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光学と医療の融合で創出する
新たなヘルスケアの可能性
牛田一雄氏

今号の表紙

四季折々の花が咲く屋上庭
園は、 公募で「知と癒しの
庭」
と名付けられました。今
号は心地よい風を感じなが
らくつろいでいる学生たち
をイメージしました。花壇
周辺では可愛らしい生物を
発見することもできます。

世
界的カメラメーカーとして知
ら れ る 株 式 会 社 ニ コ ン は、

２０１２年からメディカル領域での
積極的な事業展開を開始しました。
２０１６年 月には、ニコンと東京

ニコンと東京医科歯科大学

は、２０１６年 月に包括連携協定

吉澤

精密機器メーカーとして
医療分野でできること

取り組みについて語り合いました。

大学の吉澤靖之学長が未来に向けた

コンの牛田一雄社長と東京医科歯科

が始まりつつあります。今回は、ニ

や研究開発に向けた新たな取り組み

包括連携協定が締結され、人材育成

と研究開発業務の強化を目的とした

教育・診療・社会貢献活動の活性化

医科歯科大学との間で、学術研究・
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牛田 ニコンは２０１７年 月 日

と話したいと思います。

協力し合うことが可能か、牛田社長

を締結しました。お互いどのように
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画像診断機器企業の Optos Plc
を完
全子会社化しました。通常、眼底検

つとして、２０１５年に英国の網膜

健康・医療分野への事業展開の一

うにしました。

を中心に医療分野との接点を持つよ

いう
「眼」
の機能として、
「見る技術」

用技術と精密技術を活用し、人間で

コンのコアコンピタンスである光利

く携わってきた歴史があります。ニ

するなど、観察や撮影用の機器に長

一眼レフカメラを１９５９年に発売

の顕微鏡を１９２５年に発売、初の

牛田 ニコンは、自社設計による初

しょうか。

医療関連の事業を展開しているので

ですが、ニコンの場合はどのように

より他業種進出を果たしている印象

は既存の医療系企業のＭ＆Ａなどに

入しています。そうした企業の多く

はじめとした非医療系企業が多数参

吉澤 現在、医療分野には製造業を

で協力し合えればと考えています。

人材育成をはじめ、さまざまな領域

強化を目的に、医歯工連携に関わる

貢献活動の活性化と研究開発業務の

定では、学術研究、教育、診療、社会

東京医科歯科大学との包括連携協

に開始しました。

を定款に追加し、事業展開を積極的

外品並びに化粧品の製造及び販売」

は、２０１２年に「 医薬品、医薬部

ています。健康・医療分野に関して

ベースに、さまざまな事業を展開し

ある「 光利用技術」と「 精密技術」を

１９１７年の創立以来、コア技術で

に 創 立 １ ０ ０ 周 年 を 迎 え ま す。
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査では瞳孔を開いて
（散瞳）
から検査
から、疾患の有無、進行度合などを

