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アジア・アフリカ学術基盤形成事業  

平成 20 年度事後評価 （実施報告書） 

 
１．概要 

研究交流課題名 マルチファセット診断・治療を指向した人間環境医療工学の研究交流 

日本側拠点機関名 国立大学法人東京医科歯科大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 
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２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標とその達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

ナノテクノロジーとバイオ分野を融合したナノ・バイオ技術という新たな科学技術領域は、すでに広く知ら

れ、医療への応用に向けたナノスケールでの生体反応・情報制御技術、バイオ素子・システム等の創製に関す

る研究が、日本、東アジア各国、欧米を中心に盛んになっている。本研究交流では、ナノインターフェース、

すなわちナノメートルレベルでの界面反応制御を共通的基盤技術と位置づけ、これを高機能医療用デバイスの

創出に役立てるものである。アジア・アフリカ地域におけるこの分野の調和的発展のため、下記の目標を設定

する。 

① 日本から研究者を派遣し、当該国でセミナー、研究会を開催し、共同研究を実施する。特に、共同研究に

関しては若手研究者を派遣し、場合によっては学部、大学院での講義を行う。 

② 当該国から研究者を日本に招聘し、参加機関を一堂に会した、単なる研究発表にとどまらないディスカッ

ションを中心としたワークショップを開催する。 

③ 国外参加機関から、若手研究者を長期に渡って受け入れ、共同研究を実施するとともに、国内各研究機関

への派遣を行い、総合的広範的な知識を獲得してもらう。 

④ アジア・アフリカ地域の医療工学に関する現状を調査し、データベースとして保管する。 

 

○目標に対する達成度 

□研究交流目標は十分に達成された。 

 ■研究交流目標は概ね達成された。 

□研究交流目標はある程度達成された。 

□研究交流目標はほとんど達成されなかった。 

【理由】 

 上記目標の①から③については、相手国との間での研究者の招聘、派遣を基に実行することができたが、相

手国の医療工学が黎明期かそれ以前の状態にあり、各年度の報告書に記載した以上の情報は得られず、データ

ベースとして蓄積することが難しかったため、④が達成されていない。むしろ、本事業は、相手国に対して医

療工学に対する啓蒙活動、知識、実験技術の供与という形で国際貢献しており、研究交流目標は概ね達成され

た。 
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３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を「学術的側面」「若手研究者の養成」及び「継続的な研究教育拠点の構築」の観

点から記入してください。また、活動成果から発生した波及効果がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

タイの Premijit Arpornmaeklong 氏（Assistant Professor, Prince of Songkla University）、を招聘し、東京医

科歯科大学において"An overview of current researches in bone lab,Faculty of Dentistry, Prince of Songkla 

University"と題する講演会を開催した。質疑応答では、関連分野の研究者と熱心な討議を行い、互いの技術経

験と研究業績についての理解を深めることができた。 

イスラエルの William Kopelovich 氏（Graduate School Student, Tel Aviv University）を招聘し、電気化学的

手法によるチタン上のハイドロキシアパタイト皮膜形成過程に関する研究指導を行った。また東京医科歯科大

学の小林郁夫助手をイスラエルへ派遣し、Noam Eliaz 氏（Professor, Tel Aviv University, イスラエル側コーデ

ィネーター）と共に William Kopelovich 氏の招聘期間中に得られた研究結果とその解析について討論し、共著

による投稿論文作成の準備を整えた。 

 東京医科歯科大学大学院博士課程の坂本晴美氏をシンガポールに派遣し、Swee-Hin Teoh 氏（Professor, 

National University of Singapore, シンガポール側コーディネーター）の指導の下、高分子スキャフォールドと

金属材料との複合化に関する共同研究を行った。また、東京医科歯科大学の塙隆夫教授を派遣し、研究進捗状

況ならびに結果に関する討論を行った。 

東京医科歯科大学の影近弘之教授と、タイの Chalermkiat Songkram 氏（Lecturer, Prince of Songkla 

University, タイ側コーディネーター）による今年度までの共同研究および研究者交流の成果により、” Novel 

thyroid hormone receptor antagonists with an N-alkylated diphenylamine skeleton”と題した投稿論文が欧文誌

