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２０１３年９月１４日より９月２３日まで鈴木瑛一大学院
生（歯周病学講座）と Tungalag Ser-Od 大学院生（臨
床検査病理学講座）が，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た。こ
の研修は鹿児島大学北米教育研究センター（井手祐
二センター長）の主催で行われ，鹿児島大学をはじ
めとした全９大学から総勢３２名の学部学生，大学院
生が参加した。研修ではシリコンバレーでの大学・
企業訪問や，サンノゼ州立大学での日米未来フォー
ラムへの参加，ホテルでのセッションなどが行われ
た。本稿では鈴木が企業訪問とホテルでのセッショ
ンについて，Tungalagが大学訪問と日米未来フォー
ラムについて報告する。

Silicon Valley

サンフランシスコ南側のベイエリアにあるサンノ
ゼの地域での名称。インテルやナショナル・セミコ
ンダクターなどをはじめとした多数の半導体メー
カーが集まっており，IT 企業の一大拠点となって
いる。Google 社，Intel Museum，Apple 社，Neuro
Sky 社，ANACOR 社への訪問を行った。

１．Google Inc.
検索エンジンやソフトウェアといったインター

ネット関連のサービスと製品を提供する企業であ

り，Google が所有する検索エンジン（Google Se-
arch）は，World Wide Web 上で最も多く使用され
ている。無料の社員食堂や勤務時間の２０％を自分の
プロジェクトに充てるという独自の勤務ルールな
ど，優れた福利厚生や自由な社風で知られている。
日本人システムエンジニアの方２名に質疑応答が行
われた後，オフィス内の見学をさせていただいた。

２．Intel Museum
世界最大の半導体メーカーであるインテルは，マ

イクロプロセッサーの開発，製造を行っている。本
社に併設された Intel Museum の見学を行った（図
１）。ここでは半導体製造技術やマイクロプロセッ
サーの歴史，トランジスターの基本動作の仕組みな
どが紹介されている。

３．Apple Inc.
デジタル家電製品と関連ソフトウェア製品の設

計・製造を行っている多国籍企業である。絶えず新
技術コンセプトの製品に取り組んでおり，iPhone
や Mac などを世に提供している。オフィス内の見
学はできなかったが，シニアマネージャーで日本語
入力や日本語フォントの開発を担当されている木田
泰男氏による質疑応答や，Apple 社の創設者である
故スティーブ・ジョブズ氏のエピソードなどをお聞
きした。
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４．Neuro Sky, Inc.
脳波・心電／心拍・筋電などの生体信号データ

を，効果的に活用するためのセンサー製品を提供し
ており，脳波ヘッドセット“necomimi”は米国TIME
マガジン社による２０１１年のベスト５０イノベーション
にも選出された。企業説明の後，脳波で動く医療機
器やおもちゃのデモ体験があった。

５．ANACOR Inc.
新しいタイプの感染症治療薬の開発を目指す，新

薬開発型の大学発ベンチャーであり，現在は含ホウ
素化合物の合成研究による医薬品の開発が中心と
なっている。研究リーダーである赤間 勉氏による
企業の歴史と開発製品についての説明を受けた。

ナイトセッション

Japan Bio Community によるセッション形式の
講演が行われた。バイオテクノロジーや事業開発サ
ポートを手がけている Gallasusu Inc.の代表である
橋本千香氏をはじめとした，シリコンバレーに本拠
地を置く会社で働いている方たちとのディスカッ
ションを行った。今後の日本の企業のあり方，アメ
リカと日本の企業形態の違いなどについて活発な意
見交換が行われた。

University in San Jose and
US-Japan Future Forum

Perhaps the greatest of all the other highlights
we had was our visit to the world-renowned
universities of Stanford and UC Berkeley for cam-
pus tours and San Jose University for a US-Japan
forum. On the following days, we went to the Bio-
engineering Department at Stanford University
and the Mechanical Engineering Department at
UC Berkeley, respectively, and were introduced to
some of the projects they were working on at the
time.

１．Stanford University：
Founded in １８９１, Stanford University is one of

the world’s leading research and teaching institu-
tions. Around１５，８７０（６，９７０undergraduate and８，９００
graduate）students currently attend Stanford and,
through its academic history, the university boasts
３１（２２ current）Nobel Laureates who are members
of the alumni１）. We visited the Bioengineering
Department at Stanford and met a student work-
ing on creating a microchip that will be used for

図１ 研修仲間とインテル本社前で
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diagnostic purposes, especially for early-stage
cancer diagnosis. This device will be much smaller
and have a more sensitive tip to search for cancer
cells in digestive systems than conventional tech-
niques. Therefore, they used experimental mice in
their project.

