
１．概要（１ページ以内）

840人

理工・情報系

　顎骨疾患は、食べる、話す、笑うなどの基本的生活を支える口腔機能を障害する。
本事業では世界初の顎骨疾患の集学的研究拠点を形成して、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に貢献する。本事業の推進により、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
具現化し、「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。
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２．事業内容（２ページ以内）

東京歯科大学

（１）事業目的

【大学の将来ビジョン】
　東京歯科大学は、建学の精神である「歯科医師たる前に人間たれ」に基づいて、歯科医学・歯科医療をさら
に発展させることにより、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ことを全学的
な「将来ビジョン」として新たなステージへの展開を図っている（東京歯科大学ホームページ：
http://www.tdc.ac.jp/college/introduction/tabid/107/Default.aspx#greeting02）。本事業では、本学の
「校風」である「先取の気性、開拓精神」という先導性を持って世界初の全学的な「顎骨疾患の集学的研究拠
点」を形成して、基礎・臨床融合型の世界をリードする顎骨疾患研究を展開することにより、「教育・研究・
臨床」の３つの柱をさらに強化して、「歯科医師たる前に人間たれ」という「建学の精神」に則り、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に貢献することを目的としているために、東京歯科
大学の「将来ビジョン」に整合性がある。

　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我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
立案の基盤となっている。
　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遂行し、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、生きる意欲・楽しみを与えて、QOLの向上に極めて重要な
役割を担っている。一方、近年の我が国の急速な高齢社会の到来に伴い口腔領域の疾病構造が大きく変化し
た。特に高齢者では、口腔への関心度の低下に伴う歯周病・う蝕による歯の喪失・骨の破壊などにより、滑舌
低下、むせ・食べこぼし・噛めない食品の増加などの症状を伴うオーラルフレイル（口腔機能の脆弱）が惹起
される。さらに進行すると口腔乾燥、咬合力低下、摂食嚥下機能低下、味覚機能低下などの症状を伴う口腔機
能低下症に進展する。これらの症状、疾患は地域の歯科診療所での対応が可能であるが、さらに病態が進展す
ると摂食嚥下障害や咀嚼障害などを伴う口腔機能障害が生じ、大学病院などでの専門的な治療が必要となる。
また、う蝕・歯周病など以外の顎骨疾患でも口腔機能低下症や口腔機能障害が惹起される。さらに、口腔機能
障害は、誤嚥性肺炎、消化器障害、糖尿病、心・血管障害、記憶障害・認知症などの全身性疾患の誘因ともな
る。そのため種々の顎骨疾患による口腔機能低下症や口腔機能障害を予防、回復することが喫緊の歯科医学・
歯科医療の重要課題となっている。
　顎骨疾患は、遺伝性疾患（骨形成不全症、鎖骨頭蓋異形成症など）、腫瘍性疾患（口腔がん、歯原性腫瘍な
ど）、感染性疾患（顎骨炎など）、顎変形症などに分類され、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。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。そのため、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、これらの疾患に関して、歯医連携も含めて全学的な研究課題として取り組む。具体的には、学問分野の
「壁」を越えた「分子・細胞生物学ラボ」、「感染制御ラボ」、「ファブラボ」の3つの研究グループを構築
して、各グループの緊密な連携によるシナジスティック効果を引き出し、先端的な病態解析、診断法、治療法
の開発へと展開させる。そして、本事業では、歯医工連携も構築して「遺伝子→細胞→組織→器官→全身」レ
ベルでの疾患メカニズムを基盤とした顎骨疾患の予防・治療法を開発し、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に貢献することを目的とする。
　本学は多くの卒業生を輩出して、9000人以上の会員で構成される東京歯科大学同窓会を有し、全国各地及び
大学に合計108支部を設置して、支部・地域支部連合会・同窓会本部と3層でそれぞれ活動しながらも、常に連
携のとれた同窓会活動により歯科医学・歯科医療・地域医療の発展に貢献している。そのため、このような同
窓会を通じて、本事業の研究成果を地域から全国の歯科医師へと効率よく発信できるとともに、歯科医療現場
における問題点をフィードバックすることも可能となる。さらに、本学は千葉県市川市に26診療科と570床を
有する地域がん診療連携病院である東京歯科大学市川総合病院に「口腔がんセンター」を設置して、がんプロ
フェッショナル養成基盤推進プラン(http://www.tdc.ac.jp/graduate/bosyu/cancer2/index.html)を実施して
おり、口腔がんを中心としたトランスレーショナルリサーチも開始している。さらに、本学の同窓生は地域中
核総合病院の歯科・口腔外科の医長に任務している者も多いために、歯医連携により本事業を推進するシステ
ムも構築できている。また、本学教員や同窓生には厚生労働省・県庁などの歯科保健医療行政に関与する歯科
医師もいるため、本事業の研究成果を歯科保健医療施策へと還元させるシステムも整っている。
　現在までに、国内外の大学で頭蓋顎顔面疾患センターなどが設置されているが、これらの施設では治療法の
連携が主で、種々の顎骨疾患の基礎研究と臨床研究を融合して病態解析を推進する顎骨疾患の集学的研究拠点
は未だに整備されていない。本学は平成８年度に私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業などの補助
により、全学的に集学的研究を推進するための施設として「口腔科学研究センター」を設置し、その後、同セ
ンターを活用して種々の研究を推進してきた。さらに、本事業では本学の３つの附属病院（水道橋病院、千葉
病院、市川総合病院）も参画して顎骨疾患に関する臨床研究も実施するので、歯医連携を含めた全学的なトラ
ンスレーショナルリサーチを推進する環境は既に整備されている。
　以上のように、本学の歴史的背景・現状及び現在の歯科医学・歯科医療における重要課題を鑑み、東京歯科
大学に顎骨疾患の集学的研究拠点を形成して、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
実現に貢献することを本学の研究ブランドとして打ち出すための研究テーマとして選択した。



