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巻頭言

　一身上の都合から約 2 年間黒田真一郎理事に理事長代行をしていただいていましたが、今年 3 月より再び AOCA

理事長としてやらせていただいています。

　さて、3 年間の JICA（日本の ODA）との協同プロジェクト「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」を無

事成功裏に終えることができました。ひとえに黒田先生をはじめ日本の皆様のご支援やネパール現地の桐生氏他のス

タッフ、NNJS の支援のおかげです。ありがとうございました。この JICA-AOCA 協同プロジェクトの成果と今後の

展望については、この事業報告書の中に報告しておりますのでご一読ください。このプロジェクトで始めた多くの事

業がプロジェクトと共に終わりというわけではなく、今後継続していかなければなりません。そのために AOCA は

今後も支援していくつもりです。

　それと今年 6 月に開催された理事会と総会で、重要な決定をしたのでお知らせいたします。それはネパールでの

アイキャンプは基本的には行わないということです。AOCA が活動を始めた 1970 年代にはネパールの眼科医は 3 人

でしたが、現在のネパールでは 160 人を超えました。この数は十分な数とは言えませんが、ネパール人の手で眼科

医療の無いヒマラヤの山岳地帯にアイキャンプ隊を出せるまでになりました。そうしたことから、日本から高いコス

トをかけて日本人医療チームが行く必要が無いと判断しました。今後はネパール人が行うアイキャンプ、他の団体が

行うアイキャンプを支援していく方針です。また、インドダラムサラで行うアイキャンプについては、必要性に変わ

りは無く、今後継続していくつもりです。

　JICA-AOCA の協同プロジェクト、ネパールでのアイキャンプという 2 つの大きな AOCA の事業が終了しましたが、

ネパールにも世界にもまだまだ支援の手が必要な地域は多くあります。AOCA は我々を必要としている人々のために

今後とも活動していきます。皆様から変わらぬご支援を賜ることができれば幸いです。

アジア眼科医療協力会理事長

飽浦　淳介
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事業報告

1.	 2007 年１月 81 日から開始された JICA から AOCA に委託された３年間５千万円の事業「ネパール眼科医療強化

プロジェクト」の３本柱①眼科医の超音波白内障手術（フェイコ）研修プログラム、②眼科助手（OA）の再教育プ

ログラム、③ヘルスポストの医療士のプライマリ・アイ・ケア教育プログラムは、いずれもネパール・ネトラ・ジョ

ティー・サンガ（NNJS）の協力の下順調にすすみ、大きな成果を上げて 2010年１月 31日をもって終了した。プロジェ

クトの大部分はヒマラヤアイホスピタルや他の NNJS 傘下の病院に引き継がれたが、フェイコ研修プログラムは発展

拡大的に継続させること、プライマリアイケア教育プログラムの一部は AOCA が予算を出して継続させることが望

まれる。

2.	 眼科医療を受けることが困難な 2 ヶ所のネパール・インドの山岳地帯（タムガズ・ダラムサラ）に日本人アイキャ

ンプ隊を派遣し、技術的にグレードアップした診察・手術を行った。

3.	 AOCA と「24 時間テレビ」と NNJS が、1988 年から 2006 年まで SWC との契約のもと 18 年間協同して行うた

「ナラヤニ・アイケア・プロジェクト（NECP）」が終了した後に、ゴール眼科病院を完全に自立させるために組まれ

た NECP フェーズアウトプログラムは、外来数、手術数は目標の約 70％を達成して 2010 年１月をもって終了した。

4.	 ゴール眼科病院は、マデシ問題（タライ平野の民族の山岳部の民族に対する人権闘争）で、カドカ院長や山岳民

族のスタッフが病院から追い出されるという事件が起きたが、現在はジャー院長とダハール医師の二人体制で平静を

取り戻している。

5.	 １）JICA と AOCA の共同事業の終了｡ 2）ナラナニアイケアプロジェクトのフェーズアウトプログラムを終了し

て、現実的にもケディア病院とゴール病院はほぼ自立を果たしていること。３）ネパールアイキャンプは、ネパール

眼科医が 160 名と増え、ネパール人によって多くのアイキャンプが行われるような時代になったことの３つの理由

で、今後 AOCA はネパールにおける活動を根本的に見直さなければならない状況になっている。皆様とともに今後

の AOCA の方向を考えてゆかなければならない。

（2009 年４月１日～ 2010 年 3 月 31 日）

Ⅰ . 概要

Ⅱ . アイキャンプ事業

インド・ダラムサラでのアイキャンプ

ダライラマ 14 世の住むダラムサラに於いて、チベット

難民治療を行うデレク病院や地元のロータリークラブと

協力して行う事業。

ネパール・タムガスでのアイキャンプ

カトマンズから車で 15 時間、ポカラの西南にあたる西

ネパールのグルミ郡のタムガスにおいて、ルンビニ病院

のスタッフや医師と共同で行った事業。

期間： 2009 年 12 月 23 日～ 2010 年 1 月 1 日
隊長： 籠谷保明（市立小野市民病院）
医師： 岡田明（公立甲賀病院）

柏瀬光寿（柏瀬眼科）
浅野宏規（なめがた地域総合病院）
藤川正人（滋賀医大）

看護師： 川邨夫美子（介護付き有料老人ホームあおい）
清水直（国立病院機構滋賀病院）

通訳： 小川康（薬剤師、チベット医師）
チーフマネージャー：古寺瑞代

外来数 360 名、　手術数 61 例

期間： 2009 年 12 月 29 日～ 2009 年 12 月 31 日
隊長： 松本英樹（眼科松本クリニック）
医師： 山下理恵子（戸田中央総合病院）

久保木香織（関西医大枚方病院）
白木幸彦（市立長浜病院）
松山加耶子（関西医大）
竹下弘伸（天理よろず相談所病院）

看護師： 沼田美紀（筑波大学付属病院）
矢田真理（関西医大付属滝井病院）

記録： 井口博之（AOCA 理事・東淀鋼材㈱会長
視能訓練士：徳田愛子
ボランティア：鎌田俊之（日本アルコン）

山野里香
大中信行（阪和興業）

手術数 147 例
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Ⅲ . ナラヤニ・アイケア・プロジェクト（NECP）フェーズアウトプログラム

