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評価資料の要約 
本プロジェクトの日本側拠点校となっている東京医科歯科大学歯学部は、アジア諸国の歯科医師養成

のための指導者や研究者を育成することを国際交流の基本方針としており、これまでにアジア諸国の主

要な大学と学術交流協定を締結し、これを基盤とした学術交流に組織的に取り組んできた。1996 年に本

プロジェクトが開始されるまでに、すでにいくつかの学術交流活動が行われていた。東京医科歯科大学

歯学部教官による若手教官研修プログラムの実施（1992年～1994年、於チュラロンコン大学歯学部）、シ

ンポジウム「東京医科歯科大学歯学部における歯科生体材料の最近の進歩」（1993 年、於チュラロンコン

大学歯学部）の開催、文部省科学研究費国際学術研究「重度顎顔面欠損症の研究」（1993 年～1995

年）などはその例である。以上のような実績を踏まえて 1996 年に開始されたのが本プロジェクトである。日

本とタイの歯学領域における若手教官を中心とする教育研究の交流をさらに組織的に進めていくために、

日本側拠点大学を東京医科歯科大学とし、相手国拠点大学をチュラロンコン大学歯学部とすることはた

いへん効果的であり、日本の歯学の教育研究を広く東南アジア全域に伝播させる可能性を最大限にして

いる点で、大きな意義があった。 

 

【研究テーマ】 

本プロジェクトは全期間を通じて次の 3つの共同研究テーマが設定された。 

共同研究テーマ１：歯科生体材料の改良・開発研究 

共同研究テーマ２：重度顎顔面欠損症の研究 

共同研究テーマ３：口腔疾患と硬組織の生理・病態に関する研究 

以上のテーマは、タイの経済発展に伴って増加すると考えられる口腔疾患に対する歯科診療技術の向

上の必要性と日本の歯科医学、歯科医療の経験や技術を最も活かせるという双方の観点から決定された。

特に熱帯地方の高温多湿に適用できる歯科生体材料の開発・改良に関する研究では、日本の歯科生体

材料の開発研究の経験を数々の研究プロジェクトやセミナーを通してタイ側の若手教官と共有することを

目指した。重度顎顔面欠損症はタイにおいても出現頻度は高く、関心のあるテーマであった。テーマ３は

基礎歯学と臨床歯学の双方からの包括的アプローチにより、日本の歯学の研究成果・技法をタイの若手

教官と幅広く共有することを目標に選択された。 

 

過去 10 年間（平成８年～17 年）の３つの共同研究のテーマの実績は以下の用に要約される。 

テーマ１：歯科生体材料の改良・開発研究 

 共同研究(1)「歯科生体材料の基礎と臨床応用」では歯科金属材料における共同研究の幅広い展開が

図られた。共同研究(3)「歯質接着材料の基礎と臨床応用」では、セミナーの開催と連動して歯科材料の

中で最も広範に用いられている歯科有機材料における共同研究の展開が図られた。共同研究テーマの

中でも、特に歯科生体材料学については、この 10 年間で格段に充実した領域であると評価できる。タイ

側にとっては歯学の臨床・研究に対する意識の向上や修士課程コース、博士課程コースならびに研究施

設を設置するきっかけとなり、日本側にとってはアジアの歯学界における学問上の信頼を改めて獲得した

ことなど、両国において大きな成果を得ることができたといえる。このような成果を踏まえて、歯科生体材

料学分野での活発な研究(8)「チタン合金の部分床義歯への応用とその生物力学的解析」と共同研究(9)

「最小限の切削による歯冠色修復法を確立するための生物・工学的アプローチ」が行われ、歯科生体材
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料学分野での幅広く多大な成果を得ることができた。 

 

テーマ２：重度顎顔面欠損症の研究 

共同研究(2)「顎顔面発生とその異常における頭部神経堤細胞の役割」を遂行することにより、タイにお

ける基礎歯学の定着が図られた。この研究に対応して、チュラロンコン大学歯学部に口腔生物学研究セ

ンターが平成８年に設置されている。共同研究(7)「口腔組織の再生機構に関する研究」は、口腔組織再

生の基礎研究として位置づけられ、これに連動して開催されたセミナー「Regeneration of Oral Tissues」

（平成 14 年度、於バンコク）には 200 名以上の聴衆が参加して、タイにおいても最先端歯学領域であるこ

の分野に対する関心が極めて高いことがうかがわれ、活発な討論が行われた。さらに共同研究(10)「顎顔

面欠損患者の機能回復」や共同研究(13)「口腔組織工学の臨床応用」を通して、タイにおける重度顎顔

面欠損症の研究にさらなる進展がみられた。 

 