東京歯科大学

１. 研究のテーマ内容と期待される研究成果
　本事業は、全学的な研究施設である「口腔科学研究センター」を拠点として、種々の顎骨疾患の病態解析と
予防・治療法開発を「分子・細胞生物学ラボ」（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）の３つのグループを基軸として、全学的優先研
究課題として推進する。各グループの研究推進により、以下のような成果が期待できる。
1) 分子・細胞生物学ラボ
　本グループでは、顎骨遺伝性疾患の疾患特異的iPS細胞を用いた研究、種々の骨疾患の遺伝子・細胞レベル
の発症メカニズム・病態解析・ゲノム解析を行う。本グループはすでに鎖骨頭蓋異形成症と基底細胞母斑症候
群患者から疾患特異的iPS細胞を樹立し、それらの解析を進めており、他の遺伝性顎骨疾患（McCune-Albright
症候群、Apert症候群、Russell-Silver症候群など）のiPS細胞樹立も推進している。また、遺伝子編集技術を
活用してこれらのiPS細胞を解析し、種々の顎骨疾患の病態解析や新規治療標的分子の探索・同定を目指す。
顎骨疾患特異的iPS細胞の報告は未だになく、種々の顎骨疾患iPS細胞を有している大学もないので、将来的に
は本学に「顎骨疾患iPS細胞プラットフォーム」を構築して、本学以外の多くの研究者にも供与し、全国的・
国際的な顎骨疾患研究の発展に貢献・寄与する。これらの研究成果は骨疾患の理解を深めて、顎骨疾患の予
防・治療法へと貢献するとともに、歯学だけではなく医学領域への波及効果も期待できる。
2) 感染制御ラボ
　本グループでは、歯周病を初めとする顎骨の感染性疾患の成因・病態・治療法の開発を推進する。すでに本
グループは、次世代シクエンサーを駆使して病態の異なる歯周炎（根尖性歯周炎、慢性歯周炎）におけるマイ
クロバイオーム解析により、各疾患における細菌の生態系の解明を推進しており、将来的に「口腔感染症解析
プラットフォーム」を構築する。慢性歯周炎についてはすでにマイクロバイオーム解析の結果が他施設より報
告されているが、根尖性歯周炎に関しては未だに詳細な報告がない。そのため、根尖性歯周炎、慢性歯周炎な
どの種々の疾患群における菌種間の異同を明らかにすることにより、各疾患部で骨吸収に関与する特定菌種の
役割を明らかにすることが可能で、骨吸収抑制標的シグナル分子探索の基盤を構築できる。さらに、本グルー
プでは細菌性因子以外に、病変部の宿主因子や環境因子の解析も推進するので、歯周病を中心とした顎骨の感
染性疾患の成因・病態をさらに詳細に理解し、新たな治療法開発へと繋げる。また、本研究は、現在注目され
ている「口腔感染症と全身疾患」との関連性についても重要な情報を提供する。
3) ファブラボ
 「ファブラボFabLab」とは「Fabrication（ものづくり）」と「Fabulous（素晴らしい）」という２つの意味
が込められた造語で、アメリカ、カナダなどでは患者のデジタル情報を処理して3Dデータをアウトプットする
医療系ファブラボが登場している。本学では、学長のリーダーシップの下で、2013年に我が国初めての医療系
ファブラボである「ファブラボTDC」を設立した。本事業では、①顎骨疾患のマルチスケール解析（ナノから
マクロレベルで骨形態・骨量・骨質の解析）、②３Dプリンター技術を駆使した顎骨・軟組織の診断・手術支
援・治療効果の予測、③脳機能画像（functional MRI）を用いた包括的口腔機能回復と高次脳機能改善の可視
化の３つの研究を統合的に推進して、「ファブラボTDC」の発展型である「進化型医療系ファブラボプラット
フォーム」を構築する。本プッラトフォームの構築は、顎骨疾患の病態の理解をさらに深め、優れた診断・治
療法を開発し、包括的口腔機能回復のさらなる推進を可能とする。さらに、本研究の成果は、整形外科領域や
脳神経科学領域などへの波及効果が期待できる。
２. 本事業の全学的研究課題としての適切性
　歯学領域では歯・骨を含む顎骨疾患は極めて重要な疾患で、多くの基礎系・臨床系講座が研究に関与してい
るために全学的な研究課題として適切である。さらに、本事業は東京歯科大学水道橋病院、千葉病院、市川総
合病院の３病院も参画して推進するので基礎・臨床融合型の全学的研究課題でもある。特に、市川総合病院も
参画するので、本事業を歯科のみに限局せずに、医学領域との緊密な連携を構築しながら全学的事業として推
進することが可能で、この点は他の歯科大学ではできない本学の特徴を活かした戦略である。現在、顎骨疾患
に関してこのような多角的視点でアプローチしている研究拠点は国内外で未だに構築されていないので、本事
業の推進により、顎骨疾患の病態の理解をさらに深め、優れた診断・治療法を開発し、包括的口腔機能回復に
貢献すると期待できる。
３. 社会的・経済的意義
　本研究は国内外における他大学の歯学・医学・工学系研究者とも連携研究を推進するので、全国的・国際的
にも歯科医療イノベーションの推進に貢献でき、医学領域や医療産業界への波及効果も期待できる。さらに、
大学同窓会などを通じで、「大学からの情報発信と地域医療現場からの問題点のフィードバック」という双方
向性のシステムの構築により地域口腔保健医療に貢献し、我が国の健康長寿国の実現に寄与できる。
４. 研究成果や研究成果が寄与する範囲についての実現可能性
　本学では、平成28年度に学内の予算で、学長のリーダーシップの下で東京歯科大学研究ブランディング事業
として「顎骨疾患の集学的研究拠点形成」を実施した。それまでは各グループ・研究者が個別に顎骨疾患に関
する研究を推進していたが、本事業の推進により講座の壁を越えた全学的かつ集学的研究体制の基盤を構築で
き、共同研究の推進によるシナジスティックな研究成果を挙げつつある（平成28年度東京歯科大学研究ブラン
ディング事業活動報告書
http://www.tdc.ac.jp/Portals/0/resources/college/activity/pdf/h28hokokusyo.pdf）。そのため、種々の
顎骨疾患の詳細な病態解明、新たな治療法開発を実現する基盤が構築されているので、本事業をさらに5年間
推進することにより期待される研究成果を挙げることが可能で、サステナブルな健康長寿国の実現に大きく寄
与できる。

