がで
きたと感じました。全てのテーマにおいて問題を多
角的に検討する必要があり特に印象的であったのは
日本人のみでのディスカッションではあまり考える
事のない，人種，文化，宗教を考慮して議論をした
事でした。自分では考えていなかった切り口からの
考えを学ぶ事ができ大変有意義であったと感じまし
た。

３）基調講演
三つの基調講演が行われました。
まず始めに東京歯科大学，金子 譲理事長による

「日本の歯学医学の発展に尽くした若き侍と米国人
歯科医師」と題した講演をされました。冒頭にも記
述しましたが日本の歯科医学教育と歯科医療の向上
に貢献した高山紀斎，片山敦彦，一井正典の人物像
とそのときの時代背景について講演されました。
Dr. Daniel Van Denburgh が三人に歯科医学を指導
育成しことは時代背景を理解すると大変な事であ
り，三人のそれぞれもった高い志に心を動かされた
ことに感動しました。

二つ目の講演は鹿児島大学農学部，米田 健教授
による「太平洋を渡ったカリフォルニアと日本の樹

白井，他：大学院 Elective Study 報告２６６

― １６ ―



木・草花」でした。当時米国に渡った若者達が北米
の近代的な農業技術を学び，そのノウハウと樹木や
草花，農作物を日本に送りました。日本からも米国
に種が送られた記録があり，日本固有の植物が今も
米国で見られます。樹木の年輪等を調査する事に
よっていつその種が植えられたのかを知る事ができ
るとの事で大変興味深い内容でした。

三つ目は志學館大学人間関係学部，原田 泉教授
による「西南戦争と南北戦争から這い上がった若者
達」でした。とても著明な歴史学者であり，高山紀斎，
片山敦彦，一井正典，Dr. Daniel Van Denburgh に
ついてはもちろんその時代に生きた偉人の興味深い
エピソードを語られました。パソコンの不具合に
よって準備していたプレゼンテーションが使用出来
なかったにも関わらず，会場を沸かせていました。

４）パネルディスカッション
モデレーターは井出祐二（鹿児島大学北米研究セ

ンター長・特任教授）によって行われました。パネ
リストには猪俣弘司（在サンフランシスコ日本総領
事），金子 譲理事長，Dominique van Hooff

（Chair, Department of World Languages and Lit-
eratures），Yasue Kodama Yanai（Professor, De-
partment of World Languages and Literatures），
原田 泉教授，米田 健教授が歴史の偉人達の志の
高さや勇気，ハングリー精神についてディスカッ
ションをしていました。また現在では日本人の留学
生が少なくなっている事も議題に上がり，今の日本
の学生も積極的に海外に出て学ぶ事の重要性につい

ても意見を交換していました。

５）今回の経験を通して
自分自身の目標を実現するためには仲間を多く作

り，人を巻き込んで動かす必要があると感じまし
た。そのためには高い志と広い視野をもたかければ
ならないと感じました。

３．シリコンバレー
原 睦喜（解剖学講座）

１）９月１８日 San Jose Japan Town・San Jose 歴
史公園見学，インターンシップ報告会，バーベ
キュー大会
San Jose Japan town はサンノゼダウンタウンの

北に位置している日系アメリカ人のホームとなって
いる。当日は日曜日ということもありファーマーズ
マーケットが開催されていた。

ケリーパークの一角にある San Jose 歴史公園に
は，園内をトロリーが走り，昔ながらの家や郵便
局，印刷所，車と電車の博物館兼リストア・ショッ
プなどが集まって，サンノゼの歴史を再現してい
る。トロリーや印刷所でガイドしていた人は皆ボラ
ンティアであった。

見学の後，先に行われていたサマーインターンの
報告会が開催された。その後，JBC の方たちによ
るバーベキュー大会が行われた。

２）９月１９日 Intel Museum·Tech Museum 見
学，Neuro Sky・San Jose 州立大学訪問，講演

（Pixera Corporation 社長，北米教育研究セン
ター長井手祐二氏，Trans Pacific Ventures LLC
社長安藤茂彌氏）
世界最大の多国籍半導体メーカーであるインテル

本社に併設されている Intel Museum では，マイク
ロプロセッサーの歴史，動作の仕組み，最新技術や
インテルの設立から現在に至るまでの歩みが紹介さ
れている。