テーマ３：口腔疾患と硬組織の生理・病態に関する研究 

 共同研究(4)「歯周疾患の生化学的・免疫学的診断、治療」ならびに共同研究(5)「歯内療法における新

治療システムの構築」を行い、シンポジウムの開催とも連動してきわめて活発な交流が行われた。共同研

究(6)「高血圧患者に対する精神鎮静法を応用した口腔外科手術時の全身管理」では、高齢者人口が急

速に増加しているタイにおいても、高齢者の歯科治療は極めて重要になりつつあると確認された。平成

15 年度からは新たに共同研究(11)「口腔疾患の予防とヘルスプロモーションに関するコミュニティベース

の研究」と共同研究(12)「小児口腔への口腔疾患病原菌の定着とその予防に関する研究」が開始され、タ

イにおいて非常に重要な小児う蝕の予防という側面を重視した研究交流が進められた。 

 

 以上に述べてきたような共同研究の研究成果に加えて、さまざまな専門分野の研究者交流も活発に行

われてきた。また、最近になってタイから東京医科歯科大学への留学生が急激に増加している（平成 4年

2 名、平成 8 年 10 名、平成 17 年 22 名）のは、拠点大学交流の果たす役割が極めて大きいことを示して

おり、若手研究者の育成という歯学領域における拠点大学交流の当初の目的に照らしても十分に評価で

きるものと考えられる。今後も引き続き若手研究者育成に継続的に取り組んでいけば、日本とタイ国双方

にとって大きなメリットのある、真の共同研究が可能になるものと思われる。
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Summary of the Project 
 

Outline of the 10-year Project 

 

The core university on the Japanese side of this Project, Tokyo Medical and Dental University 

(TMDU), Faculty of Dentistry, has focused on nurturing leaders in dental education and research 

in Asia according to its basic policy in international exchange with Asian countries. Prior to the 

initiation of this Project in 1996, TMDU had engaged in academic exchange with major dental 

schools in Asia based on the academic collaboration agreements. Some of the examples of such 

academic exchange were training programs for Thai young faculty by TMDU faculty at 

Chulalongkorn University, Faculty of Dentistry (FY1992-FY1994), a symposium entitled “Recent 

development of dental biomaterials at TMDU, Faculty of Dentistry” (FY1993, in Chulalongkorn 

University), and a research project “Study of Severe Maxillofacial Defects” with an international 

academic research grant by the Japanese education ministry (MEXT) (FY1993-FY1995). To 

maximize the results gained by the above activities, this core university project was launched in 

1996.  Academic exchange between Japanese and Thai dental faculty, particularly young faculty, 

turned out to be quite active, and as a result dissemination of the achievements of Japanese dental 

education and research to Southeast Asia took place in the most effective way as was expected.  

 

This Project had the following three themes in joint research. 

Joint Research Theme 1: Research and Development, and Clinical Study of Dental Biomaterials 

Joint Research Theme 2: Research on Severe Maxillofacial Defects 

Joint Research Theme 3: Research on Physiological and Pathological State of Oral Diseases and 

Hard Tissues 

 

The above themes were chosen from the standpoints of both sides.  In Thailand, there were 

growing needs for    technical improvement in dental care to better address the increase of oral 

diseases in response to its economic growth, while Japanese dentistry had expertise and 

experience required for such improvement.  Severe maxillofacial defects were also a concern in 

Thailand, and TMDU was well known for research in this area.  The third theme was adopted to 

cover clinical and basic dental sciences, enabling young faculty of various specialties to share ideas 

and experiences. 

 

The three joint research projects during the past 10 years (FY1996-FY2005) were summarized as 

follows: 

 

Joint Research Theme 1: Research and Development, and Clinical Study of Dental Biomaterials 

Joint Research No.1 “Fundamental and Clinical Aspects of Biomaterials in Dentistry” (Chief 
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Researchers; Prof. Hitoshi Hamanaka/Assist. Prof. Kanok Sorathesn, FY1996-FY1998) covered a 

wide area of metallic materials used for dental treatment, while Joint Research No.3 

“Fundamental Study and Clinical Application of Adhesive Dentistry” (Chief Researchers; Prof. 