（２）期待される研究成果



３．ブランディング戦略（５ページ以内）

東京歯科大学

１. 大学の将来ビジョンの実現に向けた本事業の位置付け
　東京歯科大学は、建学の精神である「歯科医師たる前に人間たれ」に基づいて、歯科医師としての知識や技
術だけでなく、社会性を身につけ、人間的に優れた良識豊かな歯科医師を養成する「ヒューマニズム」を尊重
した歯科大学として、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ことを全学的な
「将来ビジョン」として新たなステージへの展開を図っている（東京歯科大学ホームページ：
http://www.tdc.ac.jp/college/introduction/tabid/107/Default.aspx#greeting02）。
　本学の「将来ビジョン」の実現に向けて、東京歯科大学における今後の研究ブランディング戦略について学
長を委員長とする検討委員会を設置し、本学の歴史的背景を踏まえて現在の研究状況（研究業績、研究に関与
する講座・人数、外部資金獲得状況など）を分析した。その結果、本学の独自色を打ち出して、「将来ビジョ
ン」を実現するためには「顎骨疾患」に関する本申請事業を学長のリーダーシップの下で全学的に推進するこ
とが最適であるとの結論に至った。本事業の内容は、第302回東京歯科大学学会シンポジウム（歯科学報
116:377,2016）や平成28年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップで教員・大学院生に報告し
て、東京歯科大学学会の機関誌「歯科学報116(4):251-267,2016」に掲載し、全学的に周知するとともに、公
表している(http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/bitstream/10130/4069/1/116_251.pdf)。
　本事業では、大学・企業連携などにより科学的研究ネットワーク(Science-based research network: SBRN)
を構築するとともに、大学同窓会や各県の歯科医師会などの支援で全国各地域における歯科開業医研究ネット
ワーク(Practice-based research network: PBRN)も構築する。これらのネットワークを有機的に結合して、
大学と地域医療を連携する包括的歯学研究ネットワーク(Comprehensive dental research network: CDRN)を
構築して、大学の将来ビジョン実現に貢献する。このようなネットワークの構築は長い歴史と伝統を基盤とす
る団結力のある本学の同窓会の支援があって具現化でき、わが国のCDRNのモデルケースとなるであろう。
２. 本事業の推進によるステークホルダーへの効果
1) 受験生・保護者
　本学の受験生の志望動機としては、歯周病、顎変形症（歯科矯正治療などを含む）、口腔がんなどの「顎骨
疾患」の治療に携わりたいという希望が多いため、本事業の内容は多くの受験生に魅力的な研究内容になると
考えられる。そして、このような背景は、受験生を持つ保護者にも本事業の重要性を容易に理解していただく
ことを可能とする。
2) 在学生
　本事業の推進により、学部学生に「顎骨疾患」は歯学が中心となってリードすべき重要な疾患群であること
をさらに認識させ、学生の研究へのモチベーションを上げることが可能となる。学部学生の保護者にこのよう
な効果を周知することにより、自分の子弟がリサーチマインドを持つ歯科医師として成長していく過程を理解
していただき、東京歯科大学の「教育」「研究」ブランド力を実感していただく効果もある。
　本学の卒業生は歯科医師臨床研修を経験後、一般歯科医師を目指す者が多いが、研究志向の卒業生も少なく
なく、他大学卒業者も含めて毎年約40名が本学の大学院歯学研究科に入学している。この人数は地方の国立大
学歯学部大学院や他の私立大学歯学部大学院の入学生数より多い傾向があり、「顎骨疾患」に関連する研究に
従事する大学院生も多いので、本事業の推進はリサーチマインドを持つ大学院生の育成に貢献できる。
3) 地域医療関係者及び地域住民・患者
　医科と歯科では国民への医療提供体制に大きな違いがある。医科では大学病院を含めて病院勤務の医師が
65%で、診療所勤務の医師が35 %である。一方、歯科では大学病院を含めて病院勤務の歯科医師が12%で、診療
所勤務の歯科医師が88%である。このような現状では、大学と地域歯科医療関係者とで、双方向性に最新の歯
科医学・歯科医療の最新情報を交換できるネットワークを構築することが、国民に安全・安心な最先端の歯科
医療を提供するために重要な戦略の一つとなる。
　東京歯科大学同窓会は全国的なネットワーク を構築しているので、同窓会を通じて本事業の研究成果を全
国各地に発信し、地域住民の歯科保健医療改善への貢献が期待出来る。さらに、このシステムの活用により地
域医療における問題点をフィードバックでき、大学と地域医療の双方向性情報交換が有機的に実践できる（具
体的には“4.事業実施体制”の項目参照）。東京歯科大学は水道橋病院（東京都千代田区）、千葉病院（千葉
県千葉市）、市川総合病院（千葉県市川市）に３つの附属病院を設置しており、地域住民の歯科医療に貢献し
ており、本事業の推進により、顎骨疾患に関する最先端の診断・治療をこれらの地域患者に直接提供できる。
さらに、これらの地域の歯科医師会との連携の構築により、顎骨疾患に関する最新情報を地域歯科医師に提供
することも可能となる。
4) 関連研究機関
　本学歯学部卒業生や大学院修了者は一般歯科診療に携わる者が多いが、「顎骨疾患」に関して最先端の知
識・経験を持たせることで「東京歯科大学卒業」のブランド力をさらに強化でき、他大学の研究関連機関など
で研究を継続する場合も「顎骨疾患」に関する研究・臨床で活躍できる人材を提供することが可能となる。ま
た、本事業では慶応義塾大学医学部・工学部、東京大学工学部、京都大学iPS細胞研究所、カルフォルニア大
学ロサンゼルス校歯学部、アルバータ大学医学部などの国内外の研究者と連携研究を推進し、歯医工連携研究
を実践できる体制を構築するので、幅広い学際的な研究の展開が期待できる。
5) 学術界
　我が国の歯学部では歯・骨を対象とした骨代謝研究が盛んで、特に基礎研究では多くのブレークスルーとな
る研究成果を挙げている。しかし、歯学領域で推進すべき「顎骨疾患」に関しては、未だに病態、診断法、治
療法が十分に確立されていない疾患が多い。そのため、本事業で「顎骨疾患」の詳細な病態解析、診断・治療
法の開発を推進することは、歯学関連学界の発展に大きく貢献できる。さらに、本事業では集学的研究により
「顎骨疾患」を「遺伝子→細胞→組織→器官→全身」レベルで理解し、それを基盤とした顎骨疾患の予防・治
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療法の開発を目指すので、その成果は歯学以外にも基礎医学、整形外科学、内分泌学、工学などの学術界にも
重要な情報を提供できる。また、本事業により、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
の実現に貢献することは老年医学などの健康科学に関連する学術界の発展にも寄与できる。
6) 企業
　本学は多くの歯科関連企業と共同研究、連携研究を推進しているので、本事業の研究成果は歯科関連企業の
イノベーション推進にも貢献できる。また、本学は歯科に直接関連していない製薬会社などとの共同研究も推
進しているので、それらの企業に本事業の研究成果を供与することにより、さらに優れた共同研究に発展させ
ることも可能で、相手企業のイノベーション推進にも貢献できる。

３. 事業を通じて浸透させたい東京歯科大学のイメージ
　本事業では、本学の建学の精神である「歯科医師たる前に人間たれ」を基盤として、顎骨疾患を中心とした
最先端の研究を推進し、歯科医学・歯科医療の発展に貢献する人材を育成する。そのため、本事業を通じて、
東京歯科大学は長い歴史と伝統を基盤とした「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」というイメージを歯学界だけではなく社会にも浸透させる。

４. アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等による東京歯科大学のイメージ及び認知程度に係る把
握・分析内容
1) アンケート調査・意見聴取による分析内容
　本事業が本学の将来的研究ブランディング事業に適しているか否かを外部評価委員及び連携研究者を含む学
外有識者（歯学を含む生命科学研究者、一般歯科開業医、大学同窓会、地域歯科医師会役員、関連企業など）
にアンケートと意見聴取で調査した。その結果、全員から本計画は東京歯科大学の将来ビジョンに向けて適し
た研究ブランディング戦略で、大学のイメージアップや研究認知度上昇に貢献できるであろうとの評価をいた
だいた。一方、研究成果の情報発信や地域歯科医療への貢献に関してはさらに検討が必要との意見があったの
で、これらの点も配慮して本事業計画を立案した。詳細は「平成28年度東京歯科大学研究ブランディング事業
顎骨疾患の集学的研究拠点の形成（顎骨疾患プロジェクト）活動報告書」参照
(http://www.tdc.ac.jp/Portals/0/resources/college/activity/pdf/h28hokokusyo.pdf)。
2) 既存データによる分析内容
　医歯学系大学では大学の総合ブランド力を向上させるには、「教育」「臨床」「研究」の３つの柱を連携し
て強化することが必須であるため、本学のこれら３つのブランド力に関する分析結果を述べる。
✭教育ブランド力
　既存データの分析等により本学の教育ブランド力は高いと評価できる。本学の歯科医師国家試験合格率は全
国16私立歯科大学では17年間1位で、平成24-27年間は全国国公私立29歯科大学・歯学部で1位であった（平成
29年度は2位）。本学では、平成13年より全教員が出席して毎月1回「歯科医学教育セミナー」を17年間継続的
に開催している。その成果は国家試験合格率だけではなく、安心・信頼して診療を任せられる歯科医師として
の人間力を身につけ、卒業時には総合診療計画が立案でき、社会が求める個々の患者のニーズに応えられる歯
科医師養成にも大きく貢献している。本事業の推進は、学内及び他機関との連携による集学的研究の重要性を
導入した教育力の増強にも繋がる。また、本学大学院歯学研究科の大学院生数は全国16私立歯科大学では1〜2
位で、基礎系講座で研究を推進する大学院生も1〜2位であり、「リサーチマインド」を持つ歯科医師を養成す
る環境が構築されており、本事業の推進により高度教育力を実践する「教育ブランド」をさらに向上させるこ
とが可能となる。そのため本事業の推進は、本学の受験生・学部学生・大学院の教育面での質の向上にも貢献
でき、保護者や同窓生のニーズに応えることとなる。
✭臨床ブランド力
　既存データの分析等により本学の臨床ブランド力は高いと評価できる。本学は水道橋病院、千葉病院、市川
総合病院の３つの病院を有し、歯科患者数は全国私立大学歯学部附属病院で1位である。さらに、私立歯科大
学で最大規模の附属総合病院を設置し、私立歯科大学で唯一の「がんプロフェッショナル養成プラン」採択校
でもある。このような臨床環境により、東京歯科大学では“一般歯科疾患から希少疾患までの優れた臨床力”
を有する歯科医師を養成する大学としての基盤が構築されており、本事業の推進により「臨床ブランド」をさ
らに向上させることが可能である。その結果は、歯学界の発展に寄与するとともに、地域医療で活躍する同窓
生を含めた多くの歯科医療関係者に重要な情報を提供し、我が国の歯科医療の発展に貢献できる。
✭研究ブランド力
　前述したように既存データなどの分析により、東京歯科大学は、「教育」「臨床」に関して「優れたブラン
ド力」を有する大学としてイメージされ、歯学界でも認知されていると把握できたが、「研究」におけるブラ
ンド力は十分に認知されているとはいい難いと考えられた。一般的に「研究」の成果は学術論文の発表や特許
取得などで評価される。学術論文に関しては、掲載する雑誌のImpact factorや発表論文の被引用回数
(citation index)などで評価されるが、現在の東京歯科大学から発表される学術論文はこれらの観点から必ず
しも十分とは言えず、学術研究を基盤とした特許取得数も多くはない。このような現状を分析した結果、これ
まで本学では口腔科学研究センターという枠組みの中で、講座の垣根を越えた研究活動に注力してきたが、未
だに限られた数の複数講座間での研究の推進が多く、異分野との連携研究の広がりが少ないことが原因の一つ
と考えられた。そのため、本事業では世界初の全学的な顎骨疾患の集学的研究拠点を形成して、基礎・臨床融
合型の集学的顎骨疾患研究を推進することにより、効果的な異分野の連携・共同研究体制を構築して、東京歯
科大学の研究力を強化し、「質」の高い学術論文の発表や特許取得数を増加させ、「研究ブランド力」を向上
させることを目指す。
　以上のように、アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等により東京歯科大学の「教育・研究・臨
床」の３本の柱では、「教育」「臨床」のブランド力は強いが、「研究」のブランド力がやや弱いと考えられ
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た。そのため、本事業の推進により、「研究」ブランド力を強化し、「教育・研究・臨床」の３本の矢の骨太
化を図り、大学の将来ビジョンの実現に向けて新たなステージへと展開し、総合的な「東京歯科大学ブランド
力」の強化を図る必要がある。

