
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
カナダ・ミゼリコルディア病院iRSM およびアルバータ大

学工学部での留学を終えて

Author(s) 松永, 智

Journal 歯科学報, 113(6): 577-581

URL http://hdl.handle.net/10130/3221

Right



１．はじめに

２０１２年４月から２０１３年３月までの１年間，カナ
ダ・アルバータ州にあるアルバータ大学（UofA）お
よびミゼリコルディア病院 Institute of Reconstruc-
tive Sciences in Medicine（iRSM）のVisiting Profes-
sor として，長期海外出張の機会を得ることができ
た。UofA および iRSMを留学の場に選んだ理由
は，Johan Wolfaardt 先生を中心に組織された顎顔
面再建のスペシャルチームに参加し，最先端の３D
リコンストラクションテクニックを習得すると同時
に，iRSMに併設されているMedical Modeling Re-
search Laboratory（MMRL）という研究ラボに出向
して，顎顔面再建に関する基礎的な共同研究を行う
ためであった（図１）。留学以前に私が慶應義塾大学
理工学部および大阪大学工学部と数年にわたって
行ってきた研究は，不可視である‘荷重伝達経路’
解明を目的として，臨床解剖学や３D立体構築技
術，材料工学的手法，さらにはコンピュータ解析を
利用した生体力学を応用するものであった１－５）。こ
れらの研究成果は，Wolfaardt 教授が熱望している
力学的要因の可視化システム構築と臨床応用に符合
し，iRSMがこれから重点的に取り組もうとしてい
る研究に必要不可欠であったことから，iRSMと
UofA 工学部，そして東京歯科大学の共同研究とし

て，後述する研究テーマを立ち上げ，稼動させるこ
とを目的として招聘されるに至った次第である。

２．エドモントンおよび職場の紹介

アルバータ大学のあるエドモントンは，カナダ中
部に位置するアルバータ州の州都である。アルバー
タ州は，オイルサンド産業とダイヤモンド鉱，大規
模農業が盛んでカナダ国内１位のGDP成長率を誇
るため，資本税，給与関連税，売上税がなく，公的
資金による医療保険制度が導入されている。そのた
め，歯科以外の医療費は無料である。同州のバンフ
やキャンモアは有名な観光地として知られており，
コロンビアアイスフィールドやレイク・ルイーズに
は世界中から多くの観光客が訪れている（図２）。公
用語は英語とフランス語であるが，アルバータ州は
イギリス統治下にあったことから，ほとんどの方が
英語を話す環境であった。
私はここで，ミゼリコルディア病院とUofA を行

き来する毎日を送った。ミゼリコルディア病院は地
域の重要拠点病院の一つであり，救急救命と産科，
リハビリテーションに力を入れているが，特筆すべ
きは顎顔面再建のスペシャルチーム iRSMである。
アルバータ大学と非常に緊密な関係を有しており，
ドクターはすべてUofA 教授の肩書をもつ。一方
UofA では，医学部整形外科学講座と工学部構造工
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学講座が研究活動の場となった。UofA 医学部は小
児救急医療と肝臓・腎臓・心臓移植および整形外科
治療に定評があり，多くの日本人医師がフェローと
して活躍していた。私は脊柱側弯症の非侵襲診査法
として，光学スキャナを用いた三次元画像診断の研
究に参加した。工学部はUofA の中でも最も優秀な
学生の集まる学部で，石油企業の強力なバックアッ
プのもと，構造解析や材料工学分野が有名である。
近年では医工連携が進み，当初パイプラインの強度
設計を専門にしていた研究者たちが，工学部的手法
を用いた新しい骨質解析の確立を目指している。私
は双方の知識を有する研究者として，文字通り‘パ
イプ役’になることを求められた。医系と工学系の
専門用語を適切な言葉に変換して伝えることで相互
理解を高め，研究計画を円滑に立案していくのは容
易なことではなかった。

３．ミゼリコルディア病院 iRSMについて

ミゼリコルディア病院 iRSMは，顎顔面欠損患者
における再建と骨伝導インプラントを用いた補聴に
おいて北米でも随一の名声を誇っており，医師，歯
科医師のみならず，看護師，衛生士，技工士，言語
聴覚士，デザイナー，アーティストがタッグを組む
スペシャルチームである。特に３Dプリンタを用い
たファブリケーションテクニックの臨床応用につい
ては素晴らしいシステムが構築されており，どんな
遠方の医療施設であっても連携が可能になるよう
ネットワークを組み上げている。最先端技術を駆使
した質の高い医療と，患者QOLを最優先した真心

