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はじめに

東京歯科大学は１８９０年（明治２３年）に高山歯科医
学院として創立され，１９世紀から２１世紀ヘと３世紀
に亘って，歯科医学・歯科医療を牽引し，国民から
信頼されるわが国最古の歯科医学教育機関としての
使命を果たしてきた。この長い歴史の中で，本学が
歯・骨などの硬組織研究で優れた研究業績を蓄積し
てきたことが本事業立案の基盤となった。
顎骨は，食べる，話す，笑うなどの口腔機能を維

持し，われわれの基本的生活を支えるために必須な
組織である。一方，顎骨に発症する疾患はオーラル
フレイル，口腔機能低下症，口腔機能障害などを惹
起することがあり，それらは全身疾患の発症にも関
与することがある。そのため種々の顎骨疾患の病態
や発生機序を理解し，治療法，予防法の開発などを
含めた総括的研究を推進することが現在の歯科医学
の重要な課題となっている。この課題に対応するた
めに，本学では２０１７年度文部科学省私立大学研究ブ
ランディング事業に「顎骨疾患の集学的研究拠点形
成：包括的な顎口腔機能回復によるサステナブルな
健康長寿社会の実現」という研究課題で応募し，世
界展開型（タイプB）として選定され，２０１７～２０２１
年度までの５年間，文部科学省の支援を受ける予定

で事業を開始した（本事業は学内では「顎骨疾患プ
ロジェクト」と称して推進している）。しかし，文
部科学省の支援は２０１９年度で打ち切られることに
なってしまった。そのため，大学当局のご理解によ
り，２０２０年度からは大学からの予算措置で，２０１７年
から２０２１度までの予定の事業を推進することができ
た。本稿ではこの５年間における本事業の概略とそ
の成果を報告する。

「顎骨疾患プロジェクト」の目的

顎骨は，咀嚼，嚥下，発音，呼吸，感覚，審美性
の維持などの機能を担い，食べる，話す，味わう，
笑うなどの人間の生活に基本的な活動を獲得・維持
して，生きる意欲・楽しみを与えて，QOLの向上
に極めて重要な組織である。一方，顎骨に発症する
種々の疾患は，オーラルフレイル，口腔機能低下
症，口腔機能障害などを惹起する原因となり，いく
つかの全身性疾患の誘因ともなる（図１）。そのた
め，種々の顎骨疾患の病態，発症メカニズムを理解
し，治療法，予防法を開発することが喫緊の課題と
なっている（図１）。
顎骨疾患は教科書的には，遺伝性疾患（骨形成不

全症，鎖骨頭蓋異形成症，Apert 症候群など），顎
骨の萎縮と吸収性疾患，原因不明の顎骨病変，顎骨
の骨折，ビタミン欠乏と過剰による疾患，内分泌障
害による疾患，顎骨骨髄炎などに分類され，近年で
は骨粗鬆症治療薬などとして用いられているビス
フォスフォネートやデノスマブなどの骨吸収抑制剤
の投与による薬剤関連性顎骨壊死も注目されてい
る。さらに，口腔がんによる骨破壊，顎変形症など
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も広い意味で顎骨疾患といえる。これらの疾患は「希
少疾患」の範疇に属し，大学病院などで専門的な診
断・治療の対象となる。一方，一般の歯科診療所で
は，歯周病による骨破壊や歯の喪失による顎骨萎縮
／吸収などの「一般的歯科疾患」が重要な顎骨疾患
となっているため，本事業では顎骨疾患として「希
少疾患」と「一般的歯科疾患」の両方を研究対象と
した。そして，「講座の壁を超えた異分野連携・共
同研究体制」による集学的研究拠点を形成して，顎
骨疾患の「遺伝子→細胞→組織→器官」レベルでの
包括的な解析により，メカニズムを基盤とした顎骨
疾患の診断法・治療法・予防法を開発することを目
指した。最終的には，本事業の推進により，
「ヒューマニズムとリサーチマインドを堅持する歯
科医師を育成する大学」をブランド化し，最先端の
教育と医療をもって社会に貢献できる確かな基盤を

