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フィリピン カオハガン島

代表理事挨拶

ＪＤＭ代表理事

沢田 宗久

昨年３月ヴァヌアツ共和国がサイクロン
「パム」
により、壊滅状態になったことは、皆様の記憶
に残っていることと思われます。
あれから１年が経ち、
かなり復興が進んでいますが、未だに手付
かずの地域もたくさん残っているのが現状であります。
皆様から頂いた義援金約800万円は、一部をトタン屋根の復旧に役立てました。
その後、一番被
害が大きかったタンナ島のレナケル病院のウォータータンクの復旧に活用致しました。残りは、5
つの小学校にウォータータンクを設置する予定です。
例年通り７月にタンナ島での歯科医療奉仕活動を行った時は、
いつも使用していたレナケル
病院のゲストハウスは強風にあおられ、屋根が吹き飛ばされる、見るも無残な状態でありました。
そのような状況の中でも、現地の人々が明るさを絶やさずに強く生きる姿を見ていると、心が救
われました。
これからも、復興支援を継続して行きたいと考えています。
フィリピン共和国カオハガン島でのミッションは、今回アメリカ・ニューヨーク州クーパーズタウ
ンから来日した、大阪船場ＲＣの交換留学生のジャシュア・シェクタ君がボランティアとして参加
しました。彼は、
フィリピンもボランティア活動も初めての経験で、最初は戸惑っていましたが、
段々と慣れてメンバーと一緒に活動してエンジョイしていました。
彼の仕事は、主にアシスタントですが、治療器具の洗浄、荷物運び、掃除など一生懸命に働い
ていました。
日本から持って行った、
ハブラシ・タオル・鉛筆等を現地の小学校にドネーションを
したり、学校検診では、歯磨き指導を衛生士と一緒に行い、小学校の先生とのミーティングの通
訳もしてくれました。
恒例の島民大運動会では、企画から率先して参加し、子ども達と一緒に楽しくミッションを終
えることができました。
ＪＤＭは長年にわたり、小学校でボランティアと道徳的なことについて授業を行っています。帰
国後、
２月２４日
（水）
に八尾市立竹渕小学校での授業にジャシュア君も同行し、
ボランティアに
参加した体験談を６年生の生徒の前で発表しました。。
彼の感想文には、
「人を助け奉仕する喜びを体験できた・・・」
と書かれてありました。
これからの、未来ある若者がこのような体験を共有できたことは素晴らしい事であります。
彼の人生にとっても有意義な活動となったと思います。
ＪＤＭのミッションは、歯科医療奉仕だけでなく、現地小学生との文化交流や青少年育成の
活動も行っています。
現地では、何が必要とされているか、
しっかりリサーチし、現地の住民と一体となって活動を継
続して行きたいと考えていますので、今後共、皆様方のご理解とご支援を宜しくお願い致します。

01

活動地域紹介

フィリピン共和国
ヴァヌアツ共和国

ヴァヌアツ共和国

紹

介:８３の島から成り立つ

首

都：ポートヴィラ（エファテ島）

人
言
宗
寿

口：約２４万人

語：ビシュラマ語、英語、仏語
教：ほとんどがキリスト教
命：７１歳

生産物：コプラ（ヤシ）、牛肉

活動地：マレクラ島、タンナ島
通貨単位:バツ(１バツ約１円)
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フィリピン共和国
ルソン島
首都：マニラ

日本

セブ

フィリピン

セブ
マクタン・セブ国際空港
マクタン島

オランゴ島

カオハガン島

紹
人

介：７,１０９の島から成り立つ
口：約８,８５７万人

カオハガン島の人口は約450名

首

都：マニラ（ルソン島）

宗

教：ほとんどがキリスト教

言
寿

語：フィリピノ語、英語、ビサヤ語
命：男６５歳、女７０歳（平均）

生産物：バナナ

活動地：カオハガン島（セブ州）
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海外活動報告

ヴァヌアツ共和国・タンナ島

2015年7月11日〜7月20日
（上段左から）
川本麻央(D)、小西あゆみ(H)、関根淳(D)、
スティーブン(D)、上崎秀美(D)
（下段左から）
伊藤玲(D)、出口紗綾子(D)、沢田宗久(D)
今岡鮎美(V)、大西富子(H)
合計10名
歯科医師（D）
歯科衛生士（H）
ボランティア（V）

活動内容
7月13日(月)

7月1２日(日)
11日に関西、関東組がそれぞれの空港からそろって出発
（前乗りと後発のメンバーを除く）。重量オーバーの歯
ブラシは翌日発送することに。ポートビラ到着後、16：
30メラネシアンホテルにて前乗りメンバーと合流(計7名
になる)。
メラネシアンホテルに置かせていただいていたコンテ
ナの変換機作動確認。タンナ島の変換機がサイクロン
で故障していた時の為に持っていくことに。

04

ポートビラ空港で超過料金13690VT発生。11：00タン
ナ島到着。空港のガラスは割れているままであったり屋
根が飛ばされていた。
お弁当を市場で購入後13：00ラナケルホスピタル到着、
翌日の診療準備開始。倉庫に置いてあったコンテナ、
ポータブル２台は無事。今回日本から持って行ったポー
タブルが稼動せず、また日本に持って帰ることに。
診療室の窓ガラスが外れていたので布で覆う。診療室
にあるモリタのユニットは稼動するが、バキュームホース
がちぎれていて補修できず、抜歯専用ユニットにする。

ポートビラ空港から無言で一緒についてきた人が実は
派遣されてきたヴァヌアツの歯科医だとわかり、最終日
までメンバーに加わる。(Drスティーブン)窓ガラスが無く
なっている病棟も沢山あった。病院のスタッフルーム４
棟のうち３棟は壊れたまま。１棟は完全崩壊。

７月１５日（水）
9：00病院組（川本D・スティーブンD・大西H・今岡V）
診療開始。
ロカタイ・レナス組 (伊藤D・上崎D・小西H・出口H) 9：
30ロカタイ到着。生徒１７０名を外に集めてもらい開
始 。スムーズにいか せるためうちわにお絵 かき開 始
早々、検診を幼稚園児１７名から開始、低学年から診て
いく。注意事項や要抜歯の説明を言葉があまり通じな
い子には先生にわかりやすく通訳してもらう。ロカタイに
は歯牙フッ素症の児童が４名ほどいた。ユニセフの即席
テントが幼稚園児の教室だった。リュックは皆おそろい
の水色のユニセフロゴで小さな体にかわいらしかった。
検診後幼稚園児は帰宅。
12：00レナス到着。ちょうど学校は12：30までランチタ
イムだった為、すぐに始められるように道具や器具の準
備をしておく。木陰でランチタイムの児童のお弁当を覗
いているとタッパーにいっぱいのご飯だけだったり葉っ
ぱにくるんだものだったり、覗いているとこちらがいいよ
と言うのにココナッツで煮た豆を葉っぱに分けて与えて
くれた。教室わきの地面にはサイクロンでダメになってし
まった教科書が積んであった。うちわが１０本ほど足り
ず、代わりに小さな子には先生に寄付する用のペンをあげ
た。歯ブラシがまだ航空便で届かないため、永久歯列の
児童にも小児用歯ブラシを配る。ロカタイ・レナスで計１３
人抜歯を行う。両校とも要抜歯の児童には児童の同意
でここで抜歯していいと先生から許可を得られた。
Ｄｒスティーブンより、タンナ島は結核患者が多いから注
意するようにと言われる。沢田D・関根D、ポートビラに
てロータリーと会議。翌日タンナ合流予定。

7月14日(火)

9：00ラナケルホスピタル組（上崎D・伊藤D・スティーブ
ンD・小西H）診療開始。数人の患者がすでに外で待っ
ていた。
10：30イナムラ組 (川本D・大西H・出口H・今岡V) 到
着。連絡が行っていないという事態だったが、快く許可
を得てすぐに生徒を一教室に集めてもらえた。事前に２
５０名と聞いていたが、サイクロン後生徒が離れ、８０人
程になっていた。校長に、私たちの今日の目的（①うち
わに絵を描いてもらう②ブラッシング指導③検診④必
要な子は抜歯）を伝え、抜歯は生徒がOKしたらとの許
可を得る。検診は、漏れがないよう先生に順番に生徒
の名を呼ぶようにお願いする。生徒たちは検診時、口を
空けるのを恥ずかしがっていたが大変スムーズに診るこ
とができた。要抜歯生徒が何人かいたうち１人承諾をえ
て、生徒全員教室から帰した後に抜歯する。クレヨン生
徒全員分、先生方にはペンを寄付する。
14：00ラナケルホスピタル帰還。そのまま午後の診療に
加わる。病院組は午前中途中で患者が途切れたので外
に人を呼び込みに行く。初日は計３５名でクリーニング
希望が多かった。
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７月１６日(木)

７月17（金）

沢田D・関根Dを8:40タンナ空港へ迎えに行くが、飛行
機がエンジントラブルで着陸直前にポートビラに引き返し
たと聞く。12：00直接ラナケルホスピタルへ無事到着。
航空便の歯ブラシも未だ来ず、行方不明かと案ずる。
９：３０病院に着くと既に沢山の患者が待っていた。
病院組（上崎D・スティーブンD・小西H・出口H）ラナケ
ル組（川本D・伊藤D・大西H・今岡V）歯ブラシが無い
ため午前のラナケル歯ブラシ指導、検診の予定が無しに
なる。せめて糸電話工作のお絵かきだけでもしてもらおう
と材料を持っていく。先生が生徒と作っておくと快く約
束してくれるが、午後にラナケル組が行くとまだ出来てお
らず、検診も今日は無理だと断られる。
ラナケル組、またホスピタルに引き返し、診療に合流。
患者が今日はとても多く、トラックの荷台に生徒たちを乗
せて引き連れた先生など、計９７名であった。
メンバー：腰痛１名・腹痛１名