NECP フェーズアウトプログラムは、NECP が終了した後、2006 年～ 2010 年の 5 年間でゴール眼科病院を経済的

に自立させるために行われた SWC との再契約に基づく NNJS との共同事業。以下にその概略を示す。

〈NECP フェーズアウトプログラム概略〉

①　ゴール眼科病院支援

１）合計 4 名の眼科医体制とするためのスタッフの増員を行い、2010 年に外来数 10 万人／年、手

術数 14000 人／年を目指す。

２）必要な医療器械の導入を行う。

３）僻地移動診療バス（モバイルクリニック）を導入する。

４）プライマリアイケアセンターを、ニジュガル、カタリア、ボジュプールの 3 地区に設立する。

５）僻地検診、学校検診、地域保健強化プログラム等のアウトリーチ活動の強化を行う。

６）眼科医と事務局長の給料のサポートを行う。

７）技術指導に日本人を派遣する。

②　ケディア眼科病院支援

１）高額医療機器購入の 50％を必要に応じて出資する。

２）必要に応じてスタッフの技術指導を行う。

　今期はNECPフェーズアウトプログラムの最後の年であり、プログラムは2010年1月をもって終了した。今期行っ

たことの概略と、このプログラムの転帰を記す。

①　ゴール眼科病院支援

１）ジャー院長は一時退職していたが再びゴール眼科病院に復帰し、現在ゴール眼科病院はジャー院長とダハール

医師の二人体制になっている。ゴール眼科病院の 2009 年の外来数は 72872 名で手術数は 9664 名（Major9569、

Minor95）であった。眼科医数は目標の 50％、外来数、手術数は目標の 70％の達成であった。

２）AOCA はゴール眼科病院に手術顕微鏡 2 台と超音波白内障手術装置 1 台を導入した。手術顕微鏡が老朽化し買

い替えが必要である。超音波白内障手術装置は 240 ボルトの電源に直接つないだために故障している。また、そ

の手術マシンを使いこなせる技術をもったドクターがいない状態である。

３）黒住基金で導入したモバイルクリニックは順調に運用されており、僻地から病院に患者を運んでいる。

４）ニジュガルとボジュプールにプライマリアイケアセンターが設立された。カトリアは治安等の問題により設立

そのものが中止された。病院から比較的近いニジュガルは順調に運用されているが、病院からはるかに遠いボジュ

プールのプライマリアイケアセンターは常駐する OA がいなくなったために運用していない。

５）アウトリーチ活動については、病院から遠隔地でアイキャンプを行い合計 8675 名の診察を行い 2341 名の手

術を行っており、そこそこの成果をあげている。

６）AOCA は最後の年の眼科医への給料サポートを行った。病院は外来、手術により収入を得ており、今後の給料

補填のサポートを行う必要はない。

７）2010 年 3 月、内藤理事、井口理事、荒井紳一郎先生が、ゴール眼科病院、ケディア眼科病院を表敬訪問し、

NECP フェーズアウトプログラムが終わったことに対するあいさつを行った。このとき、故障しているマシンに代

わる永田病院寄贈のニデック製超音波白内障手術装置を日本から運搬し寄贈した。

②ケディア眼科病院

2009 年のケディア眼科病院（ビルガンジ）の外来患者数は 97019 名で手術数は 16111 名（このうち超音波白内

障手術は 746 名）であった。ケディア病院はすでに経済的に自立を十分に果たしている。
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事業報告

まとめ

　

