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ネパール歯科医療協力会 30 年をふりかえって
ネパール歯科医療協力会

理事長 中村

修一
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6. ラウンドテーブルディスカッション： 10:10〜11:30
「本音で語ろう！国際協力！」
テーブルディスカッション内容：ファシリテータ／ タイムキーパー
RT1

Plan DO See ：矢野裕子／柏木伸一郎

RT2

学生の参加を考える：樋口惣／重田幸司郎

RT3

良かったこと・困ったこと：麻生弘／根木規予子

7. ポスターセッション 11:40〜12:20
8. 総

会：12:30〜13:00

大会長講演

ネパール歯科医療協力会 30 年をふり返って
ネパール歯科医療協力会
中村

修一

1989 年に開始したネパールでの国際保健医療協力は今年で 30 年
を迎えた。ミッションの編成や運用に当たってはヒマラヤ登山隊 の運
用戦略を応用した。目標の山を設定し装備を揃え現地に輸送し 登山活
動に従事し、帰国後反省会を開き報告書を発行する手法や手 順は、
plan-do-see を導入する国際協力事業に応用できた。
その結果、22 のプロジェクトを展開したが、成功した案件は 13 プ
ロジェクト 59.1%。失敗した案件は９プロジェクト 40.9%であっ た。活
動開始から 5 年間は、現地政府のリクエストにより歯科診療 だけを実
施し村人との信頼関係を構築した。1993 年にテチョー村 にテチョー
村ヘルスプロモーションセンター（HPC）を建設した。 同時に外務省
の支援により四輪駆動車を入手インド経由でカトマ ンズに持ち込ん
だ。この他 HPC の隣に給水塔、発電室、トイレを建 設した。活動拠点
と移動手段が整った 1994 年からヘルスケアを始 めた、毎年新しいプ
ロジェクトを開発した。歯科診療班は途上国に おける歯科診療の指針
をまとめた。
ヘルスケアを始めるに当たっては口腔保健専門家の養成プロジ ェ
クト（ヘルトレ）を同時にはじめた。ラリトプール郡 40 の小学
校から延べ 851 人の先生が口腔保健専門家養成コースを受講した。

その結果、現在 7,456 人の小学生がフッ素洗口を実施している。 最近は、
2015 年のネパール地震で傷ついたこどもの心の癒しプロジェクト、母
子保健班による保育所の口腔保健をマザーボランティアグループが取り
組むプロジェクト、ゴダワリ市とのコラボレー ション事業、高齢者歯科
保健など多くのプロジェクトをネパール人 口腔保健専門家により展開
する自立型事業を開発中である。今回は ネパールにおける 30 年の変遷
について報告したい。

特別講演

ネパール歯科医療協会とともに歩いた２０年
20 years I spent with the Association of Dental Co- operation in
Nepal

Amit Khanal
NPO 法人

Well-being Nepal 代表

ネパール歯科医療協会(以下、ADCN と省略)は 30 年前、ネパー ルの
ラリトプール郡のテチョー村とその周辺のいくつかの村で歯 科診療を
はじめた。現在は学校歯科保健、口腔保健専門家養成
（Oral
Health Training）およびフッ素洗口など、活動は Health Care に変
化した。その長い間、日本人とネパール人の心温まるつなが りがあっ
た。そして、ネパールのラリトプール郡の村人は、自分 の健康のため
に正しい口腔ケアの知識を学び、口腔ケアができる ようになった。
Well-being Nepal は、口腔状態があまりよくない他のネパール の
人々に 30 年間活動したこの医療モデルをひろめたいと思ってい る。
私は今から 20 年前 ADCN を知り一緒に活動して来た。今回、私 がネ
ADCN とともに歩いた２０年について講演する。

1.ベトナム児童保護施設でのフッ素洗口普及活動

○田畑けいこ・陶山恵・栗田大輝・山口かおる・三木由貴・村木利 彦
NPO 法人歯科ネットワークー岡山から世界へー（通称 DNOW）

我々「NPO 法人歯科ネットワークー岡山から世界へー」は、2010 年よ
りベトナムの NGO「ス ト リ ー ト チ ル ド レ ン 友 の 会 」

FFSC

（ FRIENDS FOR STREET CHILDREN） と 協 働 し 、 ホ ー チ
ミン市の児童保護施設で年二回の歯科検診と歯科治療及
びヘルスプロモーションを行ってきている。継続的に訪
問しているものの、訪問頻度の少なさや社会的背景もあ
り 、 子 供 達 の 虫 歯 を 大きく 減 少 さ せ る に は 至 っ て い な
い 。 今 回 FFSC の 施 設 内 で 、 継 続 し た フ ッ 素 洗 口 を 開 始 す
る新しいプロジェクトを開始したので報告する。

Promotion of Fluoride Mouth-Rinse at an Educational Facility for
Social Handicapped Children in Vietnam.

〇

Keiko Tabata1) , Megumi Suyama1) , Daiki Kurita1) ,
Yamaguchi1) , Yuki Miki1) , Toshihiko Muraki1) ,

Kaoru

1) Non-profit Organization Dentist Network from Okayama to the
World(DNOW)
【Outline of this project】
We have been in continuous activity at “Friends for Street
Children(FFSC)”, Vietnamese NGO, twice a year, from 2010.
These

activities

have

been

and

will

be

on

cooperative

relationship between FFSC and DNOW. We hold health promotion
program

including

TBI,

in

addition

to

checking

up

and

treatment during these activities every time. Unfortunately, our
8 years’ activity couldn’t decrease children’s teeth decays
very much due to factors such as low activities’ frequency,
social background, and so on. We’ll report the new project
for regular fluoride mouth-rinse in the FFSC’s facility.