雇っていたトラックだと片道１時間半のローヤピン往復
は持たないだろうとの事（前日にもトラックのタイヤがパ
ンク）別のトラックと運転手を雇う。午前中ラナケル検
診。糸電話をみんなに製作してもらう。残りのうちわ、ク
レヨン、ペン寄贈。１５人の要治療児童がリストアップさ
れ、校長に明日ラナケルホスピタルに来るようにとアナウ
ンスしてもらうが、来るかは彼ら次第。ラナケルホスピタ
ルに一同戻り、ローヤピンへ。途中空港に歯ブラシが届
いているかと願い行ってみると、なんとちょうど届いてい
た。これでローヤピンで渡せると皆喜ぶ。
15：00ローヤピン到着。ところが子供たちは金曜日は早
く帰ってしまうそうで 先生を一人除いてもういなかっ
た。校庭で遊んでいる子供たちを呼び込むと、すぐにワ
ラワラと集まって来てくれた。集まって来た村の大人た
ちも一緒にうちわのお絵かきから始める。
沢山あつまってくれたので、先生に教室を借りて、検診
スタート。始めると検診が終わった子が家に帰り、自分
の家族や小さい兄弟たちの手を引いて連れてきてくれ
た。村のリーダー格の青年も積極的に参加し、村の人を
連れて来たり子供たちを誘導してくれた。教室の外では
子供たちは歯科指導の紙芝居にみんなよく見入ってい
た。ローヤピンでの活動は今までのなかで一番よく笑顔
がみられ、和気あいあいとした光景だったと思う。最後
に先生に残りの歯ブラシ、タオルを寄贈。真っ白なタオ
ルを見た先生はとても喜んだ表情だった。

生徒は帰っていたものの、子供を中心に約50人以上は
検診ができた。リーダー格の青年は、村人や自分の子
供たちの為にありがとうと感謝の言葉を何度も言ってく
れた。この後Volcanoにいくと言うと、そこでガイドをし
ているというその青年が一緒について来てくれ色々と世
話をしてくれた。
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治療結果

20：00途中霧の中、エバーグリーンホテルへようやく帰
還。ホテルの従業員達が歯ブラシを欲しがっていたので
渡す。

14日 15日 16日 17日 18日 合計

抜歯（本）

21

36

67

12

136

ＣＲグセ充（本）

9

20

34

13

76

ＳＣ（人）

13

11

13

6

43

Check TBI（人）

6

3

17

2

28

薬処方
合計

７月１８日（土）

3
49

70

131

33

3

１６日：エナメル上皮腫紹介１

午前診療のみだったが、ホスピタルに着いても待ちの
患者はいなかった。
ポータブル２台のみ片づけを開始。ラナケルの児童は
来なかった。10 時過ぎまで患者１名しか来なかったの
で全撤収始める。
11 時過ぎ、情報を聞きつけた人たちがトラックの荷
台に乗って１０人ほど来たが、すでに機材を撤収してい
たので残念ながらお断りする。来た人たちも残念がっ
ていた。
土曜日は町の人気があまりなく、外では静かに集会
をしているところもあった。日本に送り返すコンテナ、
作動しなかったポータブルをホテルへ持って帰る。
お昼は日本から持ってきたレトルトカレーをキッチンで
茹でてもらい食べる。
17：20 ポートビラ着。空港に迎えに来ていたセント
ラルホスピタル関係者の方にドネーションを渡す。

リーダーの総括 上崎 秀美
今回は、12日に7人(Dr3人、Hy3人、Vol1人)
その後13日に3人(Dr2人、Vol1人)とビラに
集まりその後7人は、タンナ活動へ3人は首
都ビラでの政府交渉へと分かれての活動と
なりました。
タンナでは学校訪問の際、今回初めての試み
として、昨年から依頼されていた訪問診療に
着手し、子供たちだけでなく村民も含めてで
きるだけ希望に添えるように器材を持っての
移動となり成果を上げられました。
また、ハリケーンの被害レベルは、各所甚大な
ものがあり悲惨な状況でもありましたが島民
には笑顔がみられ今後の復興が待たれます。
今回のミッションは幸いなことに 宿泊はホテ
ルであったため食、住の心配がなく十分な休
養が取れその分診療活動、訪問活動に全精
力を注げたようで充実した成果をあげられた
のではないかと思います。
最後に天候にも恵まれ、順調に活動し、無事
帰国できたことをメンバー全員に感謝しつつ
報告を終えます。
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フィリピン共和国・カオハガン島

20015年11月19日〜11月23日

（上段左から）
三上、久保田、神田、矢沢、
小西、大森、遠藤、大西、倉橋、沢田
（下段左から）
垣内、大澤、坂口、伊藤、井口
合計1５名

活動内容
１１月１９日（木曜日）
今回の活動は関西国際空港から９名、成田空港から３
名、前泊組３名の計１５名参加、
（歯科医師７人、歯科衛
生士８人）
１９：３０頃 セブのマクタン空港にて関西組、関東組、
お迎えに来てくれたトッペルや、よしえさん達と合流し車
と船を乗り継ぎカオハガン島に向けて出発した。
船のエンジンがストップして途中３０分ほど荷物を積ん
だ船に引っ張ってもらうというトラブルもありながら、そ
の後エンジンが復活し無事カオハガン島まで到着するこ
とができた。
２２：３０頃 前泊組が夕飯を食べずに待っていてくれ
たので、みんなで夕食を食べ前泊組の本日の活動内容

を聞き、明日からのミーティングを行い２４：３０消灯と
なり就寝。

１１月２０日（金曜日）

沢田先生は早朝からセブの学校の先生とのミーティング
のためセブにお出かけ、残りメンバーで９：００から手分
けして、診療準備にとりかかる。
前泊組が診療準備を行っていてくれたためスムーズに
診療に入ることができた。
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早朝より、沢山の島民がバランガイホールに集まってくれ
ていた。今回は初の試みとして大澤先生が持参してくれ
たレントゲンが新アイテムとして投入された。
午後には島主の崎山さんの抜歯を沢田先生が行った
り、力水（カラマンシージュース）が届けられたり和やか
な治療となった。この時点で２月の義歯の予約が一杯に
なっていた。夜にマンゴーパーティーを開催。
マンゴーを
そのまま丸かじりという贅沢な食べ方で、とても甘くてお
いしいマンゴーでした。

１１月２２日（日曜日）
１０時まで診療を行いその後は機材の梱包、在庫チェッ
クを行い予定通り昼前にすべて終了。
昼食後はフリータイムで、シュノーケルに行ったり、
マッ
サージを受けたり各自のんびりと過ごした。
１５時からは恒例の運動会。リレー、飴食い、玉入れ、
綱引きを行った。玉入れでは籠支え役の大澤先生が籠
を持って走り回り玉を入れさせないという斬新なアイディ
アで大爆笑となった。

１１月２１日（土曜日）
ラプラプで大きなお祭りがあり学校が休みとなっていた
ため学校検診が行えていなかった。そのため、島民にお
願いして子供たちに学校に集まるように放送をしても
らったが、学校に行ってみると子供たちは誰も集まって
おらず残念ながら今回学校検診は中止となった。前泊
組おかげで小学生の２４人は１９日に検診できた。
夜のミーティングでは治療中の椅子がやりづらいの
で、完全に横に寝かせるのはどうか。
鉗子やバーの種類のリスト化などについて活発な意見
交換が行われた。
この日の夜はたこ焼きパーティー開催。炭火で焼くた
こ焼きは格段のおいしさです。また手慣れたピック捌き
は関西ならではの熟練された技でした。

１１月２３日（月曜日）
早朝の飛行機のためＡＭ２時起床で島を出発。３日間
夜は少し雲が出ていたのであまり見られなかった星空
が、最後の夜は満天の星空とはこれを言うのかといわん
ばかりの、ものすごい星の量に圧倒されながらの出発と
なった。帰りは船のトラブルはなく無事セブの空港に到
着。全員で朝ご飯を食べ、関西組、関東組に分かれ帰
国した。
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治療結果
抜歯
ＣＲ
セメント
義歯調整
ＳＣ
チェックアップ
ＴＢＩ
その他
人数

20日

21日

22日

27本

6本

27本

335本

35本

20本

79本

１４人

13人

7人

34人

０人

2人

1人

3人

９５人

86人

170本

138本

２４本

２３本
３人
６人

2人
9人

リーダーの総括

1人
1人

26人

島別受診者

合計

56本
6人

16人

207人

カオハガン

４２人

カオハガンスクール

３５人

パガンアン

１８人

カブルアン

１４人

ゴルドバ

３人

パンダノン

９７人

沢田 宗久

11月１９日〜２３日までフィリピン・カオハガン島
に於いて歯科医療奉仕活動を行ないました。
今回は歯科医師７名、衛生士８名、総勢１５名で
活動しました。
前日１８日から、伊藤、小西、倉橋の３名が先発
隊として前準備を兼ねて現地入りし、小学校の
検診や、歯科器材の準備も行なっていたので20
日からの診療はとてもスムーズに行うことが出
来ました。
私は、２０日早朝から、崎山さんと一緒にセブ
の歯科大学に行き、カオハガン島民のエッジ・ナ
ノイの歯科大学の進級のことで、大学歯学部、
部長さんとお会いして、エッジの現状をお聞きし
て、今後どうするかを話し合いました。
その後カオハガンに帰り、すぐに治療にとり
かかりました。
今回のミッションは、ベテランのドクターが多く
参加して頂いていたので比較的スムーズに診療
を行うことができました。
ラプラプ市の島々から多くの患者様が治療に来
ていたので、来年のデンチャー予約もすぐに詰
まりました。
１１月のこの時期はフェスティバルが多くある
ので、島民や子ども達がセブに出かけていて、
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小学校も休校になっており、検診ができなかっ
たので、崎山さんと皆で村に居る小学生を集め
て、バランガイホールで検診並びに治療を行い
ました。
今回は、大澤先生が持参して下さった、ポー
タブルレントゲンが大変有効で役に立ったので
すが、使用中何らかの原因で使用不能になった
のが、とても残念でした。
天候はエルニーニョの関係で、晴天続きで約
３ヶ月間雨が降っていなく、島民達は水を他の
島々から買って来ているので、参加者全員に節
水を呼びかけました。
関空からの直行便が再開したので、往復の飛
行機は大変楽になりました。
又、荷物の一人当たりの規制が、２個のケースで
４３キロまで緩和されたので、
歯材やドネーショングッズを沢山持っていけるよう
なった反面、税関の申告が厳しくなってきたので、
次回から事前のチェックが必要となりました。
今回は、初参加のメンバーが多かったので、診
療後の島民、子ども達との恒例の大運動会は大
変盛り上がり、お互いの労をねぎらい、ミッショ
ンを無事終えることが出来ました。

フィリピン共和国・カオハガン島

2016年2月10日〜2月15日
（上段左から）
坂口 智計(D) 、栗山 雅行(V)
山住 泰平(D)、 瀬野 耕司(D)
中辻 孝一(T) 、中本 美穂子(H)
小西 あゆみ(H)、 倉橋 朋子(H)
（下段左から）
長家 茉耶(D) 、野場 麻由子(H)
高瀬 明彦(D) 、上崎 秀美(D)
河内 光明(T)、シェクタ ジャシュア(V)
崎山克彦(島主)、沢田 宗久(D)
中島 ミラ(V)中島 勝彦(V)
合計1８名
歯科医師(D) 衛生士(H)
技工士(Ｔ) ボランティア(Ｖ)