　ゴール眼科病院は、外来数や手術数の増加で経済的自立した状態に近づいている。しかし、眼科医も眼科助手の数

も少ないため十分な数の手術や精力的なアウトリーチ活動が行えない状態である。今後スタッフの増員と質の良い手

術顕微鏡の購入、眼科医の技術力の向上（超音波白内障手術の技術習得）が必要である。

① AOCA バザー開催

2009 年 11 月 14 日、西宮市の六塔寺公園で行われた NPO まつりに飽浦理事長、黒住理事とその友人、田中前事

務局員が参加し販売を行った。売上 75,980 円。

② JICA － AOCA のプロジェクト支援の募金活動

AOCA の財政状況が苦しい折、” ネパール眼科医療強化	プロジェクト ” の中のヘルスポスト医療士の教育のうち、

危険地域のため JICA の資金では行えない地域の活動を行うため、日本眼科手術学会員約 3500 名に寄付を呼びか

けた。この呼びかけに応じたと思われる多くの寄付（約 300 万円）をいただいた。

③関西医大のアイキャンプチームに対する支援

松山加耶子医師他の関西医大チームを主体とするアイキャンプチームが 2010 年 3 月 2 日～ 4 日までネパール・

カトマンズ郊外の丘陵地帯ナモブッダにあるチベット寺院でアイキャンプを行った。65 例の白内障手術を行い、

そのうち超音波白内障手術を 28 眼に行った。この活動に対し、AOCA は 10 万円の資金支援を行った。

寄贈先 寄贈者名 製品名 設置先または保管先
ウィンク（株） 小田　靖 中古メガネ ネパールアイキャンプ（関西医大）

鳥取大学 池田　欣史
トーメー眼軸長測定装置　1 台　

双眼倒像検眼鏡　６台　他
西宮事務所

永田眼科医院 黒田　院長 超音波白内障手術装置　１台 ネパール　ゴール眼科病院

Ⅳ . その他の事業

Ⅴ . 機械・器具・消耗品の寄贈、受入

手術器械寄贈

手術消耗品寄贈

ＡＭＯジャパン㈱、日本アルコン㈱、ＨＯＹＡ㈱、マニー㈱、千寿製薬㈱、㈱ニデック、参天製薬㈱、ファイザー㈱、

鳥取大学、永田眼科医院



7

「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」支援報告

内藤　毅
徳島大学准教授

　2007 年２月から始まった JICA からの委託事業「ネ

パール眼科医療システム強化プロジェクト」は終了した。

またこれに伴い AOCA のネパール事務所も３月末で閉

鎖となる。長年ネパールでお世話になった桐生さんも４

月に日本に帰国する予定である。今回 AOCA を代表し

てネパール各所を訪問する事を主な目的とした。

　３月 14 日（日）、新潟眼科研究会での講演後、関西

空港に向かった。今回は新潟大学の荒井先生が同行して

くださったので、椎間板ヘルニアを患っている私に取っ

ては大変ありがたかった。関西空港でゴール眼科病院に

寄贈するフェイコマシンを受け取りチェックインした。

見送りには松本先生と山野さんが来てくださった。しば

し今後の AOCA の方向性に関して雑談した後出発した。

　３月 15 日（月）、Ｏ時 30 分発の TG673 便でバン

コクに向かい早朝のバンコクに到着後、10:35 発の

TG319 便でバンコクからカトマンズに向かった。天候

は良かったが、残念ながら雲がかかっていてヒマラヤは

見えなかった。空港では桐生さん、シバコティさん、そ

して門田先生が出迎えてくださった。門田先生は特に久

しぶりであった。税関でフェイコマシンのことで少し問

題があったが、無事通関した。定宿のホテルキドにチェッ

クインした後、ネトラ（NNJS）の事務所で今後の方針

に関してポークレル先生たちと話し合った。特に、前回

１月に訪問したときの事案に関して、AOCA の理事会の

結果などを踏まえて話し合った。夜はネトラの主要メ

ンバーだちと今後の方針に関して歓談しながらの夕食と

なった。特に今回は門田先生や山根さんと久しぷりに会

食でき昔話に花が咲いた。

　３月 16 日（火）、朝８時にビルガンジに向けて出発

した。山越えのルートでビルガンジに向かった。途中ダ

マンで昼食を取り、午後３時にケディア眼科病院に到

着した。今日は 220 人の白内障手術予定ということで、

みんな忙しそうに手術していた。新しい手術室が完成し

た後、さらに効率よく手術できているようであった。夜

はバナジー先生らケディア眼科病院のスタッフたちと会

食した。彼らは今後も AOCA からのサポートを期待し

ているようであった。金銭的なサポートは困難であるが

学術的、技術的なサポートは継続すると答えた。

　３月 17 日（水）、朝８時にゴールヘ向けて出発した。

途中、ニジガールにあるプライマリーアイケアセンター

に寄り、AOCA 事務所にあったコンピュータを寄贈した。

ニジガールの診療所には１日に 15 人前後の患者が来る

そうである。元々ゴール眼科病院の担当で始まったが、

今後ケディア眼科病院が担当する事になった。ニジガー

ルを出て、ゴールに近くなったところで車がパンクして

しまった。悪路なのでなかなか大変である。ゴール眼科

病院に到着すると院長は手術中であったが、ダハール先

生が迎えてくれた。きれいに整備されている黒住先生の

像にお参りをして病院を見て回っていると、間もなく午

前の手術は終了した。眼内レンズ 40 枚とフェイコマシ

ンを寄贈した。昼食を食べながら歓談したが、やはり話

題は今後の AOCA からのサポートであった。	AOCA は

資金的に困難な事を説明した。また、技術支援は継続す

ると伝えた。ゴール眼科病院を出て、ポカラヘと向かっ

たが疲れたのでナラヤンガートで宿泊することとし、ホ

テルを探しチェックインした。

　３月 18 日（木）、朝８時にナラヤンガートを出発し、

ポカラヘと向かった。久しぶりのポカラである。途中、

所々悪路であったが、比較的快適に通過したと思ったら

またもやパンクである。連日のパンクには参った。タイ

ヤが老朽化しているのであろう。昼前にポカラのヒマラ

ヤ眼科病院に着き、AOCA を代表して JICA プロジェク

ト終了の挨拶をした。マハラジャン先生は残念そうな表

情であった。AOCA は引き続き技術援助を継続すると説

明した。桐生さんもこれで最後の引き継ぎが出来たと、

肩の荷が下りたようであった。

　３月 19 日（金）、荒井先生は初めてのポカラだとい

うことなので、早朝サランコツトヘ出かけた。快晴で素

晴らしい眺めであった。カトマンズヘは夕方着いたが、

荒井先生は徐々に体調を崩しているようであった。

　３月 20 日（土）、早朝にマウンテンフライトに出かけ、

その後バクタプールとパシュパティナートと観光モード

で終日のんびりできた。ただ、午後にＧ .P. コイララ元

首相が逝去したとの情報が入った。まだカトマンズ市内

は平静だが、明日の予定が微妙となった。夜は、ジャー

ナリストのウプレテイ美樹さんと会食し、今後のプロ

ジェクト等に関して情報交換した。
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「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」支援報告

