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Ⅰ．第 97 回 IADR バンクーバー大会随想
JADR 会長

今里

聡

（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室）

第 97 回の IADR 大会が，本年 6 月にカナダ・バンクーバー

Prof Paula Moynihan に会長のバトンが渡されることが紹介さ

で 開 催 さ れ ま し た。 い く つ か の イ ベ ン ト を 取 り 上 げ つ つ，

れ， 恒 例 の 新 会 長 に よ る ス ピ ー チ が 行 わ れ ま し た。Prof

JADR の立ち位置や役割についての随感を綴ってみたいと思い

Moynihan は nutrition の専門家で，先日，古巣の英国 Newcastle

ます。

大学からオーストラリアの Adelaide 大学に移られたばかりで
す。

1．Asia/Pacific Region の中での JADR

Prof Moynihan は，本年 5 月に，大津市で開催された第 68 回
日本口腔衛生学会・総会に招待されて来日し，その際に，日

IADR-APR（Asia/Pacific Region）の Board meeting が大会前

本口腔衛生学会と JADR の共催イベントとしての特別講演を

日の 6 月 18 日（火）に開かれ，11 月の Brisbane における第 4

次期 IADR 会長の肩書で行っていただきました。IADR 現会長

回 APR 大会の開催に向けて着々と準備が進められていること

として Brisbane での第 4 回 APR 大会にも参加されますので，

が報告されたほか，APR の次期 President に Hong Kong 大の

JADR としてはさらに交流を深めたいところです。

Prof. Jin が着任することが決まりました。
APR は，North American Region を抜いて，会員数としては
IADR の中で最大の region となっており，今後の活発な活動が
期待されています。確かに division としての会員数は中国が急
増していますが，運営体制や団結力等，多くの点で JADR へ
の周囲からの信頼が厚いことを折に触れ感じます。APR の活
動においても，JADR は，真摯かつ前向きに歩を進めるべきだ
と実感しました。

日本口腔衛生学会で講演する Prof Moynihan（現 IADR 会長）

3．活気あふれる Japan Night
6 月 20 日（木）の夕刻には，総勢 400 名近い参加者のもとで，
恒例の Japan Night が盛大に開催されました。今回は，コンベ
APR Board meeting の参加者集合写真

ンションセンターのホールが会場でしたが，海の見える素晴
らしいロケーションで，日本からと海外の多数の参加者がリ
ラックスした雰囲気の中で和やかに交流しました。

2．IADR 会長は Prof Moynihan に

IADR 大会では木曜に多くの reception が設定されるため，
当日は複数のパーティを掛け持ちで回るという参加者もおら

6 月 18 日（火）に開催された IADR Council meeting および，
19 日（水）の Opening ceremony で，Prof Rena D'Souza から

れましたが，あっという間に時間が経つ Japan Night の盛況ぶ
りを見ると，JADR が変わらず big division であることを再認
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識します。Japan Night 開催をご支援いただいている GC 社には，

4．ぜひ日本のプレゼンスの再興を！

この場を借りて改めて御礼申し上げます。
今回のバンクーバー大会には，開催地が魅力的であること
もあり，多数の日本人が参加し，JADR 会員が活発に研究発表
し て い る 姿 も 見 る こ と が で き ま し た。 た だ， 残 念 な が ら，
IADR 全体の中での日本のプレゼンスがやや低空飛行気味であ
る感は拭えません。東京医科歯科大の水口俊介教授が Geriatric
Oral Research 部門での Distinguished Scientist Award を受賞され，
Opening ceremony でプラークを受け取られる瞬間を誇らしい
気分で拝見したものの，それ以外の表彰に関しては，この華
やかな舞台で日本人の名前が連ねられることがなく，少し歯
がゆい思いをしたのも正直なところです。
日本人の研究発表を聞いていても，science のレベルは相変
Japan Night で DʼSouza 会長，Fox 事務局長，中尾 GC 社長とともに

わらず非常に高いと思えましたし，大学院生を始めとする日
本の若手研究者が，各 Scientific group で独自に設定している
賞をいくつか取られたことからも，
「JADR のポテンシャルは
こんなもんじゃない！」とバンクーバーの道端で声を大にし
て言いたくなりました。これからの日本の歯学研究を担う若
手や中堅には，ぜひ，IADR という大きな舞台でさらに羽ばた
いて欲しいと思います。

Ⅱ．第97回IADR学術大会
（2019年度IADR, Vancouver, BC, Canada報告）
1 ．第 97 回 IADR 総会・学術大会（Novel Implant
Materials）に参加して

私 は 6 月 21 日 の Novel Implant Materials, Strategies and
Technologies to Improve Osseointegrationのセッションに
て” HAp/Col-EPD-coating improve adhesive strength and provide

岩波（門脇） 佳緒里
（東京医科歯科大大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野）

good cell proliferation”という演題でポスター発表しました。我々
の分野は，ハイドロキシアパタイトナノコラーゲン複合体
（HAp/Col）を，浸漬法を用いて Ti にコーティングを行うことで，

