
アジア眼科医療協力会
特定非営利活動法人

Association for Ophthalmic Cooperation in Asia

〒 663-8112　兵庫県西宮市甲子園口二見町 4-7
電話 0798-67-3821　FAX 0798-67-3823

URL:  http://www.aoca.jp/        
E-mail:  info@aoca.jp

No.37　2010 年度（2010 年 4月 1日～ 2011 年 3月 31 日）
2011 年 8月発行

事業報告書



2010 年度事業報告書

目次

巻頭言（飽浦　淳介）

事業報告

Ⅰ．概要

Ⅱ．アイキャンプ及び関連事業

Ⅲ．眼科教育・人材養成事業（AOCA ‐ JICA 共同プロジェクト継続事業）

Ⅳ．ゴール眼科病院、ケディア眼科病院支援事業

Ⅴ．手術診療器機と手術消耗品の受入と設置

Ⅵ．会議・会合

決算報告

2011 年度事業計画

Report on 26th Asia Pacific Congress 2011, Sydney

寄付者名簿

役員・顧問名簿

……3

……4

……4

……6

……7

……8

……9

……10

……12

……15

……16

……17



巻頭言

　東日本大震災という、日本国民にとって大きな悲しみと苦難に直面した年でした。

　海外で困っている人達に対して支援を行ってきた AOCA としては、今は海外よりも日本で苦しんでいる人々を支

援したいとの思いで、AOCA メンバーの医師・看護師等の確認を取り付けた上で、被災地への長期的人材派遣を日本

眼科医会や岩手県眼科医会の関係者に打診しましたが、現地に眼科医療の強いニーズがないという事でした。役に立

たない人間が行って、現地を混乱させてはとの思いで派遣は見送っていますが、ニーズは自分達で掘り起こして、ま

ずは行動すべきだったのかもしれないと今は思っています。

　さて 2010 年、AOCA は 3 年間 JICA との大きな共同プロジェクトを終了し、一息ついていたという格好の１年で

あり、またこの JICA との共同プロジェクトの継続や、新たに AOCA の活動の中心としていこうとしている眼科教育・

人材養成活動を今後どのように展開してゆくか、行動しながら模索していた１年でした。日本が大震災を乗り越えて

新しく変わっていかなければならないように、AOCA も新しい時代のニーズに合わせて変わってゆかなければならな

いように感じています。

　日本で、そして世界中で困っている人々の為に、我々ができることは何かを求めて、皆様と共に歩んで行きたいと

思います。今後ともどうかよろしくお願いします。

アジア眼科医療協力会理事長

飽浦　淳介

3



事業報告

Ⅰ . インド・ダラムサラアイキャンプと関連活動

1）	2010 年 12 月、インド・ダラムサラのデレク病院

に５人の眼科医を含む 10 名の医療チームを派遣

し、11 回目となるアイキャンプを行い、43 名の

進行した白内障患者に無償の白内障手術を施行し

た。

2）	ダラムサラのインド州立病院に勤務する地域唯一

のインド人眼科医Ｄｒ．ブーリーに手術指導を行っ

た。現在、チベット人眼科助手がプライマリアイ

ケアを担い、この眼科医に必要な患者を紹介する

という人種の壁を越えた連携体制が確立しつつあ

る。

3）	2011 年１月には、足利ライオンズクラブの支援に

より、インド州立病院にレーザー装置、デレク病

院に手持ちオートレフクラトメーターを寄贈した。

Ⅱ . ネパールへの合同アイキャンプ

　2010 年 12 月、ネパール共和国ヒマラヤ丘陵地帯パ

ンチカルにおいて、NGO 組織 EarTH と共同でアイキャ

ンプ施行し、125 名に無償の白内障手術を行った。

Ⅲ . 今後の AOCA の活動の決定

　2011 年１月、理事長がネパール各地の AOCA 関連病

院や施設を訪問し、次の事業を決定した。

1）	ゴール病院のレーザーと手術顕微鏡が使えない状

態であることを確認し、レーザーの日本での修理

と、日本から手術顕微鏡の空輸と設置を行うこと

とした。（ナラヤニアイケアプロジェクト継続事

業）。

2）	ヒマラヤアイホスピタル（ポカラ）やネパールア

イホスピタル（カトマンズ）において、超音波白

内障手術研修コースを今後も AOCA がサポートし

ていくことを確認した（AOCA-JICA 共同プロジェ

クトの継続事業）。

3）	ネパール・ネトラ・ジョティ・サンガ（NNJS）に、

今後 AOCA のネパールでの主な活動をアイキャン

プから眼科教育・人材養成活動に変えていくこと

を提案し、賛同してもらった。その活動の１つと

して、2011 年５月に超音波白内障手術、12 月に

緑内障手術のワークショップを開催することとし

た。

（2010 年４月１日～ 2011 年 3 月 31 日）

Ⅰ . 概要

Ⅱ . アイキャンプ及び関連事業

１．インド・ダラムサラでのアイキャンプと現地支援関

連活動

a) ダラムサラアイキャンプ

・	 インド・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クラブ、インド州

立病院のドクターと協力して行う無償の眼科診療、

白内障手術活動で、今回は 11 回目となる。民族問

題が背景にあり、ダライ・ラマが居住するダラムサ

ラでの本活動は難民支援にも繋がり、貧困層にある

インド人社会にも恩恵をもたらす。現在デレク病院

のチベット人眼科助手がプライマリーケアを担い、

眼科医の処置が必要となる患者をインド州立病院の

インド人医師に紹介するという人種の壁を越えた連

携体制が確立しつつある。

・	 場所：インド・ダラムサラ　デレク病院（チベット

亡命政府が管轄する小規模な結核病院）	

期間：2010 年 12 月 29 日～ 30 日	

参加者：	

〈隊長〉	

岡田　明（公立甲賀病院）	

〈医師〉	

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（滋賀医科大学）	

山名　正昭（公立甲賀病院）	

〈看護師〉	

沼田　美紀（筑波大学付属病院）	

木村　信子	
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事業報告

〈事務マネージャー〉	

古寺　瑞代	

〈報道〉	

安嶋　郁子	

〈ボランティア〉	

田宮　千佳民（元アルコン社員、シンガポールより

参加）	

b) 地域支援関連活動

　近隣にあるインド州立病院に勤務する地域唯一のイン

ド人眼科医プーリーに、診察・手術指導を行った。

　2011 年 1 月末、足利ライオンズクラブの寄贈による

YAG レーザー装置、手持ちオートレフケラトメーター

をそれぞれインド州立病院とデレク病院に寄贈した（柏

瀬光寿医師が 2011 年 5 月にレセプションに参加し、

器械の管理使用方法を指導した）。

c) ダラムサラアイキャンプ関連論文

　10 年を一つの節目として、下記の論文が掲載された。

1.	 浅野宏規，籠谷保明，岡田明，柏瀬光寿，池田欣史，

松本英樹，黒田真一郎，飽浦淳介：	

「開眼手術を目的とした、ネパール及びインドでの

眼科医療活動の比較」	

臨床眼科 64(4)：441-444，2010．

2.	 岡田明，浅野宏規，柏瀬光寿，籠谷保明，黒田真一

郎，飽浦淳介：	

「インドのチベット難民に対する眼科医療協力	～ダ

ラムサラでの 10 年の活動報告～」	

IOL&RS	24(4)：647-655，2010．

3.	 岡田明，浅野宏規，柏瀬光寿，籠谷保明，黒田真一

郎，飽浦淳介，Tenzin	Lungrick：	

「眼科医療協力活動の実施地域における患者背景の

変化」	

臨床眼科	65(3)：345-349，2011．

4.	 浅野宏規，岡田明，柏瀬光寿，籠谷保明，黒田真一

郎，飽浦淳介：	

「海外医療協力活動に携行する眼内レンズ度数の検

討」	

臨床眼科	65(7)：1157-1160，2011.	