社の機器には散瞳をせずに約０・４
秒で網膜の約 ％を一度に撮影でき

とを生かし、新たなソリューション

す。ニコングループの一員であるこ

することに圧倒的な優位性がありま

り、さらに高画質なイメージを生成

る疾患です。この革新的なソリュー

ことで進行や失明を防ぐことができ

ですが、スクリーニング検査を行う

成人における失明の主要原因の一つ

の３社で共同開発しています。
LLC
糖尿病網膜症と糖尿病黄斑浮腫は

る独自の超広角技術が特長としてあ

や、製品、サービスの提供につなげ
ションを、眼科専門医、検眼医に加
え、糖尿病専門医等の先生へ提供す

きたいと考えています。

眼から全身へと見る範囲を広げてい
Ｔ、ロボティクス、医療ビッグデー

吉澤

ると考えています。

ることで、
多くの眼疾患患者の診断・

吉澤 眼底を撮影した結果の解析は
タ解析などのテクノロジー関連の取

Ｘ線／ＣＴ検査システムなど、最新

どのように行うのですか。
り組みを広げていく必要がありま
革を行い、大学院の研究科を改組し

医療の世界でもＡＩやＩｏ

牛田 糖尿病網膜症および糖尿病黄
す。そこで、本学は本年度に組織改

解析技術については、米国の
て、そのようなことを学び研究する

ら、健康と生命科学に関する重要課

どの最新の科学技術を活用しなが

のライフサイエンス部門が
Google
独立した会社で、ＡＩ
（人工知能）
な

契 約 を 締 結 し ま し た。 同 社 は

（ 機械学習 ）を活用した網
Learning
膜画像診断領域における戦略的提携

要請であることは論を待ちません。

による国民負担を軽減することが超

ための体制整備です。医療費の高騰

概念の先制医療の教育研究を進める

ようとしています。

社会のニーズに応える人材を育成し

Machine

題 に 取 り 組 ん で い ま す。 Optos Plc
の眼底カメラで撮影した網膜の画像

りの強さに大変感動しました。
また、

ことができる専攻／コースを作り、

校にもお力添えいただいていますね。

アポロ 号やスペースシャトルに搭

高齢社会の我が国において社会的な

特に考えているのは、全く新しい

吉澤 今年度は御社から４人の特別

Life Sciences LLCと

Verily

斑浮腫という糖尿病による眼疾患の

治療の発展及び予後治療に貢献でき

融合した製品やサービスを提供して
います。さまざまな面から、健康・
医療分野へ貢献できるのではないか
と考えています。
吉澤 自分たちの得意とする領域か
ら、医療の世界に踏み込んでいくの
そうです。自分たちに「 土地

ですね。
牛田
勘」のある部分から始めようという
判断から
「見る技術」
を中核に据えて
スタートしました。人体において血
管を直接観察できる唯一の部位であ
る網膜を撮影、
観察することにより、
眼科疾患はもちろん、網膜で兆候が
確認できる糖尿病や高血圧症、動脈
硬化などの全身疾患の診断に活用で

協力し合えることがあるとよいと思います。

のデジタル技術と伝統の光学技術を

ま た、顕 微 鏡 や カ メ ラ、測 定 機、

ていきたいと考えています。

コン、 Optos Plc
、 Verily Life Sciences

をする必要があります。しかし、同

進めるための体制整備です。

さ せ、機 械 が 評
Machine Learning
価・助言する診断ソリューションをニ

特に考えているのは、
全く新しい概念の先制医療の教育研究を
医療に関する知見については
ご教示いただきつつ、

きると考えています。このように、

先制医療とは、個人レベルで病気
の発症前にそれを予測し、あらかじ
め予防的な介入を行うことにより病
気の発症を遅らせるという新しい医
療です。疾患の
「入口」
に入らせない
門番役としてだけでなく、非常に大

大変貴重なものです。ぜひとも良い

識や技術、製品開発に関する経験は

ても、企業現場で培われた光学の知

聴講生が受講しています。本学とし

装置もありました。

に、展示の中には、細胞培養を行う

いうことが改めてわかります。さら

界をリードする光学機器メーカーと

載されたニコン製カメラもあって世

牛田 はい。ニコンは 年以上前か

関係を続けていきましょう。
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ら顕微鏡を作っていたこともあり、

