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海外研究レポート

オレゴン健康科学大学での経験

間 奈津子

はじめに

２０１７年７月末から２０１８年７月末までの１年間，ア
メリカ合衆国オレゴン州ポートランドにあるオレゴ
ン健康科学大学歯学部修復学講座（Oregon Health 

& Science University School of dentistry, Depart-
ment of Restorative dentistry : OHSU）に Visiting
researcher として長期海外出張の機会を得ること
ができた。私は大学院時代に生化学講座で，TGF-β
ファミリーの情報伝達において MAPKや PI３Kか
らの情報調節を中心に，骨分化の中心的役割を果た
している TGF-β，BMPによる歯根膜細胞の骨分化
メカニズムについて研究を行った。このような分子
再生領域の研究を進めてきたわけだが，今回の留学
先で行われている研究テーマは材料学である。修復
材料の特徴だけでなく，バイオフィルムと修復の関
連や，日本ではあまり行われていないバルクフィル
レジンの材料学的な評価，新規材料の開発などを
行っている講座である。私は大学院入学当初は保存
修復学に所属していた。残念ながら材料学を研究す
る機会がないまま，現在在籍する歯内療法学講座へ
移籍することになった。すなわち私にとって新たな
試みであり，経験のない研究分野ではあったが，海
外では盛んな材料学について勉強する機会を希望
し，今回の留学先を選択した。また，臨床講座であ
ることから，アメリカにおける歯学教育や臨床教育
についても学ぶことも目標の一に挙げ，様々な経験

を積むことができた。本稿では OHSUでの研究活
動だけでなく，アメリカの歯科大学や現地での生活
について報告する。

オレゴン州ポートランド

オレゴン州はアメリカ西海岸沿いに位置し，北に
ワシントン州，南にカリフォルニア州と接している
州である。州都はセーラムであるが，ポートランド
は約人口６０万人の州最大の都市で環境保全に力を注
いでおり，通勤には自転車あるいは公共交通の利用
を推奨している。緯度は日本の稚内とほぼ同等であ
るが，地中海性気候に属しており，それほど寒くな
らない冬と，乾燥しつつ暖かい夏で過ごしやすい。
しかし１０月から５月までは毎日雨のどんよりとした
空模様も特徴的である。
各調査機関のアンケートでは，常に“最も住みた

い都市”として上位に格付けされる，近年特に人気
の街である。１８５１年にマサチューセッツ州からきた
ウィリアム・オバートンによって開拓されたポート
ランドはフッド山が存在しウィラメット川が流れ，
立地条件に恵まれた都市であったことから，急速な
発展を遂げた。かつては豊富な森林から切り出され
る木材や小麦などが主な輸出産業だったが，現在は
ハイテク産業やクリーンテクノロジー産業の進出が
目覚ましく，カリフォルニアのシリコンバレーと並
ぶオレゴンのシリコンフォレストと呼ばれるまでに
成長したのである。

キーワード：長期海外出張，オレゴン健康科学大学，アメ Natsuko AIDA : My valuable experiences in Portland
リカ歯学部，研究 （Department of Endodontics, Tokyo Dental College）

東京歯科大学歯内療法学講座
（２０１８年９月２５日受付）
（２０１８年１１月２１日受理）
連絡先：〒１０１ ‐００６１ 東京都千代田区神田三崎町２－９－１８
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環境に配慮し，人々の生活の質を大事にする。大
量生産よりもハンドメイド，自動車よりも自転車，
公共交通や歩行者を優先し，チェーン店よりも地産
地消にこだわるレストラン。かつて理想郷を目指し
オレゴンにやってきたヒッピーが多く，ヒッピーカ
ルチャーが今も色濃く残るポートランドは他のアメ
リカとは違う独自の文化が根強く残されている。オ
ルタナティブな世界観が全世界から注目され，エコ
でサスティナブルな街づくりが人々を引き付ける魅
力の一つであるポートランドでは“Keep Portland 

Weird”（変わり者でいよう）というポートランダー
のプライドを垣間見ることができた。
ポートランドの中心を南北に流れるウィラメット

川には１２の橋が架かり，「ブリッジタウン」の異名
で知られる。他にもRose  City，Stumptown，Rip
City，PDXなど様々な愛称があり，ポートランド
の人々は心からポートランドを愛しているのである。

