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はじめに

２０１３年４月８日から２０１４年４月７日までの１年
間，オランダ王国ナイメーヘン市にある Radboud
University Nijmegen Medical Center（ラドバウト
大学ナイメーヘン・メディカルセンター（Radbou-
dumc））の Department of Biomaterials（生体材料学
講座）に客員研究員として長期海外出張の機会を頂
いた。この生体材料学講座の John Jansen 教授は歯
科医師である一方で，アパタイトコーティングイン
プラントを製作するなど生体材料の開発にも積極的
に取り組んでいる１，２）。Jansen 教授の下には松坂賢
一准教授が以前に長期海外出張され，研鑽を積まれ
ているほかに，現在では吉成正雄教授が Jansen 教
授と歯科インプラントに関する共同研究を遂行され
ている。また，Jansen 教授は２００９年の東京歯科大
学創立１２０周年記念学術講演会に来賓として出席さ
れ，ご講演３）されるなど，東京歯科大学と非常に縁
のある方である。先生の近年の研究は，ティッシュ
エンジニアリングの足場材料の創成がメインテーマ
であり，ナノサイズのハイドロゲルを用いたドラッ
グデリバーシステムの確立や歯周組織再生を促進す
るメンブレンの開発，酵素や骨誘導を促進する因子
をインプラントに担持させる手法や，その生体内外
での反応や効果の解明など幅広く行っている。私は
大学院時代から材料と体液，血液や唾液との反応に
関する研究に従事し，特に東京歯科大学の歯科理工

学講座に入局以降はチタン系合金の口腔内での反応
について検討を行ってきた。Radboudumc では
種々の材料を in vitro 試験と in vivo 試験での材料
界面反応について検討し，共同研究につながるよう
なテーマを見つけたいと思い，長期海外出張先とし
て応募した。本稿ではナイメーヘンでの生活と研究
の進め方などの Radboudumc で学んだことを紹介
する。

ナイメーヘンでの生活

オランダ王国・ナイメーヘン市は北緯５１度４８分，
東経５度５０分で，樺太・サハリンと同じくらいの緯
度で，日本とは通常８時間，サマータイムでは７時
間の時差がある。“オランダ”と聞くと，“風車”と
“チューリップ”が思い浮かぶと思う。オランダは
海抜０m 以下の地域が国土の３分の１であったた
め，防波堤を作って水をくみ出すために風車を利用
していた。ユネスコの世界遺産として登録されてい
る Kinderdijk の風車網はその様子を知ることので
きる場所として見応えがあった（図１⒜）。現在，オ
ランダを象徴する観光名所として風車の数は減少し
ているが，ナイメーヘンにも現役の風車は２台でパ
ンの粉挽きとして稼働していた。また４月初めにオ
ランダに到着した際には，ちょうどチューリップで
有名な Keukenhof 公園が開園していてにぎわって
いた。居住申請のため，ハーグ（Den Haag）に行く
際に立ち寄ったが，辺り一面のチューリップ畑に感
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動した（図１⒝）。
オランダでの移動手段は，電車網や高速道路が発

達しているので便利に利用することができた。普段
の生活で最も多く利用されているのは自転車で，人
口以上に自転車が売れていた。オランダではどの街
も自転車道が整備されているため，堤防（Dijk）や公
園を自転車で走ると気持ちがよかった。また，オラ
ンダ人はヨーロッパ地域でもっとも英語を話すと言
われているため，たいていの場合，英語で会話がで
きるので長期海外出張先としてはよいところだと感
じた。

ナイメーヘンはドイツ連邦共和国との国境近くの
街で，アムステルダムから電車に揺られること１時
間３０分程度で到着する。歴史は古く，街の北側にあ
るワール川（ライン川の下流）が見渡せる丘がローマ
帝国時代から戦略的に重要とされ，いくつかの激戦
が起こった地区である。ナイメーヘン市の人口は約
１６万人で，１割以上が大学生や大学で働く人であっ
た。毎週土曜日には市街地でマーケットが開かれ，
肉，魚，野菜，パンなどの食料品から，衣服，装飾
品のような露店が立ち並び，一日居ても飽きなかっ
た。物価はおおよそ日本・東京より少し安いくらい
であったが，消費税が２１％（生鮮食品は６％）と高
かった。住居は市街地と大学の間にし，スーパーか
らも近かったため便利であった。また，私がつつが
なくナイメーヘンでの生活がスタートできたのは，
私より７カ月前から Radboudumc の矯正科に客員
研究員として招聘されていた東京医科歯科大学の川
元龍夫先生からご助言，ご支援いただけたからであ
る。右も左もわからないところで，生活用品や食料