2.ネパールでのフッ化物洗口 25 年間の歩み
○矢野裕子、蒲池世史郎、深井穫博、中村修一、柏木伸一郎、重田 幸
司郎、平出園子

(ネパール歯科医療協力会)

目的：ネパール歯科医療協力会では 1994 年からネパールでフッ化 物
洗口を実施してきた。洗口実施に先立ち、対象地域の生活実態調 査や
学校での口腔内検診を行った。その結果、都市化に伴う砂糖摂 取の増
加とそれに伴うう蝕の増加が懸念された。医療環境が整って いない途
上国では、根拠の高いう蝕予防処置が必要であると思われ た。 方法：
0.2%フッ化ナトリウム溶液による週一回法を実施している。 活動当初
は、洗口液を配布していたが、洗口人数が 1000 人を超え た頃から薬
剤を各校の洗口人数に合わせ 10g 単位で計量し、2 週間 に 1 度各校へ
配布している。
結果：1994 年に一つの村の一校から開始されたフッ化物洗口は
2018 年現在、9 つの地域 40 校 7546 人に対して行われている。
2009 年に実施した学校歯科保健プログラムを実施している村と実 施
していない村との断面比較では、永久歯のう蝕歯数に差があり、 この
プログラムがう蝕予防効果に有効であることがわかった。 考察：
25 年間の経過から、本プログラムは、学校歯科保健活動の中でも、 現
地教師が取り組みやすいことがわかった。現在では、現地の口腔 保健
専門家に運営を担ってもらっており、現地の歯科医師が見守る という
体制ができつつある。一方、洗口開始から年月が経ち、一部 の学校で
は、管理簿の記載漏れや、洗口法の間違いも見られた。安 定したプロ
グラムの継続には、定期的な管理、評価を現地の人々共 に行う必要が
あると思われる。

3. ト ン ガ 王 国 学 童 の 口 腔 保 健 向 上 の た め の ‘MaliMali’
Program の評価
Evaluation of the child oral health promotion ‘MaliMali’
Program based on schools in the Kingdom of Tonga
竹内麗理

1,2

，遠藤眞美
2,4

1,2

，河村康二

2,3

，河村サユリ
2,4

2,3

，内田千鶴
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，
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Fifita Sisilia ，Fakakovikaetau Amanaki ，有川量崇 ，田 口千恵
子 1,2，野本たかと 1，平塚浩一 1，小林清吾 1,2
日本大学松戸歯学部，2 南太平洋医療隊，3 カワムラ歯科医院，4 ト ン
ガ王国バイオラ病院

1

南太平洋医療隊はトンガ王国小学校・幼稚園において 1998 年から 20
年間にわたり，主に学童を対象とした口腔保健向上のための プロジェ
クト‘MaliMali（トンガ語で笑顔の意）’Program を実施し ている。本
研 究 で は
RE-AIM （ Reach ， Effectiveness ， Adoption ，
Implementation ， Maintenance ） framework を 用 い て ， MaliMali
Program を評価した。
対象学童数は 2011 年にはトンガ全体の 99％に到達した（Reach）
。12 歳
児 DMFT scores は 2001 年 4.86 から 2011 年 2.20 に減少した
（Effectiveness）
。対象施設数は 2011 年にはトンガ全体の 99％で あ
った（Adoption）
。実施費用は一年間一人当たり，最大 2.0 USD（主に
MIRANOL@ 及 び ORA-BLISS@ ）と 安価 である（ Implementation ）。MaliMali
Program は南太平洋医療隊，JICA，トンガ王国健康省および教育省の協
同事業となった（Maintenance）
。上記の要因により，MaliMali Program
はトンガ王国全土で受け入れられ，確実に効果を現し，現在はトンガ人
のみの手によって独 立したプロジェクトとして実施されている。

Evaluation of the child oral health promotion ‘MaliMali’
Programme based on schools in the Kingdom of Tonga
〇 Reiri Takeuchi1,2, Mami Endoh1,2, Kohji Kawamura2,3, Sayuri
Kawamura2,3,

Chizuru

Uchida2,3,

Sisilia

Fifita2,4,

Amanaki

Fakakovikaetau2,4, Kazumune Arikawa1, Chieko Taguchi1, Takato
Nomoto1, Koichi Hiratsuka1, Seigo Kobayashi1,2
1Nihon

University

School

of

Dentistry

at

Matsudo,

2South

Pacific Medical Team, 3Kawamura Dental Office, 4Vaiola Hospital,
Ministry of Health, Kingdom of Tonga
The South Pacific Medical Team (SPMT) has supported oral health
care for Tongan juveniles since 1998. This voluntary activity,
named the MaliMali (‘smile’ in
evaluated in detail in this paper.

Tongan)

Programme,

is

The evaluation was guided by the Reach, Effectiveness, Adoption,
Implementation, Maintenance (RE-AIM) framework.
The percentage of enrolled children rose to 99% of Tongan
children in 2011 (Reach). The mean DMFT score of 12-year-olds
showed significant decreases in 2011 (2.20) compared with the
2001

values

(4.86)

(Effectiveness).