５. 分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容
1) 東京歯科大学のイメージ、認知程度に関する情報発信手段・内容の検討内容
　本件に関する情報発信手段・内容を検討するには、大学のホームページへのアクセス数が重要な手がかりと
なる。本学のホームページのページビュー数は、2012年が195,141回、2013年が218,881回、2014年が230,116
回、2015年が223,006 回、2016年が227,711回であった。旧ホームページでは研究に関する内容が十分に充実
していなかったので、2016年10月にホームページの口腔科学研究センターのセクションに「顎骨疾患プロジェ
クト」の概要をアップロードして本学の研究をアピールする方策を講じた。その後、アクセス数はやや上昇傾
向にあるが研究面へのアクセス回数が増加したためかは判断できない。しかし、Yahoo、Googleなどで「顎骨
疾患」を検索すると本学の「顎骨疾患プロジェクト」の内容が最上位に掲載されるので、東京歯科大における
「顎骨疾患プロジェクト」をアピールするのに有効であったと考えられる。さらに、2017年3月にホームペー
ジにおける口腔科学研究センターの内容を大幅に更新し、「顎骨疾患プロジェクト」の詳細な内容をアップ
ロード(http://www.tdc.ac.jp/college/activity/tabid/526/Default.aspx)したら、アクセス数も増加した。
現在、本学ホームページの口腔科学研究センターのセクションを中心として、本学の研究力のアピールに努め
ている。
　本事業が東京歯科大学の研究力強化のために全学的な事業として推進していることは、東京歯科大学学会の
シンポジウム（歯科学報　116:377,2016）や口腔科学研究センターワークショップで教員・大学院生に報告す
るとともに、東京歯科大学学会の機関誌「歯科学報116(4): 251-267,2016」
(http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/bitstream/10130/4069/1/116_251.pdf)にも事業内容を掲載し、学内外に情報
発信している。
2) 各ステークホルダーに対する情報発信手段・内容の検討内容
(1) 受験生・保護者
　従来、受験生・保護者にはホームページ、大学パンフレット、オープンキャンパスなどで研究力の強化に関
して説明しているが、本事業の概要に関する説明は十分に行われていなかった。そのため、今後、大学ホーム
ページ、大学案内パンフレット、オープンキャンパスなどを通して、本事業の推進により東京歯科大学の「研
究ブランド力」のイメージアップを図る必要がある。
(2) 在学生
　本学の学部学生に対する研究力の周知は、従来、ホームページ、講義などにより行ってきたが、本事業に関
する説明が十分に周知されていたとはいい難いので、今後、ホームページ、講義、学内セミナーなどを通じて
本事業の活動内容と研究成果を学部学生にも十分に周知する必要がある。一般的に我が国の歯科大学・歯学部
では学部学生は卒業論文を作成しないが、本学では学部学生が自分の選択した講座で研究を行い、卒業論文を
作成することが伝統的に継承されており、毎年10数名の学部学生が卒業論文を作成している。このことはリ
サーチマインドを持つ研究者の育成に貢献している本学の特徴でもあるので、今後、本事業に関連する研究を
卒業論文として作成する学部学生を増加させることも必要と考えられた。
　大学院生にも、本事業に関しては十分な周知が行われていなかったので、本事業で取り組む共催大学院セミ
ナーや「基礎・臨床融合カンファレンス（若手サイエンスアカデミー）」などを開催し、有機的に異分野と研
究連携を推進するチャンスを与える方策を強化する。さらに、優れた研究成果を挙げた大学院生には「顎骨疾
患プロジェクトTravel Award」を授与し、海外の関連学会での発表を支援するチャンスも設定し、研究へのモ
チベーションの向上を図る。
(3) 地域医療関係者及び地域住民・患者
　各附属病院で実施している地域連携協議会、歯科医師会、同窓会における講演、講座・研究室の同門会など
における講演会を通して、本事業の内容、研究成果を学外の歯科医療関係者に情報発信することも重要であ
る。さらに、地域住民・患者に関しては、ホームページによりわかりやすい情報発信に加え、東京歯科大学同
窓会支部の協力を仰いで、同窓会誌や各支部の講演会などを利用して本事業の情報を頻繁に発信する必要があ
る。
(4) 関連研究機関
　研究関連機関に関しては、ホームページ、研究成果報告書、論文（国内外雑誌）・学会発表などで本学の研
究成果を周知してきた。特に、口腔科学研究センターホームページを通してタイムリーに本事業の具体的な研
究成果を含む事業の進捗状況を周知することが必要である。さらに、毎年「研究成果報告書」を作成し、大学
のホームページにアップロードするとともに、関連研究機関に送付して、事業の具体的な進捗状況を周知し、
本事業への理解を深める必要もある。
(5) 学術界
　学術界には、本事業の研究成果を各分野の専門学会で発表し，国内外の学術誌に論文発表を行って、本事業
の研究成果を情報発信する。その際，歯科のみならず医学系・薬学系を始めとする幅広い領域に向けて情報発
信することにも注力する必要がある。
(6) 企業
　歯科関連企業、製薬会社、関連企業などに、ホームページ、論文（国内外雑誌）・学会発表などで本学の研
究内容を周知してきたが、本事業に関しては限られた企業への周知に留まっていたので、さらに多くの企業へ
の周知が必要である。
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６. ブランディング戦略の具体的工程
1) 将来ビジョンの実現に向けた位置付けに関する具体的工程
・ 本事業が東京歯科大学の「将来ビジョン」の実現に向けた全学的に取り組む研究事業であることをホーム
　 ページや学内外の学会、講演会などで周知し、東京歯科大学の「研究ブランド力」をアピールする。
・ 本事業の研究成果をよりレベルの高い国際学術誌へ掲載し、「研究ブランド力」をアピールする。
・ 各年度における研究成果報告書を大学のホームページにアップロードし、学内外にも情報発信する。
・ 学際的研究ネットワーク(Science-based research network: SBRN)と歯科開業医研究ネットワーク
　 (Practice-based research network: PBRN)を構築する。その後、これらのネットワークを有機的に結合
　 して、大学・地域医療連携ネットワークである包括的歯学研究ネットワーク(Comprehensive dental
　 research network: CDRN)へと展開させる。
・ 「顎骨疾患プロジェクト研究助成」により若手の研究の活性化を図る（研究費：50万円／人、8名）。
2）ステークホルダーとの関連性に関する具体的工程
(1) 受験生・保護者
・ 大学ホームページや大学案内パンフレットを通して、本事業の活動・成果をタイムリーに提示する。
　 研究内容についてはホームページから視聴できる動画も使用し紹介する。
・ オープンキャンパスでの大学紹介や公開授業で，最新の情報を直接提供し、本事業を周知する。
(2) 在学生
・ 学部学生・大学院生には大学のホームページの「学生用ポータル教育用WEB」に本事業の詳細な計画、
　 進捗状況をアップロードして、本事業の理解を深め、積極的に参加できる環境を整備する。
・ 学部学生には、本事業に関連する研究を推進して、卒業論文を作成する学生を増加させる。
・ 大学院生には、本事業が共催する「顎骨疾患」に関連するセミナーや「基礎・臨床融合カンファレンス
　（若手サイエンスアカデミー）」への参加を促進する。
・ 優れた研究成果を挙げた大学院生には「顎骨疾患プロジェクトTravel Award」を授与し、海外の関連
　 学会での発表を支援する。
(3) 地域医療関係者及び地域住民・患者
・ 同窓会誌や各支部の講演会などを利用して本事業の内容、研究成果を情報発信する。
・ 各附属病院で実施している地域連携協議会、歯科医師会、同窓会における講演、講座・研究室の同門会
　 などにおける講演会を通して、本事業の内容、研究成果を学外の歯科医療関係者に情報発信する。
・ 地域住民・患者に関しては、ホームページによりわかりやすい情報発信を行う。
・ 本学が既に確立しているペイシェント・コミュニティー（P-Com，歯科医学教育への協力に賛同し、登録
　 した患者および地域住民で構成）をさらに活用し、本事業の活動の浸透をはかるとともに、フィードバッ
　 クを受ける。
(4) 研究関連機関
・ ホームページ、研究成果報告書、論文（国内外雑誌）・学会発表などで本学の研究成果を情報発信する。
・ 口腔科学研究センターホームページに本事業の具体的な研究成果をタイムリーにアップロードする。
・ 毎年「研究成果報告書」を作成し、それを口腔科学研究センターホームページにアップロードして公開す
　 るとともに、関連する研究機関に送付して、事業の具体的な進捗状況を周知する。
(5) 学術界
・ 本事業の研究成果を各分野の専門学会で発表し，国内外の学術誌に論文発表を行う。
・ 学会発表、論文発表は、歯科のみならず医学系・薬学系を始めとする幅広い生命科学領域に向けて情報発
　 信することにも注力する。
(6) 企業
・ 多くの歯科関連企業、製薬会社などに、ホームページ、論文（国内外雑誌）・学会発表などで本学の研究
　 内容を周知する。
・ 企業との共同研究、連携研究の推進を図る。
3) 事業を通じて浸透させたい東京歯科大学のイメージに関する具体的工程
・ 「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」という東京歯科大学のイメー
　 ジを大学のホームページ、大学パンフレット、市民公開講座などで歯学界や一般社会に周知する。
・ 各附属病院で実施している地域連携協議会、歯科医師会・同窓会における講演、講座・研究室の同門会に
　 おける講演会などを通して学外の歯科医療関係者に情報発信を行い、歯学界だけではなく社会にも浸透さ
　 せる。
4) アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等による東京歯科大学のイメージ及び認知程度に係る把
握・分析内容に関する具体的工程
・ 本事業開始後は定期的に研究の進捗状況をまとめ、アンケート調査や意見聴取、既存データの分析を実施
　 して、東京歯科大学の「教育」「臨床」「研究」のブランド力、イメージアップ及び認知程度の状況を把
　 握・分析する。
・ 「研究ブランド力」の強化のために研究成果の発表論文は「数」だけではなく「質」も考慮した評価を行
　 う。
5) 分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容に関する具体的工程
・ 大学ホームページ、特に口腔科学研究センターへのアクセス数を定期的に調査し、アクセス数の増加に努
　 める。
・ 研究成果報告書を大学ホームページにアップロードするとともに、冊子体を作成して関係者に送付する。
・ 同窓会及び各附属病院で実施している地域連携協議会との連携をさらに強化し、地域医療への情報発信
　 に努めるとともに、地域歯科医療における問題点を抽出する。
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・ 研究成果の学会発表、論文発表を促進する。発表論文の「量」から「質」への転換を図る。