Bioorganic & Medicinal Chemistry に受理され、平成 19 年 3 月 7 日に掲載された。 

タイに研究者２名を派遣し、各国における状況と包括的協力関係の構築に努めた。この際、現地で開催され

た国際学会に出席し、講演を行うことで、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関

して、差し支えのない範囲で情報を提供した。また、各国の研究者と質疑応答を交え相手国の研究の現状を理

解することができた。 

平成１９年１２月３日、東京ガーデンパレスにおいてシンポジウム「JSPS Asian and African Science 

Platform Program Symposium －Medicines,Biomaterials and Medical Devices in Asian and African Countries

－」を開催した。上記共同研究に携わるイスラエル、シンガポール、タイ王国、ナイジェリア連邦共和国の代

表研究者や日本側受入研究室の教授らに加え、日本側協力者である中国、韓国の研究者による講演を行った。

このシンポジウムにより各国を交えた参加者による活発な討論が行われ、普段では伺うことが難しいアジア・

アフリカ各国における実情について理解を深め、またこれらの地域が安心・安全な社会を実現するために必要

な、高度医療達成のための高機能医療用デバイスを実現するための基礎的科学と基盤技術研究に関して、日本

の国際的な役割とその位置づけについて議論した。 

 

○若手研究者の養成 

平成 18 年 7 月 1～8 日、タイの Premijit Arpornmaeklong 氏（Assistant Professor, Prince of Songkla 

University）を招聘し、骨再生医療に関する今後の共同研究について打合せると共に、学内で行ったバイオマ

テリアル調整法の実験を通じて研究室の学生達との親睦が深まり、異分化交流としての教育効果も大いに挙が

った。 

 平成 18 年 10 月 1～14 日、タイの若手研究者である Sulak Talawat 氏（Lecturer, Kasetsart Universitｙ）を
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招聘し、酵素固定化膜を用いたバイオセンサに関する研究指導を行った。具体的には、リパーゼ、グリセロキ

ナーゼ、グリセロール-3-リン酸オキシダーゼ等の酵素を多孔質の担持体に紫外線硬化樹脂を用いて固定化し、

3 段階の酵素反応により中性脂肪濃度を計測する技術について指導し、タイにおける若手研究者の養成に貢献

した。 

 平成 18 年 10 月 1～17 日、イスラエルの Tel Aviv University の修士課程学生である William Kopelovich 氏を

招聘し、電気化学的手法によるチタン上のハイドロキシアパタイト皮膜形成過程に関する研究指導を水晶振動

子微小天秤法、エリプソメーター、走査型電子顕微鏡を用いて行った。これらの先端実験装置を用い、操作方

法に習熟することで、イスラエルにおける若手研究者の養成としての大きな効果が得られた。 

 平成 18 年 11 月 5 日～12 月 3 日、東京医科歯科大学大学院博士課程の坂本晴美氏をシンガポールに派遣し、

Swee-Hin Teoh 氏（Professor, National University of Singapore, シンガポール側コーディネーター）の指導の

下、ポリカプロラクトン(PCL)スキャフォールドとチタン(Ti)との複合化による、新たな生体機能材料の創成に

関する共同研究を行った。再生医療の分野で著名な Teoh 教授から直接指導を受けること、また海外への留学

経験は非常に大きな教育効果となったといえる。 

 平成 18 年 11 月 6～19 日、ナイジェリアの Joseph Anireju Lori 氏（Professor, Ahmadu Bello University, ナ