アメリカの歯学部

所属したのは  Restorative  dentistry であり，日
本の保存修復学にあたる講座である。アメリカの歯
学部，それも臨床講座に所属した経験を活かし，本
稿では研究活動だけでなくアメリカ歯学部の教育や
有給者の働き方，システムについても報告したい。
日本の講座体制とは異なり，OHSUの Restorative
dentistry は保存修復と補綴，２つの専門性を持つ
講座であった。主任教授の Jack L. Ferracane 教授
は２０１６～２０１７ American Association for Dental Re-
search（AADR）の President を務めた世界的スピー
カーであり，世界中から彼の元で勉強をしたいと希
望する学生，PhD取得を目指す若き歯科医師，研
究者が集まる。狭き門であることは間違いなく，そ
こで研究に携わることが叶ったのは，なんと幸運な
ことかと今となっても信じられない程である。主任
教授以下，教授，准教授，常勤医員の約２０名で構成
されており，さらに非常勤の先生方も多く所属し，
大学での中心的な役割を担っている大所帯であった。
アメリカの歯学部に入学するには，まず４年制大

学を卒業する必要がある。そこで優秀な成績を収め
た学生だけが，更に４年間の歯学部入学を叶えるこ
とができる。アメリカの大学では１，２年を病院実
習前の教育期間とし，３，４年生で病院実習を行う

ことが一般的だ。主に専任教員の仕事は，大きく分
けて３つ。学生教育（プレクリニック，クリニッ
ク），診療（ファカルティプラクティス），研究に分
けられる。プレクリニックとは，１，２年生を対象
とした病院実習前の実習や講義であり，東京歯科大
学でいうところの登院前の教育である。クリニック
とは，学生診療での指導である。アメリカの歯学部
での診療は主に学生による診療が行われており，専
任教員は学生の行う治療のスーパーバイズをするの
である。ファカルティプラクティスとは，専任教員
自身が行う診療のことである。彼らは，雇用契約時
にそれぞれにかけるエフォートをパーセンテージで
定めているため，同じ専任教員でも診療が多い教員
もいれば教育をメインに行う教員もおり，講座の専
任教員全員が同じようなスケジュールでは動いてい
ない。その点が，日本とは大きな違いである。それ
ぞれ契約したパーセンテージで，一週間の予定が組
まれ，それが３カ月単位で変更される。基本的に朝
８時から午後５時までの就業時間であるが，それぞ
れの仕事のバランスをうまく配分しているため，講
座内での仕事に偏りがなく，教員はとても効率良く
仕事をしていると感じた。アメリカでは家族との時
間を大切に過ごす。そのために仕事をしているかの
ようである。毎日良い仕事をするために，仕事後の
時間を自分自身や家族のために費やしているのだ。
そのワークライフバランスは日本も見習う必要があ
ると実感した。また多くの先生方から日々のバラン
スについて考えるようにも教わったのである。日本
で働いてきた私にとっては，夜遅くまで研究に没頭
することは何も不思議ではなく，どうしても集中し
てしまうと最終バスに乗って帰宅することもあっ
た。週末も朝からラボに籠ることもあった。しか
し，それでは良い仕事につながらないと幾度となく
教わったのだ。初めのうちはもっと研究を進めた
い，結果を出したいという思いが強く理解できな
かったのだが，実践しているうちに余裕が生まれ，
前よりも研究に対するモチベーションも上がり，ア
イディアも出るようになったのである。まさにアメ
リカは実力社会。自分のやるべき事をきちんとこな
しクリエイティブな仕事をする。そのためにいかに
上手く時間を使えるかということが，成功への第一
歩なのだ。アメリカ歯学部の第一線で働く教員は，
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それをよく理解しているということである。
ワークライフバランスという背景から，女性の専

任教員が多く活躍しているのが印象的だった。それ
も日本とは大きく異なるところである。また，様々
な国の出身者が多く，とても国際色豊かでグローバ
ルな環境のオフィスであった（図１）。年齢，性別，
家族構成，出身，宗教，人種は関係なく，その人と
なりを評価され採用が決まる。大学内でのダイバー
シティを重視したマネージメントが徹底されている
と感じた。同じ講座の専任教員であるにも関わら
ず，お互いの年齢も知らないことが驚きであった。
病院実習前の学生教育（プレクリニック）では，保

存修復，補綴といった縦割りの講義・実習ではなく，
修復や補綴方法によって，あるいは窩洞の形態に
よって実習のコースを行う体制であった。Restora-
tive  dentistry が担当するコースは歯牙解剖から
CAD/CAMコースまで幅広く行っており，コース
ディレクターは専門の専任教員が担当していたが，
修復，補綴と専門に関わらず先生方は協力して学生
教育を行っているのが興味深い点である。さらに，
Restorative dentistry には歯科技工士も所属してお
り，彼らも学生実習には必ず参加し，学生の指導に
あたっている。そのため，実習とはいえかなり臨床
に近いテクニックを学ぶことができるようになって
いた。２０１８年ワールドカップ，ロシア大会の開催中
には，試合中継を画面に流しながら実習を行い，普
段も大音量で音楽をかけて行うなどとても明るい雰
囲気である。ただし，毎回実習の最後に学生は採点
され評価を受け，厳しく結果を求められる。そのた

