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プ ロ グ ラ ム

2011年7月2日（土）

メイン会場（セントレアホール）

開会式 （10：00～10：10） 会長　夏目 長門

基調講演 （10：10～10：40） 座長　今井 裕

日本NGO連携無償資金協力について
外務省　国際協力局　民間援助連携室

吉村 一之

推薦口演１ （11：00～12：00） 座長　深井 穫博・黒田 耕平

1. ネパール首都近郊における高齢者への歯科保健指導について
～歯科衛生士の活動として～
ネパール歯科医療協力会
○村越 由季子，白田 千代子，深井 穫博，中村 修一

2. ネパールにおける歯科保健医療活動とヘルスプロモーション
ネパール歯科医療協力会
○中村 修一，坪田 真，小原 真人，村越 由季子，白田 千代子，深井 穫博

3. ネパール首都近郊地域における16年間の学校歯科保健活動とその評価
ネパール歯科医療協力会
○深井 穫博，中村 修一，蒲池 世史郎，白田 千代子，村越 由季子，
駒井 伸也，坪田 真，根木 規予子，矢野 裕子

九州歯科大学　国際交流・協力室
中村 修一

4. 私が国際協力にかける夢
カワムラ歯科医院　南太平洋医療隊
○鈴木 千鶴

役員会（会議室） （12：30～13：20）

総　会 （13：30～14：00）

推薦口演２ （14：00～15：00） 座長　河村 康二・前田 初彦

5. トンガ王国での活動を支えるマンパワーと諸機関との連携
カワムラ歯科医院　南太平洋医療隊
○河村 康二

6. モンゴルでの幼稚園歯科保健予防の取り組みについて
日本モンゴル文化経済交流協会
○黒田 耕平，米花 佳代子，オトゴントヤ

エネレル歯科
サラントヤ，ソソルバラム，イチンホルロー
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7. モンゴル国における歯科医療援助
愛知学院大学　歯学部　保存修復学講座
○河合 利浩，掘江 卓，中野 健二郎，冨士谷 盛興，千田 彰

愛知学院大学　歯学部　口腔病理学講座
前田 初彦

愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
夏目 長門

8. 歯科衛生士として国際保健にどのように関わるか？
NPOカムカムクメール
○佐々木 眞佐子

推薦口演３ （15：00～16：00） 座長　砂川 元・野口 誠

9. 獨協医科大学における口唇口蓋裂の海外医療援助について
獨協医科大学　医学部　口腔外科学講座
○越路 千佳子，麻野 和宏，増山 裕信，泉 さや香，土肥 豊，
和久井 崇大，川又 均，今井 裕

10. インドネシア共和国での口唇口蓋裂治療における医療協力報告
富山大学附属病院　歯科口腔外科
○坂井 千恵子，井上 さやか，吉田 敬子，今上 修一，野口 誠

愛知学院大学歯学部附属病院　口唇口蓋裂センター
藤原 久美子，早川 統子，夏目 長門

札幌医科大学　口腔外科名誉教授
小浜源郁

琉球大学医学部附属病院　歯科口腔外科
砂川 元

函館中央病院　歯科口腔外科
辻 司，

富山大学附属病院　麻酔科
山田 正名，長崎 晶美，小宮 顕，釈永 清志

富山大学附属病院　看護部
宮本 陽子，松井 亜耶，大前 明博，種 依子

11. エチオピアにおける口唇口蓋裂医療援助
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学分野
○西原 一秀，石畑 清秀，中村 典史

千葉県がんセンター　手術管理部歯科口腔科
高橋 直樹

愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
夏目 長門

7月2日（土）
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12. ラオス人民民主共和国における口唇裂口蓋裂患者のための
医療援助プロジェクトについて
琉球大学大学院　医学研究科　顎顔面口腔機能再建学講
○新垣 敬一，高良 清美，砂川 奈緒，仲間 錠嗣，後藤 尊広，
藤井 亜矢子，砂川 元