イジェリア側コーディネーター）を招聘し、タンパク質吸着による生体用金属材料の表面改質に関する共同研

究を行った。招聘期間中における研究室の学生達との交流により、普段では接する機会の少ないナイジェリア

国の現状についての知見を得ることができ、親睦を深めるだけではなく異分化交流としての教育効果も大いに

あったと考えられる。 

 平成 19 年 2 月 15 日～3 月 16 日、シンガポールの若手研究者である Chong Seow Khoon Mark 氏（Research 

Scholar, National University of Singapore）を招聘し、生分解性材料の高機能化に関する共同研究を行った。

この過程において、受け入れ先である東京医科歯科大学の岸田晶夫教授の再生医療技術を学び、開発中の材料

の用途について多くの知見を得た。また、研究所内の教員と討議を行い、材料・機能分子および医工学の取り

組みを学び、再生医療技術への応用について知見を得た。さらに、招聘期間中に京都大学の岩田博夫教授を訪

問し、関西地域での再生医療研究について解説を受け、周辺研究室の研究者と討議を行い、新たな知見を得た。

このことは、シンガポール地域における再生医療研究者間のネットワーク構築について多大な成果となったと

いえる。 

平成 19 年 12 月 1～10 日、イスラエルの Tel-Aviv University の修士課程学生である Oshrit Ritman 氏を招聘

し、シンポジウムへの出席および質疑討論を行った。また当該機関と東京医科歯科大学生体材料工学研究所と

の共同研究テーマである「電気化学的手法によるチタン上のハイドロキシアパタイト皮膜形成過程」について

理解を深めるため、水晶振動子微小天秤法、エリプソメーター、走査型電子顕微鏡等の装置や実験室の見学を

行った。このことにより、イスラエルにおける若手研究者の養成としての大きな効果が得られた。 

 平成 19 年 11 月 21～25 日、東京医科歯科大学助教の若手研究者である堤祐介氏をタイに派遣し、研究者交

流を行った。また現地で開催された国際学会に出席し、質疑応答を行うことで、タイにおける歯科材料に関す

る研究について理解を深めるとことができ、非常に大きな若手育成の効果があったといえる。 

 平成 19 年 12 月 3 日、東京ガーデンパレスにおいてシンポジウム「JSPS Asian and African Science Platform 

Program Symposium －Trends in Medicines,Biomaterials and Medical Devices in Asian and African 

Countries－」を開催した。このシンポジウムには、東京医科歯科大学生体材料工学研究所に所属する修士課

程および博士課程の学生の参加者も多く、講演や質疑応答を通じて普段では接する機会の少ないアジア・アフ

リカ各国の現状について知見を与えることができた。また、シンポジウム終了後は各国の研究者達と研究室内

で交流を行い、直に彼らと接する機会を得たことで非常に大きな教育効果が得られた。 
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○アジア・アフリカ地域における継続的な研究教育拠点の構築 

中国、韓国、シンガポールなどを除けば、アジア・アフリカ地域、特にアフリカにおける社会の医療工学に

対する意識は低く、この分野で継続的な研究教育拠点を構築できる国は限られる。このため研究教育拠点とし

ての日本の役割は重要であるが、本事業は上述の国々と学術基盤を形成するために何が必要であるかを明らか

にした点で、拠点構築のための役割を果たしたといえる。以下に、継続的な研究教育拠点を構築するための問

題点について述べる。 

治安、衛生上の問題から、イスラエル及びナイジェリアは若手研究者を長期間派遣できる状態にはない。そ

のため、先方からの研究者の招聘によって日本の知的基盤及び実験技術を供与することになるため、受入中の

プログラムの内容を十分に考える必要がある。シンガポールとは多くの分野での交流が期待できるが、国立シ

ンガポール大学の力が強すぎて、他の大学との交流を拡大することが困難である。ナイジェリア側から設備

の購入と譲渡について強い要請を受けたが、本事業が資金援助を行うためのものではないため、このこ

とが不可能であることを説明するのが困難であった。また、招聘する研究者から個人的な都合による日

程や滞在地の変更の要求があり、これを拒否するのに困難を極めた。このため、本事業における目的と

予算の位置づけ、および誓約事項について明記した英文の規約が必要であると感じた。 

 

○ 成果の波及効果 

・ 本事業での経験及び形成した人脈を生かして、若手協力研究者の研究コミュニティーの拡大と新たな研究

課題の発生に基づく国際的研究協力体制が拡大し、若手研究者の国際的視野が拡大した。 

・ 中東地域の実情に適合した高機能生体材料、薬物徐放材料、診断システムなどの医療用デバイスを創出し、

中東地域の調和的発展と地域振興に資する必要があり、この地域での当該分野における主導権を確保する

ことによって、日本の医療産業の発展に貢献できることが明らかになった。 

・ シンガポールはその地理的位置から、アジア各国との交流が深く、影響が大きい。中国、韓国に先んじて

シンガポールにおける主導権を確保するする必要性が認識された。 

・ ナイジェリアの生体材料・生体工学研究は黎明期にあり、経済的だけでなく、宗教上の問題も、生体材料

をはじめとする医療技術の発展の足枷となっているのが現状であることが明らかになった。このような地

域で、当該分野を啓蒙し発展させるには、中心となる人材の養成が必須であり、本事業のナイジェリア社

会に対する貢献は大きいことがわかった。 
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４．研究交流活動の実施状況 

