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途上国における歯科医療教育活動
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演者は若い頃から海外ボランティア活動の夢を抱いていた。幸い削らない虫歯治療でテ
レビ出演した際に日本に留学中のカンボジア歯科医師が、それを見て要請してきた。以
来、ラオス、カンボジア、ベトナムにおいて歯科教育活動を実施中。現在は主にラオスの
University of Health Sciences in Lao PDRでの活動である。それは日本の外務省委託によ
り現地での歯科医療の発展寄与活動だ。内容としては現地の実践的な歯科医療研修で予防
を中心とした講義と地方における無医村での無料診療の実践指導である。また歯科衛生士
制度がないので看護師への対応でデンタルナースの育成し予防歯科の普及に貢献していた
だく。また歯科技工士制度もないので学内に歯科技工士学部を設立し歯科技工士の育成し
ている。
演者の職務は歯学部学生および大学院生と内科医への専門的知識の普及、デンタルナー
スへの予防の基礎知識を講義している。また地方における臨床実習で予防効果を集積し、
同大学院生に発表指導。
カンボジアとベトナムの歯科医師を呼び、演者クリニックにて研修させ短期教育をして
いる。
キーワード：歯科医学教育国際支援機構（OISDE）、ASEAN歯科医療Network

Ⅰ．海外ボランティア活動のキッカケ
著者は若い頃から、海外ボランティア活動を夢見て

A&HF Foundation藤本篤郎代表に相談し、著者に声
がかかったのであった。もちろん、カンボジアへの招
聘を快諾させていただいた。

いた。しかし現実的には意欲があっても簡単に実現で

カンボジアヘルスサイエンス大学へ向かうと藤本ご

きるものではない。ところが、突然のチャンスに巡り

夫妻とSaphonn Vonthanak学長が迎えてくれた。た

会えたのであった。たまたま著者がテレビ番組で紹

またまSaphonn Vonthanak学長はハーバード大学の

介された。当時、東京医科歯科大にカンボジアから

パブリックヘルスの出身であったため、著者の削らな

留学中のDr. Chanthoeun Chuiが視聴いただいたよう

い治療法を歓迎してくれたのであった。その後、Dr.

だ。彼女は著者の削らないカリエス治療をカンボジ

Chanthoeun Chuiが著者のクリニックへ研修に来た

アに導入したいと考えたのだ。そして、養父である

（図１）。
Ⅱ．海外活動の展開

※冬期学会講師
（こみね・かずお）

ICD日本部会 常任理事

カンボジアをキッカケに隣国であるラオスでも招聘
をいただいた。それは元々知人でもある宮田隆先生
からお誘いただいた。彼が代表をしているOISDE：
Organization of International Support for Dental
Education：（特活）歯科医学教育国際支援機構の一員
として活動の依頼を受け、現在に至っている。
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 本敦郎・温子（A&HF Foundation）
藤
、Saphonn
Vonthanak学長、そしてDr. Chanthoeun Chui

Fig. 1

，Rector
Atsurou Fijimoto（A&HF Foundation）
Saphonn Vonthanak，and Dr. Chanthoeun Chui

その後、ICDフェローかつ友人でもある和久本雅彦
先生からも依頼があり、ベトナムでも海外活動が続い
た。彼はASEAN歯科医療Networkの代表であった。
Ⅲ．OISDEの紹介
（特活）歯科医学教育国際支援機構の英語表記であ
り、前述の宮田隆先生が代表している組織（図２）。
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図２

 のプロジェクトの交付金締結のための調印式は
こ
2019年２月13日、日本の大使館で行われました。
ラオス人民民主共和国日本国大使、引原毅氏、国
際歯科教育支援機構（OISDE）会長宮田隆氏

Fig. 2

The signing ceremony for the project's grant
contact was held at the Japanese Embassy,
on 13 Feb. 2019, between H.E. Mr. Takeshi
HIKIHARA, Ambassador of Japan to the Lao
PDR, and Prof. Mr. Takashi MIYATA, President
of the Organization of International Support for
Dental Education（OISDE）

②カムアン県及びサワンナケート県における看護師・
看護学校学生及び当該保健局職員に対する歯科口腔
保健サービス（25か所のヘルスセンターに所属する
看護師への実技指導）

１）活動目的
開発途上国の医療・医学教育に恵まれない国々、地
域に対して、人材の育成と医療の向上に寄与すること
である。
２）事業形態
①マンパワー支援

③ヘルス・サイエンス大学・歯科技工士プログラムへ
の技術指導
Ⅳ．ASEAN歯科医療Network（和久本雅彦代表）
１）目的
歯科医療に携わるアジアの一員として、ASEAN諸

②教育支援

国の歯科医療レベルの向上に寄与する。

③教材・教育資材支援

２）事業内容

④学術支援

①現地歯科医療従事者の日本での研修事業

３）活動対象国

②日本歯科医療従事者の現地訪問指導事業

カンボジア、ラオス、東ティモール
４）主な活動内容

③歯科商材・医療機器等の紹介事業
④現地での歯科医院設立サポート事業

ラオスおよびカンボジア・ヘルスサイエンス大学歯

著者もベトナムホーチミン医科薬科大学臨床講堂で

学部における教育支援（学生、卒後研修医に対する講

の講演および毎年ベトナムの歯科医師の教育実習生を

義、実習など）
：1991年４月〜現在

受け入れている。

５）ラオスでの現在の主な事業
①ラオス・ヘルスサイエンス大学歯学部学生および教
員への実技指導

Ⅴ．最後に
現在、ウズベキスタンから招聘が来ている。こちら
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は歯科医療ではなく、栄養学での依頼である。新たな

る。しかし、一番大事なことは日本の対症療法ではな

情報を研鑽しなければと日夜努力している今日であ

く予防医学を普及させることであると実感している。

Educational Activities of Dental Healthcare in the Developing Countries
Kazuo Komine, D.D.Sc., F.I.C.D.
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The author had been aimed to work on volunteer overseas for several decades. Fortunately, the
author could be contacted with the Cambodian dentist studying in Japan who was inspired by the “Nondrilling caries treatment” on TV program that the author was appeared on.
Since then, the author has been involved in dental educational program in Cambodia, Laos, and
Vietnam.
He is currently acting at University of Health Sciences in Lao PDR primarily that is committed by the
Japanese Foreign Ministry in order to carry out on-site activities for the development and contribution of
dental treatment, such as clinical training for providing free dental examinations in rural doctorless area
and for lectures at university about prevention.
Since there is no dental educational system for dental hygienist and dental technician in Laos, the
author tried to facilitate the concept of preventive dentistry and to train nurses as dental nurses, and to
set up the educational course of dental technician in the university.
The author mainly disseminates the specific knowledge for dental students and physicians and
promotes to educate the basic preventive care for dental nurse. He also instructed the effects of
preventive care to the graduate students shown with the result of clinical field-work in rural area.
Furthermore, he invites some dentists in Cambodia and Vietnam to his clinic in Japan in order to carry
out the short-term clinical training.
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