2019 年 6 月 19 日から 22 日の 4 日間にわたり，カナダ・バ

通常の約 3 倍短い期間でオッセオインテグレーションを得る

ンクーバーのコンベンションセンターにて開催された 97th

ことができると過去に報告しました。本研究は新たに電気泳

IADR General Session & Exhibition に参加をしましたのでご報

動体積法（EPD）を用い，さらに脱バインダー処理を不要と

告させていただきます。

するため無機材料バインダーによる改良を施すことで，弱い

本学会は世界各国から歯科医療に関する最新・最先端の研

接着強度・困難なコーティングの厚みコントロール・複雑な

究が発表されており，会場のいたるところで活発なディスカ

基盤への応用が難しいといった課題を克服することに成功し

ッションがされ，非常に熱気に包まれておりました。会場は

たこと，ならびにその細胞適合性評価を行った結果を報告さ

バンクーバーの中心地にありながらもバンクーバー港に面し

せていただきました。本研究結果は，より安全性・有効性の

た風光明媚な立地にあり，町中で先生方が食事中も研究に関

高い矯正用アンカレッジデバイスの開発の一助となることを

することを熱く語っている姿を度々目にし，バンクーバー全

期待しております。

体が IADR 一色となっておりました。今回 IADR に初めて参

質疑応答においては，コーティングの条件設定，無機材料

加させて頂いたのですが，大変印象的だったのが，多くの若

バインダーに着目した理由，接着強度の評価方法，将来的に

い先生方が発表するとともに，臆することなく積極的に議論

臨床応用を行う上での問題点や，どのような応用可能性があ

に参加していることでした。同年代の彼らが積極的に発言す

るか等，多くの質問やご意見をいただきました。75 分という

る姿は，非常に刺激となりました。

短い時間ではありましたが，大変貴重な経験ができたと同時

2019-2
に，海外の多くの先生方とより深いセッションを行うため，

3

午後の distinguished lecture のテーマは，ワクチンでした。ジ

さらに多くの知識を身につける必要性と，より一層語学力を

カウイルスと HIV に対するワクチンは開発中です。現在，コ

磨かねばならないと強く意識させられました。

ンゴ共和国で流行しているエボラ出血熱は，治験レベルだっ

最先端の研究や試みを知り，様々な質問を見聞きし，各国・

たワクチンを緊急使用して，ある程度の効果を上げています。

多分野の先生方の知識や視点と触れ過ごした 4 日間は大変刺

合成 DNA ワクチンができればコストが抑えられますが，実用

激的な日々でした。この経験を糧として，今後も研鑽を重ね

には至っていません。悪性新生物（がん）に死亡原因 1 位の

てまいりたいと考えております。

座を明け渡しても，感染症で亡くなる人は数多くいます。病

最後になりましたが，このような貴重な機会を与えてくだ

原微生物は，多い順から細菌，真菌，蠕虫，ウイルス，原虫で，

さった東京医科歯科大学顎顔面矯正学分野 森山啓司教授，物

抗菌薬といえば細菌に有効な薬を指します。アゾール系など

質・材料研究機構バイオセラミックスグループ 菊池正紀先生，

の抗真菌薬に対してまで，薬剤耐性菌は出現して問題になっ

ならびにご協力いただきました諸先生方に，この場を借りて

ています。その後のポスターディスカッションは，最終日の

心より感謝申し上げます。

土曜夕方にもかかわらず大勢の人が集まり，賑やかななか，
会は終わりました。
最後になりますが，このような機会を与えてくださった清

2 ．第 97 回 IADR 総会・学術大会に参加して

浦有祐教授をはじめとする奥羽大学の先生方，関係者の皆様
に心より御礼を申し上げます。

玉井

利代子

（奥羽大学歯学部口腔病態解析制御学講座）
第 97 回 IADR は 2019 年 6 月 19 日（水）− 22 日（土），カ
ナダのバンクーバーで開催されましたが，土曜日発表だった

3 ．Having a Valuable Moment in Vancouver,
Canada - The 97th General Session and
Exhibition of the IADR

筆者は，会の後半から参加しました。金曜日のポスターセッ
ションでは，AADR Hatton Award の発表がありました。ジュ
ニア，シニア，ポスドク各コース 9 名のなかで，1 位と 2 位が