３カ年の交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」ごとに、交流人数・交流相手国・概略を記

入してください。 

○共同研究  

延べ交流人数：  13 人 延べ交流日数： 150 日 

  交流相手国：   イスラエル、シンガポール、タイ、ナイジェリア   

 【概要】 

平成１７年度は、研究者派遣及び研究者受入によって、実施準備を行った。各国から、コーディネーター研

究者を招聘し、相互の研究内容紹介並びに研究機関の事情などの説明を行った。招聘者は本研究所で小規模な

セミナーを行った。派遣の場合と同様、共同研究の推進に役立てることができ、当初の目的は達成された。 

また、国内協力機関である京都大学大学院の代表者と今年度並びに来年度の研究者交流、共同研究の進め方

について討論を行い、目的を達成した。 

平成１８年度は、イスラエル（１名）、シンガポール（１名）、ナイジェリア（１名）の研究者を２～４週間

本研究所に受け入れ、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して、差し支えのな

い範囲で情報を提供し、当該分野の基礎、実験技術、研究手法を供与した。また、滞在中にできる限りの討論

を行い、日本と各国との現状認識の乖離をなくすよう心がけた。今年度内に明らかな研究成果をあげるのは困

難と思われるので、継続的に共同研究が続くような方策を考え、共同研究の効率的推進を図った。また、シン

ガポールには博士課程学生１名を派遣し、共同研究を行った。タイに関しては、研究者交流と電子メール、電

話での意見調整、討論により共同研究を推進した。これにより、共同研究の効率的推進を図る準備が整い、当

初の目的は達成された。 

平成１９年度は、下記に記載のセミナー開催後に数日間、イスラエル、シンガポール、ナイジェリアの研究

者と、東京医科歯科大学生体材料工学研究所の関連する教員・学生を交え、共同研究に関する打合せを行った。

ここでは日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して、差し支えのない範囲で情報

を提供する一方、実験技術、研究手法に対する意見交換を行った。また、これまでの研究結果に対して討論を

行い、成果の取りまとめと来年度以降の共同研究の継続について打合せを行った。 

 

○セミナー  

延べ開催回数：  1 回、延べ交流人数：  12 人 

  交流相手国：   イスラエル、シンガポール、タイ、ナイジェリア   

【概要】 

平成１９度は本事業の最終年度にあたるため、１２月３日、東京ガーデンパレスにおいてシンポジウムを開

催し、アジア・アフリカ諸国における医薬品・生体材料・医療機器に関する研究の情勢についての講演および

討論を行った。講師としてイスラエルから Noam Eliaz 教授、シンガポールから Swee Hin Teoh 教授および

Chengkuo Lee 氏、タイ王国から Chalermkiat Songkram 氏、ナイジェリアから Joseph A. Lori 教授、また日

本側からは東京医科歯科大学の岸田晶夫教授および秋吉一成教授、日本側研究協力者として Jiang Chang 教

授、Hong Lin 教授、Young-Taek Hyun 教授および Kyo-Han Kim 教授が講演を行い、各国を交えた参加者によ

る活発な討論を行った。このシンポジウムには招聘講師を含む外国人１２名、国内から１３９名の合計１５１

名が参加し、普段では伺うことが難しいアジア・アフリカ各国における実情について、講演および討論を通じ

て理解を深めた。またこれらの地域が安心・安全な社会を実現するために必要な、高度医療達成のための高機

能医療用デバイスを実現するための基礎的科学と基盤技術研究に関して、日本の国際的な役割とその位置づけ

について議論した。 
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○研究者交流  

延べ交流人数：  25 人 延べ交流日数：  153 日 

  交流相手国：    イスラエル、シンガポール、タイ            

 【概要】 

研究者派遣 

平成１７年度は、日本からナイジェリアを除く参加各国に研究者を派遣し、各国参加機関の当該国で小規模

なセミナーを開催した（本事業で定義するセミナーには該当せず研究交流として扱った）。セミナーでは、日

本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して、差し支えのない範囲で情報を提供した。

また、相手国の研究の現状を理解するとともに、研究進行の隘路となっている事情を理解するように努め、こ

れを排除し共同研究が順調に進行するための方策を、相手国ごとに練ることを開始した。これにより、共同研

究の効率的推進を図る準備が整い、当初の目的は達成された。 

平成１８年度は、シンガポール、タイ、イスラエルに研究者を派遣し、各国における状況と包括的協力関係

の構築に努めた。この際、各国で小規模な講演会を開催し、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、