Junji Tagami/Assist. Prof. Wasana Patanaperadej, FY1998-FY2000) focused on various organic 

materials used in dental treatment.  The joint research in the area of dental biomaterials was 

especially very active, leading to a considerable achievement during the those ten years.  The 

Thai side appreciated an increased interest not only in clinical dental science but also in basic 

dental science, initiating master’s and Ph.D. courses, and the establishment of their own research 

institution.  The Japanese side could reaffirm the significance of the role of Japanese researchers 

in the development of clinical and basic dental sciences in Asia.  Based on these results, Joint 

Research No.8 “Application of Titanium Alloy to Removable Partial Dentures and Biomechanical 

Analysis of its Properties” (Chief Researchers; Prof. Takashi Ohyama/Assist. Prof. Supaboon 

Purnaveja, FY2001-FY2003) and Joint Research No.9 “Biological and Mechanical Approach to 

Establish Minimal Invasive Tooth Color Restorations (Chief Researchers; Prof. Junji Tagami/Assoc. 

Prof. Vasana Patanapiradej, FY2002-FY2004) were performed with even greater results.   

 

Joint Research Theme 2: Research on Severe Maxillofacial Defects 

Joint Research No.2 “Roles of Cranial Neural Crest Cells in Craniofacial Development and 

Anomalies” (Chief Researchers; Prof. Takayuki Kuroda/Assist. Prof. Visaka Limwongse, 

FY1996-FY1999) was conducted to lay the foundation for basic research in oral and maxillofacial 

regions in Thailand. To better serve the purpose of this joint research, Oral Biology Research 

Center was established in Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University in 1996.  Joint 

Research No.7 “The Study of Oral Tissue Regeneration” (Chief Researchers; Prof. Yoshiro 

Takano/Lecturer Suconta Chareonvit, FY2000-FY2002) was conducted to build the base for future 

collaborative research on tissue regeneration. A seminar entitled “Regeneration of Oral Tissues” 

(FY2002, in Bangkok) attracted more than 200 participants, which seemed to reflect a growing 

interest in this frontier in Thailand.  Joint Research No.10 “Study on Rehabilitation of Severe 

Maxillofacial Deformities” (Chief Researchers; Prof. Hisashi Taniguchi/Lecturer Atiphan 

Pimkhaokham, FY2002-FY2004) and Joint Research No 13 “Clinical Application of Oral Tissue 

Engineering” (Chief Researchers; Prof. Shohei Kasugai/Assist. Prof. Somporn Swasdison, 

FY2003-FY2005) raised further the level of research on severe maxillofacial deformities in Japan 

and Thailand.   

 

Joint Research Theme 3: Research on Physiological and Pathological State of Oral Diseases and 

Hard Tissues 

Joint Research No.4 “Biochemical/Immunological Aspects and Treatment of Periodontal Disease” 

(Chief Researchers; Prof. Isao Ishikawa/Assoc. Prof. Nualchavee Hongprasong, FY1999-FY2001) 

and Joint Research No.5 “Establishment of New Endodontic Treatment System” (Chief 

Researchers; Prof. Hideaki Suda/Assoc. Prof. Surasith Kiatpongsan, FY1999-FY2001) were 
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implemented concurrently with a symposium on each research topic. Joint Research No.6 “Clinical 

Management of Hypertensive Patient in Oral and Maxillofacial Surgery, Sedative Aspect” (Chief 

Researchers; Prof. Masahiro Umino/Assist. Prof. Kobsuke Sombatpium, FY2000-FY2003) was 

started to respond to the growing interest in dental care for the aged in Thailand where the 

population is also aging quite rapidly. Joint Research No.11 “Community-based Study of Oral 

Disease Prevention and Health Promotion” (Chief Researchers; Prof. Yoko Kawaguchi/Assoc. Prof. 

Verasakdi Luangjarmekorn, FY2003-FY2005) and Joint Research No.12 “Study on the Infection of 

Stomatological Pathogens to Child’s Oral Cavity” (Chief Researchers; Prof. Yuzo 

Takagi/Prof.Sommai Chobisara, FY2003-FY2005) were implemented with an emphasis on oral 

disease prevention for children, which constituted one of the growing interests in Thailand.  

 

In addition to joint research projects, scientists in various specialties engaged in different types of 

exchange. In recent years, the number of Thai students studying in postgraduate courses of 

TMDU has rapidly increased (2 in FY1992, 10 in FY1996, 22 in FY2005).  This trend was 

regarded as a positive sign leading to an even richer collaboration between young researchers of 

both countries in the future. 
 