推薦口演４ （16：00～17：00） 座長　中村 修一・菅原 利夫

13. 口腔ケアと口腔領域のHPV感染について
愛知学院大学　歯学部　口腔病理学講座
○前田 初彦

日本大学歯学部　病理学教室
迎叔枝

14. ブータン王国における歯科保健医療活動の経験
原田歯科
○原田 祥二

北海道医療大学　歯学部　口腔生物学系微生物学分野
藤田 真理

北海道大学大学院　歯学研究科　口腔健康科学講座予防歯科学教室
本多 丘人

岡山大学大学院　医歯薬総合研究科　予防歯科学分野
森田 学

15. ベトナム・ホーチミン市と周辺地域に対する口唇裂・口蓋裂を中心とした
東京歯科大学唇顎口蓋裂チームによる医療援助活動 ― 助成側の立場から ―
東京歯科大学　口腔外科学講座
○須賀 賢一郎，村松 恭太郎，渡邊 章，澁井 武夫，内山 健志

16. 15年間にわたるミャンマー連邦国での医療援助活動
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院・口腔顎顔面センター・口腔外科
○川島 清美

今給黎病院　歯科口腔外科
吉田 雅司

福岡歯科大学　口腔顎顔面外科学分野・口腔腫瘍学講座
大関 悟

愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
夏目 長門

九州大学　名誉教授
田代 英雄

役員・来賓懇親会 （17：00～19：00）

於アリスダイニング　TEL 0569-38-7866
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推薦口演５ （9：15～10：00） 座長　河野 憲司・山田 守正

17. ご当地NGO発 幼稚園教育研修とベトナムとの文化交流
特定非営利活動法人　プロ・ワークス十和田　理事長
○中野 正三

18. デングウイルス血清型の簡易早期判定技術の有効性検証
特定非営利活動法人　バイオメディカルサイエンス研究会
○瀬島 俊介，横山 憲二，宮崎 功，小松 俊彦

19. ベトナム社会主義共和国ベンチェ省医療援助
～看護師の役割（診療隊員歴13回）～
愛知学院大学　歯学部附属病院
○水野 敏子

推薦口演６ （10：00～10：30） 座長　中久木 康一・原田 祥二

20. ベトナム社会主義共和国における
口唇口蓋裂医療援助診療隊の麻酔に参加して
藤田保健衛生大学医学部　麻酔・周術期管理医学講座
○山田 守正

21. オイスカの国際協力と“ふるさとづくり”
公益財団法人オイスカ　専務理事／事務局長　兼務
○永石 安明

大会長講演 （10：30～11：30） 座長　白田 千代子

口唇口蓋裂を中心とした医療援助を通じた国際交流
－20年間の活動を振り返って－
愛知学院大学　教授
特定非営利活動法人　日本口唇口蓋裂協会　常務理事
特定非営利活動法人　日本医学歯学情報機構　事務局長

夏目 長門

特別講演１ （11：30～12：00） 座長　内山 健志

日本ベトナムパートナーシップ
駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使

グエン・フー・ビン 閣下

ベトナムDay・懇親会（12：20～13：50）

於ポスター・企業展示会場

2011年7月3日（日）

メイン会場（セントレアホール）
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特別講演２ （13：50～14：20） 座長　森 悦秀

日本・ベトナム間の戦略的パートナーシップ関係について
～その経緯と現状～
外務省アジア大洋州局南部アジア部　南東アジア第一課　地域調整官

河上 淳一

特別講演３ （14：30～15：00） 座長　夏目 長門

愛知県におけるベトナムとのパートナーシップの現状と展望
第55代（公選第17代）愛知県知事

大村 秀章

ベトナムパートナーシップシンポジウム
（15：00～16：30） 座長　夏目 長門・白田 千代子

1. ベトナムとのパートナー・シップ
― ベトナム女性の絨毛がん死亡撲滅をめざすプログラム ―
椙山女学園大学教授・看護学部長

後藤 節子

2. 愛知県におけるベトナムとのパートナーシップの現状と展望
独立行政法人国際協力機構中部国際センター（JICA中部）
市民参加・民間連携協力アドバイザー
小樋山 覚