は歴代のカメラをはじめとするさま

せてもらいました。ミュージアムで

前に
「ニコンミュージアム」
を見学さ

吉澤 本日、牛田社長とのお話しの

医療用細胞等の受託生産事業に参入

きっかけに、弊社は日本国内で再生

だ ス イ ス の Lonza
は細胞の受託生
産を行う会社です。この業務提携を

２０１５年に戦略的業務提携を結ん

「 細 胞 」と も 関 わ り が 深 い の で す。

ざまな製品を拝見したうえ、それら

この技術は、主にｉＰＳ細胞
しょうか。本学でも、京都大学と大

だ けをターゲットにしているので

吉澤

た取り組みを加速していきます。

立により、再生医療の実用化に向け

安全評価の基準作りや運用方法の確

共通化し、製造工程における品質・

胞を品質評価する仕組みを標準化、

察・評価する力も備えています。細

コロニーを形成しているかなど、観

して、
細胞が正しく成長しているか、

る顕微鏡技術や、顕微鏡画像を解析

困難が伴います。弊社には細胞を見

ら各種細胞への分化のプロセスには

ｉＰＳ細胞
（人工多能性幹細胞）
か

しました。
ニコンのものづくりに対するこだわ

に関わる技術に触れることができ、

細胞培養でも
医療と光学が融合

90

きな役割を果たす学問領域として注
目されています。２０１４年版厚生
労働白書によれば、医療費のうち、
生活習慣病が全体の約 ％を占めて

性を痛感しています。そのために貴

会話ができる技術者を育成する必要

の橋渡しをする人材として、医師と

理解できるような人材、医療と企業

たり、医療現場が求めている機能を

牛田 医療分野の事業を進めるに当

要です。

ルゴリズムを社会実装することが必

ムの包括的理解に基づく健康管理ア

機器等を研究開発し、疾患メカニズ

く、最先端のデバイス・医療ＩｏＴ

のオミックスデータを取得するべ

報、口腔内細菌のメタゲノム情報等

境に応じて変動する遺伝子発現情

等の健診
（診療）
情報、生体情報、環

療を実現するためには、血液データ

上がっていますが、高精度な先制医

関連解析研究等により大きな成果が

に関しては、これまでゲノムワイド

講じる必要があります。遺伝的要因

おり、生活習慣病への対策を早急に

35
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クターが判定した結果をコンピュー

「神の目」
と呼ばれる診断眼を持つド

けません。
品質を解析するＡＩでは、

的にはドクターが判断しなければい

をサポートする存在にすぎず、最終

せん。機械はあくまでも製造や判断

牛田 いいえ、そんなことはありま

要になってしまいそうですね。

たちが育成しているような人材が不

に細胞の生産ができるとなると、私

施しているのですが、機械で自動的

する技術者の育成プロジェクトを実

阪大学との共同でｉＰＳ細胞を培養

量産してきた技術やノウハウが生か

ついては、カメラなどの精密機器を

均質なものを量産するということに

鏡などを備えていますし、安定して

の工場や設備、観察するための顕微

もしれません。弊社には培養のため

弊社の受託細胞生産技術が使えるか

牛田 幹細胞を培養するのでしたら、

を上げています。

軟骨分野の研究において数々の成果

後の治癒促進、軟骨再生医療など、

し、骨膜幹細胞を使った半月板縫合

植する幹細胞治療を行っています

センターなどの研究支援組織を統合

力強化イニシアティブ」と実験動物

推進戦略の企画・立案を行う「 研究

に、ＩＲ等を活用して全学的な研究

立ち上げました。統合研究機構の下

え、２０１７年度に統合研究機構を

そのような大学院改革の流れも見据

の重要性が増すはずです。本学では

うなると、これまで以上に産学連携

イントとして挙げられています。そ

の強化のほか、新産業創成も重点ポ

博士人材の育成や卓越した研究分野

卓越大学院プログラムでは、優秀な

す。分化誘導をさせない培養系で増

した「 研究基盤クラスター」を創設し、

ば、人間に勝てるコンピューターは
やした体性幹細胞を移植して、移植
人々の幸福に貢献する」とのことで、

せます。医療に関する知見について

作れませんから。
先の組織内で必要な細胞に自ら分化
吉澤 近年の医療は変化が非常に速
産学連携を推進することで人々の幸

ターに学ばせています。囲碁でもＡ

吉澤 ｉＰＳ細胞については、分化
することによる治療応用も可能で
く、診断技術や治療法なども日進月
福に貢献することもできますね。

さらに、これらにまたがる「イノベー