品の買い物，大学内外での手続き，車の免許の書き
換え手続き，食事（ビール）の美味しいバー，サッ
カー観戦などを教えて頂いた。研究室や研究テーマ
は違っていたが，使用する実験室が一緒だったこと
もあり，実験室での細々したルールや研究スタイル
の違いなどを話せたことは，その後の生活をする上
で本当に助かった。

ラドバウド大学
ナイメーヘン・メディカルセンターの研究体制

私が所属した Department of Biomaterials は，
John Jansen 教授以下，５名の准教授および助教と
２０名余りのポスドクおよび大学院生がいる，かなり
大所帯の研究室だった。この研究室の特徴は，１．
インターナショナルな人材，２．医歯学のみなら
ず，工学，理学系を修了または卒業している人材が
集まっていることだった。ポスドクと大学院生の出
身国は，中国，イタリア，ドイツ，スペイン，ポル
トガル，イラン，アルメニア，サウジアラビア，ブ
ラジル，アメリカであり，オランダ人は３名だけで
あった。そのため，オフィシャルな場では英語で話
されているが，研究室の中ではいろいろな言語が飛
び交っていた（図２）。講座の研究テーマとしては，
ティッシュエンジニアリングの足場材料（スキャ
ホォールド）の創成がメインテーマで，高分子材料
からセラミックス，チタンのような金属材料と細
胞，組織との反応を促進する手段が検討されてい
た。研究プロジェクトは１名の教員に３～６名のポ
スドク，大学院生が割り振られ，進められていた。
各研究プロジェクトはおおよそ２～３週間に１回の

図１ ユネスコ世界遺産に指定されている Kinderdijk の風車群⒜と Keukenhof 公園のチューリップ⒝
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研究進捗状況報告会を行っていた。研究進捗状況報
告会では，研究データや研究の方向性の議論のほか
に，担当者が最新の論文紹介をすることで，研究の
発展を見据えて議論を深めていた。また，先に述べ
たように研究室には医歯学のみならず，工学，理学
系を終了した人材であるため，材料を作製して基礎
的評価する大学院生と細胞や動物実験により生体反
応を検討する大学院生がそれぞれの観点から議論し
ていた。ほとんどの大学院生には２名の教員が指導
に当たり，材料側からのアプローチと生体組織側か
らのアプローチと視点を変えて研究を遂行し，大学
院生同士の共同の研究も数多く行われていた。

研究プロジェクトのグループでの進捗状況報告会
とは別に，毎週金曜日に大学院生がランチミーティ
ングにおいて研究内容やその進捗状況を約１５～２０分

間で発表し，それに対して大学院生をはじめ教員が
１５～２０分間質問するという学会形式で行われてい
た。大学院生やポスドクが多いこともあり，一人が
発表する機会は年に２回であるが，データや内容に
関する議論のほかに，プレゼンテーションの技術的
なことまで活発に議論，助言がされていた。また，
新規に大学院生が入ってくる場合にはプロジェクト
の案を原稿で提出して，ランチミーティングでのプ
レゼンを行って意見を求めることも行われていた。
私は帰国前の３月に，ナイメーヘンでの研究成果を
まとめて話す機会を頂いた。そのほかにも，大学院
生が企画して担当者が装置の原理や測定方法，ポス
ドクへの応募などを担当者が発表し，個々が向上心
をもって研究に取り組んでいた。

研究テーマ

私は Dr. Sander Leeuwenburgh 助教のナノハイ
ドロゲルによる抗菌剤や成長因子の導入および放出
制御，そのゲルを移植した際の生体反応に関する検
討グループに所属した（図３）。当初は，ナノメート
ルサイズのリン酸カルシウムをハイドロゲルに導入
することにより，応力に対して超弾性的かつ破断し
ても形態修復が可能なハイブリッドについて，その
能力の最適化を図ることを研究テーマとして進める
検討をしていた。しかし，ハイドロゲルの製作を担
当する予定の他機関に不具合が生じ，供給時期，そ
の量ともに不確定となったため，最終的にはこの研
究テーマは断念した。このハイドロゲル研究プロ
ジェクトとは別に，チタンインプラントに施されて