　３月 21 日（日）、Ｇ .P. コイララ元首相の国葬が行わ

れるため、カトマンズ市内で広範囲にわたって交通規制

が行われる。今日はトリブヴァン大学附属病院でウパダ

イ先生と面談の予定であったが、急速キャンセルし明日

に延期した。荒井先生を早めに空港に送って終日ホテル

でゆっくりと過ごした。身動きが取れないので仕方ない。

　３月 22 日（月）、朝パサンセルパさんから電話があっ

た。どうして私がネパールに来ていることを彼が知った

のか不思議であったが、世間は狭いと思った。彼は私に

会って話がしたいと言ったが、時間がないので要点を電

話ですませた。要するにバイラワにある眼科診療所の機

材が乏しいので援助してほしいとの内容であった。今後、

個人的な要請はせずに NNJS に文書を提出し、NNJS か

ら AOCA に要請するように説明した。AOCA は個人的な

要請は受け付けないと説明した。

　昼前にトリブヴァン大学附属病院に行き、ウパダイ先

生と今後のプロジェクト構想に関して意見交換した。国

立小児眼科病院プロジェクトは徐々に発展し、病院の建

設も進行しているようであった。病院の外枠の建築は完

了し内装に移る段階で、１年半後に完成予定であるが、

眼科用の器材の獲得がまだ足りないとのことであった。

必要な器材のリストと要請書を作って送るように説明し

た。AOCA としては困難であるが、なんとか協力したい

と説明した。また、将来構想として眼科だけにとどまら

ず、ネパールの医学の発展に寄与するためにトリブヴァ

ン大学と徳島大学の提携に関しても意見交換した。恐ら

く近い将来、トリブヴァン大学と徳島大学が提携協定を

結ぶことになるであろう。夕方、日本大使館員の半井さ

んが面会に来てくれた。日本大使館で主に保健衛生部門

を担当しているので、今後の方針等を説明し歓談した。

　３月 23 日（火）朝、桐生さんと最終の打ち合わせを

し、空港へと向かった。TG	320 便でバンコクに向かい、

バンコクで TG622 便に乗り換えた。

　３月 24 日（水）予定通り早朝の関空に帰国した。

今回の NNJS との会議で話し合った問題点など：

　会議の冒頭で、AOCA を代表し、ダンクッタに出来た

Ｄｒ . ポークレール眼科病院の開所式に出席できないこ

とを謝った。

1) ゴール眼科病院の器具が老朽化しているので補填し

てほしい。特にフェイコマシンの要求があったが、今回

１台持参した。

2) アイキャンプに関しては、今後マネージメントは

AOCA のカウンターパートである NNJS を通して話を進

めることとし、個人的に行わないことを伝えた。

3) フェイコ手術に関して、AOCA メンバーに技術的な面

でチェックに来てほしいと要請されたているが、可能な

限りサポートすると伝えた。これはアイキヤンプで訪ネ

したときや別に独立して行うこともあると伝えた。

4) トレーニングプログラムの企画の要請があり、白内

障だけでなく、緑内障、網膜などのセミナーなどをやっ

てほしいと要請があったが、これらに関してもフェイコ

手術の技術指導と同様に可能なメンバーを捜し出来るだ

け対処して行くと伝えた。

5) 今回の JICA プロジェクトは SWC の評価も高く、

NNJS と AOCA が共同して資金獲得に動きたいと再度要

請されたが、JICA に申請することは AOCA として不可

能と答えた。

6) 現在のネパール AOCA 事務所閉鎖後、AOCA が資金

援助するなら、ネパール人事務担当者１人を、NNJS 内

のー室に AOCA 担当として用意してもよいとの提案が

前回あったが、この件に関しても不可能と答えた。

7) ネパールでは器具が故障した場合に修理が非常に困

難であるので、器材のチェックをして欲しいとの要請が

あった。また、今後 NNJS が器材を買う場合に、どのよ

うな機種が良いかアドバイスして欲しいとの要請があっ

た。特に専門家の派遣など、今後、資金面でなく技術面

に比重を置きサポートを継続して欲しと要請があった。

8) 最後に、AOCA のネパールでのカウンターパートは

NNJS であり、実現可能な内容のサポートは行って行き

たいと伝えた。希望のプロジェクトがある場合 NNJS か

ら AOCA に申請書が提出されることとなった。

今回のネパール訪問に関して、AOCA 理事長代行の黒田

先生に大変お世話になりました。また、田中さんはじめ

AOCA の皆様、そして徳島大学眼科の皆様に大変お世話

になりました。
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2010 年度事業計画（案）

①インド・ダラムサラアイキャンプ

　第 11 回ダラムサラ・アイキャンプ

　期間 :2010 年 12 月 28 日～ 2011 年１月１日（12 月 26 日朝出国、１月２日（夜）帰国）

YAG レーザーと手術用顕微鏡（トヨタ財団に応募中）をソナル病院に、ハンディオートレフをデレク病院に寄贈設

置予定。

②ネパールアイキャンプ

　ネパールでは眼科医が 160 名と増加し、自らの手でアイキャンプが行える時代になったので日本からのアイキャ

ンプ隊は派遣しない予定。

①超音波白内障手術（フェイコ手術）の研修プログラムの拡大実施

ａ . 手術件数の少ないカトマンズアイホスピタルにかわって、手術件数の多い病院（ケディア病院やルンビニ眼科

病院）で研修センターとして整備、契約する。

b.　日本、中国、インドをはじめ世界各国からの研修医が学べるように必要な整備を行う。

c.　日本においては、日本眼内レンズ学会（IOL 学会）の後援のもと、正しくシステム的に日本人眼科医のネパー

ル研修が行われるように調整する。

②ヘルスポスト医療士のプライマリアイケア教育プログラムの実施

ａ . ケディア眼科医院の担当する地域（パルサ郡）のヘルスポスト及びゴール眼科病院の担当する地域（ローター

ト郡とボジュブール郡）のヘルスポストの医療士へのプライマリアイケア教育と、彼らによりプライマリアイケア

が行われるように必要な資金の投入などを行う。

①ゴール眼科病院支援

　今のゴール病院に必要なものは良い手術顕微鏡と眼科医への超音波白内障手術指導である。AOCA は必要とされる

支援を行っていく。

Ⅰ . アイキャンプ事業

Ⅲ . JICA － AOCA 事業の継続事業

Ⅱ . ナラヤニアイケアプロジェクト（NECP）の継続事業
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決算報告 （2009 年４月１日～ 2010 年 3 月 31 日）