Tech Museum は，１９９０年１１月にサンノゼ市とそ
の周辺にある約３００の企業による８００万ドルの寄付金
で設立された博物館である。ハイテク産業のメッカ
といわれるシリコンバレーの，英知と技術のすべて
が凝縮されている。

図４ 日米未来フォーラム
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Neuro Sky 社は脳波をもっと身近に，親しみや
すく，ストレスの多い近代社会の子供たちに役立つ
ものをと，脳波で動くおもちゃの開発からプロジェ
クトをスタートした企業である。今ではおもちゃだ
けには留まらず，家電，ウェルネス・ヘルスケア，
教育，安全，運送，市場調査とった幅広く市場を展
開している。訪問した際には企業の説明を受けたの
ちに，実際に市場に出ているおもちゃのデモ体験が
できた。

San Jose 州立大学はカリフォルニア州立大学郡
２３校中最も歴史のある大学である。学士・修士合わ
せて１３４の分野において，ハイレベルな授業を開講
している。授業の質と少人数制のクラスを重視して
おり，専門科目だけでなく，一般教養科目も専任教
授が指導している。また，世界の技術最先端をゆく
シリコンバレーという恵まれた環境を活かし，イン
ターンシップやサマーワークプログラム，リサーチ
アシスタントプログラムなどの機会を提供してい
る。訪問した際には，現地の学生と日米未来フォー
ラムに向けてのディスカッションを行い，学内の案
内が行われた。

Pixera Corporation 社長，北米教育研究センター
長井手祐二氏と Trans Pacific Ventures LLC 社長
安藤茂彌氏のよる講演が行われた。Pixera Corpo-
ration 社は生物医学，科学用の画像，産業用画像，
セキュリティー，監視，CCTV，ビデオ会議システ
ムでの利用を目的に，プロフェッショナルレベルの
各種デジタルカメラを開発，製造，販売している。
Trans Pacific Ventures LLC 社は President & SEO

である安藤氏の銀行勤務経験，アメリカ発のリアル
タイム情報，鑑識眼を活用した，ハイテク分野に特
化したコンサルティング業務を行っている。

３）９月２０日 Google・Becton, Dickinson and
Company・Apple 訪問，講演（Gallasus Inc．代
表橋本千香氏），Japan Bio Community セッショ
ン
Google 社はアメリカ合衆国のソフトウェア会

社，あるいは，同社の運営するインターネット上で
の検索エンジンである。社風は，社内移動用の電動
キックボードやセグウェイ，料理人が各国の料理を
提供する無料食堂，フィットネスジムやサウナを完
備したキャンパス，定期的に開催されるローラー
ホッケーのイベントなど充実した福利厚生サービ
ス，猫以外のペットを持ち込み可能なオフィスやお
もちゃなど遊び道具を持ち込める仕事部屋，ラバラ
イトやゴムボールがあちらこちらに置かれた独特な
企業文化で知られる。こちらではエンジニアの方３
名に質疑応答が行われた。その後，グッズショップ
で買い物をしたり，無料食堂で昼食をとったりと社
内を案内していただいた。

Becton, Dickinson and Company は世界各国で，
薬剤治療の改善，感染症診断の促進，および創薬の
発展に従事する，メディカルテクノロジーのリー
ディングカンパニーである。BD メディカル，BD
ダイアグノティクス，BD バイオサイエンスの３部
門を通じて，医療機材，機器，検査室用器材，抗
体，試薬，診断用製品を製造・販売している。こち
らでは，現在開発している製品の説明と社内案内を
していただいた。

Apple 社はアメリカ合衆国カリフォルニア州クパ
ティーノに本社を置く，デジタル家電製品と関連す
るソフトウェア製品を設計・製造する多国籍企業で
ある。我々は Apple の建物内で唯一の一般人が自
由に入ることができるグッズショップ「The Apple
Company Store」に訪問した。正規の Apple ロゴ
入りグッズを入手できるのは「The Apple Com-
pany Store」のみである。その後近隣の公園に移動
し青空のもと，Software Engineering Manager の
木田泰男氏による質疑応答が行われた。