図２ 実験室での Department of Biomaterials の医局員の
集合写真（中央最後列が筆者で，隣が John Jansen 教
授）

図３ Prof. John Jansen 教授と Dr. Sander Leeuwenburgh 助教のミーティング⒜およびハイドロゲルグループのミーティング⒝
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いる表面処理の in vitro 試験での石灰化能力の評価
が in vivo 試験での骨反応性に及ぼす影響について
検討を進めていた。この研究テーマは，Dr. Arnold
W. Nijhuis が種々の材料に対する生体内で起こるで
あろう石灰化能力評価に関するスクリーニング試験
方法を提案に基因するものであった。Dr. Nijhuis
の論文の草稿の段階で，サンドブラストと酸エッチ
ングしたチタン（SLA 処理）とアルカリ処理した純
チタンを比較すると，チタン表面に取り込まれるカ
ルシウム量に差が認められたことから，in vivo 試
験においてどの程度の骨形成反応に影響するかを検
討しようというものであった。

研究を始めるにあたって，提案した新規スクリー
ニング法と従来のスクリーニング法である擬似体
液４）を用いた評価との比較を行った。この検討では，
表面処理したチタンに取り込まれるカルシウム量

は，用いる溶液（スクリーニング法）によって異なっ
ていたが，その石灰化能力としての傾向に関しては
スクリーニング法による違いは認められなかった

（図４）。さらに，その表面処理の違いによるチタン
の表面性状と濡れ性の評価は，東京歯科大学にて
行って頂き，最終的に論文に受理されるに至っ
た５）。

次に，in vivo 試験を行うに当たってアルカリ処
理したチタン表面で起こる石灰化に影響する因子

（処理時間，保存状態，滅菌方法）についての検討を
進めた。特に問題となったのは，どれくらいの期
間，石灰化を誘引する能力が維持されるかという
点，つまり品質保持期間であった。現在の酸処理し
たチタンでは処理直後と１か月後では表面性状や細
胞活性が異なるとの報告６，７）がされていて，保存状態
による石灰化能力の維持には興味があった。また，

図４ 種々の表面処理したチタン表面に異なるスクリーニング溶液中で取り込まれたカルシウム量と接触角
MC：機械切削，A：酸処理，B：アルカリ処理，GB：ブラスト処理，GBA：ブラスト処理後に酸処理，
GBB：ブラスト処理後にアルカリ処理（参考文献４４）を一部改変）

浸漬時間は，新規スクリーニング溶液では１６時間，従来型スクリーニング用液では１週間とした。カル
シウムの取り込み量は新規及び従来型溶液中で異なるが，機械切削よりブラスト処理した試料でカルシウ
ム取り込み量が多く，アルカリ処理した試料がカルシウムを取り込む能力が高かった。アルカリ処理した
試料でのぬれ性は，処理後２週間経過しても維持されていた。
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ブラスト処理した後に酸エッチングしたチタンイン
プラントを生理食塩水に浸漬することで，その生物
学的な活性が維持されることの明らかになってい
る。したがって，アルカリ処理したチタンの保存方
法による in vitro 試験での石灰化能力への影響につ
いての検討も進めた。結果的には，処理後１か月経
過しても石灰化能力は維持されていることが明らか
になったため in vivo 試験を行うことになった。な
お，この詳細な内容は追加，追試するべきデータが
あったため，帰国後に遂行し現在，論文としてまと
めている。