研究シーズに関して、差し支えのない範囲で情報を提供した。また、相手国の研究の現状を理解するとともに、

研究進行の隘路となっている事情を理解するように努め、これを排除し共同研究が順調に進行するための方策

を、相手国ごとに検討した。 

平成１９年度は、タイに研究者２名を派遣し、各国における状況と包括的協力関係の構築に努めた。この際、

現地で開催された国際学会に出席し、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して、

差し支えのない範囲で情報を提供した。また、相手国の研究の現状を理解するとともに、研究進行の隘路とな

っている事情を理解するように努め、これを排除し共同研究が順調に進行するための方策を検討した。 

研究者受入 

平成１８年度は、タイから研究者を招聘し、本研究所で講演会を開催し、タイの研究の現状を理解するとと

もに、研究進行の隘路となっている事情を理解するように努め、これを排除し共同研究が順調に進行するため

の方策を検討した。また、日本国内の研究者交流として、協力機関との研究者交流を行った。京都大学再生医

科学研究所、岩田博夫教授との交流を通じ、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに

関しての協議を行った。 

平成１９年度は、国内での研究者交流として、中国、韓国の日本側研究協力者をセミナーに招聘し、討論を

行った。またセミナー終了後、東京医科歯科大学生体材料工学研究所の関連する各分野において教員・学生を

交え、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して意見交換を行った。 
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５．事業の実施体制 

 本事業における、日本側拠点機関の実施体制、相手国拠点機関との協力体制、事務支援体制、事業終了後の活

動状況等について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

東京医科歯科大学生体材料工学研究所内に、本事業の運営委員会を教授７名によって組織して、月に１回以

上の運営会議を開催し、事業の実施、運営について方針決定を行った。また、各年度始めに、国内参加各機関

及び研究者でミーティングを行い、国外各機関への対応方針、事業計画の確認、事業実施に関する方針の確認

を行った。さらに、随時東京大学及び京都大学から研究者を招聘し、本研究所から各大学に研究者を派遣して、

運営について打ち合わせを行った。国外から招聘した研究者のうち、希望があれば各大学に派遣し、研究に対

する打ち合わせを行った。 

 

○相手国協力機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

イスラエル 

 生体活性表面処理を担当した。Tel Aviv University から大学院生を招聘し、電気化学的手法によるチタン上

のハイドロキシアパタイト皮膜形成過程に関する研究指導を行った。また、イスラエル側コーディネーターを

招聘し、また、延べ３名の研究者をイスラエルへ派遣し、研究結果とその解析についての意見交換を行った。

さらに、東京医科歯科大学において本事業のうち高機能生体材料、診断システムなどの医療用デバイスの創出

に関する両国の研究動向の情報を交換し、技術的課題や協力内容に関する討論を行った。今後における生体材

料研究を中心とした相互研究協力体制を構築することについて合意した。また、平成 19 年 12 月 3 日に開催

されたシンポジウムの終了後数日間、東京医科歯科大学生体材料工学研究所の関連する各分野において教員・

学生を交え、差し支えない範囲で情報を提供するとともに、アジア・アフリカ諸国における医薬品・生体材料・

医療機器に関する研究の実情について意見を交換し、それまでの研究結果に対する討論と、それらの成果の取

りまとめについて打合せを行った。また本事業の最終年度となる平成 19 年度以降も、共同研究を継続するこ

とを確認し、引き続き研究協力体制が維持されることとなった。 

シンガポール 

 再生医療を担当した。シンガポール側コーディネーターを招聘し、東京医科歯科大学において本事業のうち

高機能生体材料、診断システムなどの医療用デバイスの創出に関する両国の研究動向の情報を交換し、技術的

課題や協力内容に関する討論を行った。また、当研究所から延べ６名の教授を国立シンガポール大学に派遣し、

情報交換及び共同研究に関する議論を継続した。さらに、双方の部局長の合意の下に、広範な分野について相

互に研究協力体制を構築することとなった。東京医科歯科大学大学院博士課程大学院生をシンガポールに派遣

し、シンガポール側コーディネーターの指導の下、高分子スキャフォールドと金属材料との複合化に関する共

同研究を行った。また、平成 19 年 12 月 3 日に開催されたシンポジウムの終了後数日間、東京医科歯科大学

生体材料工学研究所の関連する各分野において教員・学生を交え、差し支えない範囲で情報を提供するととも

に、アジア・アフリカ諸国における医薬品・生体材料・医療機器に関する研究の実情について意見を交換し、

それまでの研究結果に対する討論と、それらの成果の取りまとめについて打合せを行った。また本事業の最終

年度となる平成 19 年度以降も、共同研究を継続することを確認し、引き続き研究協力体制が維持されること

となった。 

タイ王国 

 機能分子、創薬、バイオセンサを担当した。タイ王国側コーディネーター及び研究者を招聘し、東京医科歯

科大学において両国間の研究状況に関する情報交換を行い、今後の共同研究に関する討論を行った。また、本
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事業参加者ならびに関連研究者、大学院生等と当該分野のおける討論を通じた交流を行った。一方、当研究所