Oral Ecology and Biochemistry, Graduate School of Dentistry,

選出済みでした。シニア部門において，ビスフォスフォネー

Tohoku University, Sendai, Japan

トを用いた研究が 1 位と 2 位を占めたのが印象的でした。そ
のうちの一つは，宇宙飛行による骨粗鬆症に対する NELL-1

The 97th General Session of the IADR (International Association

骨形成療法の効果を骨吸収抑制薬であるビスフォスフォネー

for Dental Research) is one of the biggest dental conferences around

ト が 高 め る と い う 内 容 で し た。 ポ ス ド ク 部 門 で は， 口 腔

the world especially in dental basic research. This conference was

dysbiosis（ディスバイオシス，常在細菌叢の異常）が深在性カ

introduced to me by Prof. Nobuhiro Takahashi as the leader of Oral

ンジダ症を増悪させることを仮定した研究が興味深かったで

Ecology and Biochemistry Department and Dr. Jumpei Washio as my

す。 口 腔 粘 膜 の 細 胞 間 接 着 分 子 E-cadherin を 分 解 す る

daily academic tutor in laboratory. They recommended me to apply

Enterococcus faecalis を除去すると，Candida albicans の侵入が

School of Dentistry Researcher Development Program provided by

減少するとのことでした。

Graduate School of Dentistry, Tohoku University for getting travel

土曜日の午前に参加したのはバイオフィルムのシンポジウ

award which can cover travel expenses of conference. Fortunately, I

ムで，カロリンスカ研究所の先生が，バイオフィルムの概要

passed the selection to get the travel award then joined and became a

を話し，その後 3 名の研究者がご自分の研究内容についてレ

part of IADR General Session 2019 in Vancouver, Canada for 4 days

クチャーしました。よく出てきた単語は，メソスケール（中

from June 19-22.

規模）そして eDNA（細胞外 DNA）でした。例えばオートイ

In this conference, there were a lot of activities such as

ンデューサー（AI-2）などバイオフィルム内部での細菌同士

symposium, oral presentation, poster presentation, exhibition session

の相互作用については解析が盛んですが，100 μm スケールの

even some meeting activities, and at this opportunity I got a chance

中規模となると，2001 年に発表された論文に掲載された図が，

to present my research result as a poster. My experience joining this

2010 年で再登場して，教科書でも用いられるほどあまり変わ

IADR 2019 was started by attending one of the symposiums which is

っておりません。しかし，昨今の撮影機材の急激な進歩によ

delivered by Prof. Emeritus John Featherstone and the team. This

って研究が進められるとのことでした。また，ヒト腸管の正

symposium was quite interesting and talking about caries

常細菌叢に常在するグラム陽性の腸球菌である Enterococcus

management by risk assessment. At one part of his lecture, he

faecalis が，予後の悪い根管から高頻度で検出される話が香港

mentioned that the main factor of occurrence the oral disease was

大学の先生からありました。

oral microbiomes shifting towards disease, where this theme is in

4
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accordance with my research theme. Not only talked about oral

speakers, all attendances who contribute to organizing this event very

microbiomes but also explained how to do early detection of oral

well. Last but not least, I would like to say thank you to Prof.

disease and minimal intervention as a treatment in dentistry

Nobuhiro Takahashi, Dr. Jumpei Washio, Tohoku University and all

especially in children. For sure, this kind of lecture is quite

colleagues who always support and provide me to join this

interesting to discuss and can increase the knowledge of researcher

conference and to the JADR which is giving me an opportunity to

or clinician.

write my experience in its newsletter. This valuable experience

After joining the symposium, I continued this conference by

becomes unforgettable moments for me and I canʼt wait to attend the

attending some oral presentation thatʼs linear and similar with my

next conference to meet all of you, scientists who are “seeking the

research interesting in caries preventing field. In the next evening, all

truth through science and research”.

participant of IADR 2019 were invited to join the opening ceremony.
There were a lot of activities such as video celebrating 100 years of
Journal of Dental Research (JDR), opening speech by IADR

4 ．第 97 回 IADR Vancouver 大会に参加して

president, introduction of invited special guests, honorary
membership, announcement of award competition winners, etc.
On the next day, the exhibition hall and poster presentation were
opened. You could access any kind of information from some

福武

元良

（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）

universities and information regarding recent technology in dentistry
for researcher and clinician. Next was time for me to present my

2019 年 7 月 19 日から 22 日にカナダのバンクーバーで開催

poster. My poster was talking about environmental nitrate/nitrite

されました第 97 回 IADR Vancouver 大会に参加しましたので，

enhanced the growth and nitrite production of oral Veillonella, where

報告させていただきます。

the nitrite production furthermore would be used to prevent the oral

バンクーバーはカナダ国内第 8 位の人口規模であり，民族

disease, especially caries. Many guests, participants and some

や言語が多様で，世界で住みやすい都市ランキングで常に上

experts came to ask, discussed, and even gave some advice to my

位に入っている都市です。都市部でありながら，大自然に囲

research projects. Not a few of participants in this poster session

まれた自然環境に優れた都市となっています。学会期間中は

tried to build networking and relationship to each other which is

日本よりも少し肌寒くはありましたが，非常に過ごしやすい

good for advancement of science.