構築するという本学の「将来ビジョン」を具現化す
ることを目的とした。

本プロジェクトの実施内容の概要

１．実施体制
本事業は学長のリーダーシップの下，全学的に顎

骨疾患の集学的研究拠点を形成する体制とした（図
２）。学長の直下に口腔科学研究センター運営委員
会，ブランディング事業実施委員会を設置し，具体
的な研究活動は顎骨疾患プロジェクト推進委員会の
下で，口腔科学研究センターを中心として多くの研
究者が参加して研究を推進した（表１）。大学院歯
学研究科，東京歯科大学附属病院（水道橋病院，千
葉歯科医療センター，市川総合病院）とも連携して
全学的な研究活動体制を構築した（図２）。また，
若手・次世代研究者育成を推進する１つの方策とし
て「若手サイエンスアカデミー」を構築した。国内
外大学，研究機関，企業などと連携して，学外との
有機的な連携体制を整えた。今回は企業からの連携
研究が十分でなかったので，今後，企業との連携を
強化する方策を検討する必要がある。
外部評価委員会を設置し（表２），事業実施体

制，研究推進体制などに関して評価をしていただ
き，その評価を活かして自己点検・評価委員会で事
業の見直しと改善を行い，PDCAサイクルを回転
させながら，事業を推進した。

図１ 顎骨疾患の重要性と目指すもの

図２ 本事業の実施体制
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２．研究推進体制
本事業では「講座の壁を超えた異分野連携・共同

研究体制」を構築して研究を推進するために，事業
発足時の２０１７年度は「分子・細胞ラボ（リーダー：
東 俊文教授）」，「感染制御ラボ（リーダー：石原
和幸教授）」，「ファブラボ（リーダー：後藤多津子
教授→片倉 朗教授）」の３グループで研究を開始
したが，「包括的口腔機能回復」を強化するために
２０１８年度から「咀嚼嚥下ラボ（阿部伸一教授）」を
設置し，４グループで研究を推進した（図３）。そ
の結果，２０１７年度には十分に取り組んでいなかった
咀嚼・嚥下に関する具体的な研究戦略を立案でき，
関連研究も推進できた。また，各ラボの連携により

「講座の壁を超えた異分野連携・共同研究体制」を
推進する基盤を構築できた。今後，この基盤を用い
てさらに異分野連携を深化させ，独創的でレベルの
高い研究成果を生み出すことが期待される。
表３に５年間の年度別の本事業構成員数（推進委

員会委員数，研究分担者数）を示す。２０１７年度には
３１名の構成員で本事業を開始したが，２０２０年度から
は全学的・学際的なメンバー構成となり，構成員も
６３名となった。

表２ 外部評価委員会委員（五十音順）

委員名 所属／役職

岩田 久 埼玉県歯科医師会学術部副部長
岡野 栄之 慶應義塾大学医学部教授
奥村 康 順天堂大学医学部特任教授
佐々木 朗（委員長） 岡山大学大学歯学部教授
豊澤 悟 大阪大学大学歯学部教授
中尾 潔貴 株式会社ジーシー代表取締役社長
中野 貴由 大阪大学工学部教授
森山 啓司 東京医科歯科大学教授

表１ 本事業研究体制と構成員（２０２１年度）

図３ 研究推進体制
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本学の研究ブランド力向上に対する戦略と
その成果