The

proportion

of

participating primary schools rose to 99% in Tonga in 2011
(Adoption). The costs of fluoride powder and of the fluoride
products (MIRANOL® and ORABLISS®) were 0.18 and 0.9–1.8 USD per
person per year, respectively, in Japan (Implementation). The
operating agreement between the SPMT and JICA signed in 2006
formalized the relationship between the Ministries of Health

and Education in Tonga, and the SPMT and JICA, to establish the
MaliMali

Programme

as

an

international

project

involving

primary schools (Maintenance).
This evaluation found the MaliMali Programme to be feasible and
acceptable to children and schools in the Kingdom of Tonga. The
programme promotes oral health and provides accessible and
improved oral health care in the school setting, consistent
with the oral health-promoting school framework.

4.ミャンマーの医療に恵まれない人々へ
― 口からの健康作り ―
○松本敏秀、久保田順子、Sai Htay Win
アジアのこどものデンタルケア（福岡市）

１）はじめに ミャンマーは民主化に政策転換したとはいえ、依然として
過去の
負の遺産に苦しんでいる。国として公的な医療保険や福祉の制度も な
く、とくに国民の多くが暮らす山岳部や地方では、都市部との経 済格
差が拡大し、流通網や電気や上下水道など社会的インフラの整 備も遅
れ、衛生状態も劣悪で、多くが無医村である。我々は、孤児、 障がい児
（者）、有病者や少数民族など、医療に恵まれない人々へ の歯科治療
や口腔からの疾病予防に、2011 年 5 月より取り組んで いる。今回は
その活動の一部を紹介する。

２）目的と目標
「ミャンマーの問題は、ミャンマー人の手で解決する」ための手 助
けすることを目的とする。一過性の活動に終わることなく繰り返 し訪
問し、最終的には、ミャンマーの歯科医師に、また予防に関し ては医
療関係者にとどまらず教師、施設や地域のリーダーなどにも 引き継ぎ、
活動を継続してもらうことが目標である。

３）活動の内容
①

歯科医師対象に歯科臨床に関する研修会開催や治療器材な ど

の支援
②
③

無歯科医師地域でのチャリティー歯科治療

「虫歯にしない 3 つの約束」 の紹介と実践 簡単に、シンプルに、だれ
でも続けられるう歯の予防

④

「病気にならない 4 つの約束」の紹介と実践 金や薬を使わず、楽しく
口からの感染症を予防し、健康をめ
ざす

Health care for the people in Myanmar
◯Matsumoto Toshihide, Kubota Junko, Sai Htay Win
Dental Care for Children in Asia (Fukuoka City)
1) Introduction
Although Myanmar has changed its policy to democratization, it
still suffers from past negative heritage. There are no public
health insurance and welfare systems. We have been working on
dental treatment for persons with disadvantages such as orphans,
handicapped

children

(people),

diseased

people

and

ethnic

minorities, and diseases prevention from the oral cavity and so
on from May 2011.
2) Purpose
Our motto is “The problems in Myanmar must be solved by the
hands of Myanmar people”. We help Myanmar dentists, school
teachers, leaders of the each community etc. to continue our
activities by themselves instead of us.
3) Content of the activity
① Support

clinical

training

workshops

and

donate

dental

instruments and materials for dentists.
② Charity dental treatment in the non-dentist area
③ Introduction and practice of "Three promises not to make
cavity"
④ Introduction and practice of "Four promises not to get sick"

5.ラオスにおける看護師を介した歯科口腔保健サービス の構築
と全国展開
第3報
〇谷野弦 1,2,3, 持田寿光 3, 久家理恵 3, 押元敦 3, 渡辺一騎 3, 宮
田敦 3, 佐藤緑 3, 佐藤貴映 3, 高山史年 3, 小峰一雄 3, 宮田隆 3
1

名戸ヶ谷病院,

2

日本大学松戸歯学部口腔外科学,

3

歯科医学教育 国

際支援機構(OISDE)

【緒言】歯科医学教育支援機構は 2012 年より日本 NGO 連携無償資 金
協力事業（外務省）に採択されラオス人民民主共和国にて口腔保 健の
教育システムを確立すべく活動中である。ラオスにはデンタル ナース
の制度が無いため喫緊の措置として、全国の市町村に点在す るヘルス
センターの一般看護師に技術移転を行い地域住民の歯科 口腔保健を
管理できる体制を目指した。
【活動内容】モデル事業を行う地域をビエンチャン県ポンホン地区 に
設定した。第 1 フェーズでは、県の看護学校に歯科口腔保健のカ リキ
ュラムを導入し、デンタルナースの代替となりうる人材が恒久 的に輩
出される体制を構築した。第 2 フェーズでは、当該地区への 歯科口腔
保健サービスシステムの導入（地域住民に対する健診やス ケーリング
を含む簡単な歯科治療を通して一般看護師および看護 学生に技術移
転）を行った。第 3 フェーズでは、ポンホン地区での 実績を踏まえ、看
護学校を有し環境の異なる他県への事業展開を行 い、第 1・2 フェーズ
で構築したモデルの検証を行った。
【結論】モデル地区の看護学校に歯科口腔保健のカリキュラムを導入し、
またすでに配置されている一般看護師に対してはワークショ ップなら
びに実地指導を行い、看護師がデンタルナースの役割を兼 務するシス
テムを構築した。今後は全国展開をさらに進めて行く。