Gallasus Inc．代表橋本千香氏による講演と Ja-図５ インテル本社

白井，他：大学院 Elective Study 報告２６８

― １８ ―



pan Bio Community によるセッション形式の講演
が行われた。Gallasus Inc．は US ライフサイエン
ス，バイオテクノロジー，ベンチャー投資，ベン
チャー経営等のコンサルティングを展開している。
次世代産業進出のために必要な情報を時差なく発信
することで投資，技術導入，戦略，提携，ジョイン
トベンチャー提携をアシストしている。講演ではア
メリカの大学の講義形式と同じようにあらかじめ予
習用資料を配布しその内容を前提に講義が行われ
た。Japan Bio Community セッションは橋本千香
氏，赤間 勉氏，山口京子氏，鶴下直也氏によって
行われた。

４）９月２１日 Golden Gate Bridge・Lincoln Park
見学，UC Berkeley 訪問，講演（UC Berkeley 工
学部教授富塚誠義氏，JSPS SF センター所長竹
田誠之氏）
Golden Gate Bridge は，アメリカ西海岸のサン

フランシスコ湾と太平洋が接続するゴールデンゲー
ト海峡にかかる吊り橋である。橋の建設は１９３３年に
始まり，１９３７年に完成した。主塔の高さは水面から
２２７メートル，全長は２７３７メートル，主塔間の長さ
は１２８０メートルで，１９６４年にニューヨークのヴェラ
ザノ・ナローズ橋が完成するまでスパン世界一の吊
り橋であった。

Lincoln Park には，咸臨丸の渡航記念碑ある。咸
臨丸の艦長は勝海舟であった。また福沢諭吉やジョ
ン万次郎らも乗船していた。

UC Berkeley は，カリフォルニア大学群の一校

である。略称・愛称である Cal（キャル）と名乗れる
のはカリフォルニア大学の中でも本校であるバーク
レー校のみである。フリースピーチムーブメントの
発祥の地としてもアメリカの歴史にその名を刻み，
その気質はリベラルな校風として今も息づいてい
る。こちらでは在学生による研究室の紹介，交流
会，工学部教授富塚誠義氏，JSPS SF センター所
長竹田誠之氏による講演が行われた。

５）９月２２日 Stanford University 訪 問，講 演
（North California Moralogy Association 代表内
田誠一郎氏）
Stanford University の紹介は白井大学院生の稿

に記載があるので省略する。こちらではメモリア
ル・チャーチ，Cantor Arts Center の見学をした
後，留学生の方と質疑応答を行い，人工衛星・Bio
-X の研究についての講義を受けた。

内田誠一郎氏は，「戦後移民の父」と慕われた内
田善一郎氏のご子息である。内田善一郎氏は，アメ
リカの法律である「難民救済法」を利用し，鹿児島
からアメリカへの３５０人の移民団を結成し本人も団
長としてアメリカへ移住された。その後，キク，
カーネーション等の切り花生産に着手し，カリフォ
ルニア州サリナス一帯を全米一のカーネーション産
地に造り上げた。

６）９月２３日 ロ ス ガ ト ス Down Town・Red-
wood・Van Denburgh の旧邸宅見学，日米未来
フォーラム
ロ ス ガ ト ス Down Town 内 に あ る Los Gatos

Town Plaza にて Redwood を見学した。その後，
日本の歯科医学教育を歯科医療の向上に貢献した高
山紀齋，片山敦彦，一井正典を指導した米国人歯科
医 Dr. Daniel Van Denburgh の旧邸宅を見学した。

日米未来フォーラムに関しては安村大学院生の稿
に記載があるので省略する。

７）９月２４日 Matsui Nursery・National Stein-
beck Center・Monterey 水族館見学
Matsui Nursery は，１９６７年に Andy Matsui 氏に

よって設立され，長年にわたりキク，カーネーショ
ン，バラなどの多様な生花やドライフラワー，植物

図６ グーグル本社
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等を栽培してきた。１９８８年，キク，バラなどいずれ
も全米一の生産量とマーケットシェアを持ちなが
ら，Matsui 氏は市場の新たな動きを見越して，「鉢
植え洋ラン」の生産へと大転換を行った。これが見
事に成功し，洋ランにおいて，カリフォルニアで
５０％，全米で２５％のシェアを持つようになり，マー
ケットと価格をコントロールしている。

National Steinbeck Center にはノーベル賞の小
説家の Steinbeck 氏の原稿，手紙，初版本，研究書
など Steinbeck 氏に関する貴重な品々やサリナスの
歴史などが展示されている。