１．研究活動の活性化
本事業では研究活動活性化のために以下の支援を

実施した。
１）各ラボ（グループ）内の研究活性化支援
各グループ内の研究を活性化するために毎年４００

万円の研究費を各グループに配分し，グループ内の
共同研究を支援した。
２）各グループ間の共同研究促進支援
各グループ間の共同研究をさらに促進するため

に，２０１８年度から各グループに研究領域の異なる研
究者を加えたワーキンググループを作り，研究費を
補助した。この方策によりある程度のグループ間の
共同研究が促進されたが，期待されたほどの成果が
出なかったので，２０２０年度でこの支援は中止した。
３）国際シンポジウムの開催
２０１９年１０月１９日に開催された第３０８回東京歯科大
学学会・総会で「２０１９ International Symposium :
Molecular science in Osteobiology and periodontol-
ogy」を開催した。シンポジストとして，Bone biol-
ogy 研究で世界をリードするHarvard 大学歯学部
のBjorn Olsen 教授と長崎大学歯学部細胞生物学講
座の小守壽文教授，東京大学医学部免疫学講座の高
柳 広教授を招聘し，Periodontology 研究で世界を
リードする Pennsylvania 大学歯学部のGeorge Ha-
jishengallis 教授，大阪大学歯学部歯周病学講座の
村上伸也教授を招聘した。これらの招聘者に加え本
学の東 俊文教授，石原和幸教授もシンポジストと
して発表した。多くの参加者があり，活発なディス
カッションが行われ，有意義な国際シンポジウムと
なった。２０２０年度にも国際シンポジウムを企画し，
国内外のシンポジストが決定していたが，COVID-

１９の影響で，残念ながら未だに開催できていない。
今後，定期的に国際シンポジウムを開催できること
を期待している。
また，２０１９，２０２１年度には若手サイエンスアカデ

ミー主催で「Asia rising star symposium at Tokyo
Dental College」を本学で開催した（詳細は後述）。
４）英文校正費助成
Impact Factor（IF）２以上の雑誌に投稿する場

合には，投稿用原稿の英文校正費を本事業で支援し
た。本支援の成果はあったが，本学では学位論文を
英語で執筆するために，学位審査の段階で既に英文
校正を終了しているものがあったためか，利用者が
限られた研究者となったのが残念であった。

２．論文の「数」と「質」の向上
近年，学術論文は「数」とともに「質」が評価対

象となっている。そのため，本事業では英文論文を
対象として，以下の方法で論文の「数」と「質」の
向上を目指し，論文の「数」を維持しながら，「質」
を上げることができた。
１）競争的研究資金の設置
本事業の開始当時は，本学では論文数が非常に重

要視される傾向があったため，２０１８年度から論文の
「質」も向上させるために本制度を設置した。具体
的には，IF２以上の論文の IF合計値で一定の研究
費を按分した。支援研究費の合計は２０１８年度６００万
円，２０１９年度６００万円，２０２０年度３００万円で，支援対
象者は推進委員会委員とした。この３年間で IFの
重要性が事業内でも浸透したので，２０２１年度は支援
研究費を５００万円に増額して，全ての教員が応募で
きるように全学的に拡大し，IF合計値の上位２０名
で支援研究費を按分する体制にした。
IF値の低い雑誌には比較的短時間で発表するこ

とが可能であるが，小刻みな論文となる傾向があ
る。一方，IF値の高い雑誌に掲載するにはそれな
りのデータの集積が必要なために，発表までにある
程度の時間がかかることが多い。表４に各年度にお
ける競争的資金受賞者の最高 IF合計値をまとめ
た。最近，多くの雑誌の IF値が上昇している点を
考慮しても，２０２１年度は IF合計値が高い研究者が
増加していた（表４）。ちなみに２０２１年度は IF合
計値２０以上の研究者が８名おり，本学でも IF値に

表３ 年度別本事業構成員数

年度 推進委員会委員 分担者数 合計

２０１７ １３ １８ ３１
２０１８ １５ ３３ 48
２０１９ １５ ４２ 57
２０２０ １５ ４６ ６３
２０２１ １７ ４６ ６３
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着目して良い研究を推進している研究者が増加して
いることが窺え，本研究支援制度の効果が出てきた
と考えられた。
２）Highly Cited Award の設置
最近は，論文の「質」として IF以外に被引用回
数が重要とされている。つまり，自分の発表した論
文が他の研究者に何回引用さているか（被引用回
数）が評価対象とされており，わが国の歯学部でも
教員選考の資料として各論文の被引用回数の記載を
求める大学も出てきている。被引用回数は論文の発
表後の期間が長いほど有利となるため，この点を
考慮して最近ではField weighted citation index
（FWCI）という指標が使用されている。この指標
は，類似の論文（同じ分野，出版年，文献タイプ）
と比較してどの程度引用されたかを示す。そのた
め，FWCI がちょうど１の場合は，その論文が世界
の類似論文の平均とちょうど同じだけ引用されてい
ることを意味し，FWCI が１より大きい時はその論
文が世界の平均より多く引用され，１より小さい時
は世界の平均より少なく引用されていることにな
る。例えばFWCI が１．４８の場合は，その論文が平
均より４８％多く引用されていること意味する。被引
用回数は時間とともに蓄積され，古い論文の方が多
くなりやすい傾向があるが，FWCI を使用すること
によってこの点を改善できる。
本事業では５年間で発表されたすべての英文論文