のこもる治療姿勢の両立させるために，早くから
ISO９００１を取得し，患者の満足度が非常に高く維持
されていることは非常な驚きであった。その原動力
となっているのは，Wolfaardt 教授と Executive Di-
rector であるDr. Redmond のタッグである。iRSM
の生みの親であるWolfaardt 教授はDr. Redmond
に経営を任せ，臨床と研究に専念できる環境を構築
した。この職場の素晴らしい点は，責任者は存在し
てもヒエラルキーは存在せず，２人のメインパーソ
ンを中心として同心円状にスタッフが固めている
チーム構成であるということである。ミーティング
においても自由活発な意見が飛び交い，患者の最善
を模索する気風に皆が感化される。雰囲気はコラボ
レートする他科のメンバーにも広がっていき，アイ
ディアはすぐに形となる。
仕事時間に関する考え方は，日本とカナダでは完

全に異なる。業務に支障が出なければ，何時に来て
何時に帰るも基本的には自由である。一方で iRSM
メンバーは皆親切で，例え自分の仕事でなくてもお
互いに協力し残業も厭わない傾向にあった。ただ共
通して見受けられたのは，家族が最優先事項である
という点である。家族と過ごす時間が失われること
は，重要な仕事であっても決して許さない。それは
自分だけでなく職場の仲間に対しても同様で，家族
を日本に残してきた私はいつも「家族と連絡は取っ
ているか？」「家族は元気でやっているか？」と皆
を心配させていたようである。飲酒も清々しいほど
の徹底ぶりで，仕事終わりに一杯飲んでも「家族と
夕食の時間だ」といそいそと帰宅する同僚たちを，

図２ コロンビアアイスフィールドにて記念撮影

図１ Johan Wolfaardt 教授（写真右）と筆者（写真左）
MMRL前にて撮影
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単身赴任の私はひどく羨ましく見送ったものだ。

４．アルバータ大学工学部について

UofA は学生数３７，０００人を超えるカナダ５大学の
１つで，医歯薬理学や工学の評価が高い総合大学で
ある。メインキャンパスはノースサスカチュワン川
を挟んでダウンタウンに隣接する市街地にあり，世
界１３３か国から２，５００人以上の留学生が集まる。「人
種のモザイク」といわれる，カナダらしい多種多様
の優れた個性が集まるスポットとなっている。中で
も工学部は，オイル産業で裕福なアルバータ州や地
域企業から潤沢な研究資金が集まり，ナノテクノロ
ジー等の分野では世界トップレベルの研究が行われ
ている。私が渡加した時期はWolfaardt 教授が工学
部との共同研究を考えていた時期であり，私は工学
部の研究室内にデスクを構え，Adeeb 先生と新し
い研究テーマについてディスカッションを重ねるこ
ととなった６）。同年代の若き天才工学者は構造解析
のスペシャリストで，私の拙い英語にも根気強く付
き合ってくれた。彼は多孔質材料を研究するうち
に，人体の骨組織に大いなる興味を抱いたようで，
ここ数年の研究テーマはほとんどが整形外科学講座
とのコラボレーションである。
私は自分の研究テーマとは別に，毎週“Scoliosis

meeting”と称した会議に参加して，光学スキャナ
を用いた新しい臨床診断法の確立について整形外科
医やメディカルテクニシャンと議論する機会を得る
ことができた。本来，交わることのない線が留学時
のふとした出会いによって邂逅し，新しいアイディ
アを生む苗床になることになるわけである。さらに
いえば，他でもない解剖学を専攻していたために，
体幹の解剖学であってもわずかながら知識を有して
いたことも見逃せないポイントである。せっかくの
得難いチャンスも，知覚し把握することができなけ
れば糧とすることはできない。口腔関連に関わら
ず，どんな領域でも勉強しておくことは決して無駄
にはならないという教訓であろう。
Adeeb 先生とは，ホームパーティにも呼んでい

ただいて，人体のノーマライゼーションについて熱
く語り合ったものである。たまたま趣味のスカッ
シュが共通点であり，良いラケットなども譲り受け
た。極寒のエドモントンで楽しく過ごせたのも，

Adeeb 先生と知り合えたからといっても過言では
ない。間断なく新しいテーマを追い続け，共同研究
をより良いものにしていきたいものである。

５．医療系ファブラボについて

マサチューセッツ工科大学のニール・ガーシェン
フェルドが‘ものづくり革命’として「ファブラ
ボ」を提唱して以来，デジタルを媒介にした‘もの
づくり’は，世界中に新たな革命を巻き起こしてい
る。ラップトップコンピュータさえ所持していれば
誰でも自分の作りたい‘もの’の設計図を作製する
ことができ，３Dプリンタやレーザーカッターなど
の機器を駆使して作りたい‘もの’を製造すること
ができる。パーソナライズファブリケーションの波
は医療現場にも押し寄せており，患者のデジタル情
報を処理して，治療の役に立つ３Dデータをアウト
プットする医療系のファブラボが登場した。先進機
器を駆使したオーダメイド医療の試みは，いまや患
者１人１人に最適な医療を提供するための次世代手
法として，アメリカ，カナダあるいはヨーロッパで
強力に推し進められている。ミゼリコルディア病院
MMRLは，３Dリコンストラクションテクニック
を駆使する世界最先端の「医療系ファブラボ」とし
て知られており，臨床及び研究に応用されている
（図３）。デジタルテクノロジの飛躍的進歩による患
者一人一人に最適な医療器具，手術方法の選択につ
ながり，３D技術を駆使したより精度の高い診断と
プレオペレーションが医療の質を大きく底上げする