気候でした。ただ日照時間が約 16 時間であり，1 日が非常に

Other than that, in this conference, I was so lucky because got a

長く感じました。ワーキング・ホリデーの協定国であるためか，

chance to join some reception party which is provided by JADR

カフェやレストランで働いている日本人もたくさんおり，前

(Japan Association for Dental Research), and provided by JDR

回のロンドン，前々回のサンフランシスコと比較して，日本

where they built networking between their members including

人を見る機会が多かったように感じます。今回の学会では日

inviting the participants to join, then made their relationship much

本 人 の 参 加 者 も 多 く， 学 会 2 日 目 に 行 わ れ た Japan Night

stronger. I think this IADR conference give space for scientist,

Reception は会場がいっぱいになるほどの大盛況でした。

clinician, experts who have similar interesting in some field to
expand their networking which is truly good.
Finally, I would like to appreciate the IADR, the committee, all

私は 2 日目のポスターセッション Nutrition Research – From
Oral Health to General Health で発表させていただき，このセッ
ションでは 15 題の演題がありました。日本人の発表者はいま
せんでしたが，各国から様々な内容で発表されていました。
このセッションでは小児の糖分の摂取や，カリエスと栄養状
態との関連を調べた研究など，小児を対象とした研究が多い
中，私は「Influence of occlusal force on decline in BMI among
elders」という演題で，咬合力が低い高齢者は BMI が低下しや
すいとの内容を発表させていただきました。発表時間の中で，
何名かの方が質問に来られましたが，英語が聞き取れてもな
かなかうまく英語で答えることが出来ませんでした。世界の
共通語である英語の重要性を再認識し，もし次回海外学会の
参加の機会を与えていただけるならば，より詳しくディスカ
ッションできるように英会話の能力を高めていかなくてはい
け な い と 感 じ ま し た。 本 学 会 の 中 で の 一 番 の 思 い 出 は，

（left）and Dr. Jumpei Washio（right）at The Poster Session of IADR 2019

postdoctoral IADR Group/Network Award-IADR Nutrition Research
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Group Award を 受 賞 し，Nutrition Research Group business

らの意見をもらえたことで，自分の研究内容を改良するため

meeting にて表彰されたことでした。発表では後悔が残る結果

の良い機会となったと思います。

となりましたが，発表内容が評価されたことで，自分が行っ

我々歯科医師は，国民のニーズを理解し，かつ高度で安全

ている研究に自信が持てましたし，今後より良い内容の研究

な医療を提供するため，絶えず情報をアップデートすること

を行っていこうというモチベーションにも繋がりました。ま

が不可欠です。今回の学会参加を通じ，個々がクリニシャン

た Geriatric の分野でも，新しい視点からの研究もあり，大変

として，また研究者としてリサーチマインドを持ち続け，こ

勉強になりました。本学会での経験や得た知識を，今後の研

のような場で意見を交わし合うことの重要性を改めて実感さ

究に活かしていきたいと思います。

せられました。

最後になりましたが，このような機会を与えてくださった

今回の学びをもとに，今後も世間に向けコンスタントに研

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補

究成果を発信し続けられるよう，真摯に研鑽を積みたいと思

綴学・高齢者歯科学分野の池邉一典教授をはじめとする，本

います。最後になりましたが，このような機会を与えてくだ

研究に対してご指導頂きました共同研究者の先生方に心より

さった昭和大学歯科補綴学講座の馬場一美教授，本研究に対

御礼申し上げます。

していつもご指導頂いている共同研究者の先生方に心より御
礼申し上げます。

5 ．第 97 回 IADR Vancouver 大会に参加して
健人

2019 年 6 月 19 日から 22 日にかけ，カナダのバンクーバー
にて開催された第 96 回 IADR Vancouver 大会に参加しました
のでご報告させて頂きます。

++++++++++++++++++++++++++

中井

（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

Ⅲ．IADR Perio Research Group Vice
President に就任して
高柴

正悟

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野）

今回の会場となったバンクーバー・コンベンションセンタ

去る 2019 年 6 月 19-22 日に開催された 97th IADR General

ーは，2010 年冬季オリンピック時に報道の拠点である「メデ

Session & Exhibition（Vancouver 大会）をもって，2019-2020 の

ィアセンター」として利用されたことで知られ，また会場の

IADR Periodontal Research Group（PRG）の Vice President に就

すぐ傍には同オリンピックで使用された聖火台が展示されて

任いたしました。PRG の運営に関わっていた海外の研究者か

おり，間近で見ることができます。さらに会場周囲には 1986

らの推薦を受けて当該役職の候補者として立候補し，昨年 12

年のカナダ万博時にカナダ館として使用され，現在はクルー

月中旬に IADR 事務局から選挙結果を知らされました。これは，

ズ船のターミナルでもあるカナダ・プレイスや，水上飛行機・

今 後 4 年 間 の 各 年 度 毎 に Vice President，President Elect，

ハーバーエアーの発着場も隣接しており，目の前に広がる海

President，そして Immediate Past President として，PRG の運営

と融合した壮大な光景は圧巻でした。また現地入りして特徴

に携わる役目を担っていくことを意味します。

的だと感じたことは，日没時間が非常に遅いことです。現地
時間の午後 8 時を過ぎてもなお青空が広がる様は，異国の地
にきたということを実感させてくれました。

IADR は 1920 年に創設され，来年に 100 周年を迎えます。
その中で最初に Scientific Research Group として設置されたの
は Dental Material Group（1939 年）で，その後の Craniofacial