２．University of California, Berkeley：
The University of California was chartered in

１８６８ and its flagship campus－envisioned as a
“City of Learning”－was established at Berkeley,
in San Francisco Bay. It has some３５，８９９students,
including ２５，７７４ undergraduates and １０，１２５ pur-
suing graduate degrees２）. Twenty-nine Nobel Lau-
reates have come from UC Berkeley. We visited
the Mechanical Engineering Department, headed
by Prof. Masayoshi Tomizuka. In this lab, we were
introduced to ２ projects they were working on :
one is on human motion detection, and the other is
an implantable micro drug delivery system（図２）.
１）Micro drug delivery system

Implantable microscale systems that enable
remote, highly-controlled, on-demand drug deliv-
ery could markedly improve the efficacy of cur-
rent medical treatments. The objective of such
research is to achieve the controlled release of
drugs, the duration, dose-size, and timing via non-
invasive device activation. For example, they were
using drug delivery for eye treatments, with

device implantation for ２ years, and, after treat-
ment, there was no need for surgery to extract
the device.
２）Human motion detection

In this research, a networked mobile assistive
system（NMAS）that integrates a physical assistive
device with a high-speed wireless body sensor net-
work is proposed. The proposed system provides
a complete and active health care system to bene-
fit the users（e.g., elderly people, patients with
Parkinson’s disease and stroke）and improve the
management strategies of healthcare providers

（hospitals, physical therapists）.

３．San Jose University（US-Japan Forum）
San Jose State University was established in

１８５７. It has３１，２７８（２５，８６２undergraduate and５，４１６
graduate）students. It held the US-Japan Future
Forum. We held a discussion on “Disaster manage-
ment” of both countries with students from San
Jose University（図３）. This focused on a discus-
sion of the problems during the Great East Japan
Earthquake and finding solutions. The Great East
Japan Earthquake, in terms of its scale, is consid-
ered to be the largest earthquake known to man-
kind in history. It caused countless setbacks and
disasters in all aspects of human life, affecting not
only human health but also disrupting the regular
functioning of the economy, environment, and edu-

図３ サンノゼ州立大学学生と共に

図２ Dr. Ryan Sochol による研究内容の説明
（Division of the Liwei Lin Laboratory, Department

of Mechanical Engineering）
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cation. We were divided into ６ groups（Health-
care system, Energy and environmental issues,
Education system, Economic issues and new in-
dustries, Food shortages and safety issues, and
Peace and conflict issues）. We were in the Health-
care system group.

Power outage, road damage, and poor public hy-
giene are common problems that occur during
earthquakes. Many health hazards arise during
such disasters, including outbreaks of infectious
disease, and the deterioration of health due to sys-
temic diseases, hypertension, and chronic illnesses.
Although we cannot eliminate natural disasters or
their reverse impact, we can prevent them by tak-
ing appropriate measures. What we propose as a
step toward preventing health hazards is the ap-
plication of ’mobile medicine＋portable devices＋
information dissemination’（図４）.

おわりに

東京歯科大学の前身である高山歯科医学院を設立
した高山紀齋は，明治５年単身で渡米し，師である
Dr. Daniel Van Denburgh の医院（現 Union Square,
San Francisco 付近）にて研鑽を積んだという３）。偉
大な先輩が学んだ土地で米国の一流大学や企業を訪
問し，雰囲気を肌で感じることができたことは，素
晴らしい経験であった。我々も歯科医師として，ま
た研究のスペシャリストとなるために，常日頃から
疑問を持ち続け，仕事に対し真摯に取り組んで行く
必要があると感じた。

海外や研修に参加した他分野の学生も皆，目標に
向かって努力しており，彼らとの意見交換も大きな
刺激となった。文部科学省による調査結果による
と，日本人の海外留学者数は年々減少している４）。
今回の研修により，他国の文化を学ぶことの重要性

と海外の教育システムの質の高さを再認識すること
ができた。若手である自分たちが積極的に海外へ行
き，そこで学んだことを日本へ還元することが，今
後の歯科界の発展へとつながるのではないだろう
か。

最後に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，大学院関係の皆様，また
ご指導いただいた井手祐二鹿児島大学特任教授・北
米教育研究センター長に御礼申し上げます。そして
研修への参加を勧めてくださった齋藤 淳教授，東
俊文教授，井上 孝前大学院研究科長ならびに不在
中サポートしていただいた講座の皆様に感謝いたし
ます。
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図４ 日米未来フォーラムでのプレゼンテーション
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