科　　目 2009 年度予算 2009 年度決算 2010 年度予算 備　考
（資金収支の部）
 Ⅰ経常収入の部
正会員会費収入 1,800,000 2,170,000
賛助会員会費収入 1,100,000 1,295,000
会費収入計 2,900,000 3,465,000 2,000,000
草の根技術協力事業委託料収入（JICA） 11,732,000 11,539,144
事業収入計 11732,000 11,539,144
補助金等収入
国庫補助金収入 4,542,000 4,542,000
民間補助金収入 500,000 500,000 2,000,000
補助金等収入計 5,042,000 5,042,000 2,000,000
寄付金収入 6,500,000 8,932,239 36,000,000
寄付金収入計 6,500,000 8,932,239 36,000,000
受取利息 686
雑収入 500,000 110,980
為替差益 56,339
雑収入計 500,000 168,005 0
経常収入合計 26,674,000 29,146,388 40,000,000
Ⅱ経常支出の部
事業費
草の根技術協力事業支出（JICA) 11,732,000 11,902,056
アイキャンプ活動費 4,542,000 4,661,383 1,000,000
ナラヤニフェーズアウトプログラム
ゴール病院支援支出 91,000 1,800,000
ニジガル支援支出 167,000
リサーチ活動他 168,000 128,979
現地支援事業支出 700,000 2,280,869 2,500,000
ネパール事務所管理費 2,076,000 2,152,931 0
日本事務所管理費 8,551,000 7,448,163 32,982,000
管理費 10,627,000 9,601,094 32,982,000
配送運搬費 30,000 9,190
給料手当 1,613,000 1,936,274 1,200,000
賞与 239,000
雑給 16,000 138,156
法定福利費 300,000 320,472
福利厚生費 150,000 38,850
会議費 10,000 3,478 200,000
交際費 0, 1,020
旅費交通費 355,000 261,690
出張旅費 100,000
通信費 786,000 452,532 300,000
広告宣伝費 2,000 0
消耗品費 420,000 232,670
修繕費 70,000 12,705
新聞図書費 7,000 400
印刷製本費 670,000 605,382 200,000
燃料費 110,000
車両費 125,000
水道光熱費 140,000 91,137
地代家賃 816,000 751,708
会場費 40,000 8,800
リース料 378,000 380,880
保険料 50,000 0
諸会費 43,000 144,700
支払手数料 3,904,000 1,819,746 1,000,000
租税公課 203,000 5,500
寄付金支出 0 5,000
寄付物品支出 30,000,000

（円）
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決算報告

雑費 50,000 145,873
法人税、住民税及び事業税 82,000 82,000 82,000
経常支出合計 28,109,000 28,574,381 38,282,000
経常収支差額 -1,435,000 572,007 1,718,000
Ⅲその他資金収入の部
その他資金収入の部合計
Ⅳその他資金支出の部
その他資金支出の部合計
その他収支差額
当期収支差額 -1,435,000 572,007 1,718,000
前期繰越収支差額 2,289,701 2,289,701 2,861,708
次期繰越収支差額 854,701 2,861,708 4,579,708
( 正味財産増減の部 )
Ⅴ正味財産増加の部
資産増加額
当期収支差額 572,007
資産増加額合計 572,007
正味財産増加額計 572,007
Ⅵ正味財産減少の部
資産減少額
当期収支差額 572,007
什器備品減価償却額 613,786
医療器材減価償却額（AOCA) 483,129
権利金償却額 16,667
資産減少額合計 1,113,582
正味財産減少額合計 -541,575
当期正味財産増減額 -541,575
前期繰越正味財産額 7,064,580
期末正味財産合計額 6,523,005



12

JICA からの委託事業「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」
3年間の活動の成果と今後の展望

　ネパールにおける眼科医療システム強化プロジェクトStrengthening	Eye	Care	System	in	Nepal	(SECSN(セクスン))	

は、2007 年 1 月から 2010 年 1 月までの 3 年間、ネパール全土を対象として、眼科医療システムを強化して、草の

根レベルに眼科サービスが行き届くようにして、眼病患者や失明者を減少させる目的で行なわれました。	事業費は、

日本国際協力機構（Japan	International	Cooperation	Agency	(JICA( ジャイカ ))	からアジア眼科医療協力会（AOCA）

へ委託された 5 千万円です。すなわち SECSN は、ODA として日本国民からの税金によるお金を使って行った日本政

府と AOCA との連携事業です。この SECSN はネパール全土を対象とした眼科医療のシステムを強化するという大き

なプロジェクトであり、JICA からの 5 千万円だけでまかなえる事業でなく、AOCA もこの事業のために人件費の補

強などの名目で約 1 千万円の出費をしています。また、AOCA は手術顕微鏡 4 台や超音波白内障手術装置 4 台、な

ども新品で揃えれば軽く 1 億円を超える医療機械（まだ十分使える良い中古品を全国の病院、大学から寄付してい

ただいた）を調達してネパールへ空輸するといった金銭以外のサポートも行い、少ない予算を補いました。さらに、

手術指導教科書の作製や、手術トレーニング用モデル眼キットの開発も独自の資金で行いました。	

　AOCA は、SECSN 事業を行うためにカトマンズに現地事務所を構えスタッフを雇用しました。AOCA は、Nepal	

Netra	Joti	Sang	(NNJS)	をカウンターパートとしてネパール社会福祉協議会 Social	Welfare	Council	(SWC)	との協定の

基で 1988 年より 22 年間に渡り、ネパールでナラヤニアイケアプロジェクトやアイキャンプなどの活動を行ってき

ましたが、この SECSN	も SWC	との協定のもと AOCA	と NNJS	の協同プロジェクトとして行いました。

プロジェクトの概要と背景

プロジェクト概要
名称

実施地域

契約期間

事業の目的

事業費

ネ パ ー ル に お け る 眼 科 医 療 シ ス テ ム 強 化 プ ロ ジ ェ ク ト

Strengthening Eye Care System in Nepal (SECSN)