７.工程ごとの成果指標と達成目標と進捗状況を把握する方法



４．事業実施体制（２ページ以内）
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１. 全学的な事業推進体制
　本事業は、学長のリーダーシップの下、PDCAサイクルを機能させて全学的に推進する。本事業の最高議決委
員会は「口腔科学研究センター運営委員会」（構成員：委員長；井出吉信学長、委員；副学長、口腔科学研究
センター所長・副所長、大学院研究科長、研究部長、事務局長、陪席；顎骨疾患プロジェクト推進委員会委員
長、会計課長、口腔科学研究センター事務員）とし、事業全体を管理・調整する(Plan:P, Do:D, Check:C,
Action:A)。その下部に設置した「顎骨疾患プロジェクト実施委員会」（委員長：学長、委員；副学長、水道
橋病院長、千葉病院長、市川総合病院長、顎骨疾患プロジェクト推進委員会委員長、大学院研究科長、研究部
長、研究部副部長、口腔科学研究センター所長・副所長、広報・公開講座部長、事務局長、会計課長、口腔科
学研究センター事務員）がブランディング戦略推進の管理・調整を行う(Plan:P, Do:D, Check:C,
Action:A)。さらに、「顎骨疾患プロジェクト推進委員会」（委員長：山口朗客員教授、委員：東俊文教授、
石原和幸教授、片倉朗教授、後藤多津子教授、齋藤淳教授、新谷誠康教授、松永智准教授、村松敬教授、吉成
正雄客員教授）が中心となって研究活動の管理・調整を行い(Plan:P, Do:D, Check:C, Action:A)、本学教
員、大学院生、学部学生が研究活動を実施する(Do:D, Action:A)。本事業の実施・進捗状況は、後述する外部
評価委員会で評価を受け(Check:C)、その内容をふまえて自己点検・評価委員会で事業の全体的評価と改善策
を検討する(Check:C, Action:A)。
２. 研究活動の推進
　具体的な研究活動は、基礎研究は全学の研究センターである「口腔科学研究センター」で、臨床研究は３つ
の東京歯科大学付属病院（水道橋病院、千葉病院、市川総合病院）で実施し、基礎系及び臨床系のプロジェク
ト研究員（本学職員は兼務とし、その他にポスドクを含む）が担当する。プロジェクト研究員は顎骨疾患に関
する各自の研究を推進するとともに、「分子・細胞生物学ラボ」「感染制御ラボ」「ファブラボ」の何れかに
属し、各グループで基礎と臨床の融合研究チームを結成し、研究を推進する（研究活動のDo:D）。定期的に
「顎骨疾患プロジェクト推進委員会」を開催して、各グループの研究進捗状況を把握し、連携研究の強化を図
り、本事業の推進による効率的なシナジスティック効果の創生に努める（研究活動のPlan:P, Check:C,
Action:A）。また、若手（大学院生）・次世代研究者育成のために、①顎骨疾患プロジェクト研究助成の配分
（50万円／年）（平成２８年度35歳以下の研究者８名を助成）、②顎骨疾患プロジェクトTravel Awardの支給
（15万円）（平成28年度は海外学会で発表する35歳以下の研究者4名を支援）、③基礎・臨床融合カンファレ
ンス「若手サイエンスアカデミー」の開催（平成28年度は３５回開催）、④共催セミナーの開催（平成28年度
は６回開催）などを実施する。さらに、国際共同研究を推進するとともに、姉妹校締結している海外の10大学
との学術交流を推進する。
３. 学外との有機的な連携体制
　本事業では、国内外の研究機関研究者との有機的な連携を構築してより優れた学際的な研究を展開する。具
体的には、各研究グループがすでに下記連携研究者と共同研究を推進している。連携研究者「分子・細胞生物
学ラボ」：慶應義塾大学医学部 小崎健次郎教授（臨床遺伝学センター長）、東京大学工学部／医学部 鄭雄一
教授（バイオマテリアル、再生学）、京都大学iPS細胞研究所 妻木範行教授（軟骨疾患iPS細胞）。「感染制
御ラボ」：慶應義塾大学医学部 中川種昭教授（歯科・口腔外科）, UCLA歯学部:西村一郎教授（再建生体工
学）、「ファブラボ」：慶應義塾大学理工学部 高野直樹教授（生体医工学）、慶應義塾大学医学部 名倉武雄
特任准教授（整形外科学）、アルバータ大学医学部Wolfaardt教授（顎顔面再建学）。また、本事業に関連す
る企業との共同研究も推進する。
　本事業では、市川総合病院、千葉病院から市川市歯科医師会及び千葉県歯科医師会へ情報を発信するととも
に、東京歯科大学学会及び同窓会を通じて全国の地域歯科医師会に情報を発信し、地域口腔医療に貢献する。
　以上のように本事業では、科学的研究ネットワーク(Science-based research network: SBRN)を構築すると
ともに、大学同窓会などの支援で全国各地域における歯科開業医研究ネットワーク(Practice-based research
network: PBRN)も構築する。そして、PBRNに研究成果を情報発信するだけではなく、一般歯科医療における問
題点をフィードバックして、それらに対応する研究も推進し、大学・地域医療連携ネットワークである包括的
歯学研究ネットワーク(Comprehensive dental research network: CDRN)を構築する。本学の同窓会は、全国
的に緊密な連絡網を有し、全国各地で活発な臨床研究活動も行なっているので、PBRNを効率的に発展させる土
壌ができている。このようなネットワークはアメリカ国立衛生研究所(NIH)の歯科・頭蓋顔面研究所(National
Institute of Dental and Craniofacial Research: NUDCR)ですでに構築されているが
(http://www.nationaldentalpbrn.org)、アメリカ全土での展開のため、細かな調整が難しいようである。そ
のため、本事業ではまず東京歯科大学同窓会を中心としたより実践的なPBRNを構築して、我が国のSBRN,PBRN
からCDRNへの展開のモデルケースの確立を目指す。
４. 本事業の評価体制
　本事業の実施・進捗状況は、学外の有識者及び関連分野の専門家より構成される外部評価委員会で、客観的
な評価を受け、優れた研究の効率的進捗を図る(Check:C)。外部評価委員会構成員は、慶應義塾大学医学部
長：岡野栄之教授（発生生物学、再生医学）、順天堂大学医学部：奥村康特任教授（免疫学）、東京医科歯科
大学医歯学総合研究科：森山啓司教授（顎顔面矯正学）、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科：佐々木朗教授
（口腔外科学）、大阪大学大学院歯学研究科：豊澤悟教授（口腔病理学）、大阪大学大学院工学研究科：中野
貴由教授（生体材料学）、株式会社ジーシー：中尾潔貴社長、埼玉県歯科医師会：岩田昌久先生（学術部副部
長）である。
　外部評価委員会の評価も踏まえて、「顎骨疾患プロジェクト自己点検・評価委員会」（委員長；学長、委
員；副学長、水道橋病院長、千葉病院長、市川総合病院長、大学院研究科長、図書館長、研究部長、研究機器
管理部長、基礎教授連携会幹事、臨床教授連携会幹事、法人主事、事務局長）で本事業の研究活動、ブラン
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ディング戦略、事業全体を点検・評価し、改善策を講じる(Check:C, Action:A)。
　本学では平成28年度に学内予算で東京歯科大学研究ブランディング事業として「顎骨疾患の集学的研究拠点
の形成」を実施した。本事業に関しては平成29年2月21日に上記委員全員参加による外部評価委員会を開催
し、平成28年度事業に関する忌憚のない評価をしていただき、今回の申請に関する多くの有益な意見を得るこ
とができた(Check:C)。その後、「顎骨疾患プロジェクト推進委員会」、「顎骨疾患プロジェクト実施委員
会」、「口腔科学研究センター運営委員会」で外部評価委員会の意見を慎重に検討し、今回の申請事業の改善
策を検討した(Action:A)。さらに、平成29年4月11日に「顎骨疾患プロジェクト自己評価・点検委員会」を開
催し、平成28年度事業の評価を行い(Check:C)、平成29年度申請事業の改善策を検討した(Action:A)。
　以上のように、平成28年度事業では、①研究活動は「顎骨疾患プロジェクト推進委員会」が中心となり、②
ブランディング戦略は「顎骨疾患プロジェクト実施委員会」が中心となり、③事業全体は「口腔科学研究セン
ター運営委員会」が中心となってPDCAサイクルを回して事業を推進した経験があり、本事業においても同様な
PDCAサイクルを回して効率的に研究推進を図る準備ができている。