のFWCI を調べ，最高値の研究者にHighly Cited

Award を授与した。FWCI は論文の種類によって
も違いが出るので，今回は原著論文，総説，症例報
告の３つのカテゴリー別に調査した。その結果，表
５に示す先生方が各カテゴリーで最高値であったた
め，受賞者とした。原著論文部門の受賞論文は世界
の類似の論文と比較して７．９２倍多く引用されてお
り，素晴らしい成果と言える。総説部門の対象論文
は骨生物学領域最高の専門誌に掲載されたので，今
後さらに被引用回数が増加すると思われる。また，
症例報告部門では本学のBulletin of Tokyo Dental
College に掲載された論文が受賞対象となり，今後
の本誌の発展に寄与するものとなるであろう。

３．若手研究者の育成・助成
本事業では将来，本学の研究を担う研究者の育

成・支援のために以下の事業を実施した。
１）顎骨疾患プロジェクト研究助成
本学の若手研究者に対し，将来性のある優れた研

究を推進する目的で「顎骨疾患プロジェクト研究助
成」を実施した。対象者は，応募年度に大学卒業後
１５年以下の東京歯科大学研究者（専任教員，リサー
チレジデント，レジデント，ポストドクタルフェ
ロー）とした。各年度６～７名の受賞者を選出し
た。選出法は，推進委員会委員が各応募者の申請書
類を基に評価を行い，その平均値の高い者順に受賞
者を選び，各受賞者には年間５０万円の研究助成費を
与えた。各受賞者は年度終了２～３か月前に開催し
た研究報告会で進捗状況を報告し，推進委員会委員
が適切なアドバイスを与える機会を設けた。
２）大学院生研究助成
リサーチマインドを持った歯科医師を育成する目

的で，本学大学院生の研究を支援した。対象者は，

表５ Highly Cited Award 受賞者と受賞論文

カテゴリー 受賞者（所属） 掲載雑誌（IF） FWCI

原著論文
田坂彰規
（パーシャルデンチャー補綴学講座・准教授）

J Prosthodont Res６４：２２４－２３０．２０１９（２．６３６） ７．９２

総説
溝口利英
（口腔科学研究センター・准教授）

J Bone Miner Res.３６⑻：１４３２．２０２１（６．７４１） ２．９２

症例報告
國分克寿
（病理学講座・准教授）

Bull Tokyo Dent Coll.５９：１２７－１３２．２０１８（０） １．２６

表４ 各年度における競争的資金受賞者の最高 IF合計値

年度 ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

年間 IF合計 ３３．８６１ １２．０５２ １７．１６２ ５３．９５１
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本学の大学院歯学研究科に在籍する大学院生とし
た。応募者は計画内容を記載した申請書を提出し，
推進委員会でそれらをもとに選考した。各年度７～
９名の受賞者を選定し，研究費として４０万円の研究
助成を与えた。各受賞者は年度終了２～３か月前に
開催した研究報告会で進捗状況を報告し，推進委員
会委員が適切なアドバイスを与える機会を設けた。
多くの大学院生が応募し，大学院生時代から競争的
資金を獲得する重要性を学ばせるのに有意義であっ
た。
３）若手サイエンスアカデミーの活動
若手・中堅研究者の自主的な勉強会として若手サ

