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2017 年 第 28 回 JAICOH 総会および学術集会 のお知らせ（第１報） 

第 28回大会長 歯科医学教育国際支援機構 宮田 隆 

 

日時： 2017年７月２日（日） 

場所： 東京都内（予定） 

予定： 一般口演・記念講演・シンポジウム 

懇親会 

 

 学生や若手の先生、これから国際保健に携わる方からベテランの方まで、皆に有意義な会となる

よう様々な企画を検討中です。皆さまの参加をお待ちしています。 

 

 

 

第 27回 JAICOH学術集会を終えて 

第 27回大会長 マリーナ歯科クリニック 村田 千年 

2016 年７月 2・3 日に第 27 回 JAICOH 総会・学術集会が開催されました。初の沖縄開催となった

本学会において、当初は遠方のため参加人数が懸念されましたが、蓋をあけてみれば北海道から鹿

児島まで多くの参加者が来沖し、一般演題も 16 演題を数え想定以上の盛況となりました。前夜祭

ではビーチパーティーを行いながら「歯科医師のキャリアプランと国際協力」というテーマで学生

向けの研修を企画しました。オキナワンブルーの海と白い砂浜に触れながら、水着で行ったディス

カッションは、まさに沖縄ならではの研修風景だったと思います。 

沖縄銀行が作成した、琉球列島を中心とする世界地図（そういうものがあるのです）を眺めてい

ると、沖縄がアジアのハブであることをよく理解できます。このような地理的特性を持つ沖縄で、

http://jaicoh.org/
mailto:info@jaicoh.org
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国際援助活動の報告、そして、これからの未来につながる話を参加者と語らえたことを意義深く感

じています。 

本大会を支えて頂いた関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げます。 

 

大会長： 村田千年（You & Me International School マリーナ歯科クリニック） 

会 場： 琉球大学医学部 臨床講義棟１階小講義室 

日 時： 2016年７月２日（土） 14:00～ 

３日（日）  9:30～ 

 

 

 

 

【ＪＡＩＣＯＨ２７ プログラム】 

☆７月２日（土） 宜野湾トロピカルビーチ BBQ 用テント 22 番 ☆ 

学生研修会 『ビーチパリ―：ビーチで行う BBQなどの宴会』 および 前夜祭 

 

☆７月３日（日） 琉球大学医学部 臨床講義棟１階 小講義室 ☆ 

1. ネパール大地震後の「子どもの心プログラム」〜二次元マップを用いて〜 

原田有理子（九州大学歯学部 歯学科６年），他 
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2. バングラデシュにおける口腔衛生指導テストランの実施報告 

萩野谷大（北海道大学歯学部 冒険歯科部），他 

3. バングラデシュにおける口腔衛生活動の報告 

小松崎悟郎（You & Me International School，しらかばデンタルクリニック），他 

4. ケニア共和国ナイロビ市のスラム地区における無料歯科医療支援の経験 

大坪誠治（釧路労災病院 歯科口腔外科），他 

5. パラグアイ共和国から紹介された日系 1 世の白血病患者の一例 

原田晴子（札幌北楡病院 歯科），他 

6. ベトナム ニンビン省での 18 年間の口唇口蓋裂医療支援の成果と問題点 

森悦秀（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面外科学分野），他 

7. エチオピア連邦共和国における口唇口蓋裂医療援助 

西原一秀（琉球大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能再建学講座），他 

8. 口腔領域の医療協力により名誉領事館の開設へ 

夏目長門（日本口唇口蓋裂協会，愛知学院大学歯学部 口腔先天異常学研究室），他 

9. 日本の薬を発展途上国へ 

夏目長門（日本医学歯学情報機構，愛知学院大学歯学部 口腔先天異常学研究室），他 

10. アジア研修生（PHD 協会）への口腔保健研修の受け入れ 

黒田耕平（日本モンゴル文化経済交流協会，神戸医療生活協同組合 生協なでしこ歯科) 

11. モンゴル国における歯科実態調査結果と求められる次世代国際協力システム 

～HAPPY TOOTH PROJECT 開催にむけて～ 

近藤（志賀）千尋（近藤歯科） 

12. 第 16 次モンゴルスタディツアー事業報告 

浅野一磨（東京歯科大学 国際医療研究会），他  

13. トンガ王国における学校歯科保健プログラム ―マリマリプログラム― 

竹内麗理（南太平洋医療隊，日本大学松戸歯学部 生化学・分子生物学講座），他 

14. トンガ王国における歯科医療ボランティア活動 2015 年 

～みんなで歯科室を見に行こう！！～ 

遠藤眞美（南太平洋医療隊，日本大学松戸歯学部 障害者歯科学講座），他 

15. 離島での訪問診療・口腔ケアー 

横山恭子（南太平洋医療隊，カワムラ歯科医院），他 

16. トンガ政府職場での生活習慣病予防活動 

河村康二（南太平洋医療隊，カワムラ歯科医院），他 

 