５．年次計画（３ページ以内）
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研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】①CCDとGorlin症候群のiPS細胞の解析（論文発表）。②遺伝子編集
技術を用いてMcCune-Albright症候群原因遺伝子GNAS変異を導入した疾患特異的iPS細胞の作
製。③Apert症候群iPS細胞の性状解析。④疾患iPS細胞の骨芽細胞分化異常メカニズムの解
明。
【感染制御ラボ】①慢性歯周炎、根尖性歯周炎病巣のマイクロバイオーム解析推進。②歯周炎
患者からiPS細胞の作製。③口腔感染症解析プラットフォーム確立の基盤構築。
【ファブラボ】①顎骨疾患病変部の骨構造・骨量・骨質の解析促進（一部論文発表）。②CTや
MRIからプロジェクションマッピング及び3Dプリンター造形モデルを作製による術前診断・手
術支援・治療効果の予測システム構築。③我々が開発した世界最高時間解像度の感覚記録シス
テムを用いた主観感覚の定量的な時系列変化の解析。
【グループ間の連携研究の推進】①先天性顎骨疾患のゲノム変異と顎骨病変の骨構造・骨量・
骨質変化との関連性解析（論文発表）。②CニューロンとiPS細胞由来破骨細胞、骨芽細胞との
共培養系の確立。③歯周病原菌感染モデル動物を作製し、歯周病原性評価システムの確立。
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成に向けた本事業内容を学内外に情報発信。②３つの研究グループ連
携のさらなる強化。③学外連携研究者との共同研究推進及び地域医療連携システムを利用した
研究推進。④PDCAサイクルの管理・調整。

東京歯科大学

平成29年度

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】既に作製した疾患iPS細胞の性状の解析と新たな疾患iPS細胞の作製
【感染制御ラボ】慢性歯周炎のマイクロバイオーム解析推進と病原性評価のシステム構築
【ファブラボ】顎骨疾患病変部の病態解析と脳機能関連性の解析基盤構築
✶達成度評価：推進委員会における研究成果の評価と研究成果の学会発表、論文発表
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成への基盤構築。②異分野連携による有機的研究体制基盤の構築。③
学外連携研究及び大学・地域医療連携の基盤構築。④PDCAサイクルに基づいた事業推進
✶達成度評価：プロジェクト実施委員会、外部評価委員会、自己点検・評価委員会で検討

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】①既に作製した鎖骨頭蓋骨異形成症(CCD)とGorlin症候群のiPS細胞
の骨芽細胞分化異常メカニズムを解明（論文発表）。②Apert症候群のiPS細胞を作製。
【感染制御ラボ】①慢性歯周炎疾患部のマイクロバイオーム解析による菌群と病態との関係の
検索（論文発表）。②マイクロバイオームプラットフォーム作製を目指した2年間の横断研究
と治療経過と菌叢を経時的に解析する4年間のコホート研究開始。
【ファブラボ】①マイクロCT、有限要素解析、X線回折装置などで顎骨疾患部の骨構造・骨
量・骨質を解析（一部論文発表）。②顎骨疾患患者の脳の高精細3D画像データと脳機能画像
（functional MRI）による形態と機能の関連の検証。
【グループ間の連携研究の推進】
①CCD患者のゲノム変異と顎骨病変の骨構造・骨量・骨質変化との関連性の解析（論文発
表）。②正常iPS細胞を用いた細菌感染の影響の検討。③歯周病原菌感染モデル動物、骨芽細
胞・破骨細胞培養系、上皮細胞培養系を用いた歯周病原性評価システムの開発。
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成のために学内及びステークホルダーに本事業を情報発信。②３つの
研究グループの連携を強化。③学外研究者との連携研究及び地域医療連携システムの構築開
始。④PDCAサイクルの管理・調整：研究活動（年２回）、ブランディング戦略（年２回）、事
業全体（年１回）、自己点検・評価委員会（年１回）、外部評価委員会（年１回）。