Capacity building project and its nationwide coverage planning
of nurses through dental and oral health training in Lao PDR.
Gen Yano1, 2, 3, Toshimitsu Mochida1, Rie Kuge1, Ikki Watanabe1,
Takao Sato1, Midori Sato1, Atsushi Miyata1, Fumitoshi Takayama1,
Kazuo Komine1, Takashi Miyata1
1Organization of International Support for Dental Education:
OISDE,
2Nadogaya Hospital, Kashiwa, Japan
3Department of Oral Surgery, Nihon University Dentistry at
Mastudo
INTRODUCTION
Lao PDR is the only country in South-East Asia, which does not
have Dental Nurse System (DNS). Due to lack of the system,
there is no one who provides oral health service, nor place
where educate nurses about the knowledge and skills of oral
health. Thus, OISDE has transferred basic knowledge and skills
of oral health to nurses and students in local Technical
Nursing School (TNS). The purpose of this project is
development of DNS.
ACTIVITIES
We have settled a model project of nurse training system at
Phong Hong District, Vientiane Prefecture. In the 1st phase of
the project, we designed a dental and oral health programs into
the curriculum of a local Technical Nursing School (TNS), and
established a basic system to provide human resources, instead

of dental nurses, which promote oral health services to local
villagers. In the 2nd phase, experimental introductions of oral
health services were made at the local health centers. We
transferred basic knowledge and skills of oral health such as
oral surveys, scaling and minor dental treatments to nurses and
TNS students at each health center. In the 3rd phase, based on
the success of the model project at Phong Hong District, same
training systems and introductive oral health services are
developed at other prefectures which have a Public Health
School (former TNS).
CONCLUSIONS
A model project of nurse training system was developed both at
TNS and local health centers to establish a system to provide
oral health services to local villagers by medical nurses
instead of dental nurses. We will develop same projects at
other prefectures throughout Lao PDR.

6.「モンゴルにおける歯科予防活動と歯科医師研修の取り組み」
○黒田耕平
日本モンゴル文化経済交流協会 モンゴルとの歯科医
療交流は、1991 年 7 月から今年で 27 年目
になる。長期にわたる交流では、コンセプト「モンゴル人の健康 はモ
ンゴル人自身の手で」は変わらないが、現地の様々な変化と 共に交流
活動の内容も変化してきている。5 年ほど前には現役歯 科医師数は
1200 人程度であったのが、現在では歯科大学も 5 校
となり数年後は毎年の卒業生も 800 人を超えると言われる。しか し、増
加する首都の開業医は経済的理由からか高額私費治療を中 心とし、公
的な歯科予防の取り組みもまだまだ遅れている。小児 のう蝕も首都か
ら郡部へとさらに増加し続けている。
我々は、現地のエネレル歯科診療所とともに、首都ウランバー トル
市と郡部での小児う蝕予防活動を継続して行っている。幼稚 園と小学
校を対象に、歯科検診、歯磨き指導、フッ素塗布、人形 劇、教師や保
護者への予防講話、初期う蝕処置を、モンゴルの歯 科関係者や行政の
健康保護局と一緒に行うことで公衆衛生を進 めてきた。
しかし、大学における歯科学生教育は 2 年前までは 5 年制で、 費用
の掛かる模型実習はほとんど行われておらず、郡部に新卒で 赴任する
歯科医師などは満足な臨床研修もないまま重症う蝕患 者の歯科治療
を一人で行うという現状がある。そこで、我々は歯科大学における臨床
セミナーと実習、郡部で歯科医師への実地臨 床研修にも取り組んでい
る。 また、モンゴルにおける障がい者歯科治療のために、医科大学小
児歯科での治療やセミナー、地域の歯科医師とともに障がい者施 設で
の訪問診療も行っている。 今回は、そうした歯科予防活動や歯科治療
研修の取り組みについ て報告したい。

郡部での歯科治療

研修郡部の小児う蝕

乳歯冠の模型実習
2017 年 9 月 7 日ウランバートル市内第 210 幼稚園検診結果
4 歳児 68 人
Caries
free

罹患者数

7人

61 人

（率）（C2 以
上）

（89.7％）

C2 数

C3 数 C4 数 う蝕喪失歯数 １ 人 平 均
う蝕歯数

409 本 12 本 11 本 1 本

7.1 本
（61 人）

黒田耕平 神戸医療生協・生協なでしこ歯科 日本モンゴル文化 経済
交流協会
E-mail； hpdqm355@yahoo.co.jp Tel.078-978-6480 Fax.078-978-6056

Efforts of dental prevention activities and dentist training in
Mongolia
Kohei

Kuroda

Japan Mongolia Cultural and Economic Exchange Association
The dental medical exchanges with Mongolia will be 27 years
this year, but the concept "Mongolian health is Mongolian's own
hands" does not change. The contents of exchange activities are
changing

along

with

various

local

changes.