活動内容
2月10日（水曜日）

の打ち上げ花火を見ることができ、それはJDMのメン
バーを歓迎してくれているようでありました。
午後10時頃、カオハガンに到着。夕食の前に明日から
の活動についてミーティングが行われ、その際、Vo栗山
より「ボランティアは皆平等、仲良くやろう。」Dr沢田より
「自分の仕事は自分で探す。」との話しがあり、明日か
らの活動に思いを新たにしました。
そして、いつもの美味しい食事を頂いて就寝。

午後１時30分関西国際空港出発ロビーに集合し、空路
セブへ。メンバーを乗せたフィリピン航空PR409便は定
刻よりやや早く到着しました。空港ではカオハガンハウス
のよしえ氏、現地スタッフのエマ氏、トッペル氏が出迎え
てくれました。その後、Vo栗山、Dr上崎、Vo中島夫妻と
合流。
（中島氏はフィリピンで30年以上ビジネスをされ
ており、今回はボランティアとして参加。）
空港到着時は小雨がぱらついていましたが、港に着いた
頃には雨も上がり雲の切れ間からオリオン座が大きく美
しく見えました。又、カオハガンへの船上からは何発も

２月１１日（木曜日）
午前9時より診療の準備をし、義歯作製、抜歯、保存処
置、スケーリングと手分けして診療がスタート。今回のメ
インテーマは義歯作製のため手の空いた人が随時印象
採得に参加。慌ただしく午前中は終了。
午後2時よりDr沢田、Dr高瀬、DH小西、DH倉橋 DH
野場、DH中本、Voジャシュア（Dr沢田を日本の父と慕
うアメリカからの交換留学生、16歳）の7名で小学校を
訪問。まずDr沢田より歯ブラシをドネーションし、早速
その歯ブラシを使ってTBIを行いました。そして、明日の
診療のために子供たちのチェックアップを行い、DHが
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シーラント（140本）。
この日、14人26床の印象採得が終わり、午後から早くも
7人の方の咬合採得をすませることができました。

Dr三浦は診療にも参加され、多くの子供たちの抜歯を
手伝って頂きました。
咬合採得も終わると、そろそろ義歯作製も佳境に入り
ます。咬合採得された模型は咬合器にマウントされ、床
が作られ人工歯が排列されて徐々に義歯の形となって
いきました。
二人の技工士さんの手際の良さと休みなく作業をする
頑張りには頭が下がる思いがしました。

２月１３日（土曜日）

２月１２日（金曜日）
診療二日目も午前9時スタート。前日、チェックアップさ
れた小学生が診療に、子供達の笑い声あり泣き声ありと
いっそう賑やかになりました。
午前11時よりDr沢田、Dr三浦、
（カオハガンハウスに
宿泊中の北海道大学病院の歯科医）崎山氏、Vo栗山、
Voジャシュアで小学校へ赴きこれからの子供たちの口
腔衛生について小学校の先生と懇談。Dr三浦は大学病
院で小児歯科と障害者歯科を専攻されているとのことで
専門家の立場から意見を伺うことになりました。
懇談内容は、まず、ブラッシングが不十分。一日三回のブ
ラッシングを。母親にも口腔衛生の指導が必要。昼食
後、小学校にて集団でブラッシング。
（小学校にはナンバ
リングされた歯ブラシがおいてある。）
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診療も三日目となり、いよいよ義歯の装着。この日だけで
12人の方に義歯が入りました。
この頃になると、初めて参加された先生もカオハガンで
の診療にも慣れ、スピードアップしてきました。そして、
時間に余裕ができると技工を手伝ったり、義歯の装着を
するなど仕事の幅が広がっていきました。チームワークが
どんどん良くなってきたと感じられました。
この日も慌ただしく時間が過ぎ、診療が終わり、翌日の
午前中を残すのみとなりました。そして、仕事を終えた技
工士の河内さんが「どうにかなるさ。」と一言。
診療後、バランカイホールの前で、ささやかではありまし
たがトッペル氏の誕生会を持つことができました。
♪Happy Birthday to you♪をJDMメンバーと居合わせ
た島民で合唱し、Dr沢田からプレゼントの贈呈。メン
バーのトッペル氏への感謝の気持ちが伝わったことと思
います。(トッペル氏、38歳)
夕食後、ジャシュア君がカオハガンに来てから書いてい
た日記を披露してくれました。その内容は素晴らしく、
ユーモアに溢れ、感動的でした。
「人を助けたら幸せに
なる。」
「人を助けたい。」との言葉がとても印象的でし
た。彼の優しい人柄の表れでしょう。
その後、
マンゴーパーティーで盛り上がって就寝。

２月１４日（日曜日）
診療の最終日。夜半から雨が降っており診療に支障が
出るのではないかと心配されましたが、朝食後にはどう
にか上がってくれました。メンバーのどなたかの日頃の
善行のおかげでしょうか。
技工士さん達は朝食を早めにとって技工を開始。そし
て、残り３人の方の義歯を予定通り装着することができ
ました。常識では考えられないほどの速さと正確さで
義歯を作製及び装着。技工士さんの献身的な努力はも
ちろんのこと、JDM メンバーのそれぞれの努力とチー
ムワークの賜物だと思います。
診療終了後、達成感と何とも言えない心地よい疲労感
が残りました。そして河内さんが「どうにかなった。」
とポツリ。
午後からは恒例の運動会。子供たちのはしゃぐ声は
何度聞いてもいいものです。

２月１5日（月曜日）
帰国の日。午前３時４５分に母屋に集合し４時出航。
船に乗る前に崎山さんが南十字星が見えると教えてくれ
ました。オリオン座に出迎えられ、南十字星に見送ら
れた JDM の活動でした。
空港で朝食。朝食の時、中島さんはメンバーの会計ま
でお世話になりました。現地語にも堪能な中島夫妻は
活動中の要所要所で気を使って頂きまして大変助かり
ました。有難うございました。
セブを飛び立ちほぼ定刻に関西国際空港に到着。解
散式の後、それぞれの家路へ。特に体調を崩したメン
バーもいなく何よりでした。今回の活動もメンバーの心
に何かを残したことでしょう。皆様お疲れ様でした。
又お会いできる日を楽しみにしています。
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島別受診者

治療結果
2/11

2/12

2/13

2/13

合計

カオハガン

64人

ＥＸＴ

103本

114本

53本

3本

273本

パンダノン

61人

ＣＲ

15本

36本

12本

3本

66本

パガンアン

20人

セメント充(ＦＳ)

142本

3本

15本

160本

カブルアン

11人

ＴＢＩ フッ素

25人

1人

2人

1人

29人

ＳＣ

2人

11人

16人

9人

38人

クアミング

9人

チェックアップ

23人

1人

24人

ギルトガン

3人

Ｄｉｍｐ

15人

2人

17人

ボホール

2人

Ｄ修理 リベース

1人

3人

4人

スーバ

3人

セブ

1人

1人

サバン

1人

309人

合計

202人

12人

Ｄｓｅｔ
根管治療（解放のみ）

１人

《人数》

１７１人

リーダーの総括

78人

45人

3人
15人

15人

上崎 秀美

２０１６年２月フィリピンカオハガン
今回のミッションは１５名＋現地合流２名の１７名での活動でした。
内訳は歯科医７名、衛生士４名、技工士２名、ボランティア４名
例年通り２月のカオハガンは義歯作製がメインテーマです。
予定通り作成と、種々予定外の無理難題に対処していただいた２名の技工士さんに感謝いた
します。
今年で私も１１年目になります。
一本でも残したい、一人でも改善してもらいたい思いで充填し、
心を鬼にして永久歯の抜歯をし、義歯作製する月日でした。
暇さえあればスナック菓子を食べる子供たちに、ブラッシング、ライフスタイルの変更が通じ
るのか、自問自答しつつこれからも引き続き口腔環境の改善に寄与できたらと思います。
最後に、そんなリーダーを全力で支えていただいた参加者、会員、理事、代表に感謝しつつ
リーダー報告といたします。
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海外活動参加者の声

大澤一雄（歯科医師）

『上を向いてING！』
まず最初に今回のカオハガン島でのJDMボランティア
活動に参加するにあたり協力をしてもらった大澤歯科医
院のスタッフの皆さんに感謝いたします。そして沢田先生
をはじめ一緒に参加していただいたメンバーの皆さまに
も大変お世話になりましたことを感謝いたします。
そしてまたカオハガン島のオーナーの崎山克彦様にも
現地では大変ご指導いただきました。ありがとうござい
ました。
友人の歯科医師や歯科衛生士にJDMのボランティア参
加者が何人もいて、すごく楽しいからと以前から誘われ
ていましたが、スケジュールの調整もできましたので今
回2015年11月のカオハガン島でのボランティア活動に
参加させていただきました。
参加が決まってからカオハガン島に関する崎山克彦さん
の本を読みカオハガン島という島のことを少し勉強して
から参加しました。島では自然のまま生きていくという考
え・・・
そんな中でのボランティア活動でした。
そしてJDMの歴史、カオハガン島には約19年前から年
に2回ほどボランティアに来ているという事実・・・
今年は200名超の方が治療に来てくださいましたが、そ
のうち60%以上の方が島外からの患者様でした。これは
JDMの歴史が周辺の島民を集めることにつながってい
るのだと感じました。
初日に右上7本2日目に左上７本（全て残根でしたが）、
同じ患者様で2日間で14本の抜歯をするという日常の臨

床では考えられないような治療も初めての体験でした。
この患者様は実際には下の歯も全て抜歯希望でしたが
チェックアップの先生が説得をしてくださり、今回は上だ
けという事で納得していただいたそうです。普通の感覚
では恐ろしくて逃げ出してしまいそうな気がしますが、２
日目の朝に顔を見た瞬間に『（現地語で）おはよう』と
笑ってくださったので良かったと思いました。
話が前後しますが、事前ミーティングに参加して話が聞
けたこと、またJDMの理事の皆さんが準備をしっかりし
ていただいたことも現地での医療活動がしっかりできた
結果につながったのではないかと感じています。理事の
皆さんにも感謝いたします。器具などの整理について少
しだけ改善できればもっともっと良いJDMが出来上が
るのでは？と感じましたのでそこは事後処理としてお手
伝いさせていただこうと考えています。
治療とともに保健活動も行ってきたということでカオハ
ガン島の方のお口の中の状態はだんだんと改善してきて
いるそうです。今後はさらなる改善と、カオハガン島以外
の島の方のお口の中の状態が改善していけば良いので
は、と思います。
医療活動後の運動会もまた島民（子供たち）との距離を
縮める楽しいイベントだったと思います。子供たちと触れ
合いながらいい汗をかけました。このイベントも何年も
続いているそうで、素敵なイベントだと思いました。
大きなトラブルもなく自分で想像していた以上に楽しく
充実した数日間でした。何もない豊かな島、カオハガン
を満喫できたと思っております。今後JDMさんはカオハ
ガン島を含めて、年に数回のボランティア活動を続けて
いくと思いますが、さらなる発展をお祈りいたします。
最終ミーティングで沢田先生からこんなお言葉をいただ
きました
『・・・JDMは人間形成の場であってほしい、ボランティ
アは楽しんでやってください、人生を楽しんでください、
上を向いて・・・ING』
ありがとうございました。またカオハガンに戻ってきたい
と思います。
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坂口智計（歯科医師）