２．ネパール、パンチカルでの合同アイキャンプと他の

アイキャンプ支援活動

a) パンチカルアイキャンプ

・	 ネパールヒマラヤ丘陵地帯パンチカルで NGO 組織

EATH と共同でアイキャンプを施行した。当初チャ

リコット（ドラカ郡）でアイキャンプを計画してい

たが、チャリコットの近郊でさらに多くの白内障患

者が待っているカブレ郡パンチカルで、AOCA と関

連の深い NGO 組織 EArTH と合同でアイキャンプを

行うことにした。AOCA は人材と活動資金の一部と

手術機材（顕微鏡と白内障手術セット 4 セット）を

提供した。

・	 場所：ネパール、カブレ郡パンチカルの 1990 年代

AOCA が支援して作った小さな診療所	

期間：2010 年 12 月 25 日～ 27 日	

参加者：	

〈隊長〉	

松山　加耶子（関西医大付属滝井病院）（EArTH 代表、

AOCA 会員）	

〈医師〉	

久保木　香織（関西医大付属滝井病院）	

森藤　寛子（大阪大学病院）	

〈看護師〉	

石飛　志摩（関西医大付属滝井病院）	

矢田　真理（関西医大付属滝井病院）	

〈ボランティア〉	

林　哲史（日本アルコン）	

成果：	

〈外来患者〉	

1,413人…スクリーニングキャンプ604人、アイキャ

ンプ外来 809 人。	

〈白内障手術〉	

125 人

b) その他のアイキャンプ支援活動

　2011 年 3 月に行なわれた日本の NGO 組織 EArTH が

行った第 3 回 NOMOBUDHA アイキャンプに対し資金援

助を行った。またこのアイキャンプには、AOCA 理事内

藤がアイキャンプに参加指導した。
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事業報告

１．AOCA ‐ JICA 共同プロジェクト（SECSN）の継続

状況と課題

	» 2011 年 1 月、理事長が眼科医への超音波白内障手

術研修と OA の再教育の現場となったヒマラヤアイ

ホスピタル（ポカラ）とネパールアイホスピタル（カ

トマンズ）を訪問した。

	» 眼科医への超音波白内障手術研修コースと OA への

再教育プログラムは、ヒマラヤアイホスピタル（ポ

カラ）では継続して行われていた。AOCA が寄贈し

たフェイコマシンは 2 台とも故障していたが、彼

らの予算で新たに購入していた。一方ネパールアイ

ホスピタルではそれらのプログラムは中断していた

（2011年5月に理事長が再訪しスタッフを再指導し、

超音波白内障手術研修コースの再開が予定されてい

る。）

	» 	ヘルスポストスタッフへのプライマリケア教育は、

10郡は担当の眼科病院によって継続されていると聞

いているが、今後は活動資金が足りない状況である

（2011 年 5 月の時点でネパール政府から予算が出る

見通しになっている）。

２．眼科教育・人材養成事業

	» 2011 年 1 月、理事長が NNJS を訪れ主要メンバー

と会談し、AOCA の今後の基本方針として、活動の

主体をアイキャンプから眼科教育，人材育成に切り

替えてゆくことを伝え賛同してもらった。

	» 今期のネパールでの眼科教育事業として、2011 年

5 月にカトマンズで超音波白内障手術教育のワーク

ショップを開くことが決定された（これは実際に理

事長が講師になり 5 月 5 日にトリブバン大学テｨ―

チングホスピタルで、6 日にネパールアイホスピタ

ルで、講演と手術トレーニングキット「机太郎」を

使った実習が施行された）。2011 年 12 月には緑内

障手術教育のワークショップ、2012 年は硝子体手

術や小児眼科手術のワークショップを開くことが計

画された。

Ⅲ．眼科教育・人材養成事業（AOCA‐JICA 共同プロジェクト継続事業）

AOCA-JICA 共同プロジェクトの概略

〔目的〕

　ネパール眼科医療システム強化プロジェクト（SECSN）は、2007 年 1 月から 2010 年 1 月までの 3 年

間 AOCA が JICA から委託されて行なった事業で、眼科医と眼科助手（OA）とヘルスホストスタッフの 3

つの分野で技術水準を高め、ネパール全体の眼科医の水準を引き上げようとするものである。

〔活動予算〕

　JICA からの 5 千万円で、AOCA も人件費や手術顕微鏡 4 台（臨床用 2 台、実習用 2 台）、超音波手術

マシン 4 台（臨床用 2 台、実習用 2 台）等の調達や現地駐在員の給与補てん等で千数百万円の支出を行っ

た。またこの事業のために、眼科医用とヘルスポストスタッフ用の教科書の作製や手術トレーニング用模

擬眼球キット「机太郎」の開発も行った。

〔活動の柱〕

　①眼科医への超音波白内障手術指導（a. 手術指導医の養成、b. 手術セミナーの実施、c. 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 つの病院に研修センターを設けて、それぞれの病院で年 2 回 2 ヶ

月間の研修コースを行う）。②眼科助手の再研修（屈折、手術室管理、機械管理、公衆衛生の 4 つの分野）

③ヘルスポストの医療士へのプライマリアイケア教育（ネパールの医療を草の根で支えているヘルスポス

トの所長が基本的な眼科診療が行えるよう教育し、基本眼科診療器具を配布する）の 3 つであった。

〔結果〕

　①の事業では4名の手術指導医を養成し、彼らが講師となって10の病院から18人の眼科医が研修コー

スを受けた。②の事業では 4 分野、12 名の OA が指導者の養成コースを受け、彼らの指導のもとに 82

名の OA が研修コースを受けた。③の事業では 10 郡 791 か所のヘルスポストから 791 名の医療士が指

導 OA から研修を受け、基礎眼科診療ボックスを手渡された。
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１．ゴール眼科病院の現状と課題

	» 2000 年 1 月、理事長が現地を訪問し、ゴール病院

の現状を把握すると共に病院スタッフと病院の今後

について話し合った。

	» ゴール病院では、2005 年古城ライオンズクラブか

ら寄贈された TAKAGI 手術顕微鏡がレンズのカビ

（？）のため見えなくなっており、また 2009 年 3

月永田眼科から寄贈された超音波白内障手術装置も

調子が悪くなっていた。YAG レーザーについては、

インドで修理すると非常に高額であるため日本に持

ち帰って修理することにした（2011 年 5 月飽浦が

ハンドキャリーで日本に持ち帰ってニデックに修理

に出した）。TAKAGI 手術顕微鏡については、和歌山

市の的場眼科からの寄贈の新品に近い中古ツァイス

顕微鏡を、輸送費の大半はゴール病院もちで寄贈す

ることにした（2011 年 8 月輸入の手続きが終わり

空輸する予定）。超音波白内障手術装置については修

理に技術者を派遣する予定とした（2011 年 6 月現

在この装置を扱うドクターが不在となったためにペ

ンディングとなっている）。

	» ゴール病院には、地元に近いジャナクプール出身の

院長の Dr. ジャーと AOCA が学資をだして眼科手術

医になった Dr. ダハ―ルが勤務しているが、Dr. ダハ

―ルのモチベーションが下がっていたため（家族と

遠く離れ暮らしている、僻地にいて何の楽しみもな

く将来に不安を感じる）ダハ―ルを日本に呼び 2 ヶ

月間超音波白内障手術の研修をさせることとした。

研修費用も関西医大から半分支出してもらう予定で

あったが、突然ケディア眼科病院に移ってしまった

（後述のケディア病院に引き抜かれた形）。

	» 日本の眼科医療事情も同じであるが、ネパールをは

じめ開発途上国では医師が都会に集まって僻地に行

かない一つの社会問題がある。ゴール眼科病院で長

期に働いてくれる眼科医を確保すること、または 1

～ 2 年の短期中期に交代して勤務する若い眼科医の

ローテート勤務システムを構築することが必要であ

る。	

Ⅳ．ゴール眼科病院、ケディア眼科病院支援事業
　　（ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業）