Public

dental

prevention efforts are still lagging behind, pediatric caries
also continues to increase from the capital to the county.
We are continuing pediatric dental caries prevention activities
in the city of Ulaanbaatar and the county, together with the
local Enerel dental clinic. Do kindergartens and elementary
schools with dental checkups, teeth brush teaching, fluorine
application, puppet play, prevention lectures to teachers and
guardians, initial caries treatment, together with Mongolian
dental officials and administrative health protection offices
Has promoted public health.
Meanwhile, dental practitioners who are assigned to graduates
as new graduates do not have satisfactory clinical training,
but

have

dental

treatment

of

severe

caries

patients

by

themselves. Therefore, we are also working on clinical seminars
and practical training at dental universities and practical
clinical training for dentists in the district.
In addition, for disabled dentists in Mongolia, we also offer

treatment and seminars at pediatric dentistry at the medical
university, visiting clinics at disabled facilities with local
dentists.

7.ベトナム名誉領事館を設立
○夏目

長門

1）愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室
2）在名古屋ベトナム社会主義共和国名誉領事館
3）特定非営利活動法人日本口唇口蓋裂協会
4）特定非営利活動法人日本医学歯学情報機構

ベトナム社会主義共和国は、人口 9270 万人、面積は日本とほぼ
同じ 32 万 9,241 平方キロメートルである。
ベトナムでの医療協力は、1992 年より開始され、これまでに 1200 名
を超す日本人医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士をはじめとす るボ
ランティアが参加して、ベトナム各地で口唇口蓋裂の無償手術 をはじ
めとする各種の医療協力がなされました。
医療協力を通じて現地の方々との深い絆が生まれ、今ではベトナ ム
を第二の故郷と思うほどになっています。口唇口蓋裂をはじめと した
草の根の交流は両国政府を動かし、名誉領事館が設立され、名 誉領事
として各種の交流のお手伝いをさせて頂いています。
医療協力を通して多くの出会いがあり、友を得ることができまし た。
今では、心より多くの方々に医療協力は、人として自身を見つ め、多
くの経験を得ることができることを確信しました。多くの 方々が医
療協力に参加されることを願っています。

8.国内の診療で活かす国際協力経験
〜増加する日本在住外国人患者の傾向と対策の検討〜
○藤瀬多佳子

きし哲也歯科医院

緒言：福岡市の国際化および勤務する歯科医院が九州大学伊都キ ャン
パスに近いことが相まって、留学生を中心とした外国人患者 が年々増
加している。過去に JICA 海外ボランティアとして南太平 洋トンガ王
国で 2 年間、パシフィックパートナーシップおよび NGO の一員として
ベトナム、カンボジア、スーダンで医療支援活 動に携わった経験は、
外国人患者の背景にある文化や生活習慣に 考慮した治療を行う上で大
変有用であり、当院の 2017 年の年間新 患数における外国人の割合は
10％(59 名)に達している。今回、当 院を受診した外国人患者の口腔疾
患の傾向と対策について検討を 行ったので報告する。
対象と方法：2011～2017 年に当院に新患で来院した 32 カ国、199 名
(女性 78 名、男性 121 名)の外国人患者の主訴、口腔内の状況、 診療内
容について検討を行った。 結果：患者の平均年齢は、27±8 歳で、紹
介率は 80％だった。新 患の主訴の内訳は歯の疼痛が 34％、歯周病の
症状が 24％だった。 歯の疼痛が主訴の患者の 4９％が歯内治療を、
28％が抜歯処置を 必要とした。小児患者では低年齢児の多数歯重症う
蝕が認められ た。
考察：異国の地で受ける歯科治療は不安を伴うため、症状が重症 化し
て歯科を受診する傾向がみられた。外国人患者の歯科治療に 携わる際
は、宗教や文化、将来的なフォローを考慮し、更に口腔 衛生に関する
情報提を提供していく必要があると考えられた。国 際協力活動を通し
て得られる見聞は、日本在住外国人患者の治療 においても役立つと考
えられた。

9.ネパール歯科医療協力会の母子保健活動の 30 年の歩み
The 30-years history of maternal and child health
activities
of the Association of Dental Co-operation in Nepal
○ 白田千代子、奥野ひろみ、大野秀夫、根木規予子、深井穫博 中村
修一、上村沙紀子

（ネパール歯科医療協力 会）

母と子は、人類の未来であり母子保健は生涯健康の基盤づくり の時
期で、母子を一環と捕らえて、時代と地域の状況のニーズに 応じた保
健活動が提供されなければならない。母子が健康で、安 心に安全な生
活を送ることができ、社会に守られながら生活でき ることが、人類の
普遍的課題である。しかし、ネパールだけでな く多くの途上国には、
こうした仕組みは存在しないだけでなく、 社会基盤の未整備に加え、
宗教・慣習の問題、貧困、無知、病 気、ジェンダーなどが複雑に影響
し、安全な出産さえ望めない状 況下にある。このような状況であって
も、母子保健活動を推進し ていくことは、母子の健康を維持増進する
ために重要である。
ネパール歯科医療協力会（ADCN）は、30 年前からカトマンズ近 郊の
現ゴダワリ市（ラリトプール郡テチョー村）で母子保健活動 を実施し
てきた。その紆余曲折した 30 年間の活動状況について報 告する。

10.ネパール歯科医療協力活動に関わる 30 年間のネパール 人
の生活実態調査から
A investigation for the daily life fact−finding of Nepali
villagers,since 30years ago

○ 安部一紀、大野秀夫、蒲池世史郎、深井穫博、中村修一 沢熊正明
ネ パ ー ル 歯 科 医 療 協 力 会 （ Association of Dental Cooperation in
Nepal）