は形態と同時に、ジェネティック、
す。このような患者さん自身の細胞
歩の勢いで進歩しています。私たち
吉澤 本学が掲げる
「知と癒しの匠」

はご教示いただきつつ、協力し合え

エピジェネティックな変化をチェッ
を使う幹細胞治療は、免疫応答によ
医療者も、社会の変化や技術の進歩

のうち、
「知」
とは知識や技術、自己

Ｉが人間に勝ちましたが、トップク

クする必要があると思います。その
る拒絶反応が避けられる上、多能性
に合わせて、自ら変化していかなけ

アイデンティティーのこと、また「癒

ション推進本部」を設立します。

ため、本学の再生医療の実用化を促
幹細胞のような癌化のリスクが低い
ればなりません。そのためには自分

し」とは教養、感性、多様性を受け

ることがあるとよいと思います。

進するために再生医療研究センター
というメリットがあります。目当て
たちの医学研究を推進すると同時

入れるコミュニケーション力と定義

ラスの人間の棋士のデータがなけれ

を設立しました。私たちは、再生医
の細胞に分化することもわかってい
に、外部のさまざまな人たちと連携

づけています。こういったことを踏

牛田 それはとても重要な取り組み

療の中でも体性幹細胞での治療に期
て、いくつかの疾患についての臨床
することが重要になってきます。

教育理念は「知と癒しの匠を創造し、

だと思います。東京医科歯科大学の

待を寄せています。体性幹細胞はそ
試験や研究が進んでいます。

産学連携を通して
優秀な博士人材を育成

れぞれの組織の形成や維持・修復の

念です。シンプルな言葉ではありま

力の追求を実践するために掲げた理

る誠実な事業運営と、創造的な技術

す。ニコンブランドへの信頼に応え

を取った上で信じることだそうで

なしに信じることで、
「信用」
は担保

言葉は似ていますが、
「信頼」
は担保

創造」です。
「 信頼」と「 信用」という

牛田 ニコンの企業理念は「 信頼と

られます。

える力」です。何かをなそうとする

できるでしょう。そして最後が「 伝

とで、アイデアをブラッシュアップ

視点からのフィードバックを得るこ

なりません。異なる価値観や異なる

も相手に受け入れてもらわなければ

分が相手を受け入れると同時に自分

話し、ドクターの言葉がわかり、自

ルの世界に入ったとき、ドクターと

うこと。例えば、ニコンがメディカ

ための
「親和力」
を持ってほしいとい

入ったときに、その世界の人と語る

えてくれます。次に、新しい世界に

ニコングループ共通の人事施策

を 進 め る こ と な ど を 目 的 と し た、

バルな観点から人材の育成と活用

す。
また、
部門や地域を超えてグロー

グローバルリーダーを育成していま

世界を舞台にビジネスを牽引できる

バ ル リ ー ダ ー 研 修 」を ス タ ー ト し、

で、２０１３年から「 次世代グロー

人材を増やすことは急務です。そこ

業」だと思っています。グローバル

ローバルにビジネスをする日本企

が多いのですが、私の定義では「 グ

ローバル企業と言っていただくこと

を海外が占めています。そのためグ

まえて御社の企業理念や心掛けを拝

すが、実現することは決して容易で

ときには一人ではできませんから、

文部科学省では、数年後に卓越大

はありません。その上で、私たちの

周囲にやりたいことや協力してほし

「 FUTURE IN FOCUS
」を２０１６
年度に導入しました。

これまでの研究成果では、変形性

ありたい姿として掲げる、
「 期待を

いことを伝える力が不可欠です。周

吉澤 医療のグローバリゼーション

ために備わっている幹細胞ですか

超えて、期待に応える。
」
状態であり

囲を巻き込み、アイデアを広く浸透

では、最新の医療機器を海外で展開

見すると、表現は違いますが、本学

たいと思っています。
戦略本部という組織があります。お

させることが可能になります。

するというやり方もあります。しか

学院プログラム
（仮称）
をスタートし、

吉澤 ニコンでは、幅広く事業を展
客さまが求めているのは顕微鏡その

吉澤 本学では、教職員一体となっ

し、まずはその国の医療保険システ

関節症に対して膝関節内から採取し

を見据えた事業戦略をどのように立

ものではなく、顕微鏡を使って画像

て進めていくための要素として「 愛

ムや疾病構造を理解して、その国に

ら、その組織を構成する細胞への分

案されているのでしょうか。本学の

解析して細胞の状態を知るというこ

校 心 」を と て も 大 切 に し て い ま す。