ナラヤニアイケアプロジェクト概略

・	 ナラヤニアイケアプロジェクト（NECP）は 1988 年 7 月から 2005 年１月までの 17 年間に行なわれ

たネパール政府機関との契約に基づくプロジェクトであり、ナラヤニ県の南部 3 郡の眼科医療を充実

させる事が目的であった。AOCA と日本テレビ（24 時間 TV）と NGO 組織ネパールネトラジョーティ

サン（NNJS）の 3 者が協力してその実行にあたった。

・	 当初活動の中心となったのはインド国境ビルガンジにあるケディア病院で、飽浦（現 AOCA 理事長）

が 2 年半間長期滞在して、ケディア眼科病院の充実に努め、7 人の眼科助手を養成して、ヘルスポス

トへの巡回診療、小学校検診、アイキャンプ等のフィールドワークを積極的に行った。その後 AOCA

から川口、黒田 ( 現 AOCA 副理事長 ) 等数名の日本人が現地に滞在し、24 時間 TV のスタッフと共に

プロジェクトの発展に貢献した。

・	 1997 年にプロジェクトは、ネパールにおいて最も白内障の失明者が多い地ゴールに 100 床のベッド

を完備した病棟や 3 棟のスタッフ官舎のあるゴール眼科病院を建設し、AOCA が育てた Dr カドカが

院長として就任した。2000 年からは内藤理事をはじめとする多くの徳島大学の医師達が短期派遣さ

れその指導にあたった。黒住基金や外務省補助金を使って、僻地巡回診療バスをゴール，ケディア両

病院に寄贈した。

・	 現在、ケディア眼科病院とゴール眼科病院は、両病院合わせて年間3万人の白内障手術が行われており、

ネパール南部地域における基幹病院として地域のコミュニティーを巻き込んだ失明防止活動を展開し

ている。

事業報告
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事業報告

２．ケディア眼科病院の現状と課題

	» 2010 年 1 月理事長が現地に訪問した。

	» 	ケディア病院はほぼ経済的自立を果たしており、診

療手術機器やスタッフも自前で ( 主にインド人ドク

ター ) を調達していたが、ここにきて AOCA が長年

支援し日本でも研修した院長の Dr. バナジが新しく

できたビルガンジの大学病院に移り、インド人のド

クターも帰国したことから急に眼科医不足が深刻化

した。ケディア病院のドクターが足らない事情と

Dr. ダハ―ルのもっと都市の病院で働きたい思惑が

一致し Dr. ダハ―ルはケディア病院に移った。

	» 	ケディア眼科病院でもゴール眼科病院でも、日本か

らの支援を受けている病院ということを地域社会に

アピールしたい狙いと、病院スタッフのモチベー

ション向上のため若手中堅を問わず日本人眼科医が

1 ～ 3 ヶ月滞在することを望んでいる。

１．手術診療器機の受入と設置（2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 3 月 31 日）

Ⅴ．手術診療器機と手術消耗品の受入と設置

寄贈年月日 寄贈者 製　品 保　管 設置先（設置年月日）

2010 年 1 月 眼科松本クリニック

( 和歌山市 )

クローベクティス

YAG レーザー照射用	

コンタクトレンズ

インド州立病院

(2011 年５月末 )

2010 年 9 月 門田眼科医院(加東市) 中古超音波白内障手術装置

( ニデック CV6000)

AOCA インド・ニューデリー

ビジテックアイセンター

(2011 年 4 月設置予定 )

2010 年 10 月 廣メディカル ( 奈良 ) 中古

ノンコンタクトトノメーター

( トプコン )

AOCA

2010 年 12 月 足利ライオンズクラブ

( 足利市 )

YAG レーザー装置 インド・ダラムサラ

インド州立病院	

(2011 年 1 月 )

2010 年 12 月 足利ライオンズクラブ

( 足利市 )

手持ち	

オートレフケラトメーター

インド・ダラムサラ

デレク病院	

(2011 年 1 月 )

2011 年 1 月 的場眼科 ( 和歌山市 ) 中古手術顕微鏡

( ツァイス S-2)

ﾘｯﾂ

ﾒﾃﾞｨｶﾙ

ネパール・ゴール

ゴール眼科病院

(2011 年 8 月空輸予定 )

2011 年 3 月 徳島大学眼科 中古スリットランプ

( コーワ SL －７)