私は「Patch-clamp recordings of neurons induced from sleep

Biology Group（1965 年）に続いて 3 番目に PRG（1969 年）が

bruxism patient-specific iPSCs」というタイトルでポスター発表

設置されました。現在 24 グループある中では，今年に 80 周

させて頂きました。会場は 1 フロアー全てを使用するほどの

年を迎えた古いグループとなります。その歴代 President が

規模で，3 日間にわたって計 6 セクションに分けて行われまし

1988 年度分から website に掲載されていますが，この約 20 年

た。いずれのセッションも会場は人と熱気で溢れ，白熱した

間では岡田宏先生と村上伸也先生（共に大阪大学）のお名前

ディスカッションが絶えず行われていました。セッションで

を見つけることができます。IADR 会員約 11,400 名の内，PRG

は多数の参加者から，発表内容に関する質問や意見を頂くこ

会員は 1,100 〜 1,300 名と約 10％強を占めています（ちなみに

とができました。中には自身の専門分野とは関係ないものの，

JADR 会員は約 1,250 名）。この歴史ある大きなグループの運

abstract を読み研究プロダクトに興味を抱いたとのことで質問

営に参加できることは，楽しみであり，誇りであり，そして

にきていただいた方もおり，大変嬉しく感じました。またそ

責任を感じます。

れだけでなく，同様の研究手法を専門とし，現在海外でご活

次 の 4 年 間 で，IADR は 米 国（98th Washington DC，100th

躍中の日本人の先生からもお声掛けをいただき，発表を通じ

Atlanta）で 2 回，中国（99th Chengdu：成都），そしてコロン

て新たな繋がりができたことは感動的でした。様々な視点か

ビア（101st Bogodá）で開催されます。これらの期間での会員・
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参加者の増加と，IADR の次世紀に繋がる PRG のあり方を示

た。非常に悔しい思いはしたものの，大きく成長できた期間

す必要があります。国連が提唱している「持続可能な開発目

であったとも思っています。

標（SDGs）」の中で歯学が果たす役割を考えて，「患者および

Competition 終了後，受賞者の研究内容をポスターで見るこ

住民レベルでの歯周の健康を増進させるために歯周病研究を

とができました。1 位はなんとマウスを宇宙に連れて行くこと

推進して知識を高める」という PRG の目標を再設定すること

によって作製した骨粗鬆症モデルの研究。アメリカならでは

が必要と考えています。Asia Pacific 域では，国々が開発途上

のスケールの大きさ，そして発想力の豊かさを目の当たりに

の社会から成熟して高齢化が進む社会までバラエティに富み，

しました。2 位はアメリカ留学中の日本人でした。話をすると

IADR 会員が約 3,800 名と IADR 内で最大の会員数である地域

この方もスゴイ。Nature に論文を出すために現在，研究に励

です。現在の IADR の活動が North American（約 3,700 名），

んでいるとのこと。トップジャーナルは雲の上の存在だと思

Latin American（約 1,000 名），そして Pan European（約 2,200 名）

っていた自分が恥ずかしくなりました。歯科医師でもトップ

の研究者が中心となりやすいので，残りの 2 地域の African

レベルの研究をするという強い想いを感じました。また，も

Middle East（約 800 名弱）と Asia Pacific の研究者の活動がク

う一つ勉強させられたのが，彼は本当に研究が好きで実験に

ローズアップされることが必要と思っています。歯周病は，

励んでいること。「大変だけど，好きだから続けられる。」こ

口腔細菌の感染とその結果として遷延化した炎症が基本的な

の言葉は忘れられません。目先の結果のためではなく，知り

病態であり，全世界のどこの地域にも共通する基本的な口腔

たいことをわくわくしながら探求していく。その結果として，

疾患です。しかし，それに対応する方法には地域差が大きい

学会で評価され，良いジャーナルに掲載される。研究の本質

ので，地域に合った効果的な予防・治療法に繋がる研究を推

を実感させられました。

進させたいと考えています。JADR 会員の皆様にご理解いただ
き，ご支援をお願いいたします。

Hatton Awards Competition を通じて多くのことを学び，成長
することができました。そして，たくさんの出会いに恵まれ
ました。また，研究に対する考え方が変わり，世界の広さを
肌で感じることができました。これからは幅広く世界を見て，

++++++++++++++

初心を忘れず研究に打ち込み，少しでも歯科の発展に貢献し

Ⅳ．Hatton Award Final Competition を
終えて

ていきたいと思います。そして，後輩から Hattons Winner が出
るよう指導にもあたっていきたいと思います。
末筆ですが，日本予選で審査・アドバイスをして下さった
JADR 評議員の先生方，そしてこの大舞台に立つまで親身に指