合った展開や支援をすることが重要

の教育理念と共通するものが多数見

場合は、学内の優秀な頭脳を集めた

とですから、さらに自分たちの価値

私たちが考える
「愛校心」
とは、大学

です。その国の医療事情も考えずに

大学院改革をしようとしています。

シンクタンクを作り、さらに変化を

を広げていくことが必要です。お客

の将来像を共有して全体で目標に向

高価な医療機器を持っていったとこ

た幹細胞を培養によって増やして移

遂げるであろう 年後、 年後の医

さまが欲しているのは、ものではな

かっていくものです。そうして、で

化誘導のプロセスが比較的簡単で

療や、社会情勢、環境、疾病構造な

く、ソリューションだという考え方

開されている中で、 年後、 年後

どを見据えて、これからの私たちが

ろで、需要もなければ、使いこなせ
る人材もいませんから。それよりも

は文科省によるスーパーグローバル

は、医療の専門家の育成です。本学

そうなったときに必要になるの

めている国も少なくありません。

て、次世代の医療を活性化してほし

きるだけ若い人たちが牽引役となっ

行動する原点である
「好奇心」
を持っ

もっとベーシックな治療法や薬を求

です。

ます。

てほしいということです。
好奇心は、

牛田 ニコンは売り上げの８割以上

グローバル人材の育成により
世界の人々の健康に貢献

いと願っているのです。

進むべき道を検討しています。その

牛田 弊社の場合は、会社全体の資

知らず知らずに身に付いた
“常識”
と

そのために、社員に伝えている三

源配分をどのように行い、どの事業

いう名の
“偏見”
を破るきっかけを与

シンクタンクを下支えする事務組織

領域に重点を置くかを検討する経営

つのことがあります。まず、人間が

20

として学長戦略企画課を設置してい

20

10
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特別対談

光学と医療の融合で創出する
新たなヘルスケアの可能性
学長挨拶

スの誓い』
には、
「自由人も、奴隷も、

などについて書かれた『 ヒポクラテ

私のにわか勉強ですが、医師の倫理

成が一番大切だと思います。これは

ず、長く続く仕組みとしては人材育

牛田 一時的な医師派遣で終わらせ

ていきます。

ラムを実施するために、協議を始め

ともジョイント・ディグリープログ

す。今後は、アフリカのガーナ大学

本で初めて認められたプログラムで

授与することができるのですが、日

つの大学が一つの学位記で博士号を

しています。このプログラムは、２

ント・ディグリープログラムを設置

ン大学と、南米のチリ大学とジョイ

在のところ、タイのチュラロンコー

リープログラムを設立しました。現

や南米の大学とジョイント・ディグ

り、東京医科歯科大学では、アジア

このような日本国からの支援もあ

通して、国際競争力の強化を目指し

究の推進やグローバルな人材育成を

選ばれており、世界レベルの教育研

採択されていないタイプＡの１校に

目の初年度となります。第１

年は、学長に就任して第２期

す。既に開講したチリ大学及びチュ

ベースに国際貢献の充実を図りま

改 組 す る と と も に、 海 外 ３ 拠 点 を

から中・高校性、大学生に対し、ラ

流があります。タイでは２００７年

るご縁で、タイやラオスの人々と交

牛田 ニコンは、グループ会社があ

る活動もされているそうですね。

アの国の子どもたちの教育を支援す

が主な取り組みです。御社ではアジ

では先ほどのタイにおける学術交流

ジェクトに協力しています。アジア

リにおける大腸がん早期診断プロ

病院
（ＣＬＣ）
の協力要請を受けてチ

保健省とクリニカ・ラス・コンデス

亡率の高まりを問題視していたチリ

取り組みとして、大腸がんによる死

グリープログラムのベースになった

は、チリ大学とのジョイント・ディ

吉澤

いかと考えています。

の誓いを守ることができるのではな

くことで、私たちにもヒポクラテス

のような機械やシステムを作ってい

す。今はまだ夢のレベルですが、そ

クリーニングができればいいはずで

ともリスク群を判別できるようなス

断はできなくてもいいので、少なく

れるでしょう。その場合、高度な診

と安価で簡単に使えるものが求めら

上国では、
高価な機械ではなく、
もっ

は難しい状態です。しかし、開発途

高価な機械は、先進国以外では購入

やはり１台当たり１千万円を超える

療機構を設置しました。病院の経営

度化及び効率化を図るため、統合診