イエンスアカデミーを設置し，以下の活動を行い，
異分野連携・共同研究の基盤構築を行った（図４）。
① 隔週水曜日の８：００～８：５０に論文紹介と各
研究者の研究内容の紹介を行い，異分野連携や
共同研究が芽生える機会が増加した。

② ２０１９年度に若手サイエンスアカデミーが中心
となって，Asia Rising Sun Symposium ２０１９
を本学で開催した。北海道大学歯学部薬理学講
座教授の飯村忠浩先生をKeynote Lecture の
スピーカーとして招聘し，Taipei Medical Uni-
versity（台湾），Yonsei University（韓国），Sung-
kyunkwan University（韓国），Novus Life Sci-
ences Limited（シンガポール），Peking Univer-
sity（中国）からの若手の研究を招聘して，本
学からは山下慶子先生（歯周病学講座）と小野
寺晶子先生（生化学講座）が研究成果を発表し
た。
２０２１年度にはCOVID-１９のために，ZOOMで
Asia Rising Star Symposium ２０２１を開催し
た。松本歯科大学の小林泰浩教授のKeynote
Lecture を行い，シンポジストとして Sichuan
University（中国），Wenzhou Medical Univer-
sity（中国），Fudan University（中国），Seoul
National University（韓国），Taipei Medical
University（台湾）の若手研究者の発表ととも
に，本学からは高橋有希先生（薬理学），黄地
健仁先生（生理学）がシンポジストとして発表
した。これらのシンポジウムでは，本学の若手
教員が座長を行い，多くの参加者とディスカッ
ションでき若手研究者の国際化への良いトレー

ニングとなった。
③ ２０１９年度から，東京大学医学部口腔学顔面外
科分野と若手サイエンスアカデミーで合同研究
発表会を開催した。２０１９年度は対面で実施した
が，２０２０，２０２１年度は ZOOMで開催した。こ
の会では，若手中心にフランクに多くのディス
カッションが行われ，他大学の講座の研究の内
容や進め方，進み方が理解でき，有効な会で
あった。

④ ２０２１年度からは若手サイエンスアカデミー奨
励賞を設定し，プレゼンテーションや質問内容
などをコアメンバーが基礎系と臨床系から各１
名ずつ受賞者を選定し，１０万円の研究助成費を
与えた。

⑤ 若手サイエンスアカデミーのメンバーが大学
院セミナーの演者を推薦し，大学院セミナーを
共催した。

４．科学研究費獲得への貢献
研究を進めるには，研究者自身が文部科学省（日

本学術振興会）から科学研究費を獲得することが必
須である。図５に本学における，２０１３～２０２１年度ま
での科学研究費採択件数と配分額の推移をまとめ
た。２０１３，２０１４年では，科学研究費の採択件数が歯
学部単独では６０件弱で，配分額も９千万円前後で
あった。２０１５年度より本事業の準備をはじめ，その
大きな目標の１つとして科学研究費の採択件数と配
分額の増加を設定した。本事業の準備を開始してか
ら４年目の２０１９年度は歯学部単独で採択件数が８０件
を越え，配分額も１億円を越えるようになった。
２０２１年度は採択件数及び配分額が２０１５年度の１．７倍
と増加した。
図６は日本学術振興会の「科研費データ」をもと

図４ 若手サイエンスアカデミーの活動

２８２ 山口：東京歯科大学研究ブランディング事業（顎骨疾患プロジェクト）５年間の研究成果報告
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に，２０１５年度と２０２１年度の単科歯科大学における科
学研究費配分額の比較をまとめたものである（日本
歯科大学は生命歯学と新潟生命歯学部の合算値）。
本学は２０１５年度の科学研究費配分額は全国の単科歯
科大学で下位の方であったが，２０２１年度は１位で
あった。
以上のように，本学における科学研究費の獲得は