教授をプリンス・ソンクラ大学及びチュラロンコン大学に派遣し、情報交換及び次年度以降の共同研究に関す

る議論を継続した。また、事業終了後に東京医科歯科大学からも若手研究者を派遣し、現地での指導等を行う

計画についても協議した。また、平成 19 年 12 月 3 日に開催されたシンポジウムの終了後数日間、東京医科

歯科大学生体材料工学研究所の関連する各分野において教員・学生を交え、差し支えない範囲で情報を提供す

るとともに、アジア・アフリカ諸国における医薬品・生体材料・医療機器に関する研究の実情について意見を

交換し、それまでの研究結果に対する討論と、それらの成果の取りまとめについて打合せを行った。また本事

業の最終年度となる平成 19 年度以降も、共同研究を継続することを確認し、引き続き研究協力体制が維持さ

れることとなった。 

ナイジェリア連邦共和国 

 生体分子相互作用を担当した。ナイジェリア側コーディネーター及び研究者を招聘し、東京医科歯科大学に

おいて両国の研究状況に関する情報交換を行った。また、ナイジェリアの教育ならびに研究開発動向に関する

紹介、ならびにナイジェリアの医療事情や産業事情に関する情報の紹介があり、次年度の共同研究計画を立案

するのに有意義な情報となった。さらに、ナイジェリアから大学院生を招聘し、研究指導を行った。また、平

成 19 年 12 月 3 日に開催されたシンポジウムの終了後数日間、東京医科歯科大学生体材料工学研究所の関連

する各分野において教員・学生を交え、差し支えない範囲で情報を提供するとともに、アジア・アフリカ諸国

における医薬品・生体材料・医療機器に関する研究の実情について意見を交換し、それまでの研究結果に対す

る討論と、それらの成果の取りまとめについて打合せを行った。また本事業の最終年度となる平成 19 年度以

降も、共同研究を継続することを確認し、引き続き研究協力体制が維持されることとなった。 

 
○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

東京医科歯科大学総務部研究協力課及び経理部契約課、生体材料工学研究所庶務掛が事務を担当した。生体

材料工学研究所内には、本事業の運営委員会を教授７名によって組織して、月に１回以上の運営会議を開催し、

事業の実施、運営について方針決定を行った。拠点機関：国立大学法人東京医科歯科大学 

 

○事業終了後の拠点機関としての活動状況 

本事業は研究交流が主体となるため、本事業による経費支給期間の終了後も事業自体は継続している。他の

競争的資金の獲得を目指しているが、現在のところ得られていない。特に、各国中核及び研究協力機関との研

究連携、人的交流、ワークショップの継続的開催は、今後とも是非継続的に発展させたい。また、本事業での

経験及び形成した人脈を生かした若手協力研究者の留学・長期滞在による国際的研究活動への参加を促してい

る。 
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６．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

Ⅰ．学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

① 

著者名 Komatsu T, Hirano T, Songkram C, Kawachi E and Kagechika H.  

題 名 
Novel Thyroid Hormone Receptor Antagonists With An 

N-Alkylated Diphenylamine Skeleton. 
掲載誌名 Bioorg Med Chem 

発行所 ScienceDirect Journals 巻号 15 頁 3115～3126 発行年 2007 年 査読 ○有 ・無 

２ 

著者名 Chong MSK, Lee CN and Teoh SH. 

題 名 
Characterization of smooth muscle cells on 

poly(epsilon-caprolactone) films. 
掲載誌名 MAT SCI ENG C-BIO S 

発行所 ScienceDirect Journals 巻号 27 頁 309～312 発行年 2007 年 査読 ○有 ・無 

３ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

４ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

５ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

６ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

７ 
著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

８ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

９ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

１
０ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

１
１ 

著者名  

題 名  掲載誌名  
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発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 

 

Ⅱ．国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

２ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

３ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

４ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

 

Ⅲ．国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・Ⅱと同様に記載すること 

１ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

２ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

３ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

４ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

 