ネパール全土

2007 年 1 月～ 2010 年 1 月

ネパールの眼科医療システムを強化して、草の根レベルに

サービスが行き届くようになり眼病患者、失明者が減少する

JICA（日本 ODA）から AOCA への委託金の 5 千万円

AOCA の出費約１千万円

（現地スタッフ、日本人スタッフの給料補填、JICA の予算で

行けない地域のプロジェクト出費・・・等）
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　ここでプロジェクトの背景について話します。ネ

パールの人口は約 2 千 5 百万人で、両眼の完全失

明者は 18 万 5 千人で失明率は 1000 人に 8 人と推

定されています。その内白内障による失明が 13 万

人（70％）で、緑内障、トラコーマによる失明が

それぞれ 2 万８千人、2 万 5 千人です。白内障の

ほとんどは手術により視力を回復することが可能で

す。トラコーマは生活習慣を変えることで予防可能

であり、早期発見治療により治療可能です。すなわ

ちネパールにおける失明の約8割は予防可能か治療

可能なのです。	

　このような失明、眼病の状況に対して、眼科疾患

を治療する機関は眼科病院や大学の眼科医や眼科助手 Ophthalmic	Assistance	(OA)	やプライマリーアイケアセンター

の OA などネパール全土で眼科医が約 160 名、OA が約 300 名おります。

　一方、ネパールの地域住民達が病気になった時かかる一番身近な医療機関は、村の保健所兼診療所というべきヘル

スポストやサブヘルスポストです。ここには医師はいず、カトマンズで 4 年間公衆衛生や初期医療を学んだ医療士

が 1 名いて、プライマリヘルスケアを行っています。このヘルスポストがネパール全土で約 4000 あり、SECSN の

対象地域にヘルスポストが 826 件、ヘルスポスト医療士が 826 名おります。

　SECSN は、病院やプライマリケアセンターで眼科医療を行っている眼科医や OA の技術力を高めると同時に、草の

根でプライマリヘルスケアを行っているヘルスポストの医療士にプライマリアイケアを教育し、病院から草の根まで

の眼科医療を強化しようとするものです。

JICA 事業 3 年間の活動の成果と今後の展望

プロジェクトの背景

団体関係図

人口
失明者数

全盲率

約 25,000,000

185,000 人
白内障による失明　130,000 人
緑内障による失明　28,000 人
トラコーマによる失明　25,000 人
8　/　1,000 人

SWC
社会福祉協議会

NNJS
Nepal Netra Joti Sang

AOCA
日本事務局

AOCA
ネパール事務局

JICA
日本

JICA
ネパール

一般協定
1987 年 ~2010 年 3 月 国内協定

プロジェクト協定

( Prevention Blindness Report 2003 )
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JICA 事業 3 年間の活動の成果と今後の展望

1 つ目の柱である眼科医のフェイコ研修プログラムは、表に示した 5 つの工程で行いました。この 5 つの工程を説

明してゆきます。

1．眼科医のフェイコ研修プログラム

　SECSN の 3 つの柱について説明します。1 つ目の柱は眼科医の研修プログラムで、超音波白内障手術（フェイ

コ手術）をマスターしてもらうものです。フェイコ手術は先進国ではごく一般的に行われる手術ですがネパールで

はちゃんと指導するものがいないため合併症の多い危険な手術ということになっていたのです。

　2 つ目の柱は、眼科助手（OA）の再教育プログラムで屈折矯正、手術室管理、医療機械管理、公衆衛生の 4 分

野の再教育を行って OA の技術力を高めるというものです。

　3 つ目の柱は、ヘルスポストの医療士への基礎的眼科ケアを教育するプログラムであり、彼らがネパールの村々

において行っているプライマリヘルスケアの中にプライマリアイケアを組み込もうとするものです。

　眼科医、OA、ヘルスポストの医療士がそれぞれに技術力をアップし、そして互いに連携することで、病院から

草の根まで眼科医療が行き届き、眼病や失明者が減少します。

1. 眼科医のフェイコ研修プログラム
1.　フェイコ研修センターの開設
2.　フェイコ指導医の要請
3.　研修機材の作製
4.　研修カリキュラムの実施
5.　教育セミナーの開催
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　フェイコ研修センターは、カトマンズのネパールアイホスピ

