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ネパールは，世界最貧国の一つであり，国民の４
割は１日１ドル以下の生活を送っていると言われて
いる。また，ネパールには歯科大学がなかった為

に，住民が歯科治療を受ける機会は極めて少なく，
現在活躍している歯科医師の多くは海外に留学して
免許を取得している。２００４年から漸く毎年１２０－１５０

臨床ノート

ネパールでのボランティア歯科治療
Dental volunteer in Nepal

久保 四郎 北海道稚内市 久保歯科医院
略歴 １９７４年東京歯科大学卒業，同年東京医科歯科大学第一口腔外科入局，１９７８
年西ドイツ・ビルツブルグ大学顎顔面外科留学，１９８０年札幌医科大学口腔外科入
局，１９８５年開業。研究テーマ：顎関節突起部骨折の分類，フィブリン接着剤の基
礎研究と臨床応用 趣味：トレッキング，合唱，釣り

Shiro Kubo

キーワード：ネパール，ボランティア，歯科診療，デンタルキャンプ
（２０１４年２月１７日受付，２０１４年４月７日受理，歯科学報 １１４：２１１－２１５，２０１４．）

I participated in a volunteer dental treatment program at the SKM-Hospital（http : //www. nepal-
hospital. de）in Kathmandu，and worked in dental camps organized by Eco Himal（http : //www.
ecohimal. org）in Sintati，Arun Valley，and Loklin．
The main activities of Eco Himal are infrastructure improvement，such as the repair of commu-
nity roads for inhabitants，construction of bridges，and land improvement in regions in danger of
collapsing due to erosion；however，medical activities are very limited．
Due to the shortage of appropriate oral hygienic instructions and education，many Nepalese peo-
ple suffer from dental caries and advanced periodontal diseases．
However，in the dental camps，the incidence of dental caries was lower than I had expected，al-
though they are in remote rural areas． Because we could not carry sufficient dental equip-
ment，such as air-turbine engines and air-compressors，satisfactory filling treatment could not be
performed．
In underpopulated areas where we set up the dental camps，because many seasonal laborers mi-
grate to overseas countries seeking employment，many of the dental examinees were female．
We gave oral hygiene instructions at an elementary school，and，because schoolchildren showed
more gingivitis than dental caries，scaling was performed and tooth brushing instructions were
given． Although the incidence of dental caries in children was lower in underpopulated areas
than in Kathmandu，we consider that this is because the rural children have few opportunities to
eat sweets． Furthermore，many children in the elementary school showed malnutrition．
It is desirable for dental volunteers to not only improve oral hygiene conditions，but also help im-
prove life in underpopulated areas． （The Shikwa Gakuho，１１４：２１１－２１５，２０１４）
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名程度の歯科医師が，自国から誕生するようになっ
たが，これら歯科医師は首都カトマンズや観光地ポ
カラに集中している。またカースト制度が残ってい
ることより，一部の富裕層のみが治療を受けている
に過ぎないのが現状である。地方都市に歯科医師は
ほとんどおらず，大道芸人が抜歯をしたり，また既
製の義歯を路上で販売しているなど，極めて由々し
い現状である。

１）ススマ・コイララ記念病院SKM-Hospital
（http.//www.nepal-hospital.de）での治療経験

この病院は火傷，腫瘍，奇形の治療を目的にドイ
ツのNGOが１９９７年にカトマンズ近郊のサンクーに
設立した。当時，ネパールには歯科医師が極めて不
足していたことより，歯科治療も１９９９年より開始さ
れ，ドイツを中心としたヨーロッパから歯科医師が
３週間の休暇をとって交代で治療にあたるように
なった。私は２００２年９月に診療する機会を得た１）。
歯科診療室には，レントゲン撮影装置，デンタ

ル・ユニット，外科，保存，補綴器具をはじめとし
て診療に必要な医療器具は全て揃っており，僻地で
巡回診療をする dental campとは異なり日本から医
療器具を持参する必要はない。治療内容は，通院回
数が限定されることから大半が抜歯である。初期齲
蝕はCR充填が主体で，歯髄処置や補綴処置は少な
く，歯石除去やブラッシング指導は教育を受けた看
護師が行っている。
口腔内所見で特徴的なことを挙げると

ａ）歯列不正が少なく，智歯まで正常に萌出し咬合

している
ｂ）齲蝕の多くは，咬合面で，隣接面や歯頚部は少ない
ｃ）小・大臼歯に硬固物摂取による歯冠破折や咬耗
がみられる（図１，２）

ｄ）若年者の歯周病が多く見られる
ｅ）外傷に起因すると思われる前歯の欠損が若年者
に散見される
以上の所見は，トウモロコシ，あわ，ひえを常食

としている人々の食生活を反映している。近年，甘
いお菓子が都会で氾濫し始め，歯ブラシをする習慣
が身についてない子供たちに，虫歯が急速に増えて
いるとのドイツ人歯科医師の報告もある。