2015 １１月度 カオハガンボランティアに参加して
以前から気になつていいたJDMの活動に参加漸く今回
参加することが出来ました。
最初に知ったのは１年以上前兵庫県歯科医師会の広報
誌に掲載されていました手記を見て次は必ず行こうと決
めておりました、島の事をネットで調べると驚いた事に日
本人の書籍関係のお仕事をされていてリタイヤされた崎
山さんの所有しているものでありしかも現在も住んで
らっしゃると知りました、南の島での暮らしにあこがれの
ある私は
amazonで崎山さんの本を何冊か入手し島の事を事
前に少しでも知ってくようにしました。
事前会議にどうしても所用で、参加できず、メールでやり
とりしただけなので事前の情報がとても少ない状態でし
たが、JDMのポロシャツやTシャツと共に携帯蚊取り線
香や虫除けスプレーが、沢山送られてきたのが、まず最
初の驚きでした。きっと蚊が多いんだろうなと思いました
が、現地の蚊は虫よけスプレーなんか意に介さず想像以
上に蚊に刺されました。何回スプレーしても、肘や足を
大量に刺されました、今もかゆい中この文章を書いてお
ります。南国の蚊の逞しさに2度驚きました。
他の先生方が、自分専用の機材や材料を持参する中、
私の志が低いのかどうかはさておいて、いろんな意味で
世間を騒がしている今流行のドローンによる空撮をどう
してもしたくて、他の先生は重い治療器具を持参してい
る中、代わりに僕も重い荷物なのですが、ドローンを持
参し空き時間は島じゅうを撮影して回りました。撮影し
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たビデオや写真改めてみると子供達の笑顔がとっても素
敵で、とても思い出に残る写真が撮れたと思います食事
はとても美味しく３度の食事が大変楽しみな３日間でし
た。特に米の食べ方が違うと感じました。インデイカ米は
そのまま食べるとジャポニカ米をおかずと分けて茶碗で
毎日食べている日本人にとって、パサパサしていて、米自
体にうまみ甘味が無いので美味しくないのですが、おか
ずと混ぜて食べるとちょうど水分量が良くなって、味がし
み込み大変おいしくなることに気づき食文化一つとって
もずいぶん違うのだなと思いました往復の飛行機はビデ
オ放映も何もなかったけど、少し本を読めばすぐに眠く
なり往復ともとてもよく寝てしまいました、４時間程度の
フライトなので、東京から石垣に飛ぶのでも3時間30分
くらいかかるので、国内線ではシートごとのビデオ放映
もないですしそんなものかとも思います。
お風呂は全くダメで、雨季なのに今年は大変雨が少ない
そうで、雨水を貯めて全ての炊事洗濯を賄う。湧き水も
川も何もない。海水はたっぷり周囲にあるのに水事情は
大変厳しいもので、特に今年はこの季節雨季のはずなの
に降水量が大変少なくシャワーを浴びることもままなら
ない状態でした。電気も自家発電で供給しているので夕
方から就寝までしか使えない状況でドローンなど電子
機器を多く持参している私は、充電のスケジュールを毎
日考える必要がありました。電気は、日本では24時間自
由に使えるのが当たり前で、水も蛇口を捻れば、真水が
いくらでも出て、それが当然の様に思っていることが、そ
うでは無い全く不十分な環境に置かれて戸惑いもありま
した。また総勢１５名にもなるメンバーの方々とも親しく
なり、歯科ボランティアの経験豊富な志の高い参加者の
皆様にも恵まれ大変勉強になりました。是非次回はうち
の５年生の長男を連れて行き一緒に経験したいと思うと
ころであります。日常当たり前のことが、全く通用しない
日本での生活とは別次元の生活を体験する事は、とて
も、とても私たちにとって大切なことだと思います。今回
の経験で、私はタクサンの感動と新な発想を与えて戴き
ました！誠にありがとうございます。

三上愛（歯科衛生士）

私は以前から歯科衛生士として海外でボランティア活動を
したいという思いがあり、インターネットでＪＤＭの活動を
知り、今回初めて参加させて頂きました。
治療にはカオハガン島以外の島から、また子供からお年
寄りまでたくさんの人が来ていました。活動中は子供たち
に触れ合うことも多く、名前を覚えて話しかけてくれる子
もいたりと笑顔に癒されました。
中でも私が担当させてもらったクリーニング希望の小学
生の男の子がとても印象に残っています。口腔内は永久
歯がほぼ生え揃っていましたが、歯面は一面プラークで

覆われブラッシングすると真っ白な歯が見えてきました。
スケーリングも頑張ってくれて終えることができました。歯
磨きの大切さを理解してもらい、習慣となるよう歯科衛生
士として自分に何ができるのかを考えさせられました。２
日目には小学校でブラッシング指導を行う機会を頂きま
した。しかし時間になりいざ行ってみると一人も集まって
おらず、ホールに引き返すことになってしまいました。全員
が揃うまでに確認していればと反省するとともに、限られ
た時間の中で１人でも多くの患者さんを見なければいけ
ないということを実感しました。出発までは不安もありまし
たが、普段とは全く違う環境の中でも、患者さんの為に自
ら考え、
できることを行う。ということの大切さを活動を通
じて改めて痛感しました。治療以外では最終日に行った
島民との運動会がとても楽しかったです。
初めて参加する私に親切に教えてくださり、いつも笑顔で
明るいＪＤＭの皆様には本当に感謝しています。ありがと
うございました。
また参加させて頂く機会がありましたら、今回できなかっ
た保健指導と、もっと患者さんとコミュニケーションをとれ
るようにすることを目標にしたいと思います。

野場麻由子（歯科衛生士）
ボランティアに参加して
歯科衛生士として海外ボランティアへ行ってみたいという
気持ちがあり、友人に誘われＪＤＭの活動を知り、参加
させていただきました。
夜中に空港へ着き、南国の暑さを感じつつ船着き場
へ向かいました。真っ暗闇の中、船での移動のなかこの
1 週間の生活を想像しわくわくしていました。
朝起きて夜は見えなかったカオハガン島の美しい景色
に感動しました。しかし、なかなか流れないトイレや冷
たいシャワー、ランプのみの灯りで過ごす夜、ハエと共
にする食事など日本では想像つかないような環境ではじ
めは戸惑いました。ただ一日経つとだんだんと慣れてき
て島での生活がとても新鮮でした。
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診療では主にアシストとしてカルテの記入や懐中電灯
で口腔内を照らしたりバキュームをしたりしました。衛生
士業務としては、スケーリングやＴＢＩを主にしました。
この診療の中で驚いたのが、抜歯の数の多さです。
私と同じような年齢の人でも第一大臼歯が抜歯してあり、
中には義歯を使用している人がいました。また、プラー
クが多く、縁上歯石がベッタリついておりブラッシングの
甘さが目につきました。その中でも嬉しかったこととして
は昔シーラントとして行ったグラスアイオノマーがまだ残っ
ていたことです。今回も多くの子供がシーラントをしまし
た。このＪＤＭの活動で少しでも多くの人が口腔内に関
心を持ち、一本でも多くの歯を残してほしいと思いました。
2 日目には学校へ行って歯ブラシを配りＴＢＩをしまし
た。子供たちは見様見真似で歯ブラシを持ち、動かして
練習してくれていました。歯を磨くという習慣が徹底され
るといいなと思います。また、島の中にはお菓子のゴミ
があちらこちらで目につきました。間食も頻繁にしている
ので伝えることはまだまだたくさんあり、間食指導なども
今後の課題であると感じました。

カオハガン島での生活を通じて日本では感じることの
できない気持ちをたくさん抱きました。島の人たちとは、
簡単な英語やジェスチャーをしながら交流を深めました。
道で会えば誰もが英語や日本語を交えて挨拶をしてく
れ、子供たちは純粋で人懐こくわたしを遊びに誘ってくれ
ました。島での数日間、人と関わることがとても楽しく、
意味が通じたときの感動は今でも忘れません。
この島の人たちは私が不自由だと思っていたことが当たり
前であり、みんな幸せそうでキラキラ輝いていました。ま
た違った幸せのかたちを見た気分でした。
ＪＤＭでの体験は自分の中で大きな財産でもあり、まわ
りの人たちに伝えて初めて意味があると思います。経験
が次に繋がっていけるよう毎日の診療をさらに頑張ろうと
誓いました。
沢田先生をはじめ素敵なＪＤＭのみなさんと活動がで
き幸せでした。この活動に誘ってくれた中本さん、1 週
間の休みをくれた院長先生、その間、働いてくれたスタッ
フ、笑顔で送り出してくれた家族。たくさんの人に感謝し
ます。人との出会い、ご縁に感謝です。

高瀬明彦（歯科医師）

カオハガン島で得た経験を生かして
今回、私がJDMのボランティア活動に参加したきっかけ
は、歯科技工士の中辻さんから誘っていただいたのが
きっかけです。最初は興味半分で、料理も美味しいと聞
き、行こうと思いました。
フィリピンという国も初めてなので正直ワクワクな気持ち
でいっぱいでした。
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今回初めての参加で、JDMの皆さんと初対面で仲良くさし
ていただけるのか、ボランティアにて本当に自分が役に立
つ事ができるかなという不安もありました。
初日の深夜に、カオハガン島に到着した時は正直日本と
はかけ離れており、電気、ガス、電波もなく、人口500人、
島を歩いて20分で一周できるくらい小さな島国であり、こ
こで五日間やれるかな？という気持ちになり、夜もあまり
寝れませんでした。
2日目に、ボランティア活動や、小学校の歯科検診をやらし
てもらい、現地の子供は歯ブラシをする習慣さえなく、10
代で入れ歯をしなければならない子達もいるくらい、歯に
対して知識が遅れていました。今まで日本で育ち、大きな
カルチャーショックを受け、戸惑いを隠せませんでした。
どうやったら、この子達に歯に対して興味を持ってもらえ
るのか考えられずにはいられませんでした。治療も大切で
すが、それ以上に歯ブラシをするという習慣を広める事が
一番効果が高いと感じました。そして子供だけでなくまず
親がしっかりハミガキの大切さを理解し、それを子に伝え
るというルーティーンを作ることが理想であると思いまし