 

特別講演 第 12回ヘルシーソサイエティ賞ボランティア部門受賞記念 

     『 若き歯科医療者よ 国際医療貢献に青春を見つけよ！』 

宮田隆（歯科医学教育国際支援機構） 
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JAICOH学生研修会・前夜祭の報告 

東京歯科大学 国際医療研究会 浅野 一磨 

2016 年７月２日の午後２時より、沖縄県宜野湾市にある宜野湾トロピカルビーチにて学生研修

会ならびに前夜祭が開催された。大会長の村田千年先生をはじめ６名の先生方と、８名の歯学部学

生が参加した。当日は夏の沖縄らしい晴天に恵まれ、また目の前には沖縄の海と聞いて誰もが想像

するような美しいビーチが広がる会場での開催であった。日本各地から集まった歯学部学生らはそ

のほとんどが初対面であったが、「国際保健・国際協力」と「夏の沖縄満喫」という２つの共通項に

より、すぐに打ち解けることができた。バーベキューをしながら各人が行っている活動の内容を紹

介しあったり、また夏の日差しのせいか、語りすぎたせいか身体が熱くなったときは海に入って思

い切り遊んだりした。そのあとで、村田先生から先生ご自身の経歴と失敗談、そしてその反省の活

かし方についてレクチャーを受けた。私を含め参加した学生は将来の歯科医師像と今後の国際協力

について、考えを膨らませることができたようであった。 

その後は那覇市内へ移動し、国際

通りのお店で JAICOH 会長の河村康

二先生をはじめ、多くの先生方と琉

球料理を満喫した。こうして琉球の

音楽を楽しみながら大会前日の夜は

あっという間に過ぎていったのであ

った。  
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JAICOH学術集会に参加して 

九州大学歯学部 歯学科６年 原田 有理子 

小学生の頃に国境なき医師団のポスターを見て以来、発展途上国に強い関心を寄せてきました。

大学入学後にラオスでホームステイをする機会がありました。歯学部生らしく歯磨き習慣に関する

質問をしたら、歯ブラシは使わないが、木の枝と葉、蛇の皮の入ったカルシウムクリームを噛んで

ケアをしているとの事でした。彼女と共にその歯磨き方法を体験し、ふと彼女の口の中を見ると欠

損がチラホラ・・・国際歯科保健への関心が更に高まった瞬間でした。 

JAICOHでは、ネパール大地震後の子どもの心にアプローチをする活動の報告をしました。正直私

の活動が、子ども達に確固たるポジティブな影響を与えられたのか分かりません。しかしあの可愛

らしく微笑む子ども達にまた会いたいし、元気かな、と気になります。目に見える成果があってこ

その活動かもしれません。しかし子ども達が「日本女性が自分たちの話を聞いてくれたな」と時々

思い返してくれているのなら、それだけで喜ばしき成果かなと思います。 

国際歯科保健といっても草の根や政府レベルの活動の様に多様な形があり、どちらも必要不可欠

な存在だと考えています。JAICOH を通じて将来どのような形であれ本分野に携わって行きたいと

改めて感じる事が出来ました。今回出会った同じ志を持つ学生や先生方との繋がりを大切に、夢に

向かって進んでいきたいです。ありがとうございました。 
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第 27回総会および学術集会に参加して 

札幌北楡病院歯科 歯科衛生士 原田 晴子 

2016年７月２日３日、北海道から沖縄へ思い切って参加しました。 

まず感動したのが大会長の村田先生の「おもてなし」でした。プログラムでは知っていたのです

が前日はトロピカルビーチで BBQ？学生研修会？訳の分からぬまま参加しましたがハイヒールを履

いていった自分に後悔。北海道とは比べ物にならない沖縄の美しいビーチに眩しい太陽、これは楽

しまないと損でした。 

学術集会では海外でボランティア活動をされた貴重な報告が多い中、私は海外における活動を終

えて、どのように帰国後に経験を還元できるかを考えた発表をさせていただきました。私の場合は

継続的な経験ではなく２年という期限付きだったのですが「点」ではなく「線」でありたい、しか

しそれが現実とならない難しさを感じていました。今回の症例で「点線」になったかな、と思って

います。 

懇親会では全国の熱心な歯科衛生士仲間と知り合うことができ、時間が足りないくらいの盛り上

がりでした。また続きはどこかで語り合いましょう！ 

国際的な貧困問題に目が行く中、今回は沖縄での子どもの貧困問題が深刻であることを知りまし

た。旅行だけでは知り得ない沖縄の現状にどう関わっていけばよいのか、歯科医療関係者は何がで

きるのか、今後も皆様と考えていきたいです。 

 