２）Eco Himal（http.//www.ecohimal.org）の
プロジェクトに参加して

Eco Himal は，ネパールの過疎地での道路整備，
下水道の整備，学校の建設，Health Post（保健所）
の建設や保健指導などのインフラ整備を中心に活動
しているオーストリアのNGO団体である。ザルツ
ブルグに本部があり，主任のDr. Gerda Rath の指
示のもとに，２００５年に Singati，２００６年にArun val-
ley，２００７年に Lokhin にて dental camp を行った。
同伴者は長年ネパールで献身的なボランティア歯

科診療活動を行っているドイツ人歯科医師Emmo
Martin である。Dental camp の行われる村までは，
カトマンズ空港から，小型機に乗り草原の地方空港
に着陸する。我々は迎えに来たジープに乗り，走行
不能になると医療器具を全てポーターに背負っても
らい登山道（生活道路）を黙々と歩く。ネパールの国

図１ 第一大臼歯に著明な咬耗認める 図２ 前歯部にみられる摩耗
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土の３分の２ほどは山岳丘陵地帯であり，交通イン
フラはいまだ整っていないために，徒歩で移動する
しかない。また山道はスコールでぬかるみになって
いることがあり，滑って転落事故の危険性もある。
飛行機は，天候に左右されやすく欠航することは珍
しくない。カトマンズを出発して２日目の夜遅く
に，目的地に到着するハードな行程である。現地で
は，まずネパール人Health assistant とスタッフ・
ミーティングを行い治療内容について話し合う。ま
た彼らからはその土地の住民の生活習慣，問題点な
ど状況を説明してもらい治療の計画を立てる。
ａ）患者分布
村で生産している農作物では生計が立たず，男性

の多くはインドなどに出稼ぎに行っているため受診
する患者さんは，女性が６５％を占めていた。平均寿

命が６０歳代（男性６５歳，女性６９歳：２００９年WHO）と
短命なため，日本と異なり高齢者の受診は少なかっ
た。小学校の歯科検診で治療の必要性を指摘された
子供たちが多く受診した（図３）。
ｂ）治療内容
食後に歯を磨く習慣がないため，口腔内は異様な

匂いが漂いマスクを二重にしないと耐えられないほ
どであつた。首都カトマンズと違い，甘いものを
売っている店がほとんどないために，子供達は虫歯
より歯肉炎が目立っていた。小学校に歯科検診に行
くと，小柄な高度栄養失調（kwashiorkor）の子供が
散見された（図４）。子供達の歯牙萌出も遅く，原因
は不明だが正中過剰歯が散見された。
成人には，歯石が歯冠を覆うように沈着している

患者（図５）や，排膿し自然脱落寸前の状態で受診す

図３ 受診患者の性年齢別分布
図４ 高度な栄養失調児童に腹部の浮腫を認める：

kwashiorkor（アフリカ語で赤い身体）

図５ 巨大な歯石 図６ 治療内容
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る村人が多かった。虫歯の治療は，首都カトマンズ
とは異なり全くなされておらず多くは残根状態で放
置されていた。伝達麻酔で，一度に４－５本抜歯す
ることは珍しくなかった。Dental camp では滞在期
間が５－７日間と短く，レントゲンもなく治療器具
も揃ってないために根菅治療は困難であり，本来な
らば保存可能な齲蝕歯でも，やむなく抜歯せざるを
得ないのが現状であった（図６）。CR充填処置や抜
歯は大臼歯が中心になされたが３Mix-MP 法２）を応
用することにより，抜歯をせず保存できた症例も
あった（図７，８）。ネパールの首都カトマンズの
SKM-Hospital とは異なり治療設備の揃ってない簡
易診療所では，すべての治療は困難を極めた。電気
が通ってないため，太陽電池を利用した懐中電灯と
充電式携帯ハンド・ドリルで治療をした（図９）。吸
引装置やエアー・シリンジがなく防湿が困難であ
り，特に充填処置には大変苦慮した。