た。普段日本では歯磨きをするのは当たり前のことであ
り、生活習慣の一部であるのであまり深く考えたことがな
かったのですが、それさえも習慣の一部ではない国が世
界中にどれだけ多くの国があるのかを考えると複雑な気
持ちになりました。実際この状況を目の当たりにし、体験
することにより、痛感しました。
これから自分がなんのために歯医者という資格を持って
いるのか？日本にずっといたら考えたこともなかったこと
が、このカオハガン島という小さな国で大きな課題を出さ
れたような気がします。
また、現地の人とふれあう事により、子供からご高齢の
方々がいましたが、みんな笑顔であたたかく、決して裕福
な環境ではないのに、とても楽しそうに毎日を過ごしてい
る様に思えました。日本に足りない部分がここにあると感

じました。そしてJDMのメンバーの人達と知り合い、皆さ
ん本当に素晴らしい人たちで、明るく、年齢も関係なく今を
一生懸命生きてる！っていうエネルギッシュな人達ばかり
でした。私もこういう人達みたいになりたいと心から思いま
した。すごくかっこよく、優しい人ばかりでした。
今回、カオハガン島から出された発展途上国への大きな
課題と、新しく知り合えた人達との大きな思い出を日本に
持ち帰る事ができ、大変幸せです。
日本では決して得る事のできない２つのものを得る事が
でき、今回のボランティア活動参加は大成功です。
この5日間、自分の力不足により、皆さんに迷惑をかける
事も多くありましたが、温かい目で見守ってくださり、本当
にありがとうございました。

井口善貴（歯科医師）

普段の診療ではできない何か特別なことをしたいと思
い、色々と調べているうちに、JDMさんが取り組んでお
られる活動を知るようになりました。それがきっかけで、
ボランティア活動とはどういうものか、医療が十分に行
き届いていない地域の人々の健康状態や口腔内の状態
はどのようなものなのか、実際に体験を通じて学びたい
と思い、今回初参加させていただきました。
現地で、不安だったのは言葉の問題でしたが、先輩メ
ンバーが話しているのを聞いていると、少しづつビサヤ
語や英語でのコミュニケーションができるようになって
いきました。実際の診療行為に関しては、限られた器具
と座位での治療となり、やはり難しく、体力も消耗しまし
た。自分では、できないケースだと判断した時は、沢田
先生やベテランの先生方に処置を代わって頂きました。

そういう状況で学んだのは、技術的なことはもちろんで
すが、患者さんに苦痛を与えないために、自分で処置が
完結できるケースかどうかを、素早く見極めて判断をす
るということです。また何より患者さんの苦痛をわかって
あげることのできる目線と優しさが、医療人として絶対に
欠けてはいけないことだと思いました。そして、歯を治す
ことは1つの手段であって、1番の目的は予防であること
を改めて再確認しました。
ミーティングのときに、感謝・気配り・工夫・健康・行
動力というボランティアの「かきくけこ」を知り、なるほど
これがボランティア精神の原点なんだなと思いました。
ボランティア活動の時だけでなく、普段も、この「かきく
けこ」を心掛けようと思いました。
１１/１９〜１１/２３、初めから終わりまで楽しく、清々
しい気持ちで活動することができました。JDMに関わる
全ての皆様、現地でサポートしてくださった皆様、島民
の皆様、崎山さん、カオハガンハウスのスタッフの皆様、
本当にありがとうございました。
志を持って生きることの大切さ。現在進行形で生きるこ
との大 切さ。揺るがない柱を持って生きることの大 切
さ。生かされている命に感謝して生きることの大切さ。そ
のような、人間として大切なことを、皆様から教えていた
だき自分の人生観は変わりました。
人間形成という、かけがえのない学びの機会を与えて
くださった沢田先生に心より感謝申し上げます。
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山住泰平（歯科医師）

「その島かわからず」
私は今回、初めての参加であり、ボランティア活動自体
初めての事で、当初は不安と緊張もありましたが、とても
良い素晴らしい経験をさせてもらったと思っています。夜
は電気や、ガスがない状態で過ごし、なかなか日本にい
るとできない経験ができました。現地の人々をみると、そ
のような環境ではありますがとても幸せそうにみえまし
た。私は歯科医師として参加させてもらいました。現地
には歯科医院がないので仕方ありませんが、日本で治
療を受けると保存できるような歯も抜歯することが現地
では普通であり、もっと島の多くの人々に歯の重要さ歯

磨きの重要さや、どれほど自分の歯で嚙めることが幸せ
なことかを分かってほしいようにも思えました。
色々と分からないことも多く、冒頭にも申し上げたよう
に、やっていけるかなという不安もありましたがいざ活動
を開始してみると楽しくて、もっと人の役に立ちたい、島
民の方々に貢献したいという気持ちがわいてきました。
人のために何かをすることはとても気持ちのいいことで
あることを身をもって実感できて、なによりもこのボラン
ティア活動を通し、自分自身が成長できたようにも思え
ました。人生単位でみると、私はまだまだ経験は浅いで
すが、その中でも忘れられないような素晴らしい体験で
した。私自身今回初めて、1度目の参加ですが、この1度
きりで終わるのではなくまた必ず参加したいと感じまし
た。色々と満足のいける環境ではないことに大変な事も
ありましたが、その分得るものも大きかったと思います。
また、活動が終わり夜になると、JDMのみんなで一緒に
ご飯を食べ、お酒を飲みながらお話しすることがとても
楽しく、時間が経つのがとても早く感じました。気づけば
もう最終日であり、さみしくも感じました。最後になりま
すが、この活動を通して、JDMのメンバーと出会えたこと
が私の中で一番のような気がします。ほんとうに5日間
楽かったです。ありがとうございました。

伊藤 玲（歯科医師）
『今そこで起きている状況をこの目で見る、この手
で診る、この頭で知ること、生活の原点、命の
原点、医療の原点を感じることが、小さな 1 歩で
あり大きな 1 歩に』
私は、過去にボランティア活動に参加した事がありませ
んでした。
以前から興味はあったものの、
『なぜボランティア活動をするのか？』
『なぜ必要なのか？』
『たった数日で何ができるの？』
『なぜ自分でお金を払ってまで参加するのか？』
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という疑問を抱えながら、解決する事が出来ずにいまし
た。きっと、その時の自分は、
『資格ある歯科医師として、
「診てやる」という軽い気持ち』しかなく、日々の診療に
追われ、心も疲れ、
『医療の原点』を忘れかけていたの
かも知れません…
そして、心の根底にある医療人としての気持ちを繋ぎ止
めながら、ボランティア活動の参加を検索、検討し、考え
る事を4年ばかり続けていました…なかなか整理がつか
ない時期が続きました…
そんな時に、3.11.の東日本大震災が起きました。
私は、岩手医科大学歯学部出身で、6年間を岩手県盛
岡市で生活していたため、私にとっては、第2の故郷であ
り、多くの先輩、後輩などの仲間が生活する場所であの
様な大きな天災が起きて、苦しんでいる現状に、直ぐに
でも『行動』したい気持ちでいっぱいであるのにも関わ
らず、援助物資だけを送るだけで、自分の体を向かわせ
るだけの『行動力』がありませんでした。
中でも、身近な先輩が診療中に地震が起きて、患者さ
んを避難 所に移動させている時に津波に襲われ亡く
なってしまったことに大きなショックと失望感、無力感で
いっぱいでした…何もできない…『行動力』のない自分
を責めるばかりの日々が続きました…
2015年3月、東日本大震災から3年の月日が経ち、亡く
なってしまった大好きだった先輩が背中を押してくれた
のか、自分に何ができるかわからないけど、
『先ずはとに
かく必要とされる現場に行って見てみよう！それから考
えよう！』って前向きに考えられるようになりました。
そこで、JDMとのご縁があり、ヴァヌアツ共和国、無歯
科医の島、タンナ島での歯科医療ボランティア活動に参
加することができました。
主に、診療部門を担当させて頂きました。限られた日程
や限られた診療器具、環境での診療は、最初はかなり
困惑しました。
常日頃、日本での診療は、必要な機材に囲まれ、様々な
治療手段を検討することができます。
タンナ島での患者さんのニーズももちろん日本と同様で、
できるだけ歯を保存したいというものでした。
残念ながら、短期間の診療のため数回に渡る保存治療
では、痛みや炎症を再発させてしまう可能性があり、ほ
とんどが抜歯の対象となってしまいます。
そういった診療の限界や環境を患者さんに理解して頂
いた上で、治療にあたらせて頂きました。

そのような限られた診療環境の中でも、患者さんは、快
く受け入れて頂き、治療後、笑顔で感謝の気持ちを伝え
てくれます。そういった患者さんの優しい気持ちに触れ
ることで、逆に私自身が癒され、涙し、心暖まり、今与え
られた任務に集中することができました。
そして、限られた時間の中、
できるだけ多くの患者さんを
診ることに専念することができました。それは、患者さん
の協力的な姿勢は勿論のこと、各スタッフの連携、団結
力に支えられていたからできたことと素直に思います。
時には、ボランティアチーム内で、各スタッフの立場や視
点の違いから、ぶつかる時もありましたが、根底には、同
じ『目的』と『情熱』を抱いているので、その『目的』と
『情熱』を『大きな団結力』に変えることができたのだ
と思いました。
そんな『思い』,『情熱』から、学校検診後、その現場で
必要ならば処置もしようという案が持ち上がり、それを
実行することができました。
今までは、学校検診で処置の必要な子供をチェックし、
開設した歯科診療所まで治療に来るように促していまし
た。しかし、学校から診療所までは遠く、通院することを
断念せざるを得ない子供も多くいることなどの問題か
ら、
「現場での処置を行う」という案が自然と湧いてきた
のだと思います。
電源も取ることができないような、さらに限られた環境
での処置には、驚きと不安がよぎる場面もありました。
数本の抜歯器具と消毒液のみでの処置でしたので…
そんな時に、タンナ島での笑顔を思い出すことで、
『不
安』よりも『使命感』が満ち溢れることで、
『工夫』しな
がら落ち着いて処置することができました。
様々な、
『刺激』『感動』を得て、無事に帰国の途につ
き、私にとって『大切な体験』であり、このプロジェクト
に参加させて頂き、心から感謝しています。
JDMのボスこと沢田先生のお言葉で、ボランティア活動
の『かきくけこ』を頂戴しました。
『か』:感謝
『き』:気配り
『く』:工夫
『け』:健康
『こ』:行動力
このお言葉を、私の人生の『かきくけこ』として、大切に
生きていきたいと思います。
活動現場で、今そこで起きている状況をこの目で見る、
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この手で診る、この頭で知ること、生活の原点、命の原
点、医療の原点を感じることが、小さな1歩であり大きな
1歩になることを信じて歩んでいこうと思います。
今回この活動を支えて頂いたJDM関係者の皆様、ご支
援頂いた皆様、留守中に当医院を支えてくれたスタッフ