3. ベトナム航空
ベトナム航空　名古屋支店　支店長

ゴー・ハー・ナム

閉会式 （16：30～） 準備委員長　新美 照幸
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2011年7月2日（土）・3日（日）

ポスター・企業展示会場

（2日（土）：会議室R1～3 ／ 3日（日）：会議室R1～2）

ポスター展示（質疑応答は2日（土）のみ12：00～12：30 座長はおりませんのでリボンを
つけた発表者に直接質疑応答して下さい）

1. 中古資機材リサイクル国際協力事業を利用し
緊急車輌をトンガ王国に寄贈した活動報告
カワムラ歯科医院
○河村 康二，鈴木 千鶴，飯田 好美，大塚 史織，村上 瑛香，河村 サユリ

九州歯科大学生体機能制御学講座　南太平洋医療隊
遠藤 眞美

2. トンガ王国における学校歯科保健活動向上のためのプロジェクト
（歯科衛生士からトンガデンタルセラピストへのアプローチ）
カワムラ歯科医院
○飯田 好美，鈴木 千鶴，大塚 史織，河村 康二，河村 サユリ

九州歯科大学生体機能制御学講座　南太平洋医療隊
遠藤 眞美

3. ベトナム社会主義共和国ニンビン省における
口唇口蓋裂医療援助ならびに技術指導
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○南 克浩，菅原 利夫

九州大学　大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態学講座（口腔顎顔面外科学分野）
森 悦秀

山口大学　医学部特殊専門領域　腫瘍病態学講座（歯科口腔外科）
三島 克章

大阪大学　大学院歯学研究科　高次脳口腔機能学講座（歯科麻酔学教室）
丹羽 均，花本 博

4. ベトナム社会主義共和国枯葉剤散布地域における口唇口蓋裂発生頻度の推移
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○新美 照幸，藤原 久美子，井村 英人，加藤 大貴，夏目 長門

5. トンガ王国の障害者に対する歯科医療ボランティア活動の
一環としてフリーマーケットを実施して
九州歯科大学　生体機能制御学講座　摂食機能リハビリテーション学分野
○遠藤 眞美

日本大学　松戸歯学部　障害者歯科学講座
遠藤 眞美，

南太平洋医療隊
遠藤 眞美，竹内 麗理，飯田 好美，鈴木 千鶴，大塚 史織，
河村 サユリ，河村 康二，田口 千恵子，小林 清吾

日本大学　松戸歯学部　口腔分子薬理学講座
竹内 麗理

カワムラ歯科医院
飯田 好美，鈴木 千鶴，大塚 史織，河村 サユリ，河村 康二

日本大学　松戸歯学部　公衆予防歯科学講座
田口 千恵子，小林 清吾
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6. 国際歯科協力 ～自立をどう見届けるか～
九州歯科大学5年・ネパール歯科医療協力会
○藤井 俊憲

7. 国際口唇口蓋裂協会の活動に関する報告
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○加藤 大貴，夏目 長門

愛知学院大学　歯学部附属病院　口唇口蓋裂センター
加藤 大貴，早川 統子，夏目 長門

国際口唇口蓋裂協会事務局
土井 昌子，砂川 元，夏目 長門

琉球大学　医学部　高次機能医科学講座　顎顔面口腔機能再建学分野
砂川 元

8. カンボジアの保育者養成校における口腔保健指導の報告
NPOカムカムクメール
○沼口 麗子，藤山 美里，佐々木 眞佐子

9. カンボジア村落地域における口腔感染症と酸化ストレスの関係
（特活）歯科医学教育国際支援機構

○谷野 弦，吉田 清美，宮田 隆
日本大学　松戸歯学部　口腔外科学講座

谷野 弦，秋元 芳明
University of Health Sciences Faculty of Odonto-Stomatology

Uy Sophorn，Sok Chea，Vorn Vutha，Im Puthavy

10. カンボジア王国モンドルキリ県住民に対する口腔保健活動の普及・定着
日本大学　松戸歯学部　口腔外科学講座
○谷野 弦

（特活）歯科医学教育交際支援機構
谷野 弦，吉田 清美，宮田 隆

11. 海外医療援助におけるマイクロクレジットの効果に関する研究　その１
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○廣瀬 紀子，夏目 長門，飯田 美幸