1 ．Hatton Awards Competition を終えて

導して下さった江草教授には心から感謝しております。この
近藤

威

場を借りて厚く御礼申し上げます。

（東北大学大学院歯学研究科 分子・再生歯科補綴学分野）
この度，バンクーバーにて開催された第 97 回 IADR 学術大
会の Hatton Awards 最終選考に光栄にも日本代表として参加さ
せて頂きましたので，ここにご報告いたします。
「世界にはスゴイ人たちがたくさんいる。
」Hatton Awards
Competition を終えて，最も強く感じたことでした。
JADR で の 日 本 予 選 の 公 募 が 始 ま っ て か ら 約 10 ヶ 月，
Hatton Awards で 1 位になるために精一杯準備をしてきました。
スライドを作っては修正し，誰もが容易に理解できるよう隅
から隅まで直し続け，医局会では何度も予演会を行いました。
それでも日本予選では質疑応答が上手くいかず，自分の英語
力そして研究に対する理解度の低さを痛感しました。本選ま
でには改善したいと思い，多くの論文に目を通しながら，英
語に触れる時間を増やしました。
そしていよいよバンクーバーでの本選。審査員 2 人の前で
10 分間のプレゼンテーションと 5 分間の質疑応答を行いまし
た。準備が実を結んだのかミスなく全ての力を発揮すること
ができました。しかし，入賞することはできませんでした。1 位，
2 位はともにアメリカ。世界の壁を破ることはできませんでし

日本代表 3 人で
（左から，天真先生，筆者，坂本先生）
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2 ．Hatton Award 本選を終えて

3 ．Hatton Award 本選を終えて
坂本

瑞樹

（九州大学大学院歯学研究院

天真

寛文

（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野）

口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野）
この度，歴史ある Hatton Award の選考会に JADR 推薦者と
今回私は，2019 年 6 月 19 日〜 22 日にバンクーバー（カナダ）