の皆様、快く応援頂いた患者様、様々な面から応援頂い
た皆様に心より感謝申し上げます。
真にありがとうございました！

今岡 鮎美（ボランティア）

35歳 人生初めてのボランティア活動を通して
私は今年3月に教師を辞めました。
開発途上国や、緊急支援の活動をしたいということを小
さな頃から持ち続けていたにも関わらず、何も行動して
こなかったためです。
2ヶ月ほど、アフリカの子どもたちを見た旅の後、ご縁を
いただき、このヴァヌアツの活動に参加しました。
タンナ島は、
「無いのに、有る」ということに驚きました。
アフリカでは「金がない、ない」という悲壮感の印象を受
けることが多かったのですが、タンナ島の人たちは、ない
のに、笑顔があり、豊かさがあるように感じました。この
感覚は、来てみないとわからないと思います。
また、
「本当に必要な国際協力とは何なのか。」というこ
とも考えさせられました。 予定は有る程度組んでいくも
のの、最初から予定外のことばかり起こります。
超 過するほどの荷物を運ぶべきなのか、必 要なもの
を、あるかどうかもわからない現地でお金を落とすべき
なのか。
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診療所だけで治療することに徹したほうがよいのか、治
療を要する子どもたちで、診療所に行けない子は検診だ
けでいいのか。
直接の関わりだけでなく、政府や国の行政機関とミー
ティングを繰り返しながら、最善策を探すなど。
「どうしようか、どうしようか。」と、ここには書ききれな
いほど、小さなことから大きなことまで、たくさんの選択
を迫られる機会がとても多いことを体感しました。
確実に完璧な予定を組み、そのとうりに進めるという教
師時代では味わうことのできない感覚でした。
しかし、タンナ島の人たちにとっても我々にとってもよい
選択をしようと、参加したみなさんは奮闘しておられまし
た。私もその一部であったことを大変うれしく思います。
普段は何をされているかわからない、歯の治療を見るこ
とができたことも大きな収穫であり、タンナの子どもたち
と触れ合いは、教師時代を懐かしく感じさせるものとな
りました。
今後の自分の人生は、少し変わったものになるかもしれ
ません。 確実に今回の活動、良き人たちとの出会いが、
私を変化させてくれたと言ってもいいと思います。
今回のご縁に感謝したいとおもいます。

ジャシュア シェクター（ボランティア）

フィリピンに行くと、やっぱりいっぱい勉強になった。
その上、見たことないことを見て、食べたことない食べ物
を食べて、新しい経験したことは本当に幸せだ。何より
も人を助けることができたので、心から感謝している。こ
の経験のおかげで、短いあいだでもすごい成長できた。
将来でも、フィリピンに学んだことをずっと覚えていると
思う。
フィリピンに到着した時に、初めての思いでは「熱い
な」と思った。今は大阪は冬だけど、フィリピンではいつで
も夏だ。飛行機を降りて、すぐに文化の違いがいっぱい
感じた。日本に比べると、大混乱だった。たくさんの人の
声がうるさくて、列はばらばらになってしまう。アメリカ人
として、それはそんなに悪くないけど、日本に住んでいるか
らちょっとびっくりした。
「和」という考え方は全くない。
空港から出ると、みんなで集まって、車で船に乗るとこ
ろに行った。途中に窓からセブの店や人とかずっと見て
いた。すぐに夢中になってしまった。日本に来るときと
いっしょうだった。文化の違いがすごく面白いと思った
ので、ずっと眺めていた。到着するとカオハガンという島

まで船で行った。あそこのカオハガン島でJapan Dental
MissionがVolunteer活動をしている。
カオハガン島というのは20分ぐらいで全部歩くことで
きるほど小さい島だ。あそこに住んでいる人々の生活は
日本とアメリカと全く違う。貧しくて、シンプルな生活をし
ている。やっぱりアメリカ人としてそういう生活がありえ
ないけど、実はちょっと気に入った。社会のストレスがな
くなるかもしれない。そういう状態でもいつも笑顔ばか
り見たから、そんなに辛くないと思う。人間はなんでも慣
れるから。
次の日、仕事が始まった。僕は歯医者じゃないので、
で
きるだけ荷物とか歯医者の器具を洗うこととか患者の口
を照らすこととかして働いていた。ずっと立っていたからす
ごく疲れた。だけど山登りといっしょだ。やるときにしんど
いけど、あと気持ちが良くなる。もちろん人を助けると、こう
いうことがある。何も言わなくても、患者たちの笑顔で感
謝を感じられる。国が違うけど、心が同じである。
特にいい思い出は島民の子供たちといっしょに遊ん
で、運動会をしたことだ。久しぶりに全力で頑張った。そ
れもとても楽しかった。言葉が分からずに日本とフィリピ
ンの心がつながった。
カオハガン島にある小学校の生徒達に歯ブラシとタオル
をDonationした。あのときに、
「人を助けたい」というこ
とに気がついた。ぜひこれからもできるだけVolunteerし
たい。
僕はアメリカ人だけど外国に行ってみると、日本人の
目でフィリピンを見ていることが不思議な気持ちだっ
た。大阪に帰ったときは「ただいま」と思った。でもこの
世界で、大事なことは国ではないと思う。何よりも、
「愛」を大事にすると、どこでも人が喜ぶ。だから、この
経験のおかげで、アメリカ人も日本人ではなくて、世界人
になった。
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中本 美穂子（歯科衛生士）
幼稚園〜小学校低学年の頃に生えてくるので日本で働い
ている時は特に注意してみており、虫歯になる前にシー
ラント ( 予防処置 ) を行うようにしています。
なので、日本では予防しよう！大切にしよう！という時期
に抜くという状況にすごく切なさを感じました。
小学校に検診に行った時にはたくさんの子供達にシーラ
ントをすることができ、この島の子供達の歯を守ることが
できた気がして嬉しかったです。

日本人以外のお口の中を見てみたい！という興味がボ
ランティアに参加するきっかけでした。
実際に歯科治療に関わり驚きました。治療の選択肢は、
EXT か CR かの２つ。神経まで虫歯がいってなかったら
詰める、それ以外は抜くということなので
１０代のあいだに６歳臼歯や上顎前歯を抜いている子達
が多くいました。
６歳臼歯は、まだ自分できちんとブラッシングが出来ない
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日本に帰ってきてからも何度もカオハガン島で見た、
透き通った海、ポントグから見たまぶしいほどの夕焼け、
母屋にあるハンモック、人懐っこい島の子達のことを思い
出します。外国人の私に気軽に挨拶をしてくれる、話しか
けてくれる島民の人達もあったかくて忘れられません。
JDM ボランティアがこれからもつづき、島の人達の歯が
守られて、自分でも守るという意識ができていけばいい
なと思いました。
私自身もまたボランティアに参加して活動に関わっていけ
たらいいなと思います。

神田 雅子（歯科衛生士）

１１月のカオハガン島のボランティアに参加して
今回、初めて海外ボランティアに参加させていただきま
した。歯科衛生士として復帰したばかりだし英会話もで
きない、ましてやビサヤ語なんて・・・と参加にあたり半
年ほど考え悩みましたがJDMのスタッフの方の暖かいお
言葉で決意できました。
ボランティアという活動自体がはじめてなのに電気も水
も不十分な環境で５日間も過ごせるのか？全く知り合い
のいない所に飛び込んで大丈夫なのか？と思っていまし

たが、寛大で明るいJDMのメンバーさんに支えられ無事
に終えることができました。
日本では当たり前のように電気が使え、水道からは水が
出ます。歯が痛くなれば治療をしてもらえます。でも、こ
のカオハガン島では歯が痛くても見てもらえる歯科医院
はありません。年２回来るJDMを待っているのです。だ
からこそ保健指導の重要性を島民に伝えるのが歯科衛
生士の役割だと、その予防としてのシーラントの重要性
について考えさせられました。まだまだ勉強すべきだと
思いました。また、この経験は歯科衛生士としてだけで
なく自然に触れ合い自分を見つめなおすよい機会になり
ました。ランプの暖かい灯りが心地よかったです。
帰りのセブの空港で職員の方にユニフォームを指でささ
れ「JDM！」と笑顔で感謝されました。フィリピンにこの
JDMの活動が浸透していることを実感しました。今回その
一員になれた事を感謝します。ありがとうございました。
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大森 愛裕（歯科医師）

友人の歯科医師の紹介で、初参加させて頂きました。
カオハガン島の診療所は、治療を待つ人々であふれてい
ました。島での限られた時間と材料では、複雑な治療は
行えません。日本なら保存できる歯を、たくさん抜歯しま
した。中には、生えて間もない永久歯もありました。
例え C3 であっても、この島でできる最良の治療は抜歯
であり、患者さんもそれを望みます。
処置を終えられた患者さんは、「Thank you」と笑うの
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です。悔しかったです。どうしてと思いながらも、処置を
続けました。気づくと必死で、汗だくでした。
また、技術的な面で自分の未熟さを痛感し、歯痒くなり
ました。
診療の後で、JDM の地道な活動によりカオハガン島の
デンタル IQ が改善され、重度の患者さんはカオハガン
ではなく、周囲の島から来る方が多いことを知りました。
診療後は自由時間やイベントもあり、島の方と交流した
り、自然を満喫したりと十分に楽しむこともできました。
また、衛生士さんや先生方とたくさんのお話ができたこと
も嬉しく思いました。
カオハガン島には、舗装された道がありません。水道か
ら出るのは、雨水と海水です。泊まる部屋には、電気も
水道も通っていません。しかし、不思議と心を満たしてく
れる島でした。
出国前、私は歯科医師としてどうあるべきかを悩んでい
ました。今回活動に参加させて頂いたことで、答えが１
つ見つかった気がします。カオハガン島とJDMの方々は、
技術以上に大切なことを教えてくれました。歯科医師に
なってよかったと、心から感じています。
次に来る時はもっと役立てるように、日本で沢山学んで
力を蓄えたいと思います。