  

初体験！ビーチで研修会。     かりゆしがお似合い、村田先生お疲れ様でした。 
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事務局より 

役員紹介 

下記の通り、JAICOH役員が決定しました。 

 

   役 職   名 前    所 属                          

会 長  河村 康二  カワムラ歯科医院 南太平洋医療隊 

副会長  夏目 長門  愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室 

    日本口唇口蓋裂協会 日本医学歯学情報機構 

副会長  村田 千年  マリーナ歯科クリニック 

      ルカ・ジャパン NPO法人 YOU&MEファミリー 

副会長  有川 量崇  日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座 

理 事  相田  潤  東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野 

理 事  内田 千鶴  カワムラ歯科医院 南太平洋医療隊 

理 事  遠藤 眞美  日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座 南太平洋医療隊 

理 事  門井 謙典  兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 

理 事  黒田 耕平  神戸医療生活協同組合生協なでしこ歯科 

日本モンゴル文化経済交流協会 

理 事  竹内 麗理  日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座 南太平洋医療隊 

理 事  谷口健太郎  東京歯科大学社会歯科学講座 

理 事  沼口 麗子  沼口歯科医院 NPOカムカムクメール 

理 事  根木規予子  みまつ渡辺歯科医院 ネパール歯科医療協力会 

理 事  谷野  弦  名戸ヶ谷病院・歯科 歯科医学教育国際支援機構 

顧 問  金澤 紀子  日本口腔保健協会 （公社）日本歯科衛生士会 

顧 問  田中 健一  北京天衛診所・歯科 

顧 問  鶴巻 克雄  国際歯科連盟（FDI）元会長 

顧 問  深井 穫博  深井歯科医院 深井保健科学研究所 ネパール歯科医療協力会 

顧 問  宮田  隆  宮田歯科医院 歯科医学教育国際支援機構 

顧 問  村居 正雄  アジア歯科保健推進基金 

監 事  白田千代子  東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 

      ネパール歯科医療協力会 NPOカムカムクメール 

監 事  原田 祥二  原田歯科 北海道ブータン協会 

 

 

2015 年度事業報告（2015 年７月１日～2016年６月 30 日） 

2015年 

７月 4・5日 第 26回総会・学術集会開催 

［河村康二（南太平洋医療隊、カワムラ歯科医院）、於 日本大学松戸歯学部］ 

11月 29日  研修会開催 
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      ［伊藤由依（北里大学病院）：西アフリカ・ベナン共和国での保健活動を通して、 

       角田らいら（鶴見大学歯科麻酔科）： 

学生が国際保健を行うということ～学生時代の経験を通して～、 

於 日本大学松戸歯学部］ 

2016年 

１月     ニュースレター（第 75号）発行 

５月 22日  研修会開催 

［Sisilia Fifita（Tonga）、Salote Tu'ihalamaka（Tonga）: 

SPMT activities in Tonga -Mali Mali Program-、 

       於 日本大学松戸歯学部］ 

 

 

平成 27（2015）年度決算書（自平成 27 年７月１日～至平成 28 年６月 30 日） 

歳入の部     

款 項 
平成 27年度 

歳入予算 

平成 27年度 

歳入実績 
備考 

会費 普通会員 ¥200,000  ¥255,000  

普通会員 51件（2014年度

14件、2015年度 31件、

2016年度 6件） 

  維持会員 ¥100,000  ¥140,000  

維持会員 14件（2014年度 

1件、2015年度 11件、

2016年度 2件） 

  その他 ¥0  ¥0    

  小計 ¥300,000  ¥395,000    

寄付金 事務局関係 ¥20,000  ¥0    

  
シーズプロジ

ェクト 
¥100  ¥0    

  その他 ¥0  ¥0    

  小計 ¥20,100  ¥0    

雑収入 
ニュースレタ

ー広告料 
¥100  ¥0    

  研修会参加費 ¥60,000  ¥8,000  
開催 2回（2015.11.29、

2016.05.22） 

  銀行利子 ¥100  ¥0    

  その他 ¥100  ¥0    

  助成金 ¥0  ¥0    

  小計 ¥60,300  ¥8,000    

前年度繰越金   ¥905,221  ¥905,221    
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歳入の合計   ¥1,285,621  ¥1,308,221    
     