して参加させていただき，大変光栄に思います。国内選考会

にて開催された第 96 回 IADR 学術大会に，IADR Hatton Award

等でお世話になった JADR の先生方，事務局の方々に深く御

候補者として選出頂いたため，参加することができました。

礼申し上げます。

選考委員会の先生や大会運営関係者の皆様には，深く感謝致

私は昨年 3 月に大学院を修了し，その後は血液・内分泌代

します。不安と期待が混じりつつ現地入りしましたが，バン

謝内科学分野と共同で関節リウマチによる関節破壊のメカニ

クーバーは都市と自然が調和した大変過ごしやすい雰囲気の

ズムの解明と新規治療法の開発を目標に研究を行っています。

街並みで，『将来留学するなら，このような街並みの中で過ご

その研究成果をもとに，今回 Senior Basic Science 部門に応募

してみたい』などと，本来の目的を忘れてしまうくらいの穏

させていただきました。身近に Hatton Award の選考会を経験

やかさでした。

した先生がおりませんでしたので，国内選考の段階から準備

さて，いよいよ発表当日です。国際学会には数多く参加さ

は手探りそのものでした。書類審査の合格通知を頂いてから

せて頂きましたが，まずは学会会場（コンベンションセンター）

は，通常の口頭発表と同じつもりでスライドを作成し始めて

の規模の大きさとプログラムの充実ぶりに驚きました。私の

しまい，後日，スライドは 4 枚のみでアニメーションも使用

発表する番となり，練習に練習を重ねた 15 分（発表 10 分，

できない，という知らせを頂いた時には非常に戸惑ったこと

質疑応答 5 分）が始まりました。案外あまり緊張することな

を思い出します。そのような準備不足に加え，口頭発表は何

く終わり，まずは本当に肩の荷が下りたというのが正直な心

度か経験があったものの，発表した結果 “選ばれる” というの

情でした。結果は入賞には至ることはなく非常に残念でした

は初めてのことで，当日は非常に緊張をしてしまいました。

が，それ以上のものを得ることができた学会そして事前の準

質疑応答含め決して満足のいく出来ではありませんでしたが，

備期間だったと思います。日本からの最終候補者の先生とは，

無事国内代表に選んでいただき，本選では是非入賞を，とい

発表当日以降，何度も一緒に夜中まで研究について議論し，

う気持ちで 11 月以降実験と準備に取り掛かりました。

臨床家・研究者としての将来に関して語り合ったものです。

本選までの半年間は常に Hatton Award を意識しながらの生

昨年度候補者に選出頂いて以降，日々激励してくださった当

活となりました。私は臨床系の講座に所属しており，時間的

科の中村教授，直接御指導頂いた森山助教には感謝し尽くせ

に苦しいこともあったのですが，そのような時には JADR 候

ません。特に，中村教授からは，『探究心』と『準備すること

補の他の二人の優秀な先生の顔を思い出し，自分を奮い立た

の重要性』を日々の臨床や発表予行等を通じて教えて頂きま

せて実験を行っておりました。ついに迎えた 6 月の本番では，

した。

試験官 2 名と私 1 人には広すぎる部屋に少し戸惑いながらも，

今回の発表に向けて，医局のたくさんの先生から様々なご

国内選考での反省を踏まえ私自身としては練習通りできたと

指摘を頂き，そしてその都度自分の研究をいろんな視点から

思ったのですが，試験官の反応はあまり手ごたえを感じられ

見直すことが出来ました。また会期中は，人の発表やディス

るものではありませんでした。

カッションを聞くことで，世界中のトップクラスの研究者が

結果として入賞はならず，AADR から推薦を受けた先生が

どんな視点で研究と向き合い，そして人の研究に対して着目

受賞することとなり残念な結果となりましたが，今回この賞

しているかを肌で感じることができ，本当に貴重な経験とな

にチャレンジして一番よかったと思うのは，多くの方々と知

りました。

り合うことができたことです。特に，今回共に参加した東北

最後に，出発前日に前祝いだと言って張り切って食事に連

大学と九州大学の先生とは，皆臨床系の講座で臨床と研究を

れて行ってくれた父や，出発当日に福岡空港近くで博多名物

行っているという共通点もあり，学会期間中を通して色々と，

の肉うどんを一緒に啜って，出発直前まで激励を送ってくれ

時には杯を傾けながら熱いお話をさせていただき，本当に良

た医局の同期には本当に感謝しています。今後も自分の後輩

い刺激をもらいました。また，second prize に選ばれたのは日

が是非 Hatton の空気を感じる機会が得られるように，しっか

本人の先生で（ミシガン大学でポスドクをされています），そ

り学んだことを伝えていきます。

の先生ともお話しする機会を頂き，留学生活や基礎研究につ
いて多くのことをご教授いただきました。研究と臨床とのバ
ランスに悩む今日この頃ですが，このような素晴らしい先生
方と再び学会でお会いできることを楽しみにしながら，日々
努力を続けていきたいと思います。
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最後になりましたが，このような素晴らしい機会を与えて

7．Vice President の候補者

くださった，徳島大学大学院口腔顎顔面矯正学分野の田中栄

Prof Brian OʼConnell（Ireland），Prof Finbarr Allen（Singapore），

二教授，血液・内分泌代謝内科学分野の安倍正博教授，なら

Prof Sibel Antonson（USA）の 3 名。

びご協力いただいた先生方にこの場をお借りして深く感謝申
Council meeting の最後には，通常，IADR の活動や方向性に

し上げます。

ついてグループで議論する feedback session が行われますが，
今回は，スマホや PC を使って指定されたサイトにアクセスし，
+++++++++++++++++++++

予め設定された IADR に関するさまざまな質問に全員が一斉

Ⅴ．IADR Council Meeting 報告

に答えるというスタイルでした。全員の答えがリアルタイム
でスクリーンに表示されるので，全体的な意見の傾向を一瞬

JADR 会長

今里

聡

で知ることができるユニークな試みでした。

（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室）
バンクーバー大会前日の 6 月 18 日（火）に IADR の Council

meeting が開催され，JADR 執行部として，私，副会長 / 次期
会長の中村理事，財務担当の森山理事の 3 名で出席しました。
以下，要点をいくつか箇条書きでお知らせ致します。
1．現在の会員数
総数 11,442 名で，昨年からは少し増加しました。この 1 年
間で会員数が顕著に増加した region は APR であり，また
division としては，中国，韓国，英国，サウジアラビアでした。
2．2020 年の会費等について
日 本 が カ テ ゴ ラ イ ズ さ れ る high income tier の 会 費 が，

Council Meeting の様子

180USD（2019）から 185USD（2020）に増額となります。
3．New Awards の設立
されました。
・Centennial Emerging leaders
・Centennial Travel Award for New Investigators
・IADR GC Centennial Travel Grants
・Osteology Foundation New Investigator Award in Oral Tissue
Regeneration
4．次年度以降の IADR 大会の予定

++++++++++++++++++++++++++

2020 年 Washington DC 大会に向け，以下の 4 つの賞が新設

Ⅵ．第 67 回 JADR 総会・学術大会開催の
ご案内
JADR 会長

今里

聡

（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室）
第 67 回 JADR 総会・学術大会は，2019 年 11 月に Australia,

2021 年は中国 Chengdu，2022 年は米国 Atlanta，2023 年はコ

Brisbane で開催される第 4 回 IADR Asia Pacific Region（APR）

ロンビア Bogota。

学術大会と併催で行われます。

5．Amalgam に関する policy statement と position statement の承認

今大会は，IADR Australia/New Zealand Division を host とし，

Amalgam の 安 全 性 に 関 す る policy statement と position

Japanese Division, Korean Division, Chinese Division, IADR

statement が 承 認 さ れ ま し た。 た だ し，IADR と し て は，

Southeast Asian Division, Indian Section, Mongolian Section,

Minamata Convention で提言された水銀の phase-down strategy

Pakistan Section の共催で行われるものです。国際色豊かな大

を支持し，修復材料を使用する必要がないようにする予防

会で，それぞれの Division, Section の年次総会もこの大会の中

の強化と，アマルガムと同等かそれ以上の clinical longevity

で行われます。この中で JADR は Asia Pacific Region の歯科医

と cost effectiveness を備えた biocompatible で environmentally-

学研究の牽引役として期待されていますので、多数の会員の

friendly な新しい修復材の開発に関する研究の必要性を強調

皆様の参加を得て大会を盛り上げたいと思います。奮っての

する方針です。

ご参加を期待しております。

6．次期および次々期会長
次期会長は Prof Pamela Den Besten（UCSF），次々期会長は
Prof Eric C. Reynolds（Melbourne 大学）。

2019-2

第 67 回 JADR 総会・学術大会
4th Meeting of IADR Asia/Pacific Region（APR）と共催企画
開催日時：2019 年 11 月 28 日（木）〜 30 日（土）
開催場所：Brisbane Convention & Exhibition Centre (BCEC),
Australia Corner of Merivale and Glenelg Street
Southbank Qld 4101
大会ウェブサイト：https://iadr-apr2019.com/
主催：IADR Australia/New Zealand Division