ネパール歯科医療協力会は、30 年前の活動の当初から、医療活動 と
平行して、ネパールの人々の生活実態を知るための調査活動を続 けて
いる。その目的は、健康はその人の生活実態に由来し、医療は その人
に fit したもので、最終的にはその人の well-being をもた すもので
あってほしいという願からである。
このため、異なる自然・歴史・文化・宗教・習俗・習慣等を持つ
人々の喜怒哀楽や価値観等を知り理解することは必要不可欠な事 と
考えられた。調査は、日本隊員とネパール人通訳が組となり、村 を散
策・家庭を訪問し、家の中を見ながら、様々に質問するという 形式で実
施した。調査項目は、家族構成・カースト・家の経済・教 育・宗教・
食生活・水・燃料・家財道具・便所・台所・寝室・隣人 関係等、多岐
にわたる。得られた資料は隊ミーティングで共有し、医療保健現場で
人々に接する時や医療保健計画を立案する時の資 料として使った。な
お、本調査は専従の隊員がほぼ 30 年間一貫し て調査を担当している
ため、村とその地域の生活実態の変化を経年 的変化として捉えること
ができるという利点があった。 現在、この地域の村々は新しい憲法の
下、新しい市に統合され、 以前の自給自足・農村型から都市近郊の新
興都市型に移行しはじめ ている。したがって、人々の生活実態は「下
着」に伝統生活、
「上 着」に都市生活という生活スタイルで生活してい

る。このため、老 人問題・若者の流出・乳幼児・学童の口腔ケア等様々
な新しい問題 も出てきたが、ポジティブにみると、高学歴化・婦人の
解放・人材 の多様化・行政の刷新等、「新しい資源」も備ってきてい
るので、 これらを有効に活用すれば、「人々の、人々による、人々の
ための 健康」が定着するのも夢ではないように思われる。

11.ネパール歯科医療協力会こどものこころプロジェクト
○守山正樹、山田信也、松岡奈保子、上村沙紀子、飯田典子、原 田由
理子
（ネパール歯科医療協
力会）
2015 年 4 月のネパール大地震は ADCN の活動地域にも大きな影
響を与えた。地震後の活動を考えるべく同年 9 月に先遣隊が派遣 され
「地震後、村人が子供の心のケアを求めている」と分かり
「二次元イメージマッピング法（TDM）による対話の支援」を中核 と
する「こどものこころプロジェクト」が発案された。
TDM とは①特定の話者（対象者・当事者）が関わりを持つ「あ る複
雑な事象」からイメージ要素を抽出し、②要素を二次元的に 配列＆展
開してマップ（散布図）へと視覚化し、③マップを介し て対話する中
で、④当初の事象を話者なりに捉え直す（構成・構 造化）ことを支援
する方法である。「話者」はネパールの子供た ち、「複雑な事象」は
「地震後の生活」である。アミット先生がネ パールから持参した子供
たちの作文を検討する作業を 2015 年 11
月に行い、イメージ要素として 16 枚の絵カードを開発した。絵カ ー
ドを配列する座標軸の台紙の横軸と縦軸についても検討し「ま ず＜ナ
ラムロ、Bad＞な思いでラベルを横に並べ、次いで＜ラム ロ、Good＞な
思いでラベルを縦に動かす」とマップ作製手順を決 定した。2015 年末
のカトマンズ郊外、ウィリアムズ（W）校及び セントポール（S）校で
TDM を実施したので報告する。

12.2015 年ネパール大地震によるラリトプール郡の 5 か月 後
の被災状況
Situation report about Lalitpur district
～ Five months after the Nepal earthquake in 2015～
○麻生 弘、大野秀夫、安部一紀、大野陽真、大野慧太郎、安部一紀、蒲池 世史郎、
深井穫博、松岡奈保子、矢野裕子、根木規予子、白田千代子、柏木 紳一郎、山田
信也、西本美恵子、中村修一、上村沙紀子、小笠原茉莉子、中 村敬子、アミッ
ト・カナル、守山正樹、仙波伊知郎、飯田典子、原田由理
（ネパール歯科医療協力会）

2015 年 4 月 25 日、ネパール大地震が発生した。ネパール歯科医療
協力会（以下 ADCN と略）の活動拠点であるカトマンズ南のラリト プ
ール郡においても甚大なる被害が発生した。
ADCN は 27 年間の活動状況から現在は自立支援型保健活動の総仕 上
げの段階であったものの、これからの ADCN の活動を一変させる よう
な大事件であった。
そこで、ADCN および NPO 法人ウェルビーイングは、余震がある程 度
落ち着き、ネパールの雨期末期の 2015 年 9 月中旬に ADCN29 次隊先 遣
隊をネパールに派遣した。目的は、ラリトプール郡におけるネ パール
大地震の被災状況および今後の ADCN の活動を探るためであ った。そ
の調査状況および ADCN のその後の活動の指針について報 告する

13.ネパールにおけるネパール歯科医療協力会 30 周年記 念セ
ミナー
30th Anniversary Seminar of the
Cooperation in Nepal held in Nepal