硬いものを常食としているために，顎骨の発育は
良好で叢生などの歯列不正は殆ど観察されなかっ
た。下顎智歯も正常に萌出し咬合しており，智歯周
囲炎で重篤な炎症を抱えて受診した若者は少なかっ
た。しかし顎骨周囲炎，外歯瘻などの重症例には，
消炎手術後に抗生剤の静脈注射を行った。多くの症
例は内服で済んだが，病院に受診した経験がないた
め，処方の際に村人にアレルギーや既往歴を聞いて
も，何も返事は返ってこなかった。観血的処置は，
患者の顔色や体格などから健康状態を把握して注意
深く行った。またレントゲン撮影が出来ないため難
抜歯になることもあり，熟練した体力のある歯科医
師でないと務まらないと実感した。アナフィラキ
シーショックに対処するために，エピペンやステロ
イド注射液を持参したが，幸い使用する症例には遭
遇しなかった。受診者は全て歯科治療を受けるのが
初めてであることより，かなりの恐怖心を抱いてお
り，治療後の注意点を十分に説明しなければならな
かった。今日でもこの地区の村人は病気になると，
医者がいないために祈祷師に依存しているのが現状
であった。これは健康な男性でも１日以上かけない
と病院に辿り着けないからである。特に出産後に感
染症にかかって命を落とす母親が多く，数年前まで
は女性のほうが男性よりも平均寿命が短く，世界で
も稀な国であった。
ｃ）問題点と課題
カトマンズ市内の病院とは異なり，治療を希望す

る村人は長蛇の列をなし dental campを大勢の方が
訪れた。しかし，滞在期間が短く全員の希望に沿え
なかったことは残念であった。

図８ 抜歯の内訳
図７ CR充填治療

図９ 充電式携帯ハンド・ドリルでの治療
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３地区で dental camp を行ったが，これらの歯
科医師がいない僻地では，治療行為より口腔衛生指
導や予防処置を充実させることが望ましいと実感し
た。そのためには，現地のHealth assistant を教育
して歯科保健活動を充実させていく必要がある。
我々は，小学校を訪問し口腔検診を行い問題のある
児童たちの治療を積極的に行った。また，現地の
Heath assistant には抜歯の方法や，ブラッシング
指導法を教え定期的に児童の検診をお願いした。医
師の少ないネパールでは，彼らはHealth post（保健
所）で住民の健康相談を始めとして，簡単な診察や
投薬をおこない，医師の代役を務めて地域住民の健
康を守っているのが現状である。
我々の役目の一つには，歯科治療のほかに腫瘍，

外傷，奇形などで治療の機会がなかった患者（図１０）
を，カトマンズの病院まで連れて行くことでもあっ
た。長年苦しんでいた村人に，漸く専門医の治療を
受けさせて上げる機会が得られたことに，私は少し
安堵して仕事を終えた。
ｄ）終わりに
東京歯科大学昭和４２年卒業の村居正雄先生は，ア

ジア歯科保健推進基金（AOHPF）を設立し，アジア
各国の歯科保健向上のために様々な協力活動をラオ
ス，ミャンマー，ソロモン諸島，カンボジアでおこ
なっている３）。九州歯科大学では１９８９年に，ネパー

ル歯科学術調査団を立ち上げ今日に至っている。こ
のように長年にわたる予防活動や啓蒙的なボラン
ティア活動が望まれる。私は，ドイツとオーストリ
アのNGOの好意により貴重な体験をさせていただ
いた。ネパールなど開発途上国でのボランティア活
動は，不慮の事故，感染症，テロ（マオイスト：ネ
パール共産党統一毛沢東主義派）などの危険が常に
つきまとう。マオイストによりいくつかの病院や診
療所は破壊され，医療サービスの質は低下した。特
に僻地での dental camp では，現地駐在のNGOな
どの団体から十分な情報を収集し，現地スタッフと
の緊密なコンタクトのもとに慎重に進めていただき
たい。また，ボランティア活動は個人で行うことは
困難であり，既存のグループと接触し仕事内容を精
査，検討して無理をせずに自分にあった活動を選択
すべきである。
１０年前，ネパールの人口二千四百万人に対して，
歯科医師は百二十人（推定）しかおらず，歯科医師一
人が患者二十万人を担当することになっていた。近
年，ようやくカトマンズに歯科大学が設立され，状
況は多少改善されてきているようだ。ネパールをは
じめ多くの開発途上国では，歯科医療の充実が望ま
れており日本の歯科医師の助けが必要とされてい
る。団塊の世代の歯科医師が一線を退き，我々がこ
れから何をすべきか，問われる時代が来ているよう
に思える。ボランティアに興味のある先生方は積極
的に活動に参加され，なお一層充実した歯科医師人
生を送っていただきたく思う次第である。

文 献
１）久保四郎：ネパールの歯科事情．TMDC MATE，№
２３５：１２－１３，２００４．
２）星野悦郎，宅重豊彦：３Mix-MP法と LSTR療法．日本
歯科評論社，東京，２０００．
３）村居正雄：国際協力に学ぶ：カール・ブッセ憧憬 歯科
ペンクラブ社，２００２．

別刷請求先：〒０９７‐００２１ 北海道稚内市港３丁目２－４８
久保歯科医院 久保四郎
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