ネパール NNJS →	

極西ネパールの診療所

(2011 年 1 月 )
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２．手術消耗品の受入と消費

寄贈年月日 寄贈者 製　品 数　量 消費地

2010 年 11 月

～ 12 月

日本アルコン㈱ 眼内レンズ

ナイフ

スーチャ―

3 枚

120 本

120 本

インドダラムサラアイキャンプ

及び

ネパールパンチカルアイキャンプ

エイエムオージャパン㈱ ヒーロンⅤ 20 本

HOYA ㈱ 眼内レンズ 40 枚

マニー㈱ スーチャ― 380 箱

千寿製薬 粘弾性物質

ピマリシン点眼

30 本

3 本

参天製薬 粘弾性物質

クラビット点眼

眼内レンズ

100 本

10 本

65 枚

事業報告

1. 定期総会の開催	

日時：平成 22 年 6 月 19 日　PM17：30 ～ 18：30	

場所：西宮国際交流会館　第１会議室	

講演：	

①ナラヤニアイケアプロジェクトのフェーズアウト

プログラムが終了して（内藤理事）	

② AOCA の JICA との委託事業「ネパール眼科医療

強化プロジェクト」が終了して（飽浦理事長）

2. 理事会の開催	

平成 22 年 6 月 19 日　PM15：00 ～ 17：30　　	

西宮市国際交流会館　特別会議室	

平成 22 年 12 月 4 日　PM17：30 ～ 18：30　　	

西宮市上甲子園公民館　第１集会室	

平成 23 年 2 月 19 日　PM15：00 ～ 16：00　　	

西宮市国際交流会館　第２会議室	

3. アイキャンプ報告会	

日時：平成 23 年 2 月 19 日　PM16：00 ～ 18：00	

西宮市国際交流会館　第２会議室	

4. アイキャンプ壮行会・忘年会	

日時：平成 22 年 12 月 4 日　PM19：00 ～ 21：00	

まさや甲子園口店

Ⅵ．会議・会合
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決算報告 （2010 年４月１日～ 2011 年 3 月 31 日）

科　　目 2010 年度予算 2010 年度決算 2011 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 1,000,000 940,000 1,000,000
賛助会員会費収入 1,000,000 960,000 1,000,000
会費収入計 2,000,000 1,900,000 2,000,000
補助金等収入
日本眼科医会 500,000 500,000 0 東日本大震災の為

辞退

その他民間補助金 1,500,000 0 0
補助金等収入計 2,000,000 500,000 0
寄付金収入 6,000,000 3,470,082 3,500,000
寄付金収入計 6,000,000 3,470,082 3,500,000
受取利息 385
雑収入 10,250
為替差益 3,610
雑収入計 14,245
経常収入合計 10,000,000 5,884,327 5,500,000
Ⅱ経常支出の部
事業費計 5,300,000 2,208,620 2,790,000

・ダラムサラアイキャンプ活動費 1,000,000 1,051,975 1,150,000
・ゴール病院支援支出 1,800,000 0 400,000
・現地支援事業支出

2,500,000 1,156,645 1,240,000
パーチカル
合同アイキャンプ
支援金他

管理費計 2,982,000 4,594,848 4,313,000
・ネパール事務所管理費 45,072 0
・日本事務所管理費 2,982,000 4,549,776 4,313,000

配送運搬費 0 25,530 30,000 以 下 は ネ パ ー ル・
日本事務局の合算

給料手当 1,200,000 2,197,595 2,000,000
雑給 0 12,639
法定福利費 0 21,878 5,000
福利厚生費 0 3,298 3,000
会議費 200,000 3,747 3,000
旅費交通費 0 179,518 130,000
通信費 300,000 166,539 150,000
広告宣伝費 0 31,500
消耗品費 0 57,687 50,000
研修費 0 2,000
印刷製本費 200,000 202,710 200,000
水道光熱費 0 8,630
会場費 0 15,920 10,000
諸会費 0 80,000 80,000
支払手数料 1,000,000 407,517 400,000
租税公課 0 1,000
負担金支出 0 1,020,000 1,200,000
寄付金支出 0 20,000
雑費 0 55,140 30,000
法人税、住民税及び事業税 82,000 82,000 22,000
経常支出合計 8,282,000 6,803,468 7,103,000
経常収支差額 1,718,000 ▲ 919,141 ▲ 1,603,000

（円）
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決算報告

Ⅲその他資金収入の部
繰入金収入 1,298,904 1,298,904 65,000
その他資金収入の部合計 1,298,904 1,298,904 65,000
Ⅳその他資金支出の部
繰入金支出
その他資金支出の部合計 1,298,904 1,928,904 0
その他収支差額 0 0 65,000
当期収支差額 1,718,000 ▲ 919,141 ▲ 1,538,000
前期繰越収支差額 2,861,708 2,861,708 1,942,567
次期繰越収支差額 4,579,708 1,942,567 404,567
( 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 1,718,000 0
寄贈品受領額 30,000,000 12,500,610
資産増加額合計 12,500,610
正味財産増加額計 31,718,000 12,500,610
Ⅵ正味財産減少の部
資産減少額
当期収支差額 919,141
什器備品減価償却額 498,725
寄贈品消費額 30,000,000 13,493,726
保証金不返還額 34,740
資産減少額合計 30,000,000 14,946,332
正味財産減少額合計 30,000,000 14,946,332
当期正味財産増減額 1,718,000 ▲ 2,445,722
前期繰越正味財産額 6,523,005 6,523,005
期末正味財産合計額 8,241,005 4,077,283