タルとポカラのヒマラヤアイホスピタルの中に開設しました。

2 つの病院内に日本から空輸した超音波白内障手術装置と手術

顕微鏡や CCD カメラを設置し、そこで、指導医のもとで研修医

に臨床手術トレーニングをしてもらいました。

　また、それぞれの病院に日本から空輸した超音波白内障手術

装置や手術顕微鏡や CCD カメラを設置したウェットラボルーム

を作り、豚眼や白内障手術練習用モデル眼「机太郎」を使った

手術トレーニングを行いました。

　ネパール全土の一般の眼科医にフェイコ手術を指導するのに

先立って、4 人のフェイコ手術を指導するためのフェイコ指導医

を選抜しました。そして 2 ヶ月間の日本滞在中に、串本リハビ

リテーションセンター、松本クリニック、住友病院、あさぎり

病院、井上眼科病院や大阪や東京のアルコン社のウェットラボ

ルームで、最先端のフェイコ手術を教えるための技術を学びま

した。

ウェットラボルーム

Basant Raj Sharma
Shree Rana Ambika 
Shah Eye Hospital

Indra Man Maharjan
Himalaya Eye Hospital

Kamal Bahadur Khadka
Nepal Eye Hospital

Jyoty Baba Shrestha
B.P.Koirara Lions Center

ネパールアイホスピタル（カトマンズ） ヒマラヤアイホスピタル（ポカラ）

2 ケ月間の日本研修

4 人のフェイコ指導医



16

JICA 事業 3 年間の活動の成果と今後の展望

　眼科医へのフェイコ手術研修カリキュラムは、ネパール

アイホスピタルとヒマラヤアイホスピタルの 2 ヶ所のフェ

イコ研修センターで、1 回につきそれぞれ 2 人研修医をとっ

て年に２回行いました。１回の研修は１ヶ月間で、先に日

本で指導技術を学んだフェイコ指導医が指導を行いました。

　上の写真はケディア眼科病院の手術室です。1 日に 100

人から 200 人、年に約 2 万人の手術が行われています。当

初、多くの手術件数を集めにくいカトマンズやポカラにあ

るフェイコセンターでの研修を補うため、手術症例数の抜

群に多いケディア眼科病院やルンビニ眼科病院で再研修プログラムを行うことを計画していましたが、治安上の問題

で実施されませんでした（当時は、マオイストの武装反政府組織やマデジなどの民族問題のためタライは危険地域で

した）。

　日本人医師による教育セミナーが、2つの研修センターで行う研修カリキュラムに合わせて、5月と 12月の年 2回、

1 回 2 日間（1 日は講義、1 日はライブ手術）の日程で計 5 回行われました。この教育セミナーは、ネパールアイホ

スピタル、ヒマラヤアイホスピタル、トリプバン大学、テ―チングホスピタル、ティルガンガ病院で開催され、多く

の全国の眼科医や研修生がこの講義を受けました。

　プロジェクト独自のフェイコ手術指導教科書を作製しました。ま

た、ネパールでは食文化や宗教上の理由で、手術練習のウェットラ

ボに使う豚眼が手に入りづらい、豚眼を扱えないと言った問題があっ

たところから、フェイコ手術トレーニング用のモデル眼キット「机

太郎ドライラボ」と「机太郎ウェットラボ」を開発し、プロジェク

トで使用しました。	

教科書とモデル眼「机太郎」

日本人講師による講義とライブ手術の様子
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ネパール全土の眼科助手（OA）の再教育を行うための指導 OA を養

成するために、12 名の OA がインドのアラビント病院や LV	Prasad	

Eye	Institute や LAICO、日本のニデックで 1 ヶ月～ 6 ヶ月間の研修

を受けました。

屈折矯正、手術室管理、医療機械管理、眼科公衆衛生の 4 分野で一

般 OA に対して指導 OA が 3 日～ 2 週間の教育カリキュラムを実施し

ました。

ネパール全土の病院から合計 82 名の OA が研修コースを受けました。屈折矯正コース 25 名、眼科公衆衛生 25 名、

医療機械管理 15 名、手術室管理 17 名です。

今後、OA の再教育プログラムは　ヒマラヤアイホスピタルの予算で継続して行われることが決定しています。

2．眼科助手の再教育プログラム

眼科助手の再教育プログラムの成果と今後の展望

　眼科医へのフェイコ研修プログラムの 3 年間の成果として、ネパール全土の 10 の病院から 18 人の眼科医が 1 カ

月間の研修コースを受けました。延べ人数 310 名の眼科医や研修医が日本人による研修セミナーを受講しました。

　今後の展望としては、研修センターをカトマンズやポカラの手術件数の少ない病院から、タライの手術件数の非常

に多い病院に移すことによって、もっと効果的な研修が行えると考えられました。また日本や中国、インド等全世界

から研修生を受け入れることによって、世界的に眼科手術教育に貢献できると思われます。しかしその運用は、きっ

ちりとしたシステムにのっとって誠実に正しく行わなければなりません。運用を誤れば「ネパール人の目を豚眼にす

るのか」といった批判も浴びることになります。インフォームドコンセントが必要とされ医療訴訟が多発する現在、

手術教育は先進国、開発途上国を問わず難しい問題です。しかし、正しい手術教育なしには良い手術医が育たず、患

者をきちんと治療することができません。誰もが納得する良い手術教育システムを築き、正しく運用することで世界

中の指導医、研修医、そして多くの患者たちが利益を得ることができます。今後 AOCA または日本の眼科学会が主

導して、JICA と AOCA のプロジェクトが生んだネパールでの手術研修システムを継続発展させるよう努める必要が

あると思われます。

眼科助手（OA) の機械管理実習の様子

眼科医へのフェイコ研修プログラムの成果と今後の展望
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その地域のヘルスポスト、サブヘルスポストの医療士を集めて、NNJS の 8 病院にて 1 回 3 日間の研修カリキュラム