国内活動報告

2015年度の主な国内活動
２０１５年４月１日〜２０１６年３月３１日まで

日付
２０１5年４月１８日
（土）

内

容

大阪市中央区南歯科医師会、総会・懇親会に於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓話。
（ホテルメトロにて）

４月２４日
（金）

納税協会青年部会に於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓話（心斎橋湖月にて）

５月１４日
（木）

異業種集会、弥生会に於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓話（中の島 竹中ビル）

５月２７日
（水）

青年会議所ＯＢ干支頭会に於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓（梅田 ふかもとにて）

６月１０日
（水）

八尾市立竹渕小学校での授業
６年生の生徒を対象に、ボランティアと道徳の授業を受け持つ

６月１１日
（木）

ＮＧＯ「ＩＳＳ会」インターナショナル・ソーシャル・サービス開発途上国の子ども
達の識字率を高める活動を行う会に於いてヴァヌアツ・フィリピン共和国での歯科
医療奉仕活動について卓話

８月１０日
（月）

大阪船場ロータリークラブに於いて、ヴァヌアツ共和国での歯科医療奉仕活動に
ついての帰国報告（ロイヤルホテル）

１０月１日
（木）

ロイヤルホテル・ヘルスクラブメンバーの会に於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓話（ロイヤルホテル）

１１月２５日
（水）

八尾市立竹渕小学校にて、国際理解を深める為の授業を行う
交換留学生のジャシュア・シェクタ君（１７歳）が授業に参加

１２月２日
（水）

大阪フレンドロータリークラブに於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓話

１２月４日
（金）

国際ソロプチミスト大阪なにわに於いて、
ヴァヌアツ共和国のサイクロン被害について卓話（シェラトン都ホテル）

２０１6年２月２４日
（水）
３月１４日(月)

八尾市立竹渕小学校にて、交換留学生のジャシュア・シェクタ君が授業に参加、
フィリピン・カオハガン島でのボランティア活動に参加した体験談を発表
大阪船場ロータリークラブに於いて、
フィリピンでの歯科医療奉仕活動の帰国報告（日航ホテル）
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学術報告

フィリピン共和国カオハガン島
フィリピン共和国のDMFT 4.4（2003年）は世界的にみても高い数値です。
（参考 日本：DMFT 1.1 ,2012年）
近年フィリピン共和国の経済発展は著しく、カオハガン島の平均所得も向上し、子供が甘味を摂取する機会が
増加してます。一方でカオハガン島のDMFTは近年 3.5前後を維持しており、フィリピン国内の平均より良好な数
字です。JDMによる長年の口腔衛生の啓蒙活動、フッ素塗布の成果が数字に表れていると思われます。
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ではなく、平均所得が世界的に見ても低いため甘味が手に入りにくい状態のためと考えられます。
JDMが毎年、検診、治療を行う小学校のDMFTは0.5前後を維持しており、ヴァヌアツ共和国の平均と比較して
もかなり良好であると思われます。しかし、行政、専門家レベルでの口腔衛生、予防の知識が不十分なため今後と
も啓蒙、予防活動が必要であると思います。
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レントゲン報告
実際に診療室で当たり前のように撮影していたレントゲン写真ですが、今までの海外ボラン
ティア治療においては不可能でした。近年はレントゲンフィルムに相当するエックス線のセン
サーの進歩により、ノートパソコンから電源を供給できるようになり、ノートパソコンの充電さ
えしておけばどこに行ってもレントゲン撮影が可能になりました。
2015年11月のカオハガンにおいてはその有効なツールの一つとしてレントゲン撮影を行いまし
たが、肉眼では発見しにくいようなカリエス（虫歯）を見つけたり、その深さや骨の状態の確 認
が可能でした。あるいは、乳歯から永久歯への交換の時期の場合には歯肉の中の永久歯の状
態の確認もきちんとできました。また患者様に状況を説明するのに画像が十分効力を発揮し
ました。

大澤一雄
肉眼ではカリエス（虫歯）が
あるようだ、ぐらいのところで
すがデンタルレントゲン写真
（以下デンタル）を撮ってみ
たところ神経の近くまで 進
行しているのが確認できた
症例

臨床でよくある上顎１と１の
間にできるカリエス（虫歯）。
やはり深さの確 認ができ、
神経 近くまで到達している
のがわかる

肉眼で大きなカリエス（虫
歯）が 確認できるものの根
尖に病巣（黒い影）らしきも
のが移っており神経が死ん
でしまっている可能性が写
真で確認できた症例

同じく左上１番（右側に移っ
ている歯）のカリエス（ 虫
歯）の深さ神経までの距離
が確認できた症例

患者様は奥が痛むと訴えて
いるものの場所が確定でき
なかった症例。写真で一発
で一番奥の歯が骨の吸収の
ために咬合力を支持できな
くなっている様子がわかった
（ちなみに崎山さんの歯です）

乳歯から永久歯への交換の
時期、普通の診療室ではレ
ントゲン写真が普通です。
乳歯の下に永久歯がどのよ
うに生えているのか確認で
きた症例
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国際交流
レナケル小学校と八尾市立竹渕小学校との
文化交流の取り組みについて

「違いを豊かに」〜すてきな出会いに感謝して〜

八尾市立竹渕小学校
教諭 松元 加緒里

本校で２年間「ヴァヌアツ共和国との文化交流」を
基盤とした授業を沢田先生にしていただくことになりま
した。この出会いを大切にして、子どもたちが生きてい
くなかで大切なことを学んでほしいと願っています。

＜ヴァヌアツのことを知ろう！＞
啓発学習ということで、ヴァヌアツ共和国についての
調べ学習の初期を見ていただきました。文化や環境、
自然、子どもたちの様子などを知り、世界にはさまざま
な人々がいるということを学び、広い視野を持たせる
ことをねらいとしました。
授業に入る前に、一度自分たちでパソコンを使って
ヴァヌアツ共和国を調べてみました。自分たちと違う
環境に驚いていました。どんなところだろう？と大変興
味を持っていました。沢田先生に授業をしていただ
き、自分たちには一体どのような交流ができるのだろう
と考えていきました。

＜本当の幸せとは何か？＞
沢田先生の２回目の授業が行われました。ヴァヌア
ツ共和国との交流を通して、幸せとは何かを考えまし
た。本当の幸せとは何なのか？生きるってどういうこと
なのか？ということをじっくり考えていきました。沢田
先生がボランティアチームに同行し、活動の様子を取
材した映像を見ながら、現地の自然や生活、文化や
学校での子どもたちの様子を聞き、より一層、子ども
たちの視野が広くなりました。

児童の感 想
ヴァヌアツは世界一幸せな国だと知って、物がほとんどなくても、
周りの人たちが温かく、優しい気持ちで
● わたしは、
接しているだけでも幸せだと感じることをあらためて分かりました。
ヴァヌアツは、
日本のように
● ヴァヌアツの子どもは、私たちより優しくて元気で笑顔が素敵でいいなぁと思いました。
便利な物はなくて自然で生きているのに世界一幸せなのが、
すごくいいなと思い、
１度行ってみたいと思いました。
日本は物がありすぎるのではないかなと思いました。
なぜなら、物が当たり前にあるから、
● わたしはこの話を聞いて、
ヴァヌアツの人たちより幸せと思う事が少ないのではないかと思ったからです。人それぞれの思い方もあると思うけ
れど、物を少なくして、小さな幸せも積み重なれば大きな幸せになると思うので、
たくさんの幸せを感じられるように
なりたいと思いました。

５年生での学習を終え、沢田先生との出会い、
お話や取り組みなどを聞き、子どもたちの中にもっと知りたちという
気持ちが高まっていった。
次のステップにも更に挑戦していきたいと思う。
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＜子どもたちが作った糸電話で遊んでもらおう！＞
一人ひとりが、日本のことをヴァヌアツ共和国へ伝えようということで、国と国とをつなごうという
思いをこめて糸電話を作製した。紙コップには、日本の文化の特色を自分たちで考え、それぞれが
描き完成した。
７月、この作品を沢田先生に託しヴァヌアツ共和国まで持っていっていただいた。ボランティア
活動を終えられた沢田先生はレナケル小学校の子どもたちが作った糸電話を持ち帰って下さっ
た。その糸電話を子どもたちは手に取り、ヴァヌアツの文化を感じながら遊んだ。会ったことはな
いけれど、心のどこかでつながっているように感じた。

＜ヴァヌアツをもっと知ろう！＞

＜留学生のジャシュアさんと出会って＞

ヴァヌアツの子どもたちが糸電話で
遊んだり作ったりしている様子やボラン
ティア活動をされた沢田先生のお話や
サイクロンの災害が起こった状況などを
伝えていただきました。

アメリカからの留学さ
れているジャシュアさん
の経験と考えや思いをお
話しして下さいました。

「頑張るという日本人の心」

一番気に入っているのは、
「頑張る」という言葉です「頑張る」というのはただの言葉ではなくて、
人生観です。頑張れを聞いたら熱意が戻ります。頑張っていると自分の夢が生きてきます。

「フィリピンとの文化交流や、ボランティア活動から感じたこと」

人を助けたら、しんどくてもそのあと気持ちが良くなる。自分の幸せじゃなくて、みんなの幸せを大

事にするということを考えた。何よりも人を助けたので本当に嬉しかった。子どもと遊んで笑顔を
見せることができたのは幸せだ。将来的にも、もっとボランティアをしたいと思った。
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児童の感想
● ヴァヌアツの学習をして一番印象に残って

ても文化がちがっても、みんな運動会は
やっぱり好きなのだなぁと思ったからです。
ヴァヌアツの勉強を去年からしていて一番
思ったことは、
やはり文化や国がちがってい
ても人はみんな同じだなと思いました。
ヴァ
ヌアツの子どもたちは、
みんな好奇心があっ
て日本の子どもたちもみんな好奇心があり
ます。
みんなお腹もすくし、勉強もする。
だか
ら、文化交流はものすごく素晴らしく大切な
ものだと思いました。

● ヴァヌアツは世界で一番幸せな国だと知り

は外側は豪華だけど、
中身はヴァヌアツより
つまってなかったのだと思うので、
みんなが
思いやりをもって、世界一幸せな国になって
ほしいです。
そのためには、
まず、
自分が思い
やりの心をあふれるくらいに持ってないとい
けないと思うので、
これからはもっと人に接
するときにやさしくしようとあらためて思いま
した。
もちろん日本だけではなく、
世界中が幸
せになることが最大の目標です。私の今の目
標は、
どんな人でもやさしくできて、助けてあ
げられるような人になることです。
それを目指
して、
これからもがんばっていきたいです。