アルカリ処理したチタンの in vitro 試験での石灰
化への影響については明らかになったため，ラット
の大腿骨骨頭頂に表面処理したミニイプラントを移
植し，骨応答性を評価する in vivo 試験を行うこと
になった。この動物実験は，Radboudumc でルーム
メイトであり，学位を取得したばかりの Dr. Ham-
dam S. Alghamdi助教とDr. Jeroen ver de Berchen
助教と共同で行った。インプラントの埋入に当たっ
ては，動物実験指針に基づき行うために，実験計画
書を提出し，許可を受けた研究のみが動物実験施設
において厳重に管理された環境で行うことができる
システムであった。したがって，その計画書の準備
から動物実験を行うまでに約３か月を要した。よう
やくラットに埋入する動物実験が１月であったが，
帰国前の３月にはインプラント埋入していたラット
の大腿骨を摘出し，一部の試料については染色し，
骨応答性の評価試料を作製することができた。これ
はそれぞれの分野（動物実験，染色，μCT の撮影）
のスペシャリストであるテクニシャン（技官）の方々
の親切な指導のおかげでできた。その骨応答性の評
価は Dr. Alghamdi 助教が行い，ミニインプラント
の表面形状および表面性状の分析および解析を東京
歯科大学で行うことで，共同で論文をまとめる予定
としている。また，現在，Dr. Alghamdi 助教は母
国のサウジアラビア共和国に帰国され，King Saudi
University で教鞭を執っているため Radboudumc
と共同研究により本研究を継続していく予定であ
る。

１年間の長期海外出張で学んだこと

長期海外出張に出かける前からたくさんの先生方
からアドバイスいただいた中で，研究も大切だけれ
ども友達をたくさん作って楽しんでくることを勧め
られた。そして，Sander と John（愛称を込めて）に
は，「家族との時間を充実させて，ヨーロッパ・オ
ランダでの生活を楽しんで！」と言われた。

オランダ人の生活は，昼食１時間のほかに，１０時
３０分と１５時のティータイムは欠かせないものであっ
た。一緒に実験をしていても，「次の試料を始める
とティータイムが過ぎてしまうから，ティータイム
後に改めて始めよう！」と言われて，しばしば焦る
こともあった。家族と夕食をとることも大切に考え
るので，１８時過ぎには帰宅しており，人間らしい生
活であると感じた。また，夏休みは２～３週間，ク
リスマスには７～１０日間の休暇をとり，家族やパー
トナーと旅行することを楽しみに生活していた。限
られた時間の中で，効率よくしっかりと仕事をして
いるところは見習うべきところであった。
“郷に入っては郷に従う”ということから，ナイ

メーヘンであったイベントを私は楽しんだ。まず
は，２０１３年４月３０日の Queen’s day では，日本から
も皇太子ご夫妻が参列されてベアトリクス女王から
ウィレム＝アレクサンダー王への王位継承が行わ
れ，ナイメーヘンのみならず国中がオレンジ一色に
染まっていた。ちなみに，今年からは４月２７日が
King’s day となっている。その他にも，７月半ばの
ナイメーヘンで最も大きなイベントであるフォー
デーマーチ，１１月半ばから１２月７日までのシンタク
ラース祭，２月末のカーニバルでは大人から子ども
まで熱狂していた。オランダの習慣で面白かったの
は，自分の誕生日にケーキやお菓子をみんなに振る
舞うことだった。私の誕生日は日曜日に当たった
ため，翌日誕生日の Dr. Fang Yang 助教と一緒に
ケーキと日本のお菓子を振る舞った。

私は妻と２歳半の娘が帯同してくれたため，日々
の生活から，週末の買い物やイベントへの参加，夏
休みの旅行やドイツのクリスマスマーケットと充実
したオランダ生活を過ごすことができた。娘はオラ
ンダの幼稚園にも週２～３日間通った。初日は大泣
きで通園は困難であるかと思ったが，幼稚園の先生
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に親切にしてもらったため，少しずつ慣れ，最後は
オランダの子どもたちと同じように遊べるように
なっていた。オランダ語で話しかけられても耳を傾
け，周囲を見て，話されていることを理解し，他の
子どもたちと一緒に遊べるようになっていたことに
は感動した。

最後にこの出張のお陰で，東京歯科大学の優れて
いるところ見つめ直すこともできた。特に，東京歯
科大学は基礎的な研究を行う上では充実した研究設
備は類い希なく，この活用こそが今後の発展に必要
不可欠であると実感した。その中で研究を遂行する
大学院生やポスドク，教員のリサーチマインドとス
キルの向上を計ることで，切磋琢磨する環境を作る
ことが必要であると感じた。１年間の長期海外出張
でオランダの文化や風習に触れられたことや出会っ
た人々は，私にとってかけがえのない財産になった
とともに感謝の念でいっぱいである。この出張で学
んだことを積極的に東京歯科大学，学生，大学院生
に還元できるように努力していきたいと考えてい
る。
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