が実施されました。

　プライマリアイケアキット（懐中電灯 1、蛍光ライトペン 1、拡大鏡 1、蛍光

色素紙 100、睫毛鑷子 1、抗生物質点眼 100、視力表 1 が入っている）を 1000

個作製し、研修コースに参加したヘルスポスト医療士に配布しました。また、ヘ

ルスポストスタッフ用の英語の教科書と女性コミュニティーヘルスボランティア

用のネパール語のプライマリアイケア教科書をおのおの 1000 冊作り、講義を受

けた者に配布しました。

　対象地域の 830 か所のヘルスポストの内、791 か所のヘルスポストから 791

人のヘルスポスト医療士が研修を受けました。彼らの日常業務のプライマリヘル

スケアの中でプライマリアイケアを行い必要な患者は病院に紹介した。結果的に

対象地域の病院では外来患者の増加が見られました。

　今後の展望としては、対象地域の 15 郡の内 10 群は、担当の眼科病院の予算で

研修が継続されることになりました。5 郡は予算やスタッフの問題で継続を断念

していて、この 5 郡の内 AOCA が深くかかわってきたケディア眼科病院ゴール眼

科病院が担当する郡は AOCA の予算でプログラムを継続することが望まれます。

　ヘルスポストの医療士へのプライアリアイケア教育プログラムの対象地域は、NNJS 傘

下の 8 眼科病院が担当する 15 郡です。この地域に 826 のヘルスポスト、サブヘルスポス

トがあり、826 名のヘルスポスト医療士がおります。

ヘルスポスト医療士の教育プログラムは表の 1 ～ 4 工程に従って行われました。

まず、15 郡のヘルスポスト医療士を教育するための指導眼科助手（OA）	を養成するために、

12 名の OA がカトマンズの TITI にて 2 週間の研修を受けました。

3．ヘルスポストの医療士のプライマリアイケア教育プログラム

ヘルスポストの医療士への

プライマリアイケア教育プログラムの成果と今後の展望

ヘルスポストインチャージへの基礎眼科教育
施行病院と分担地域（8病院、15 地域）

ヒマラヤ Eye Hospital

ゲタ Eye Hospital

ファテバル（ネパールガンジ）
Eye Hospital

ラプティ（ダン）
Eye Hospital

ラナアンビカ（ルンビニ）
Eye Hospital

ケディア Eye Hospital

ゴール Eye Hospital

サガルマータチョーダリ（ラハン）
Eye Hospital

ヘルスポスト・インチャージのプライマリアイケア教育プログラム

1.　指導眼科助手の養成
2.　プライマリアイケアキットの準備
3.　プライマリアイケア教科書の作製
4.　研修カリキュラムの実施
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ヘルスポストインチャージへの基礎眼科教育
施行病院と分担地域（8病院、15 地域）

ヒマラヤ Eye Hospital

ゲタ Eye Hospital

ファテバル（ネパールガンジ）
Eye Hospital

ラプティ（ダン）
Eye Hospital

ラナアンビカ（ルンビニ）
Eye Hospital

ケディア Eye Hospital

ゴール Eye Hospital

サガルマータチョーダリ（ラハン）
Eye Hospital

AOCA は JICA と協働して「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」を行い、①眼科医が超音波白内障手術研

修プログラム、②眼科助手への再教育プログラム、③ヘルスホストの医療士へのプライマリアイケア教育プログラム

の 3 つのプログラムともほぼ計画した通りの成果を達成することができました。

　事業の継続については、②眼科助手への再教育プログラムはヒマラヤアイホスピタルが引き継いで行うことが決定

し、③のヘルスポスト医療士への教育プログラムは 10 郡は担当の眼科病院によって継続されることになっています。

AOCA はケディア眼科病院、ゴール眼科病院が担当する 3 郡について予算を出して事業を継続してゆく必要があると

考えています。①の眼科医へのフェイコ研修プログラムは研修センターをタライの病院に移し、ネパール人だけでな

く世界各国からの研修生を受け入れて正しいシステムの下に運営されることが望まれます。AOCA はこの実現のため

に必要な役割を果たしてゆくつもりです。

　最後にこの 3 年間の大きなプロジェクトのために日本人、ネパール人の多くの関係者が粉骨砕身努力しました。3

年間の内には様々なトラブルもありましたが、それを乗り越えてこのような成果を収めることができました。実際に

プロジェクトを動かした皆様とそれを資金支援や機械提供など様々な形で支えてくれた個人、病院、企業の皆様に深

く感謝したいと思います。有難うございました。

まとめ

指導眼科助手の養成
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役員・顧問名簿

会長	 	 西田　多戈止	 一燈園当番

理事長	 	 飽浦　淳介	 串本リハビリテーションセンター所長

副理事長	 黒田　真一郎	 永田眼科院長

	 	 原　吉幸	 住友病院眼科部長

理事	 	 井口　博之	 東淀鋼材株式会社会長

	 	 岩橋　明子	 日本ライトハウス会長

	 	 植木　麻理	 大阪医科大学付属病院眼科

	 	 岡田　明	 公立甲賀病院眼科医長

	 	 籠谷　保明	 市立小野市民病院眼科部長

	 	 黒住　淑子	 故黒住格前理事長夫人

	 	 内藤　毅	 徳島大学医学部眼科准教授

	 	 二宮　俶子	 二宮眼科院長

	 	 橋本　勝利	 音戯工房代表

	 	 牧野　芳久	 牧野眼科クリニック院長

	 	 松田　聡	 仲上アイクリニック院長

	 	 松本　英樹	 眼科松本クリニック院長

監事	 	 大橋　敏夫	 （株）サンコンタクトレンズ代表取締役

	 	 藤原　りつ子	 あさぎり病院会長

顧問	 	 井浪　智夫	 （株）イナミ代表取締役

	 	 小澤　素生	 （株）ニデック代表取締役社長

	 	 可児　一孝	 滋賀医科大学眼科名誉教授

	 	 湖崎　克	 湖崎眼科アクティ大阪分院長

	 	 雑賀　司珠也	 和歌山県立医科大学教授

	 	 塩田　洋	 徳島大学名誉教授

	 	 藤堂勝巳	 兵庫県眼科医会会長

	 	 中島　章	 順天堂大学眼科名誉教授

　　	 	 服部　吉幸	 大阪府眼科医会会長

	 	 安井　多津子	 安井眼科診療所院長

	 	 山口　洋徳	 （株）はんだや代表取締役

　

名誉会員	 岩橋　英行	 ＡＯＣＡの提唱者（昭和 46 年 1 月 7 日付　朝日新聞紙上）

	 	 	 	 元世界盲人福祉協議会副会長（WBWC）・元日本ライトハウス理事長

	 	 	 	 ＡＯＣＡ初代理事長（昭和 47 年 4 月～昭和 57 年 1 月）

	 	 高橋　幸男	 元日本眼科医会副会長・元大阪府眼科医会会長

	 	 	 	 ＡＯＣＡ第二代理事長（昭和 57 年～昭和 63 年）

	 	 黒住　格	 元市立芦屋病院診療局長・眼科部長

	 	 	 	 ネパール眼科医会名誉会員

	 	 	 	 ＡＯＣＡ第四代理事長（平成 7 年～平成 14 年 3 月）

	 	 樋口　雄二	 元大阪府眼科医会理事　・　ミャンマー担当

	 	 立林　和枝	 元眼科松本クリニック看護師長

※事業報告書ここまで