上昇傾向になったが，今後の課題として以下の点が
残されている。
１）基盤研究B，挑戦的萌芽研究の採択件数を上

げるとともに，基盤研究A, S にチャレンジできる
研究者を育成する必要がある。
２）研究活動スタート支援，若手研究は順調に上

昇傾向を示しているので，これらの採択をさらに上

げる方策を検討する必要がある。
３）基盤研究（C）の採択率は大きな変動がな

かったため，さらに採択件数を増加させる方策を検
討する必要がある。
４）日本学術振興会特別研究員（PD，DC１，DC

２）などに採択されるような，若手研究者を輩出で
きるように大学院の研究指導体制を構築する必要が
ある。

５．同窓会との連携構築
生命科学領域の研究は急速に進展しており，その

成果は歯学領域にも応用されているので，歯科医師
は歯学以外にも多くの基礎的・臨床的な知識を学ぶ
ことが必要な時代となっている。また，本事業では
「ヒューマニズムとリサーチマインドを堅持する歯
科医師を育成する大学」をブランド化することを目
指している。そのため，本プロジェクトでは大学と
同窓会を中心とした歯科開業医間の情報交換によ
り，以下の活動を行った。
１）リカレント教育セミナー：２０１９年度はTDC
アカデミア／大学連携セミナー「歯学研究最先端」
を同窓会と共催でWeb開催し，同窓生の他，教職
員，大学院生，学部学生の計１１７名が参加し，大変
有意義なセミナーを実施した。２０２０年度からは名称
を「東京歯科大学リカレント教育セミナー」とし
て，『基礎と臨床の架け橋：本音で語ろう「歯髄」』
をWeb開催した。下野正基名誉教授をメインコメ
ンテーターとし，本事業からは村松敬教授，澁川義
幸教授，東 俊文教授が，同窓会からは阿部 修先

図５ 科学研究費採択件数，配分額の推移

図６ 単科歯科大学における科学研究費配分額
の推移
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生が講演した。当日は１６０名の方が参加し，多くの
有意義な情報交換が行われた。このセミナーの概要
は歯界展望（１３８⑹：１１０２－１１４０，２０２１）に特集と
して掲載した。２０２２年度は，１０月１５日に開催される
第３１４回東京歯科大学学会で『「歯周病」をめぐる基
礎と臨床の架け橋（案）』と題してリカレント教育
セミナーを開催する予定である。本事業からは，石
原和幸教授，齋藤 淳教授，大野建州講師が，同窓
会からは二階堂雅彦先生（二階堂歯科医院，東京歯
科大学臨床教授），中川種昭教授（慶応義塾大学医
学部歯科・口腔外科学教室，東京歯科大学客員教
授），さらに東京大学医学部免疫講座の塚崎雅之先生
（東京歯科大学微生物学講座非常勤講師）に講演し
ていただく予定で企画を進めている。
２）本学の大学院生は将来，開業医を目指す方が

多いので，２０２０年度からは他大学の教員以外に開業
なさっている先生方にも大学院セミナーを行ってい
ただいた。快く大学院セミナーでの講演をお引き受
けくださった宮地建夫先生，小宮山彌太郎先生，武
田孝之先生に改めて感謝申し上げます。このような
セミナーは多くの大学院生の将来設計に役立ったと
期待している。
３）本事業（大学）が同窓会に歯学の先端的研究

動向を提供することは，同窓会会員が世代を越えて
「知識の共通基盤」を学び，その成果を地域医療に
貢献するのに有益であろう。一方，開業医（同窓会
会員）から日常臨床の問題点を提供してもらうこと
により，大学での新たな研究シーズが芽生え，それ
らは研究力強化や大学の研究の多様性に繋がる可能
性がある（図７）。そのため，このような大学・同
窓会の双方向性情報交換は両者に大きなメリットが
あるので，今後も両者の有益な連携の構築が必要で
ある。

本学の研究活動における本事業の役割と
今後の方向性

１．事業期間における研究成果
本事業では，論文の「量から質への変換」を重要

課題と設定し，それにより外部資金獲得を増加さ
せ，研究レベルを向上させることを目指した。論文
の「質」を示す１つの指標として IFがある。その
ため，本事業５年の研究期間における英文論文数と
IFの変動を表６にまとめた。事業開始の２０１７年度
の英文論文数は６７件で，平均 IFは２．０１であった
が，２０２１年度には論文数１３１件，平均 IF３．０１であっ
た。２０２１年度では本事業参加者が２０１７よりかなり増
加していたので，論文数の増加はその影響もあると
考えられる。しかし，平均 IF値が２．０１から３．０１に
上昇した点は，論文の質が向上したことを示してい
る。さらに，IF２以上及び IF３以上の雑誌に関し
ても論文数，IFともに増加傾向があったので，今
後，さらに IF値の高い雑誌への発表が増加するこ
とを期待している。
以上の結果より，本事業は本学の研究レベルの向