連携をさらに強化し、病院運営の高

学部附属病院と歯学部附属病院との

発展を楽しみにしております。

ございました。これからのお互いの

吉澤 こちらこそ今日はありがとう

しくお願いします。

思いますので、今後ともどうぞよろ

面でご協力できることも多々あると

一歩だと捉えています。また、技術

できる人材育成につながる大切な第

と光学、医歯工連携などの橋渡しが

牛田 今回の包括連携協定は、医療

グローバル化にも生かされます。

国に親日派が増えることは将来の

ます。そのようにして、さまざまな

学生で、中には大臣になった人もい

でも最も 多いのが東南アジアからの

留学生が学んでいます。留学生の中

たって続けています。

国では歯科系の人材育成を長年にわ

てているのです。特に東南アジアの

もらい、母国で活躍できる人材を育

す。日本で高度な医療技術を学んで

することで貢献しようとしていま

ント・ディグリープログラムを実施

が、先ほどご紹介したようにジョイ

国に学校を作るのは難しいのです

吉澤 医療系総合大学の場合、その

成を支援しています。

よう、奨学金制度を設立し、人材育

学生に対して教育機会が提供される

オスでは２０１４年から中学生と大

大学創成支援の、全国で 大学しか

どちらもきちんと治療する」という

期目に成し遂げたことを強化・促進

ラロンコーン大学に引き続き、ガー

強化だけではなく大学全体の視点か

ています。

記述がありました。ニコンの場合は

し、第３期中期目標達成に向け再編

ナ大学やマヒドン大学とのジョイン

ら病院を運営して医療と臨床医歯学

各種の医療系情報を統合的に取り

し、バイオインフォマティクスなど

人材を育成するために大学院を改組

に、国内外で活躍できるグローバル

健学の研究を推進していくととも

念の先制医療である統合先制医歯保

的に支援することで、画期的なイノ

壁を打破し、強みのある分野を戦略

た。この機構は、本学の研究領域の

そのため統合研究機構を設置しまし

的な連携を一層強化することです。

る先端的な医学・歯学・工学の有機

３つ目の戦略は、本学の強みであ

選考を行う計画です。

員会を設置し、全学的視点から教員

施していくとともに、新しく人事委

の本学運営に資する戦略を企画し実

ガバナンス体制を構築します。将来

統合戦略会議をベースにして新たな

以上により、学長、役員会の下の

本学では、現在２８０人くらいの

どうかと考えると、例えば、眼底カ

した新体制で世界ランキング・トッ

ト・ディグリープログラム開 設 に 向

教育の質向上と大学の財政基盤強化

吉澤靖之

本学の国際貢献という点で

メラの売り上げは米州が大半です。

プレベルを目指して取り組みます。

けて具体的な検討を進める計画で

今

具体的には４つの戦略を立ち上げ

扱う研究分野を設置します。この研

ベーションを創出することを目的と

そのため、統合先制医歯保健学の世

て発信、浸透させていくことです。

らに発展させ、ＴＭＤＵ型教育とし

教育改革や海外拠点活動の実績をさ

に取り組んできた医学・歯学・教養

２つ目の戦略は、これまで継続的

整備や、教育・研究の国際化を促進

性を高め、外国人教員等の雇用環境

などの改革を進めることで国際通用

ＩＲを活用した教員評価・給与体系

学ＩＲを推進します。これらの大学

して集積・分析して管理運用し、大

海外を含めた学内外のデータを一括

統合情報機構の積極的な活用です。

４つ目の戦略は、今年度設置した

うぞ、よろしくお願いいたします。

科大学のためにも皆様のご協力をど

検討を開始しています。東京医科歯

系のシンクタンクではハード面からの

学長戦略企画課をはじめとする事務

国際の面から検討を開始しており、

ンクでは医歯学の教育・研究・臨床、

展望を構想するため、学長シンクタ

と考えています。これら大学の長期

接官の相互派遣等の実施を進めたい

学との文理融合問題の共同作成、面

一方、入試改革では東京外国語大

究分野では、医歯保健学におけるＩ

します。

界的教育・研究拠点を形成する新研

したいと考えています。加えて、医

る計画です。

究分野を設置するなどして大学院を

り扱える人材の育成と研究を推進す

ｏＴ、ＡＩ、ロボティクスなども取

ました。１つ目の戦略は、新たな概

を図りたいと考えています。

学長
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す。

第2期目を迎えて
世界ランキング
トップレベルを目指す