12. 我が国のNGOによる国際歯科保健協力活動の実態調査について ～第一報～
鶴見大学　歯学部　地域歯科保健学教室
○古川 清香

鶴見大学　歯学部　歯学科
小林 幸葉

東京医科歯科大学　大学院　顎顔面外科学分野
中久木 康一

東京医科歯科大学　歯学部　口腔保健学科　高齢者口腔衛生学分野
白田 千代子

国際歯科保健医療協力協議会（JAICOH）ダイレクトリー編集担当
古川 清香，小林 幸葉，中久木 康一，白田 千代子
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13. 口唇・口蓋裂患者に関する疫学的研究　第51報
― モンゴル国の発現率と母体環境調査中間報告 ―
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○夏目 長門，加藤 大貴，早川 統子，藤原 久美子，永田 映里佳

愛知学院大学　歯学部　口腔病理学講座
吉田 和加，前田 初彦

獨協医科大学　医学部　口腔外科学講座
越路 千佳子，今井 裕

愛知学院大学　歯学部　保存修復学講座
千田 彰

14. モザンビークの歯科医療事情 －青年海外協力隊の活動から－
嘉手納歯科医院　青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
○池田 美子

しろくま歯科　青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
三重野 雅

橋南歯科医院　青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
中田 泰央

北京天衛診療所　青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
板垣 晶博

高橋歯科医院　青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
高橋 強

原田歯科　青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
原田 祥二

15. CLEFT GENE BANK
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○鈴木 聡，井村 英人，牧志 祥子，加藤 大貴，藤原 久美子，新美 照幸，
南 克浩，古川 博雄，山本 正彦，夏目 長門

16. 日本大学松戸歯学部 国際保健部の活動について
日本大学　松戸歯学部　国際保健部
○小川 泰宏，島田 啓示，本間 圭，加藤 有吾，松本 英司，片山 沙織

17. 学生のサークル活動としての国際医療とは
神奈川歯科大学　歯学部　国際医療ボランティア研究会
○鈴木 志帆美，齋藤 孝平，塩津 朋子

18. インドネシア共和国における口唇口蓋裂治療国際医療協力の
中での言語管理・治療の可能性に関する検討
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
○早川 統子，藤原 久美子，夏目 長門

富山大学附属病院　歯科口腔外科
坂井 千恵子，井上 さやか，吉田 敬子，今上 修一，野口 誠

札幌医科大学　口腔外科名誉教授
小浜 源郁

琉球大学医学部附属病院　歯科口腔外科
砂川 元

函館中央病院　歯科口腔外科
辻 司

富山大学附属病院　麻酔科
山田 正名，長崎 晶美，小宮 顕，釈永 清志

富山大学附属病院　看護部
宮本 陽子，松井 亜耶，大前 明博，種 依子
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19. 口蓋裂患児への遠隔言語訓練を用いた海外医療援助の検討
愛知学院大学　歯学部附属病院　言語治療外来部門
○早川 統子，藤原 久美子，井上 知佐子，森 智子，相原 喜子，
兵頭 るみ子，諸田 眞澄，竹内 朋也，佐久間 直子，夏目 長門

愛知学院大学　心身科学部　健康科学科
早川 統子，山本 正彦，古川 博雄，辰巳 寛，佐藤 祐造

愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
早川 統子，藤原 久美子，井上 知佐子，牧野 日和，相原 喜子，
岩田 睦代，諸田 眞澄，竹内 朋也，夏目 長門