革新技術が生んだ、スマート、安価、高品質の手術トレーニングツール

「机太郎」手術トレーニングシステム

株式会社 Frontier Vision
〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 4-7
TEL 0798-68-6555 / FAX 0798-68-6556
E-mail: info@frontiervision.co.jp http://www.frontiervision.co.jp

製造・販売

Step 1 机太郎ドライラボ 初心者のためのスターターキット
自宅や医局の机の上で、CCC・核分割などの
フェイコ手術の基本器具操作を学習

Step 2 机太郎ウェットラボ 豚眼に代わる手術シミュレーションキット
フェイコマシンを使ったリアルな手術シミュレーションで
フェイコ手術のすべてを学習

Step 3 机太郎マルチラボ 中堅術者のためのステップアップキット
フェイコ手術の難症例や白内障以外の多分野の手術技術を学習

1.破嚢処置 3.小瞳孔処置 ４.IOL 縫着 5.小切開 ECCE 6.緑内障手術2.脱臼水晶体処置

手術トレーニング教室開催！
アジア眼科医療協力会（AOCA）、
日本国際眼科医療協力会議（JICO)
では、毎月第２、第４（金）（土）（日）
に、３台のフェイコマシンと８台
のモニター付き顕微鏡と机太郎や
豚眼を使った、大学の講師、教授
クラスによる指導付きのウェット
ラボ教室を開催しています。

手術トレーニングルーム（西宮）

机太郎の購入とトレーニング教室の詳細については Frontier Vision まで。
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事業計画 （2011 年４月１日～ 2012 年 3 月 31 日）