Association

of

Dental

○大野秀夫、麻生 弘、安部一紀、蒲池世史郎、深井穫博、松岡奈 保
子、矢野裕子、根木規予子、白田千代子、柏木伸一郎、山田信 也西本
美恵子、中村修一、上村沙紀子、小笠原茉莉子、中村敬 子、アミッ
ト・カナル、仙波伊知郎
ネパール歯科医療協力会（Association of Dental Cooperation in
Nepal） ネパール歯科医療協力会(以下、ADCN と省略)は 1989 年にネパ
ール での歯科保健活動を始めて 2018 年で 30 周年を迎えた。ADCN 31
次隊
（2017 年 12 月～2018 年 1 月）では現地で ADCN 活動 30 周年記念セミナ
ーを行った。今回は現地ネパール人が自立したこれまでの活動内 容お
よび今後の保健活動の持続について、3１次隊での活動を中心 に報告
する。

14.ネパール歯科医療協会のプロジェクトを支援する総務 部の
30 年間の活動
30 years of activities of the General Affairs Department
supporting the project of the Association of Dental Cooperation in Nepal

○ 大野秀夫、麻生

弘、根木規予子、深井穫博、中村修一、松岡 奈

保子、仙波伊知郎、重田幸司郎、樋口惣
（ネパール歯科医療協力会）

国際保健医療協力は、プロジェクトの運営だけでは成功しな い。３
０年間ネパール歯科医療協会（ADCN）の活動が継続できた のはプロジ
ェクトを支える運用部門つまり総務部が非常に有効に 機能したためで
ある。
ADCN の活動は短期集中型で多くの隊員で行うプロジェクトで、 スタ
ディツアーではなく実行部隊である。活動遂行のために隊員 の生活全
般の世話をする運用部門つまり総務活動の必要性が出 る。総務部のモ
ットーは隊員相互 “楽しく仲良く”である。
今回、プロジェクトを支援する総務部の 30 年間の活動状況を紹 介
する。

15.国際歯科保健医療協力における資源の有効活用「ヒト」 に
ついて
─ネパールでの経験から─
○中村

修一、大野秀夫、深井穫博、松岡奈保子

ネパール歯科医療協力会
1989 年からカトマンズの近郊の村および、ヒマラヤ山麓の村で 歯
科保健や PHC を展開している。日本からミッションに参加した隊 員は
延べ 826 人で実数は 247 人内男性 99 人、女性 148 人と女性が
圧倒的に多い。参加数１回の男性は 51 人であるのに対し参加数 1
回の女性は 99 人と倍の人数であった。しかし 5 回以上参加男性は
20 名、女性は 10 名と逆の値を示した。女性の方が柔軟に国際協力
を取り組む様子がわかる。
平均ミッション参加者は 26.6 回である。 隊
員の職業は歯科医師 42.1%、研究者 14.3%、歯科衛生士 14.0%、看 護師、
保健師、助産師 2.9% 、学生 11.6%、その他 15%%であった。 参加者は
適当に情報を入手し参加する。これまでに参加者の募集で 困ったこと
はない。1 次隊で隊の構成に当たって１）学生に門戸を あける、２）
歯科学際的運営をはかる、3）研究だけを目的とした 行動は認めない
と方針を採用し現在も守られている。理念は１）自 利、寛容、自己啓
発と 2）利他（隣人愛）でネパールへの協力事業 を展開することにし
た。隊の運営は全てに隊員の安全と健康を優先 する、そのため隊はプロ
ジェクト部と他に総務部をつくり優秀なス タッフがリーダーとなった。
新しいプロジェクトの実施にあたって は起案者の情熱を優先しまず実
行し後から考える事とした。従って途中で止めたり、他のプロジェクト
に吸収されたりするプロジェク トも多いが実行 7 割考察３割でとに
かく実際にフィールドでの実 行を優先した。その結果、現在では「ネ
パール人の自立的口腔保健 の展開」に発展し日本人は「見守る」状態と
なっている。今回は「ヒ ト」について報告する。

16.開発途上国での調査から考える今後の活動展開
○浅野一磨 1)、松浦葵 1)、眞木吉信 1)
1)東京歯科大学国際医療研究会

本研究会が原則として毎年行っている海外スタディツアーでは 近
年、訪問国にて大学生を対象とした歯科に関する意識調査を実施 して
いる。それはライセンスを持っていない歯学部学生が現地でで きる活
動内容は限られてはいるが、卒業後国際保健に携わることを 考えてい
る学生にとっては自分たちで質問を考え、アンケートを回 収し、集計・
分析・考察することは非常に有用であると考えられる ためである。意
識調査における質問は、
「1 日に何回歯を磨くか」、
「歯磨きの際に使用する補助的刷掃具はなにか」など約 10 問ある。 そ
こで今回は直近の訪問先であるミャンマー、台湾、モンゴル、イ ンド
ネシアと、対照国として日本を含めた計 5 か国の調査結果の考 察をま
とめたい。また今後どのような活動展開をしていくかについ て、少ない
ながらもこれまでの渡航経験とデータを基にした考察を 発表したい。

Our prospects through the latest 5 years survey in the Asian
developing countries
〇1)Kazuma Asano, 1)Aoi Matsuura, 1)Yoshinobu Maki
1）
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Association

of

Tokyo

Dental

College

for

International Oral Health
We

have

conducted

the

questionnaire

survey

when

visit

developing countries as ‘study tour’ program in Student
Association of Tokyo Dental College for International Oral
Health. In recent few years, we visited Myanmar, Taiwan,
Mongolia,

and

Indonesia

during

2014-2017.

