
 

 
 

新たなカタチの大学院教育

Governmental
Seminar

新型コロナ時代にできる国際協力
～赤ちゃんを救う遠隔医療技術支援～　

higoprogram.jp

facebook.com.higoprogram.jp

熊本大学所属の学生・教職員のみなさまはどなたでも参加できます！

国内外のリーダーの講演を通じ、幅広い知識、
リーダーの資質、キャリアパスなどを学ぶセミナーです。

＊セミナー日程はこちら→  https://higoprogram.jp/seminar_calendar/

主　催 熊本大学 博士課程教育リーディングプログラム グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO
熊本大学 健康生命科学S-HIGO プロフェッショナル養成フェローシッププログラム
国立大学法人熊本大学 医薬保健学系事務課 医学事務チーム HIGOプログラム担当
TEL: 096-373-5006　higo-program@jimu.kumamoto-u.ac.jp

問合せ

国際医療協力とは何か、医師として自分ができることとは何か。
整った保険制度の元、高度な医療が常に提供される日本。 そんな日
本の妊産婦死亡率は10万人の出産の中で3.4人（厚生労働省（2016
年））と先進国の中でも極めて低い。ただ一方で、世界の国々ではそ
の何十倍もの割合で、お母さんや赤ちゃんが亡くなっている現状がある。
カンボジアに小学校を建て、自らカメラを回して映画を撮り、命を救
うための保健センターを建ててきた。 その中で出逢ったたくさんの
泣いている人たち。 カンボジア、ラオス、タンザニア、世界各地で
支援を続けてきた。 それでもぬぐえない無力感、挫折。 世界はどう
すれば、変えることができるのか。
そんな中、突如世界を襲った新型コロナウイルス感染症（COVID-19）。
あの国で泣いている、あの人の元へ行きたくても行けない。
憤りを感じる中、どんなことに取り組んできたのか。
人生をかけて向き合う「涙をとめ、命を救う」葉田の挑戦。 その経
験と心境の変化をお話します。

講演概要

全ての教育部の方が学べます！

2022年6月23日（木）
15：00〜16：30
本荘北地区

熊本大学臨床医学教育研究センター1階 奥窪記念ホール
ZOOMによる同時配信を行います
https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=84771

Zoom meeting ID と Password は、Moodle から確認出来ます
“HIGO 企業・行政セミナー / HIGO Business and Governmental Seminar (ZOOM)”

葉田　甲太
認定NPO法人あおぞら 理事長 （総合診療医）

HADA Kota
AOZORA, Nonpro�t Corporation

International Cooperation 
That is Possible in the COVID-19 Era
– Remote Medical Technical Assistance to Save Babies –

http://higoprogram.jp/en/20220623gs/
＊Remote Simultaneous English Interpretation available

新型コロナウイルス感染症拡大防の対策を十分行い実施いたします

・風邪症状がある方は参加をお控え下さい。
・マスクの着用をお願いいたします。
・定員は 50 名です。   定員を超えた場合は Zoom での同時配信
    または後日 e-learning にて受講をお願いいたします。  
    e-learning での受講を希望される方は、下記問合せ先までご連絡下さい。

What is international medical cooperation? What can I do as a 
physician? 
The maternal mortality rate in Japan is as extremely low as 3.4 
per 100,000 total births (reported by the Ministry of Health, 
Labour and Welfare, 2016) thanks to the well-established 
universal health insurance system that provides advanced care 
at any time. On the other hand, there are many countries where 
the child and maternal mortality rates are dozens of times 
higher than that of Japan. 
In Cambodia, I established an elementary school and �lmed 
the process to make a documentary. I also built community 
health centers. In these activities, I met many people who were 
crying. I have continued to support people in various countries 
including Cambodia, Laos, and Tanzania. Nevertheless, a sense 
of powerlessness and frustration still lingers in my heart. How 
can we change the world? 
And then, the COVID-19 pandemic suddenly attacked the world. 
I cannot visit those who are in tears in their countries though I 
want to. With a sense of frustration, what e�orts have I made? 
I would like to talk about my experiences and changes in my 
feelings in my challenging lifework to wipe tears away from 
people and save their lives.