１．アイキャンプ

　ネパールでは活動の主体をアイキャンプから眼科教育・人材養成へと変換してゆく。しかし他の団体のアイキャ

ンプへの支援や共同アイキャンプは行なう。

　インド・ダラムサラのアイキャンプと地域支援活動は継続する。しかし、世代交代をしながら 3 年後から縮小傾

向にしてゆく。

２．眼科教育・人材養成事業

1）	ネパール国内やアジア諸国において、眼科手術の実習を伴う教育セミナーやワークショップを開く。

2）	日本において、アジアの国々の眼科医の手術研修プログラムを実施する。

3）	ネパールやその他の国の病院において、日本人眼科医が手術研修が行えるよう斡旋を行う。	

３．ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業

　ゴール眼科病院やケディア眼科病院が地域の基幹病院として機能するように必要なサポートを行う。

４．JICA ‐ AOCA 事業の継続事業

　JICA‐AOCA 事業の内の必要なもの（特に超音波白内障手術研修コースとヘルスポスト医療士への基礎眼科教育）

が継続するようにサポートを行う。

１．インド・ダラムサラアイキャンプと関連事業

a）	 第 12 回インド・ダラムサラアイキャンプ	

期間：2011 年 12 月 27 日～ 31 日（25 日日本出発、27 日外来、28 ～ 30 日手術、31 日術後回診、帰国）	

予定手術数：75 名（25 名　上限／日）予定

b）	関連事業	

　2011年 1月に足利ライオンズクラブ（栃木県足利市）より、インド州立病院とデレク病院にそれぞれYAGレー

ザー装置と手持ちオートレフケラトメーターがすでに寄贈された。2011 年 5 月 11 日にそれらの機器贈呈式を

行い日本から柏瀬医師を派遣しその使用法や管理指導を行う（実際に行なわれた）。

２．ネパールアイキャンプ支援

　2011 年 4 月、ネパールヒマラヤ丘陵地帯ナモブッダで、日本の NGO 組織 EArTH が主催するアイキャンプに活

動資金等をサポートして支援する（10 万円を支援した）。

基本方針

Ⅰ．アイキャンプ及びその関連事業
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事業計画

１．アジア諸国での手術教育のセミナー、ワークショップの開催

a）	 2011 年 5 月、理事長を派遣して中断しているネパールアイホスピタルの超音波白内障手術研修コースが再開

されるよう指導を行う。また、超音波白内障手術のワークショップを開き、カトマンズアイホスピタルのドク

ター、研修生の実践的教育を行う（5 月 6 日実際に行った。その中で Dr. カドカと Dr. ババ（トリブバン大学）

に代わる新しい指導医候補となる Dr. マンモハンと Dr. プラダンらを指導した）。

b）	 2011 年 5 月、理事長をネパールに派遣してトリブバン大学ティーチングホスピタルで超音波白内障手術教育

のワークショップを開く（5 月 5 日実際にカトマンズの眼科医約 20 数名を集めてワークショップを開き、講

義及び机太郎を使った実習を行った）。

c）	 2011 年 12 月、黒田理事または木内広島大教授を派遣してカトマンズのいずれかの病院で緑内障手術教育の

ワークショップを開き、講義及び机太郎や豚眼を使用した実習を行う。

d）	 2011 年 4 月、理事長をバングラディッシュに派遣してダッカのイスラミア病院で超音波白内障手術教育のワー

クショップを開く。また8つの大学病院に神埼市ライオンズクラブ寄贈の「机太郎」のドネーションを行なった。

これは日本の NPO 法人 POSA( 神埼市 ) やエンジェル協会（伊丹市）との共同事業である（4 月 30 日、約 100

名の眼科医を集めて、講義とフェイコマシン 4 台を使った実習と「机太郎」の寄贈を実際に行なった）。

２．日本での外国人眼科医の手術研修プログラムの実施

a）	 ネパールに於いて手術指導医になれそうな素質を持つ眼科医を日本に呼び、1 ～ 2 ヶ月の白内障・緑内障手術

を中心とする手術研修コースを行う。具体的には AOCA 関連病院で手術見学、AOCA 事務所内のトレーニング

ルームで、机太郎・豚眼を使った実習を行い、手術技術や指導技術のアップをはかる。

b）	ネパールの眼科医に限らず、日本国際眼科医療協力会議（JICO）に関係するアフリカ・ミャンマー・バングラ

デシュの眼科医が日本で研修を行えるようマネージメントを行う。

３．手術トレーニングルーム開設と実習マニュアルの作製

a）	 アジアからの外国人医師が日本で手術トレーニング実習が行えるよう AOCA 事務所内に手術トレーニングルー