++++++++++++++++++++++++++

Ⅶ．第 68 回国際歯科研究学会日本部会
（JADR）総会・学術大会開催のご案内
大会長

会

期：2020 年 11 月 7 日（土）〜 8 日（日）

会

場：東京歯科大学（水道橋校舎）
〒 101-0061

大

石原

和幸

（東京歯科大学微生物学講座）

会

長：石原

東京都千代田区神田三崎町 2-9-18

和幸

（東京歯科大学微生物学講座）
内

容：特別講演，シンポジウム，ランチョンシンポジ
ウム，ポスターセッション，展示，その他

++++++++++++++

Ⅷ．第 98 回 IADR 総会・学術大会
（Washington, D.C., U.S.A.）のご案内

会

期：2020 年 3 月 18 日（水）〜 21 日（土）

会

場：Walter E. Washington Convention Center
801 Mt. Vernon Place NW
Washington, D.C., USA 20001

演題登録締切：2019 年 10 月 25 日（金）
事前参加登録締切（発表者）：

2020 年 1 月 25 日（土）

事前参加登録締切（一般）：

2020 年 3 月 2 日（月）
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Ⅱ．Reports of the 97th IADR General Session in Vancouver,
BC, Canada
1. Dr. Kaori Iwanami-Kadowaki: Tokyo Med. and Dent. Univ.
2. Dr. Riyoko Tamai: Ohu Univ.
3. Dr. Dimas Prasetianto Wicaksono: Tohoku Univ.
4. Dr. Motoyoshi Fukutake: Osaka Univ.
5. Dr. Kento Nakai: Showa Univ.

2
3
3
4
5

Ⅲ．Greeting of the NEW IADR Perio Research Group
Vice President
Dr. Shogo Takashiba: Okayama Univ.
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Ⅲ．IADR Perio Research Group Vice President に就任して
高柴 正悟
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Ⅳ．IADR hatton Award 本選を終えて
1. 近藤
威
2. 坂本 瑞樹
3. 天真 寛文
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Ⅳ．2019 IADR Unilever Hatton Competition & Awards
1. Dr. Takeru Kondo: Tohoku Univ.
2. Dr. Mizuki Sakamoto: Kyushu Univ.
3. Dr. Hirofumi Tenshin: Tokushima Univ.
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Ⅴ．IADR Council Meeting 報告
今里
聡
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Ⅴ．Report of the IADR 2019 Council Meeting
Dr. Satoshi Imazato: JADR President
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Ⅵ．Announcement of the 67th JADR General Session
（4th meeting of APR（Brisbane, Australia）
Dr. Satoshi Imazato: JADR President

8

Ⅶ．Announcement of the 68th JADR General Session
Dr. Kazuyuki Ishihara: Tokyo Dental College
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Ⅷ．Announcement of the 98th IADR General Session
in Washington, D.C., U.S.A.
Dr. Satoshi Imazato: JADR President
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Ⅵ．第 67 回 JADR 総会・学術大会
（第 4 回 APR（Brisbane, Australia）開催のご案内
今里
聡
Ⅶ．第 68 回 JADR 総会・学術大会開催のご案内
石原 和幸
Ⅷ．第 98 回 IADR 総会・学術大会
（Washington, D.C., U.S.A.）のご案内
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●編集後記●
今回の Newsletter には多くの報告などが掲載されていますが，今年の 6 月 19 日から 22 日までカナダの Vancouver で IADR の学術大会が開
催されました。会場は港に近くて海に面している Vancouver West Convention Centre で，対岸は世界的に美しい公園で有名な Stanley Park
が目前にありました。さらに，陸側にはダウンタウンがあり，爽やかな天候にも恵まれ，少し歩き回れば Vancouver の雰囲気が十分に味わえる素
晴らしい環境でした。休み時間には，
多くの参加者が外に出て，
リフレッシュしている姿が印象的でした。JADR からも多くの会員が参加しており，
とても賑やかな学会だったと思います。なお，JADR として大変喜ばしいことですが，この学術大会で，東京医科歯科大学の水口俊介先生が
Distinguished Scientist Award を受賞されました。水口先生にはこの度の受賞について寄稿していただき，次回の Newsletter で掲載する予定
としています。
次の IADR の学術大会は，来年の 3 月 18 日から 21 日にアメリカの Washington, D.C. で開催されますが，Centennial（百年祭）を祝う多くの
行事が企画されています。JADR から多くの会員が参加されることをお願い申し上げます。
また，今年の 11 月 28 日から 30 日にはオーストラリアの Brisbane で APR の学術大会が開催される予定ですので，国内の JADR の学術大会
はありません。Brisbane の APR の学術大会にも振るって参加していただき，皆様方の研究成果を示し，JADR のプレゼンスを存分に示してい
ただけたらと思います。
今後も引き続き，JADR の充実と発展にご尽力をいただきますようお願い申し上げます。
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