上に貢献したと考えられる。しかし，論文の「量か
ら質への変換」には IFの高い雑誌への発表論文を
目指すとともに，被引用回数や h－index（発表し

表６ 研究期間における英文論文数と IFの推移

発表雑誌
２０１７

論文数（平均 IF）
２０１８

論文数（平均 IF）
２０１９

論文数（平均 IF）
２０２０

論文数（平均 IF）
２０２１

論文数（平均 IF）

英文誌 ６７（２．０１） ８３（２．４７） ７２（１．７３） ８２（２．０３） １３１（３．０１）
IF２以上の雑誌 ３１（３．６８） 40（４．５８） ３０（３．２３） 39（３．５０） 81（４．２０）
IF３以上の雑誌 １５（４．９３） ２３（６．０９） １２（４．２１） ２３（４．１５） 50（５．５３）
IFなしの雑誌 １５ ２５ ２０ ２０ ２３

図７ 大学と同窓会の連携構築

２８４ 山口：東京歯科大学研究ブランディング事業（顎骨疾患プロジェクト）５年間の研究成果報告

― ３８ ―



た論文のうち，被引用数が h回以上ある論文が h
本以上ある場合，これを満たす数値 hがその研究
者の h－index となる）も重要な指標となる。本事
業では，この点も配慮して研究業績の「質」の重要
性を強調するために，２０２１年度にHighly Cited
Award を設置し，多くの研究者が被引用回数や h
－Index に傾注するようになってきた。最近では，
わが国の歯学部でも教員選考における業績（研究論
文）に IFだけではなく，被引用回数を付記し，応
募者の h－index の記載を求める大学も見られるよ
うになってきたので，今後これらの指標を用いた研
究業績の評価も重要である。

２．本学の研究活動の変遷と本事業の位置付け
本学では１９９６年に文部科学省の私立大学戦略的研
究基盤形成事業に採択され，その後も同事業の支援
を受け，口腔科学研究センターを中核として口腔科
学に関する多様で優れた研究を推進してきた（図
８）。これらのプロジェクトは hrc の略称で，hrc１
から hrc８が終了する２０１２年まで実施され，本学に
おける研究体系の基盤を構築してきた。その後，４
年間文部科学省の支援はなかったが，２０１７年に文部
科学省の私立大学研究ブランディング事業に採択さ
れ，本事業は hrc９として開始した。本事業では「論
文の量から質への変換」を重要な課題として研究活
動を推進した。

図８の下段に本事業と hrc７，hrc８における論
文について比較した結果をまとめた。本プロジェク
トに参加者した教員数は，htc７，hrc８よりかなり
増加した。それに伴い，期間全体における英文論文
数と年間平均論文数も増加した。特に，注目すべき
は１論文の平均 IF値が上昇したことである。ここ
１～２年で多くの雑誌の IF値が上昇しているの
で，さらに詳細な解析が必要であるが，今回の結果
は本事業における発表論文のレベルが上がったこと
を示唆している。また，１論文の経費も hrc７，hrc
８に比べて下がり，費用対効果が優れていた。これ
らの結果は，本事業で重要な課題として推進した
「論文の量から質への変換」がある程度達成でき，
それが外部資金獲得にも反映され，研究レベルの向
上をもたらしたと考えられる。しかし，被引用回数
や h－index の重要性はまだ多くの教員に十分に伝
わっていないので，２０２１年度からHighly Cited
Award を設けてこれらの重要性を喚起した。
以上の成果は，１９９６年からはじまった hrc プロ
ジェクトの積み重ねによるものとも言える。今後，
本事業（hrc９）を基盤としてさらに発展的な研究
プロジェクトの推進が行われることを期待する。