Monterey 水族館では，モントレー湾の海洋生物
を中心に１００万ガロンのタンクを中心に，３０万種以
上の展示が楽しめる。ジャイアント・ケルプとそこ
に生息する生物などモントレー湾をそのまま展示し
ている。

８）今回の経験を通して
医療に関して今後日本は，世界一の高齢社会を迎

えその経験やシステムを全世界に向けて発信してい
く側になると考え，この研修に参加することで世界
への第一歩を踏み出せればと思い志望しました。さ
らに同年代の他分野の人たちと交流を持てることも
志望した理由の一つでした。

実際にアメリカで活躍されている方の話を聞く
と，研究・事業のスケールの大きさや先進度の違い
に驚かされました。また，講演後などに先生方に個
人的に質問に行くと丁寧に対応していただけまし
た。日本とアメリカの医療の相違点や，アメリカか
らみた日本医療の問題点を聞けたことが大きな収穫
の一つとなりました。専門的なことだけでなく，進
路や考え方についても親身に相談に乗っていただけ
たので今後に生かしていきたいと思います。

研修中だけでなくフリータイムには，他の分野の
学生と交流を持つことで様々な視点からの意見を共
有することができました。特に日米未来フォーラム
に向けてディスカッションを行った際には多くの意
見が抽出され，活発に意見交換ができました。

この研修で知り合った友人たちとは帰国後にも
Face Book であったり，実際に食事にいったりと交
流を深めています。今後は，この研修で出会った先
生や学生とのつながりを大切にすることで，海外と

のつながりをより深めていければと思っています。

４．My experience at the San Jose Elective Study
Ana Tricia Moreira

（Department of Clinical Pathophysiology）
The special value of elective studies is to promote
multidimensionality, since they enhance the inte-
gration of research and teaching, as well as stimu-
late the utilization of knowledge and teaching re-
sources of all researchers.

This elective study in San Jose was a great new
experience for me and represented an extraordi-
nary opportunity to develop my professional and
personal skills. In that sense, it was important in
my career, because I could share different aspects
of culture and knowledge with the TDC students.
By the same token, learning and sharing experi-
ences with other Japanese students that are mem-
bers of different universities and different gradu-
ation courses made the difference to improve my
expertise.

Despite being a short period of time, I think the
elective study gave me an opportunity to explore
a different professional and cultural environment,
which will have a great importance in my per-
sonal background.

Sharing experiences with different cultures around
the world is one of the best ways for the progress,
development and refinement of the Science.

We had the opportunity to visit companies and
universities recognized by their excellence. Intel,
Google, Apple, US Berkeley, San Jose State Uni-
versity and Stanford are some of the awesome
places that we visited during this instigating
week. We had the opportunity to join excellent
and current lectures about cancer and satellites at
Stanford. We visited some amazing museums that
were very interactive as Tech Museum. Even
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though some visits were not directly related with
Dentistry, they have a great importance in knowl-
edge as a whole.

During this week, we also joined the US-Japan
Forum, where we could learn about the history of
the first Japanese dentists, who went to the USA
to acquire their theorical basement of Dentistry,
which was essential for the development of this
field of knowledge in the world. The foundation of
TDC is totally related with this experience abroad,
which highlights the importance of having a pe-
riod of time in a different country.

US-Japan Forum
And during this week we also had some time to
have fun when we had a good opportunity to in-
teract with other students and professors who
were there. Parties are a great time to meet peo-
ple and improve our networking. In addition, these
moments are also a wonderful time to make
friends!

I am an international student at TDC, so all these
years convinced me of the insights to be acquired
through new experiences in other countries. This
is why I feel that being one of the students in this
elective study certainly was a great occasion of a
two-way personal and professional development,
since everyone benefited from the knowledge of
each other.

It was a pleasure for me to well represent Tokyo
Dental College in the USA.

今回の貴重な機会を与えていただいた金子 譲理
事長，井出吉信学長，井上 孝大学院研究科長，各
所属講座主任教授，またご指導いただいた西野精治
スタンフォード大学医学部教授，井手祐二鹿児島大
学特任教授・北米教育研究センター長，本稿の投稿
の機会を与えていただいた関係各位に深謝いたしま
す。

図７ Stanford University
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