いるのは日本人やアメリカ人ではなく世界
人になるということです。私は言葉が世界共
通になって文化も同じになったら世界が完
成するのかなと思ったけれど、
そうではなく
て、言葉や文化が同じで無くても笑顔や表
情でつながって互いの文化を交流すること
で全ての世界の人が世界人になれるのが
分かってなるほどなぁと思ったのでとても印
象に残っています。
次に、印象に残っているのは、
フィリピン・
カオハガン島での運動会です。国がちがっ

ました。
ヴァヌアツには、
日本みたいに物が豊
富ではないし、食べ物も質素だけど、
のびの
びと楽しく生きている様が、
ヴァヌアツのこと
を教えてもらって、
すごく伝わってきました。
一見、
たくさん物があって、食べ物が豊富な
方が幸せに見えると思います。
しかし、現に
ヴァヌアツの方が幸せな国です。
それは、中
身に思いやりがあって、ジャシュアさんが
言ってた
「愛」
が大きかったのだと思います。
外側は質素でも、
中身がたくさんつまってい
たら、
人はとても幸せなのだと思います。
日本

終わりに

ヴァヌアツの国の文化や環境や遊びを学んだり、沢田先生やジャジュアさんの話を聞いたりして子ども
たちの視野が広がったように思う。これから最も大切なことは、何なのかに気付かせ、生き抜いていく
力を育てなければならないと考えた。そのためには、いろいろな立場の方々に出会うことは、大切だと
感じる。そして、その出会いによって、これからの自分の生き方につなげて考えるようになり、夢を持つこ
との大切さも感じられるようになった。
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ジャパン デンタル ミッションについて
沿

Ｙｅａｒ

革

１９８２

歯科医の沢田が理事を務めていた社団法人南太平洋協会を通じてヴァヌアツ共和国の事を知る

１９８３

眼科医の岩崎氏と共に“ヴァヌアツに医療を送る会”に歯科医師として沢田が、ヴァヌアツ共和国で活動を開始
沢田は、一人で活動を続けていたが、現地の人たちの口腔内の機能回復を目的として歯科技工士に同行しても
らう事になり、歯科衛生士や一般のボランティアへと参加者層が広がり参加者が増えてくる事となる。

１９９５

活動内容の拡大のため「ＮＧＯ南太平洋に歯科医療を育てる会」を設立

１９９６

フィリピン共和国カオハガン島のオーナーである崎山克彦氏からの依頼を受け、
カオハガン島での歯科医療活動を開始
ヴァヌアツ共和国に年1回、フィリピン共和国に年２回の活動を継続している。

２００３

組織をＮＰＯとし、名称を「ＮＰＯ法人ジャパン デンタル ミッション」に変更

２００４

ヴァヌアツ共和国保健省とＪＤＭの現地における歯科医療サービスについて合意、調印を結ぶ。

ジャパン デンタル ミッション活動方針
1. 歯科医療活動
●ヴァヌアツ共和国における歯科医療活動
マレクラ島、タンナ島において、中心となる病院を拠点として診療活動を行っています。
また、病院の周辺の小・中学校に行き歯科検診及びブラッシング指導を行っています。
●フィリピン共和国における歯科医療活動
カオハガン島において、簡易診療所を中心に診療活動を行っています。
島内にあるカオハガン幼稚園・小学校に歯科医師・歯科衛生士・ボランティアのチームで
歯科検診並びにブラッシング指導や染め出しを行い歯の磨き方を指導しています。

2.文化交流活動
●絵画交換
ヴァヌアツ共和国、フィリピン共和国の両国に日本から画用紙や絵の具、クレパスを寄贈し、子供たちに
絵を描いてもらいます。その絵を、日本に持ち帰り絵画展を様々な所で行い、文化の交流を図っています。
また、白地の鯉のぼり、凧、羽子板などに日本とヴァヌアツの子供たちが絵を描き、交換しました。

3.生活向上活動（派遣国の生活のＱＯＬがより向上するための活動）
●文房具、スポーツ用品の寄贈
歯ブラシ、文房具、スポーツ用品などの寄贈も行い、現地の子供たちの識字率の向上、
学業支援や健康促進を考えております。
●運動会の開催
フィリピン共和国カオハガン島において、島民たちとのふれあいの意味も込めてＪＤＭスタッフと一緒に
運動会を行っています。

4.青少年育成
精神的に問題を抱えた人達に海外活動に参加してもらい、生きることへの活力を養うための
キッカケ作りをするお手伝いをしています。
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協力者名簿

・（株）アド・ダイセン
・アベ・ラベリング（株）
・オーエム歯材（株）
・大阪歯科大学 口腔衛生科
・大阪市立開平小学校
・大阪市立昭和中学校
・大阪市立高津小学校
・大阪市立玉造小学校
・大阪市立中央小学校
・大阪市立中大江小学校
・大阪市立南大江小学校
・大阪市立南小学校
・大阪船場ロータリークラブ
・大阪南太平洋協会
・大阪府歯科医師会
・尾崎歯材（株）
・川西市歯科医師会
・関西国際交流団体
・関西学院中学部
・清原（株）
・共栄社化学（株）
・クリエイト（株）
・グラクソ
・スミスクライン（株）
・国際ソロプチミスト大阪-梅田
・コクヨS&T（株）
・サクラクレパス（株）

・沢井製薬（株）
・笹野電線（株）
・澤田歯科
・サンスター（株）
・（株）システムつう
・（株）ジャックス
・シンク（株）
・甚田会計事務所
・スポーツネットワークジャパン
・住之江歯科医師会
・スモカ歯磨（株）
・セイコーエプソン（株）労働組合
・セキセイ（株）
・全日本ブラシ工業協同組合
・大日本除虫菊（株）
・大平工業（株）
・太洋旅行（株）
・嶽北歯科
・タナベスポーツ（株）
・株式会社ツサカ
・つるや（株）
・トキワ（株）
・有限会社トリビ
・ナカガワ（株）
・南総工業（株）
・西澤歯科医院
・ニッタハウス（株）

・日本歯科医師会生涯研究課
・根来（株）
・白水貿易（株）
・ハグルマ封筒（株）
・（有）ハマダデンタルサプライ
・（株）林
・樋口歯科医院
・平田歯科医院
・不二印刷（株）
・ベリテック・アイコニックス・ベンチャーズ（株）
・蛍印刷（株）
・モリタ（株）
・八尾市立西山本小学校
・八尾ロータリークラブ
・八千代オート（株）
・山貴産業（株）
・ユー・エフ・オー（株）
・陽春園（株）
・吉竹歯科医院
・DENTRADE
・Greenpath Corporation
・JICAヴァヌアツ支所
・NPOセンター
・TKX（株）
・UHA味覚糖（株）

本年 度 寄 付 を 頂 い た 皆 様（50 音順）
・赤木宗成
・東定子
・浅岡あけみ
・I・S・S（NGO）
・井綾里美
・生駒衛生社
・生駒清掃社
・石田秀
・伊豆周久
・板倉佳代子
・糸田川耕右
・UHA 味覚糖株式会社
・㈱ EM・FRONT
・江原由美
・大岡睦子
・大阪船場ロータリー
・大阪納税協会青年部

・大西の会
・大原正康
・沖真一郎
・斧原周子
・岡崎善久
・岡村光
・貝塚ロータリークラブ
・垣内耕一
・片岡清夫
・金本裕光
・川田昌美
・北田会計事務所
・木村キヨ子
・儀三武壽美子
・工藤武
・国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ大阪
なにわ会長 林駒恵

・㈱コジマ
・合田節子
・佐々木孝子
・佐野正雄
・澤田歯科
・柴田会長
・城南温泉
・白石海運 ( 有 )
・高木優子
･武内仕女子
・竹内智子
・武田和実
・田中輝男
・谷口勝彦
・谷口勉
・千葉和朗
・忠地まゆみ
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・外川龍基
・新垣善啓
・新延益幸
・西杏子
・西澤永子
・西村知子
・西村文延
・西本康子
・Haku
・林裕子
・樋口淳一
・平田歯科
・廣田勝典
・藤田国広
・藤本茂子
・藤原恵子
・フルカワカズオ

・マダム小阪
・三宅晴記
・南歯科医師会
・森田庸子
・森本ふみ子
・山岡惣一
・山口邦男
・柳田美紀
・弥生会
・尹有美
・よしかわ矯正歯科クリニック
・吉川仁育
・米田麻友美
・ロイヤルホテルヘルスクラブ
・若池伸晃
・渡邉信江

2016年度

海外活動予定

参加のジャンルは、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士、一般ボランティアとなっておりますが、
どなたでも参加できます！現地での仕事はたくさんあります！皆様のご参加をお待ちしております。

http://w w w.japandentalmission.org をご覧下さい。

詳しくは、ホームページ

ヴァヌアツ共和国
チーム名

日程

7月タンナ島

締 切日

２０１6年 ７月9日〜７月18日

２０１6年 ６月20日

フィリピン共和国
チーム名

日程

締 切日

11月ｶｵﾊｶﾞﾝ島

２０１6年１１月１９日〜１１月２３日

２０16年10月２０日

２０１7年２月１０日〜２月１５日

２０16年１２月２５日

2月ｶｵﾊｶﾞﾝ島

募集人員
歯 科 医 師 …………… 約４名前後

歯科技工士 …………… 約４名前後
歯科衛生士 …………… 約４名前後

ボランティア …………… 約４名前後

参加費用
ヴァヌアツ共和国

フィリピン共和国

航空運賃 ＊１

約２５万円前後

約８万円前後

滞在費

なし

なし

海外旅行傷害保険代

約１万円

約５千円

Ｔシャツ代 ＊２

３千円

３千円

約２６万円前後

約８万円前後

科

合

目

計

金

＊１：航空運賃は時期により変動します

額

＊２：持ってない方のみ
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金

額

理事紹介

代表理事

沢田 宗久

澤田歯科

院長（歯科医師）

副代表理事

栗山 雅行

ベリテック・アイコニックス・ベンチャーズ（株）
代表取締役

理事

河内 光明

澤田歯科（歯科技工士）

上崎 秀美

歯科医師

田中 良明

上り口歯科医院（歯科技工士）

小西 あゆみ

歯科衛生士

吉井 照子

ボランティア

富田 真仁

富田まひと歯科

島 猛

上り口歯科医院（歯科技工士）

橋口 敦

有限会社 ファイン

今村ちひろ

歯科医師

院長（歯科医師）

代表取締役（歯科技工士）
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