３．研究体制について
筆者は２０１６年１０月１５日に開催された第３０２回東京

歯科大学学会・総会のシンポジウムで「我が国の今

図８ 本学の研究活動の変遷と本事業の役割
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後の口腔科学研究の潮流」と題して歯学部における
理想的な研究体制について提案した（図９）。「教
育，研究，臨床」は歯科大学における重要な３本柱
である。教員全員がこれら３つの柱を同一の高いレ
ベルに到達することを目指すと各教員の負担が大き
くなることが多く，組織が疲弊化・均一化すること
が予想される（図９左グラフ）。この点を防ぐに
は，各教員の特性（得意分野）伸ばすことに重点を
置き，個性を活かして「教育，研究，臨床」のそれ
ぞれの specialist を育成することにより，組織の活
性化・多様性への効果が期待できる（図９右グラ
フ）。そのため，本事業では「研究」に高い比重を
設定した specialist の育成を支援し，大学のブラン
ド力向上に貢献することを目指した。つまり，教員
が３つの柱すべてで同じ高いレベルを目指すのでは
なく，個人の得意分野で実力を発揮できれば，他分
野のレベルは全国平均を維持すれば良いのではない
かという提案である。このような方策により，大学
における健全な「アカデミックワークバランス」の
維持が可能になると思われる。実際，本事業推進中
に本学執行部の先生方のご理解により，口腔科学研
究センターに研究専任の教員（溝口利英准教授，大
野建州講師）を配置していただき，彼らの研究活動
は自らの研究を推進するだけではなく，若手研究者
の育成に大きな貢献をしている。

おわりに

本プロジェクトの推進は，東京歯科大学の研究ブ
ランド力を強化し，「最先端の教育と医療をもって
社会に貢献する」という，本学の「将来ビジョン」
を具現化することに多少なりとも貢献できた。
近年，研究活動の評価はいくつかの数値化された

指標で評価される時代となってきた。本事業の推進
により，より多くの研究者がこれらの指標に傾注し
て研究活動を推進するようになってきたことは，今
後の本学の研究活動の活性化に期待できる点と言え
る。しかし，このような流れに沿った研究活動評価
は重要であるが，ともするとこれらの数値偏重とな
ることもある。関東大震災の翌年，野口英世博士は
当時の本学校長であられた血脇守之助先生に「高雅
学風徹千古」と記した扁額を送られた。この気持ち
を継承して，研究活動は，数値化されている研究成
果の指標を目指すのではなく，口腔科学，生命医科
学分野などの発展や社会実装に貢献できる研究成果
を目指し，論文の数値的評価は後からついてくるも
のという余裕を持って，自由で楽しく，新しい発見
の喜びを味わえる研究活動を推進することが重要で
あろう。このような意識を持って研究活動を行うこ
とにより，東京歯科大学の「教育・研究・臨床の３
本の矢」をさらに骨太なものとし，『東京歯科大学
は「教育」だけではなく，「研究」「臨床」もすご
い！』という総合的なブランド力の獲得が可能とな
る。その結果「高雅で気高い学風はけっして失われ

図９ 研究体制の再検討

２８６ 山口：東京歯科大学研究ブランディング事業（顎骨疾患プロジェクト）５年間の研究成果報告
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ることなく，永遠に続く」大学となるであろう。
２０２２年度は，このような気概を持って，次世代の研
究課題を探索することも含めて顎骨疾患プロジェク
トを推進中ですので，今後も皆様のご協力，ご支援
をお願い申し上げます。
本稿には東京歯科大学研究ブランディング事業

研究活動報告書（２０１７－２０２１）（https : //www.tdc.
ac.jp/Portals/０/images/college/activity/branding/
sokatsu２０１７-２０２１-１．pdf）の内容と重複する部分があ
ります。紙面が限られているので，本事業の多くの
研究成果，特に各ラボ（グループ）の研究成果や発

表論文は記載できませんでしたので，同報告書を参
照してください。
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