ムを作り、モニター付き実習用顕微鏡、超音波白内障手術装置、硝子体手術装置、各種手術器具等を設置する。

そこで机太郎や豚眼を使った、白内障，緑内障，硝子体等の実践的手術トレーニングを行う。この設置費用は

㈱フロンティアビジョンが負担する。

b）	それらの机太郎や豚眼を使った眼科手術実習が効果的に行われるよう、実習マニュアルを作製する。この実習

マニュアルは、日本の手術トレーニングルームで使うだけでなく、ネパールやその他の国々での手術研修コー

スや手術トレーニングルームでも使用される。

４．アジア諸国の病院の中に手術トレーニングルームを作ることをサポートする

　AOCA 事務所内に作る手術トレーニングルームと同様の施設を、諸外国の病院の中に作ることをサポートする。具

体的には、ネパールのトリブバン大学教育病院（カトマンズ）と、インドのビジテックアイセンター（ニューデリー）

に設置することや、ヒマラヤアイホスピタルやカトマンズアイホスピタルのウェットラボルームの老朽化した機器

を新しくすることを計画している。予算のやりくりは検討中である。

５．日本人眼科医のネパールでの手術研修の斡旋

　ネパールのティルガンガ病院や、ネパールアイホスピタル、ヒマラヤアイホスピタル、ケディアアイホスピタル、

ゴールアイホスピタルでは、日本を含むアジア諸国からの白内障手術研修生を求めている。AOCA は、日本の眼科医

とこれらの病院との橋渡しの役目を果たす。具体的には、理事の方々やAOCA関係者が口で宣伝することから始める。

実績ができたら、学会会場のポスターや医学雑誌上で宣伝する。

Ⅱ．眼科教育・人材養成事業（AOCA‐JICA 共同プロジェクトの継続事業）
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事業計画

１．ゴール眼科病院への手術顕微鏡の寄贈，レーザー装置の修理

a）	 2011 年 8 月に、的場眼科（和歌山市）より寄贈された新品に近い中古ツァイス顕微鏡を分解梱包して空輸し（現

在リィツメディカルに保管してもらっている）、ゴール眼科病院に設置する。（輸送費の多くはゴール病院が負

担する）これは NNJS の協力で政府の輸入許可を得た。

b）	故障したレーザー装置の中心部を、2011年5月に理事長が手荷物で日本に持ち込み、ニデック社へ搬送。ニデッ

ク社にて修理後、何らかの形でネパールに移送する。修理費及び運搬費はゴール病院の負担とする予定。

２．ゴール病院，ケディア病院の眼科医の確保

　眼科医は、ゴール病院はジャー院長１人，ケディア病院は Dr. ダハールとインド人ドクター１人になっており、両

病院の規模からして極端に少ない人数である。ゴール病院は３人，ケディア病院は５人の手術医が必要である。こ

の人数の眼科医が確保されるよう NNJS に働きかける。

　また、ネパールに８か所できた大学病院の若いドクターの手術研修病院として人材がローテートしてゆくような

システムが構築されるよう諸機関に働きかける。

Ⅲ．ゴール眼科病院，ケディア眼科病院支援事業
　　　（ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業）

１．日本国内における眼科手術トレーニングコースのアレンジ

　日本の学会や大学主催のスキルトランスファーコースや、手術トレーニングコースを請け負う。

２．日本国内及び海外の病院に眼科手術トレーニングルームの設置

　日本や海外の大学病院や研修病院に実習用のモニター付き顕微鏡や各種手術マシンや手術器具を備えた実習ルー

ムを設置する。収益事業として行うものと、そうでないものを区別して行う。

３．バザー

　西宮市バザー（11 月），他（現在調査中）に参加して収益を上げる。

１．定期総会の開催

日時：2011 年 6 月 11 日（土）PM5：30 ～　　場所：西宮市上甲子園公民館　第２集会室

講演：今後の AOCA のメイン活動となるネパールやその他の国における眼科教育支援

２．理事会の開催

日時：2011 年 6 月 11 日 PM3:00　　場所：西宮市上甲子園公民館　第３集会室

日時：2012 年 2 月吉日　　場所：未定

その他、適時開催

３．アイキャンプ壮行会・忘年会

日時：2011 年 12 月 10 日（土）予定

４．アイキャンプ報告会・懇親会

日時：2012 年 2 月吉日		予定

Ⅳ．収益事業

Ⅴ．会議・会合
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Report on 26th Asia Pacific Congress 2011, Sydney