平成30年度

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】ヒトiPS細胞を用いた遺伝子編集プロトコールの確立と応用
【感染制御ラボ】慢性歯周炎・根尖性歯周組織炎の病態とそれに関与する病原菌の解明と宿主
の病態解析
【ファブラボ】顎骨病変の形態と機能の関連解析（口腔から脳機能まで）
✶達成度評価：推進委員会における研究成果の評価と研究成果の学会発表、論文発表
ブランディング戦略
① 大学の将来ビジョン達成へ基盤構築確立、②異分野連携による有機的研究体制による研究
推進、③学外研究者との共同研究の推進と大学・地域医療連携の基盤構築強化、④PDCAサイク
ルに基づいた事業推進
✶達成度評価：プロジェクト実施委員会、外部評価委員会、自己点検・評価委員会で検討
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研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】①Apert症候群とMcCune-Albright症候群のiPS細胞の性状解析（論
文発表）。②Russell-Silver症候群iPS細胞の解析。③疾患遺伝子を正常化したiPS細胞を適切
に分化誘導し、骨組織を形成させるプロトコールの開発。④iPS細胞プラットフォームの全国
展開。
【感染制御ラボ】①Probioticsとして応用可能な菌群候補の同定。②歯周炎モデルの作成。③
コホート研究の推進。
【ファブラボ】①術前診断・手術支援・治療効果の予測、再生医療用材料開発の推進（一部論
文発表）。②種々の顎骨疾患病変部の骨の特性の解明（論文発表）。③口腔機能の変化に関連
する血中ホルモン、腸、心理状態の解析結果とfunctional MRI検査による脳神経回路のネット
ワークとの連関の解析（一部論文発表）。
【グループ間の連携研究の推進】①iPS細胞移植モデルにおける歯周疾患治療法開発。②疾患
iPSとその変異遺伝子正常化iPS細胞を用いた動物実験の解析法の確立（一部論文発表）。③本
学附属3病院と連携したトランスレーショナルリサーチの展開。
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成に向けた本事業内容を学内外に情報発信。②３つの研究グループ連
携のさらなる強化。③学外連携研究者との共同研究推進及び地域医療連携システムを利用した
研究推進。④PDCAサイクルの管理・調整。

平成31年度

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】顎骨疾患iPS細胞プラットフォーム構築の促進
【感染制御ラボ】口腔感染症解析プラットフォーム構築の促進
【ファブラボ】進化型医療系ファブラボプラットフォーム構築の促進
✶達成度評価：推進委員会における研究成果の評価と研究成果の学会発表、論文発表
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成の促進化。②異分野連携による研究推進の強化。③学外連携研究者
との共同研究の推進と大学・地域医療連携の推進。④PDCAサイクルに基づいた事業推進。
✶達成度評価：プロジェクト実施委員会、外部評価委員会、自己点検・評価委員会で検討

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】①口腔顎顔面組織発生母地である神経堤細胞への分化誘導時におけ
る疾患iPS細胞の動態解析による分化と遺伝子異常の関連解明（一部論文発表）。②Apert症候
群のiPS細胞の性状解析（論文発表）。③Russell-Silver症候群iPS細胞の作製。④顎骨疾患
iPS細胞プラットフォーム形成の基盤構築。
【感染制御ラボ】①歯周炎患者由来iPS細胞を用いた歯周炎in vitroモデルの構築。②平成29
年度開始の横断研究の解析（論文発表）。③平成29年度開始のコホート研究の推進。④口腔感
染症解析プラットフォーム確立の推進。
【ファブラボ】①術後の荷重伝達経路を高精度で予測する手術シミュレーションおよび各顎骨
疾患に特異的な骨の質的因子および力学環境の定量的評価の開発。②脳機能と関連した口腔機
能評価系の確立。③再生医療用材料の開発と臨床応用への最適化の検討。
【グループ間の連携研究の推進】①iPS細胞を効率的にスキャフォールドに付着させる表面改
質法および3D顔面修復物やインプラントの開発。②末梢神経における感覚の定量・時系列デー
タとfunctional MRI検査による脳機能活動の連関の解析。
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成に向けた本事業内容を学内外に情報発信。②３つの研究グループ連
携のさらなる強化。③学外連携研究者との共同研究推進及び地域医療連携システムを利用した
研究推進のさらなる強化。④PDCAサイクルの管理・調整。

平成32年度

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】顎骨疾患iPS細胞プラットフォームの活用促進
【感染制御ラボ】口腔感染症解析プラットフォームの活用促進
【ファブラボ】進化型医療系ファブラボプラットフォームの活用促進
✶達成度評価：推進委員会における研究成果の評価と研究成果の学会発表、論文発表
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成の促進化。②異分野連携による研究推進のさらなる強化。③学外連
携研究者との共同研究の推進と大学・地域医療連携の推進。④PDCAサイクルに基づいた事業推
進。
✶達成度評価：プロジェクト実施委員会、外部評価委員会、自己点検・評価委員会で検討
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平成33年度

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】顎骨疾患iPS細胞プラットフォームの活用促進
【感染制御ラボ】口腔感染症解析プラットフォームの活用促進
【ファブラボ】進化型医療系ファブラボプラットフォームの活用促進
✶達成度評価：推進委員会における研究成果の評価と研究成果の学会発表、論文発表
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成の促進化。②異分野連携による研究推進のさらなる強化。③学外連
携研究者との共同研究の推進と大学・地域医療連携の推進。④PDCAサイクルに基づいた事業推
進。
✶達成度評価：プロジェクト実施委員会、外部評価委員会、自己点検・評価委員会で検討

研究活動
【分子・細胞生物学ラボ】①iPS細胞を用いた骨疾患治療薬効果判定法の構築。②疾患遺伝子
を正常化したiPS細胞から形成した移植骨組織の組織適合性、安全性の検証。
【感染制御ラボ】①コホート調査により同定された菌群の評価（論文発表）。②Probioticsと
して候補に挙がった菌群の歯周炎動物モデルにおける予防効果の検討。
【ファブラボ】①口腔機能回復による高次脳機能改善を定量的に可視化。②本事業で対象とし
た患者の術前・術後の口腔機能回復の評価を基に包括的口腔機能回復評価法を確立。
【グループ間の連携研究の推進】①iPS細胞を用いた解析により歯周病原菌への感受性の高い
群の遺伝的因子を解明。②iPS細胞の応用も含めた再生医療用材料の開発とトランスレーショ
ナルリサーチの推進。
ブランディング戦略
①大学の将来ビジョン達成に向けた本事業の成果を学内外に情報発信。②３つの研究グループ
連携のさらなる強化。③学外連携研究者との共同研究推進及び地域医療連携システムを利用し
た研究推進。④PDCAサイクルの管理・調整。



６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

東京歯科大学

該当なし