図３ ３D造形モデルを洗浄中の筆者。体験することす
べてが新鮮で驚きに満ちていた
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ことが期待されている。
留学中は，MMRLで３D造形に関わる技工士，

デザイナー，アーティシャンと親しくなり，様々な
３Dモデルを作製した。中には私自身のメディカル
CTデータをもとに構築した頭蓋骨モデルも含まれ
る（図４）。自分自身の頭蓋骨を手に持ち，細部にわ
たるまで観察できるというのは奇妙な心持である。
１６世紀にヴェサリウスが夢想し，ファブリカに描い
た‘頭蓋骨を観察する全身骨格標本’という寓意的
なイラストを実現してしまった訳である。外科手術
前診断やプレオペレーション，形態学的研究や解剖
学的教育素材など，様々な局面において有効なツー
ルとなり，偶発症の抑止や視覚による直接評価のみ
ならず，他科との連携素材としてきわめて有効に利
用することができることから，今後医療現場におい
ても標準的に使われるツールになるのではないか，
と考えている。

６．私の研究テーマ

私が立ち上げたのは，「Biomechanical optimiza-
tion of implant design for bone conduction amplifi-
cation（BCA）」，「Digital study of fibular anatomy」と
いう３Dモデリングを駆使した共同研究である。
側頭骨・頭頂骨に埋入する骨伝導インプラントは

小耳症や外耳道の障害がある患者に有効で，歯科イ
ンプラントと同じくブローネマルクが開発したこと
に端を発する７，８）。世界的には広く用いられている
が，日本では現在限定的な使用しか認められていな
い。骨伝導インプラントに関する基礎的研究はいま
だ不十分で，頭蓋冠の厚径に依存するインプラント
体の長さに対し，求められる上部構造が長いために
外的荷重に脆弱性が想定されるが，生体力学的研究
は皆無であることから，UofA 工学部との共同研究
として三次元有限要素法を用いた解析を行う予定で
ある。
さらに腓骨移植に関する基礎的な研究として，腓

骨の形態計測学的研究と生体力学的視点からインプ
ラントデザインの最適化に関する研究が現在進行中
である。日本ではマイナーであるが，北米，ヨー
ロッパ，アジアなどでは顎顔面再建に腓骨を用いる
のは一般的である９，１０）。日本人は腓骨が細いために
移植には向かないといわれているが，十分なデータ

をもとに精査が必要であると考えている。そのた
め，腓骨インプラントの最適化と解剖学的な研究の
２軸を設定した。
アルバータ州倫理委員会から患者のメディカル

CTデータを使用する許可を受けてすでに３か年計
画の方針が承認され，各計測および解析のための３
Dモデル作製が現在も行われており，カナダと日本
の双方で解析が進められている。

７．最後に

最初の３ヶ月は，自分の居場所を確保するために
必死で，瞬く間に過ぎ去った。次の３ヶ月は，カナ
ダの素晴らしいサマーシーズンに魅了され，彼方此
方を放浪しているうちに雪が降り始めた。最後の６
カ月はマイナス３０℃を越える寒さと吹雪の中，萎び
た人参でいかにおいしい野菜スープを作るかに腐心
する毎日となった。オーロラ警報が出るたびにカメ
ラ片手に川べりをうろつくのは楽しかったが，南極
仕様の防寒具を日本で着ることはないだろう。同僚
に「なぜエドモントンの人たちは皆親切なの？」と
聞いたことがある。すると彼は，「すごく寒いから，
助け合わないと死んじゃうからだよ。いつも誰かを
助けていると，困った時に誰かに助けてもらえるも
のなのさ」と答えてくれた。さもあらん，さもあら
ん！不便の中にこそ，心配りは珠玉の輝きをみせる

図４ 筆者自身の頭蓋骨モデル。副鼻腔
以外を透明樹脂で作製したため，解
剖学的構造がクリアに確認できる
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ものである。カナダは英語が母国語であるために，
英語をしゃべることが必須となる。一方で，人口が
少なく移民が重要な役割を果たしているが故に，英
語をしゃべることができない，ということに対して
も寛容であった。おかれた状況も，社会的地位も，
年齢や性別も，何もかもが一人一人違うという当た
り前のことをきちんと理解して許容することができ
る，それがカナダという新しい国の強みである。最
も古い国，日本から留学した私は，今更ながらに日
本人が忘れた‘和の心’をカナダの極寒の地で再発
見し，深く頭を垂れざるを得ないのであった。
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