アジア太平洋学会出席のレポート

　トリブバン大学教育病院、Ｂ．Ｐコイララ・ライオンズセンターの Dr．Meenu	Chaudhary に、ネパールの眼科医

の教育支援活動の一環として、2011 年の 3 月 20 日から 24 日にオーストラリアのシドニーで開かれた、第 26 回ア

ジア太平洋学会（APAO）に AOCA の支援（（10 万円のサポート）で参加してもらいました。これは彼女からの学会

参加のレポートです。

26th Asia Pacific Congress, 2011 was held in Sydney, Australia from 20th March to 24th March 2011. The venue of the congress 

was at the convention center situated at Darling Harbor which is in the heart of the city. The Asia Pacific Congress included 

renowned and skilled ophthalmologists from Asia Pacific region. They delivered lectures, conducted instruction courses, live 

surgeries and video demonstrations of different ophthalmic fields – Cataract , cornea, Glaucoma , Uveitis , Ocular Surface 

Disorder ,  orbit & oculoplastic , retina, pediatric ophthalmology & Strabismus , Neurophthalmology , Research methodology 

, Epidemiology , Prevention of Blindness, Nursing ophthalmic practice , Newer inventions in Ophthalmology and Rare and 

Challenging cases .

It was a great opportunity for me to attend this conference and present my paper on “Aetiology and Predisposing Factors for 

corneal Ulceration in Nepal.” I had the opportunity to meet many ophthalmologists from different countries including Dr Junsuke 

Akura who helped me in attending this conference. This sort of sponsorship really helps candidates from developing countries 

like me to attend such fruitful conferences and present papers about their countries and provides a good opportunity to know 

about the recent developments of the world. I strongly feel that this sort of opportunity also allows better link among us to 

share our different spectrum of problems of developed and developing countries. Paper presentation and learning about newer 

technologies and management will now help me and my institute, B.P.Koirala Lions Center for Ophthalmic Studies (Oldest 

and pioneer institute for Post Graduation program in Ophthalmology of Nepal) to improve our patient care, education, research 

methodology and will definitely make a difference in the newer modality of the treatment. 

I am really thankful to Frontier vision, Dr .Junsuke Akura for providing me the opportunity to attend the APAO Congress which 

really helped me gain knowledge and expertise in ophthalmic field especially in cornea and cataract. It’s really appreciated. 

During this conference, I had a great opportunity to meet ophthalmologists from different parts of the globe, whom probably I 

would have never met without attending this conference. I would really like to thank Dr.Junsuke Akura again for his help and 

would like to work with him in future also for the betterment of Nepalese ophthalmic services specially cataract.

日本語訳

　APAO に参加して「ネパールにおける角膜潰瘍の病因学的考察」を発表できたことは私にとって大きな喜びです。

また、開発途上国・発展国の様々な問題点やトピックスを知り、大変勉強になり明日からの病院での診察に役立てる

ことができます。ありがとうございました。
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寄付者名簿 （順不同、個人企業混同）

　いつもたくさんのご寄付をいただき誠にありがとうございます。

　こちらのページには例年ご寄付を頂いた全ての皆様のお名前を記載させていただいておりましたが、近年の個人情

報保護の流れに沿い、今号より事前に許可を得た方のみ記載することとし、住所分けはせず一覧表記とさせていただ

きます。また、頂きましたお便りについても記載を控えさせていただきます。皆様に深くお詫びいたしますと共に厚

く御礼申し上げます。

　今後も当会の活動にご協力の程よろしくお願いいたします。

※以下に記載の皆様は今年度中にご寄付を頂いた方のみを掲載しており、会員及び賛助会員の皆様からの会費をいた

だいた方のお名前は掲載しておりませんので、あしからずご了承下さい。

あさぎり病院

津田　稔

東郷　純一

川根　尚子

兵庫県眼科医会

大前　實

医療法人	誠明会	永田眼科

尼崎市視力障害者福祉協会

川村　喜美代

南　八重子

串　寛彦

㈱コンビック

藤本　可芳子

中山　幸

能見　昌枝

大江　幸子

神田　静

別井　時子

アイメディカル（株）

橋添　元胤

倉本　倬次

小山　淳子

大中　信行

石井　正二

蔵本　起久

串本リハビリセンター患者の皆様

的場眼科医院

藤本　花子

原口　ユキエ

串本有田病院

愛徳学園小学校

上富田クリニック患者の皆様

( 財 ) 世界宗教者平和会議

山口　貴美子

青木　弘

大橋調剤薬局

神田しのだ寿司

魚谷眼科医院

アースワンオフィス

岩城歯科

柏瀬眼科患者の皆様

甲子園コープ委員会

（敬称略）
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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	 原眼科医院副院長

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	 大阪医科大学附属病院眼科

	 	 岡田　明	 公立甲賀病院眼科医長

	 	 籠谷　保明	 かごたに眼科院長

	 	 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	 元二宮眼科院長	

	 	 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会長

	 	 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




