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私の国際交流の変遷
（一社）国際歯科学士会日本部会会長

宮
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私の国際交流のきっかけは学生時代に部活動で始めた躰道（沖縄出身の祝嶺制献師範が沖縄の古武道から玄制流
空手道を経て立ち上げた空手系武道）である。当時の武道仲間で、米国や欧州に長期間放浪をしながら武道の武者
修行を兼ねて指導をする友人もいて、私も機会があれば海外に指導に出たいと思っていた。
大学卒業後最初の夏に、グアム島の残留日本兵で帰国した横井庄一さんと一緒に、文化交流団として、船でグア
ムまで行き、現地でヤシの実オリンピックをする企画があった。これに日本武道の代表として参加したのが、実は
海外へ行った最初である。横井さんにヤシの実の剥き方を教わった。
卒業１年後に、海外青年協力隊に志願し、南太平洋の小さな島国である西サモアに歯科医師として赴任し２年間
滞在した。今のようなインターネットもなく、国際電話も通じず、浦島太郎になると言われた。首都アピアにある
診療所で現地の歯科医師と一緒に診療に従事し、発電機を担いで村の小学校で巡回治療をした。薬や器材が十分で
ない環境下での歯科治療を体験して学ぶことが多く、その後歯科理工学の研究に進むきっかけになった。また、我
が国の政府やWHO等の開発途上国に対する援助の矛盾も考えさせられた。現地の子供に空手を教え、米国の平和
部隊（これが青年海外協力隊のモデルになっている）とも交流を深めた。
帰国後は世界躰道連盟の事務局長に就任した。米国、フィンランド、スウェーデン、フランス、ポルトガルほか
に支部ができて、現地に指導に出かけたり、海外からの訓練生を受け入れたり、各地で国際大会を開催した。英国
ケンブリッジ大学から招待されて大勢の前で転体の法形という演武をしたときに、ノーベル賞受賞の物理学者から、
君の演武はアトムの動きのようで美しく感銘を受けたと褒められたのが誇りである。
昭和大学に勤務して研究者になってからは、海外の大学を訪問し、国際学会で講演するのが楽しみになった。さ
らに学部長に就任してからは、国際交流に力をいれ、大連医科大学を皮切りに多くの大学と交流プログラムを締結
し、現在では13か国、18大学と歯学部の交流プログラムを締結し、学生の派遣や受け入れを行ってきた。
去る平成31年４月４〜６日には、QSという大学世界ランキングを認定している組織の歯学分野の評価向上のた
めのシンポジウムが、昭和大学の姉妹校である韓国ヒョンヒ大学の主催で開催された。アジアを中心に各国の代表
的な歯科大学、歯学部の学長・学部長が参加して交流を深めた。日本からは千田先生（次期国際会長）も参加し、
ICD韓国部会の役員と交流した。各国の参加者の中に結構多くのICD会員がいたのには驚いた。ICD日本部会は台
湾部会、韓国部会と密な交流を続けており、今後３か国の交流プログラムの調印をする予定である。今後もICDを
通じて幅広い国際交流を続けたい。
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My path of international activities
 Takashi Miyazaki
President of I.C.D., Japan Section

I have practiced Taido-Karate (Japanese traditional Budo originated in Okinawa) when I was a dental
student. At that time, some of my Budo friends went abroad to instruct Budo while practicing martial arts on
site. And I also had a dream to make a plan in the future if possible.
In the summer of the year of graduation from dental school, I had a chance to participate in the culture
exchange team as a representative of Budo visiting to Guam by boat with famous Mr.Yokoi, residual Japanese
soldiers in Guam. We made a demonstration of Taido-Karate on the boat and attended a sports festival of
Coconut fruit communicating with local young people. This was my first opportunity to go abroad.
I volunteered a Japanese Peace Corps after one year of graduation and spent two years in Western Samoa,
an island in the South Pacific Ocean. I engaged in the dental practice in the clinic in Apia, capital and also
performed patrol treatment in regional primary schools with carrying generator.  This activity was an origin
of thinking about real medical care by myself. We lucked pharmaceuticals and dental materials and I had
strong feeling of developing dental materials in the future which has connected to my current career. I also
felt contradiction of the concept of our government-led and WHO-led assistance on the local medical care. I of
course instructed Taido-Karate to local children and enjoyed communicating with many people.
After coming back to Japan, I was appointed as general secretary of the World Taido Federation. I started
to instruct Taido-Karate in the overseas branches such as USA, Sweden, Finland, French, and Portugal etc. and
received trainees from overseas. When I was invited to make the performance demonstration of Taido-Karate
in Kenbridge University, I felt privilege of receiving a comment from a famous Novel Prize winning physicist
indicating my style was just like the movement of atoms and so beautiful.
After receiving faculty position at Showa University, I enjoyed to visit overseas to make a lecture and
attend conferences in many countries. In addition, I fixed MOU with many universities starting with Darien
Medical University in China. Now Showa University Dental School has 18 partner dental schools in 13 countries
and performed inbound and outbound activities.
A QS Asia dental summit meeting was held in Soul on April 4-6, 2019 sponsored by Kyung Hee University.
Many presidents and deans from Dental school in Asian and Pacific Ocean countries and discussed future
direction of dental education with global standards. I also met many ICD members including those from Korea
and Taiwan, We plan to fix a trilateral agreements on June at our general assembly for further collaboration in
the future. I will continue to perform international activities through the action of ICD.
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