め学生は自分の空いた時間に予習・復習を行うこと
が必須であり，実習で使用していない時間以外は常
に学生が自習をしているのが通常の光景であった。
ランチタイム，放課後，週末，必ず臨床用ガウンを
着て自習している学生が実習室にたくさんいた。大
学院や卒業後の専門医プログラムに進学を考えてい
る学生は，歯学部入学時からトップクラスの成績を
収めていく必要がある。それ以外に希望の進路に進
む方法がないのだ。だから，彼らは歯学部に入って
もなお，ものすごい量の勉強と練習を重ねていくの
である。厳しい４年間を大学で学ぶ学生たちは，１
年次からグループ分けされる。ポートランドに架か
る橋の名前がクラス名であり，全寮制ではないハ
リーポッターのようなシステムである。１年から４
年生まで同じグループに在籍し，上級生は下級生の
サポートを行い，また学年を越えた連携が取れるた
め，４年間の厳しい大学生活を乗り切ることができ
る。

私の研究テーマ

出張中の私の研究は，主に新規バルクフィルのグ
ラスハイブリッド修復システムの材料学的検討１，２）と
CAD/CAMセラミックの接着に関する検討３）の２つ
のテーマを主軸として進めた。また並行して，主任
教授の研究プロジェクト４）に参加させていただく機
会があり，いくつかの新規コンポジットレジンの材
料学的評価を行った（図２）。近年，接着技術の著名
な進歩によって CAD/CAMを用いた審美修復の需
要が高まっており，CAD/CAMセラミック修復は，

図１ 図２
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象牙質と強固な接着を得ることができて初めてその
物性を最大限に生かすことができる修復法である。
ところがその接着に使用されるセメントとボンディ
ング材の組み合わせは無数であり，選択が難しいこ
とが問題として挙げられる。直接修復にも使用され
るボンディング剤がセラミックの合着でも共用でき
るのであれば，臨床の簡便化を図ることができると
考え，象牙質表面処理方法の違いによって，CAD/
CAMセラミックとの接着強さに与える影響を  μ-

－TBS を用いて検討５ ７）を行った。また，象牙質側の
接着処理の違いだけでなく，追加の研究として
CAD/CAMセラミックブロック表面に対する接着
前の処理によって接着強さに与える影響についても
検討した。結果を主著論文として作成中であり，今
年の１１月に行われる第３７回日本接着歯学会学術大会
と来年６月の第９７回  IADRでの発表を予定してい
る。
日本では倫理の問題から，ヒト抜去歯を用いた研

究を行うことは非常に難しい環境である。しかし，
アメリカを含め他国ではヒト抜去歯を用いて研究を
行うことが可能だ。歯科材料の研究は世界でもとて
も盛んに行われている研究だが，それもこの様な背
景が理由の一つであり，日本の材料研究の遅れが気
になるところである。新規の材料や発売前の材料を
扱うことも多いラボだったこともあり，利益相反や
守秘義務，研究に関する法律や仕組みなどのトレー
ニングは山ほど受講し，学内試験も何度も受けた。
それに合格できなければ，当然プロジェクトに参加
する許可が下りない。それほどまでに研究に対し
て，また研究データは大学として厳しく管理されて
いたのである。ラボにはポスドク，PhDコースの
Dr，私のような  visiting  researcher，Master 取得
を目指したレジデントと色々な研究者が所属してい
た。ラボも国際色豊かである。日本と大きく違うこ
とは，全員がそれぞれの研究テーマを進めているの
にも関わらず，全員で良い研究をしようとお互いを
助け合い，研究をとても楽しんでいること。また，
必ず意見を求められることである。主任教授がラボ
に来た際には，全員に声をかけコミュニケーション
をしっかり取り，必ずデータに対し意見を求められ
ディスカッションが始まる。何も言わないというこ
とはあり得ないのである。私たちもダメなことはダ

メ，良いことは良いとしっかり伝えられる。英語が
苦手な日本人にはとても大変な環境だが，英語がで
きないということは世界とは戦えない，そこで働く
ことは許されないということを身をもって学んだ。

おわりに

高校時代にアメリカで生活をしたことがある私を
よく知っている先生方は，アメリカでの生活の方が
私の性に合っているだろうと言う。正直その通りだ
と，帰国した今，実感している。ただ日本とは違っ
た厳しい環境で刺激を受けた今回の出張は，今後の
人生の根本を変える大きな経験であったことは間違
いない。Jack L. Frrracane 教授に，「自分がしたい
と思ったことに挑戦するのは何歳になっても遅くな
い」と言われたことがある。彼からしてみたら私
の頑張りなど，まだまだ始まったばかりなのだ（図
３）。これから自分に何ができるだろうか。東京歯
科大学にどのような貢献ができるだろうか。ただ一
つ言えることは，彼のように常に Challenging に生
きて行くことが，今の自分に課せられた使命なのだ
と思う。
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