One

of

the

characteristics of our program is that we don’t have any base
in particular places, so it seems difficult to keep conducting
one

thing

continuously.

We,

however,

hope

this

survey

contributes to the contents of activities in next visit. We
asked college students about oral health behavior, such as
‘How many times do you brush every day?’ ,and ‘What do you
usually use when you control the dental plaque except
toothbrush?’. In this poster session, we present our analysis
and prospect as ‘ dental students’. In results, we couldn’t
get the differences between these countries, however we keep
considering what we can do and what is needed in Asian
developing countries from the view of ‘students’.

１７.学生における国際歯科保健活動の実施と継続の難しさ
○伊東紘世¹⁾ 河村忠将¹⁾ 眞木吉信¹,²⁾ １）東京歯科大学国際医療研究会
２）東京歯科大学衛生学講座

東京歯科大学国際医療研究会では現在までに１７回のスタディーツ アー
を実施し、アンケート調査やボランティア活動などの国際歯科保健 活動を行
ってきた。また、国際交流の場として APDSA への参加も行って きた。他大学
にも国際歯科保健・国際交流を目的とした部活・クラブが 存在しており、
我々の蓄積してきた経験や反省点をそのような活動を実 施・実施予定の学
生と共有することで、更なる有意義な活動を行うものを 目的としている。
その 1 つとして、現在までにスタディーツアーや APDSA で実施してき た活
動の内容を紹介するとともに、活動を実施するにあたってどのような 準備を行
ってきたか、どのような組織体制を構築してきたかを共有するこ とが出来れば
と考えている。
またこれから歯科学生が国際歯科保健活動・国際交流を安全に実施 する
上でガイドラインの必要性を感じたため、長年の両活動の収穫とし て、学生
が海外において活動する上での注意事項をまとめたブックレッ トを作成した。
今回の発表ではそれらの点を中心に、学生の観点から国際歯科保健 活
動・国際交流活動について述べたいと思う。

Difficulty in Implementation and Continuation of Global Oral Health
Activities by Students
Kosei Ito1) and Tadamasa Kawamura1) and Yoshinobu Maki1,2)
1) Student Society of Tokyo Dental College for International Oral Health
2)Department of dental hygiene
Student Society of Tokyo Dental College did 17 times of study tours so far,
conducting global oral health activities such as questionnaire survey, health
volunteering and participation with the aim of international exchange
programs like APDSA. There are several societies aiming global oral health
activities or international exchange in other colleges and universities, so
attending APDSA and sharing our experiences and reflection point with other
society who conducted or will conduct global oral health activities is helpful
for our activities.
We introduce contents and preparation of our study tours and activities we
did in APDSA.
We found it necessary to set guideline for dental students to conduct global
oral health activities or international exchange safely we made a booklet
which summarize notes for activities in foreign countries.
We will discuss global oral health activities and international exchange from
the viewpoint of students, mainly explaining our experience in this
presentation.

18. 国 際 協 力 に 関 す る 活 動 に 興 味 の あ る 学 生 の 意 識 調 査 ～
JAICOH 参加学生と某歯科大学生について～
○遠藤眞美 1,2,3)，竹内麗理 1,2,4)，谷野弦 1,5)，宮田隆 1,5)， 河
村康二 1,2)
1)第 28 回歯科保健医療国際協力協議会 JAICOH 実行委員
2)南太平洋医療隊
3)日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
4)日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座
5) 特)歯科医学教育国際支援機構、ラオス ・ヘルスサイエンス大 学
歯学部

【目的】
歯科保健医療国際協力協議会 JAICOH に学生の参加がある。国際 協
力に興味のある学生の国際協力に関する経験や希望，意識などを 調査
した。
【方法】
第 28 回 JACIOH 学術集会に参加した学生（以下，JAICOH 参加学 生）
32 人と日本大学松戸歯学部国際保健部の所属学生（以下，国際 保健部
学生）50 人を対象に，国際協力などに関する独自に作成した 無記名自
記式のアンケート調査を行った。
【結果および結論】
JAICOH 参加学生のうち 22 人（68.8％）が国際保健や協力に関係

するクラブやサークルに所属していた。国際協力などの経験は
JAICOH 参加学生 9 人（28.1％）
，国際保健部 8 人（16.0％）に認め ら
れた。JAICOH が主催している学生研修会へは JAICOH 参加者 8 人
（25％），国際保健部 3 人（7.9％）が参加していた。JAICOH 参加者 で
あっても 22 人（68.8％）が研修会を知らないと回答した。
JAICOH 参加学生や国際保健部の所属学生は国際歯科保健協力に 対
して強い興味のあるといえるが多くが実際の活動に至っていな いと
わかった。学生の活動支援として定期的に研修会を行ってきて いるが，
低い参加率で周知されていなかったことから今後は内容や 日程などの
工夫が必要であると考えられた。

第 29 回歯科保健医療国際協議会(JAICOH)福岡大会事務局

学会長 中村修一（ネパール歯科医療協力会）
副学会長 守山正樹（ネパール歯科医療協力会）
実行委員長
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運営事務局：松岡奈保子
〒819-0384 福岡市西区太郎丸 1-3-10
松岡歯科医院内
TEL092-807-1388 FAX092-807-1391
メールアドレス：info@matuoka.in