特定非営利活動法人日本口唇口蓋裂協会
早川 統子，藤原 久美子，竹内 朋也，古川 博雄，夏目 長門

富山大学大学院　医学薬学研究部　歯科口腔外科学講座
井上 さやか，野口 誠

20. バングラデシュ国の典型的農村地帯での口腔衛生指導と
同国歯科学生との交流・相互理解を進める
北海道大学　歯学部
○中元 絢子，清水 六花

21. カンボジアにおける歯科医療支援活動 ～協力体制と予防活動構築にむけて～
広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　展開医科学専攻
顎口腔頚部医科学講座　小児歯科学研究室　大学院生
○岩本 優子，児玉 紀子

広島大学大学院医　歯薬学総合研究科　口腔健康科学専攻
口腔健康科学講座　口腔発達機能学分野　大学院生
岩本 明子

広島大学大学院医　歯薬学総合研究科　展開医科学専攻
顎口腔頚部医科学講座　小児歯科学研究室
角本 法子，香西 克之

広島大学病院小児歯科
大谷 聡子

広島大学大学院医　歯薬学総合研究科　口腔健康科学専攻
口腔健康科学講座　口腔発達機能学分野
天野 秀昭

広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　創生医科学専攻
先進医療開発科学講座　口腔顎顔面病理病態学研究室　歯学部長
高田 隆

22. 香港大学歯学部における実習参加経験
新潟大学　歯学部
○長澤 麻沙子，上田 千尋，南 智香子，塩生 有希，小野 和宏，
前田 健康，魚島 勝美

23. 国際口腔保健を目指して ～WHO口腔保健部でのインターンシップから～
新潟大学　大学院　医歯学総合研究科　予防歯科学分野
WHO口腔保健協力センター
○牧野 由佳，小川 祐司，宮崎 秀夫

24. ベトナム社会主義共和国での医療援助活動の実態調査
－ベンチェ省プロジェクト－
愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
愛知学院大学歯学部付属病院口唇口蓋裂センター
○井村 英人，新美 照幸，大野 磨弥，古川 博雄，藤原 久美子，
鈴木 聡，加藤 大貴，夏目 長門
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25. 歯科DMAT創設の提言
ルカジャパン
○村田 千年

健歯会ふるげん歯科クリニック
村田 千年

嘉手納歯科医院
池田 美子

青年海外協力隊歯科医師OB会設立準備委員会
池田 美子

浦添総合病院　歯科口腔外科
伊熊 大助

平歯科
小松崎 悟朗

26. 南米チリでの口腔衛生活動 －青年海外協力隊の活動を通して－
札幌北楡病院　歯科
○原田 晴子，関口 千史

原田歯科
原田 祥二

27. マレーシア・サラワク州クチンにおける歯科学生による国際保健活動
東京歯科大学国際医療研究会
○江良 藍生，田中 らいら，林 士凱，杉浦 貴則，河角 久美子，川井 毅，
川勝 美里，眞木 吉信，村居 正雄

神奈川歯科大学国際医療ボランティア研究会
鈴木 志帆美，塩津 朋子

アジア歯科保健推進基金
鈴木 志帆美，塩津 朋子，田中 らいら，林 士凱，杉浦 貴則，
河角 久美子，川井 毅，川勝 美里，村居 正雄

東京歯科大学社会歯科研究室
眞木 吉信

28. 日本口唇口蓋裂協会の国際医療貢献活動
愛知学院大学　歯学部附属病院　口唇口蓋裂センター
○古川 博雄，夏目 長門，川口 文夫

特定非営利活動法人　日本口唇口蓋裂協会
古川 博雄，夏目 長門

29. 日本医学歯学情報機構の国際医療貢献活動
特定非営利活動法人　日本医学歯学情報機構
愛知学院大学　歯学部附属病院
○古川 博雄，夏目 長門，小出 忠孝

30. デングウイルス血清型の簡易早期判定技術の有効性検証
特定非営利活動法人　バイオメディカルサイエンス研究会
○横山 憲二，瀬島 俊介，宮崎 功，小松 俊彦

31. 当社の子会社，日本高圧電気ベトナムによるベトナムでの事業の展開
日本高圧電気株式会社　管理部　経理Gr
○亀井 裕一

32. ヤマザキ マザックの事業展開
ヤマザキマザック株式会社　総務部　人事課　国際チーム
○土居 真紀子