歳出の部     

款 項 
平成 27年度 

歳出予算 

平成 27年度 

歳出実績 
備考 

会議費 役員会 ¥15,000  ¥21,000  開催 1回（2015.07.05） 

  
総会・学術集

会 
¥100,000  ¥100,000  JAICOH27補助 

  会場借上料 ¥5,000  ¥0    

  小計 ¥120,000  ¥121,000    

事務費 通信費 ¥5,000  ¥0    

  印刷費 ¥200,000  ¥64,626  
ニュースレター1回 No.75

（送料含む） 

  消耗品費 ¥2,000  ¥602  
ゆうちょ銀行 払込取扱票 

印字サービス 

  小計 ¥207,000  ¥65,228    

事業費 研修会 ¥50,000  ¥40,000  
講師料 20,000円×2名

（2015.11.29） 

  広報事業 ¥10,000  ¥7,210  ホームページ維持費用 

  
シーズプロジ

ェクト 
¥100  ¥0    

  小計 ¥60,100  ¥47,210    

渉外費   ¥100  ¥0    

備品費   ¥100  ¥0    

積立金   ¥100  ¥0    

予備費   ¥5,000  ¥2,320  ゆうちょ銀行 払込料金 

次年度繰越金   ¥893,221  ¥1,072,463    

歳出の合計   ¥1,285,621  ¥1,308,221    

 

 

監査報告書 
歯科保健医療国際協力協議会 
会長 河村康二 殿 

監査の結果を下記のとおり報告いたします。 

記 

平成２７（２０１５）年度（平成２７年７月１日から平成２８年６月３０日まで）の事業報告書、

決算書および附属証拠書類を精査した結果、適正かつ正確に処理、記載されていることを認める。 
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以上 
平成２８年７月３日 

 

 

 

 

会費納入をお願いします！ 

ニュースレター・NGOダイレクトリーによる国際歯科保健医療協力に関わる情報提供など、本会

の事業は皆様から納入いただく会費によって運営されています。つきましては、会費納入にご協

力賜りたくお願い申し上げます。 

年会費は、普通会員：5,000円／年、維持会員：10,000円／年、学生会員：2,000円／年です。

JAICOHの年度は７月１日から６月30日です。 

会費納入先（郵便振替）  口座；００１４０－９－５９９６０１ 

名称；歯科保健医療国際協力協議会 

他金融機関からの振込用口座番号 

〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）当座；０５９９６０１ 

 

メーリングリスト（JAICOH－ML）に登録・投稿してください！！ 

JAICOHでは、歯科保健分野における国際協力や地域保健に関するメーリングリスト（JAICOH-ML）

を運用しています。JAICOH 会員の方はもちろん、JAICOH 会員ではなくても、登録することができ

ます。情報交換や、各種研修会等のお知らせにも使用しておりますので、各団体の活動報告や参加

メンバー募集、学生向けのスタディーツアーへの募集のお知らせなどに、ぜひご利用ください。 

なお、この ML には、JAICOH 会員に限らず、歯科保健分野における国際協力、国際保健、地域保

健に関心のある方は誰でも無料で登録が可能です。歯科医師や歯科衛生士だけではなく、他の医療

職、医療と直接関係ない方や学生も OKです。 

ML登録をご希望の方や問い合わせは、１．氏名、２．所属、３．メールアドレスを、JAICOH事務

局 ML 担当・門井謙典（jaicoh-admin@umin.ac.jp）まで送信ください。数日で手続きいたします。

よろしくお願いいたします。 

 

 
７月２日（土）・３日（日）に、第 27回 JAICOH総会・学術集会が沖縄で初めて

開催されました。大会長は村田千年先生、学生企画は沖縄らしくビーチで、前夜

祭は沖縄民謡の生演奏を聴きながら、本会も日本全土から国際協力で活躍する

方々が集まり、盛大に行われました。お集まりいただいた皆様、ご支援くださっ

た方々、ありがとうございました。 

また、運営方針へのご意見がありましたらお寄せください。よろしくお願いい

たします（竹内）。 


