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巻頭言

　アジア眼科医療協力会（AOCA）は、1972 年にネパールへ日本からアイキャンプ
隊を派遣することからその活動が始まった。私はと言えば、AOCA の活動に加わっ
て 27 年、黒住先生を引き継いで理事長に就任して 12 年になる。その間には 3 年ネパー
ルにも住んだ。思えば長く活動を続けてきたものだ。AOCA のほとんどの理事の方々
も黒住先生の時代からずっと AOCA を支え続けてきてくれている。

　その間にネパールは王制から共和制になり、ネパールの眼科を取り巻く状況もだい
ぶ変わった。眼科医は 3 人から 300 人近くに増え、カトマンズやインド国境の平野部
には眼科病院も充実してきた。

　今の AOCA は、インド山岳部ダラムサラへの眼科医療支援と、日本や開発途上国
の眼科医への手術教育を 2 本の柱として行っている。AOCA も時代と共に変わらな
ければならないし、若い人にバトンタッチしてゆかなければならない。

　そこで、今年 5 月の総会の役員改選では、ここ数年インド・ダラムサラで活躍して
いる浅野宏規先生と柏瀬光寿先生に新しく理事に加わってもらい、籠谷保明理事を引
き継いでインド・ダラムサラ隊の隊長をしてもらっている岡田明先生には副理事長に
就任していただいた。AOCA の中では比較的若い彼らが今後、AOCA をグイグイ引っ
張っていって欲しい。

　世界を見れば、両眼の視力 0.01 位以下のいわゆる失明者が約 5 千万人存在しており、
その失明原因の半分が手術で治癒できる白内障である事実は変わらないし、ネパール
にも多くの白内障による失明者がいることも変わりがない。AOCA の活動が必要な
地域は世界中いたる所にあり、その活動に終わりはない。今まで AOCA の活動を支
えて下さった皆様、今後とも AOCA の活動を支えていって下さい。

巻頭言

飽浦　淳介
アジア眼科医療協力会理事長
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・ 2012年事業報告2012年事業報告 2012年 4月1日〜2013年 3月31日

概　要

Ⅰ . インド　ダラムサラアイキャンプと現地支援事業
1. ダラムサラアイキャンプ
　2012 年 12 月末、インド北西部の山岳地帯ダラムサラで、13 回目となるアイキャンプを施行した。チベット
亡命政府が管轄する Delek 病院にて、岡田明を隊長とし、柏瀬光寿、浅野宏規ら 9 名の眼科医を含む 16 名の
医療チームが、160 名を診察し、2 日間で白内障患者 50 名に無償の手術を行った。
2. 現地支援事業
　12 月、Delek 病院と Zonal 公立病院、TCV health center に、それぞれ手持ちスリットランプを設置した。

Ⅱ . ネパールでのアイキャンプへの協力
　12 月、NGO 組織 EArTH が主催して行う、ネパール共和国ヒマラヤ丘陵地帯タトパニでのアイキャンプに
対して、資金と人材面で協力した。

Ⅲ . 手術教育・人材養成事業
1）	８月、日本眼科学会と日本眼科医会主催の「眼科サマーキャンプ in 箱根」の「机太郎」を使った白内障手
術体験コーナーの講師として、AOCA/JICO から５人が参加した。

2）	 10 月、AOCA主催の手術教育セミナー「第２回丸一日ウエットラボトレーニング in 大阪」を大阪エイエ
ムオーにて開催した。

3）	 11 月、JICO/AOCA主催の手術教育セミナー「第 2回実践的ウエットラボで学ぶ白内障手術セミナー」を
東京アルコンで開催した。

4）	2013 年 3 月、AOCA 主催の手術教育セミナー「丸一日ウエットラボトレーニング in 大阪 2013」を大阪エ
イエムオーにて開催した。

Ⅳ . ネパールナラヤニアイケアプロジェクト（NECP）継続事業とその他の事業
1.NECP継続事業
1）	６月、ゴール眼科病院に、超音波白内障手術装置を日本から空輸、設置した。
2）	３月AOCA内藤理事がゴール病院を訪れ、手術指導を行い、病院スタッフとの親睦を深めた。
3）	ゴール眼科病院のスタッフの娘の脳腫瘍の手術代として１０万円の見舞金を渡した。

2. その他の事業
1）	 NNJS の行うネパール国内の疾病調査への各NGO分担協力金 10 万円を支払った。
2）	 NNJS にツァイス細隙灯顕微鏡を寄贈した。
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Ⅰ．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事業
a) ダラムサラアイキャンプ

〈場所〉インド・北西部丘陵地ダラムサラのデレク病院
〈期間〉２０１２年１２月２３日～２０１３年１月２日 ( 現地滞在は 4 日 )
〈背景〉ダラムサラにおいて、チベット人難民治療を行うチベット難民政府の運営するデレク病院、地元のロー
タリークラブ、インド州立病院の Dr. プリ―らと協力して行う無償の眼科診察白内障手術活動で、今回で１３
回目となる。
 ダラムサラはインドでも特殊な地域で、チベット人は難民という社会的な背景から、インド人は貧困のため
に眼科医療へのアクセスが充分でない。
b）ダラムサラアイキャンプ関連活動
　あさぎり病院（兵庫県明石市）から寄贈された手持ちスリットランプをインド・ダラムサラ Tibetan 
Children's Villages health center へ、柏瀬眼科（栃木県足利市）から寄贈された手持ちスリットランプを
Delek 病院と Zonal 公立病院へ設置した。

〈メンバー〉　
〈隊　長〉　岡田　明（おかだ眼科）
〈医　師〉　柏瀬　光寿（柏瀬眼科）

浅野　宏規（なめがた地域総合病院）
福田　慎一（筑波大学）
藤川　正人（滋賀医科大学／公立甲賀病院）
田寺　正樹（滋賀医科大学付属病院）
星　崇仁（筑波大学大学院）
布谷　健太郎（大阪回生病院）
須賀　洸希（土浦協同病院　研修医　）

〈医学生〉	 里村　英章（日本医科大学２年）
中西　潤（東京大学医学部医科学４年）

〈チベット医〉小川康（通訳コーディネーター・個人的範囲での Help）
〈看護師〉　沼田　美紀（山王台病院付属眼科・内科クリニック病院）
〈事務ﾏﾈｰｼﾞｬｰ〉古寺　瑞代
〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ〉田宮　千佳民（日本アルコン社員）

山根　康作（日本アルコン社員）

〈成果〉：外来患者数 160 名　白内障手術 50 名

2. ネパールでのアイキャンプへの協力
　以下のネパールでのヒマラヤ丘陵地帯の温泉の出る町タトパニで行ったアイキャンプは、元々 AOCA のア
イキャンプに何度も参加してきた関西医大の松山加耶子先生を中心とする NGO 団体 EArTH が主催するアイ
キャンプである。AOCA は、資金（１０万円）と AOCA からの人材協力という形でこのアイキャンプをサポー

事前の診断により選別された白内障患者に手術を施す柏瀬医師
(手前 )、浅野医師 (奥 )
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トした。
a) タトパニ眼科・耳鼻科・外科・小児科合同アイキャンプ

〈場所〉ネパール中央部丘陵地帯　タトパニ
〈期間〉2012 年 12 月 24 日～ 2012 年 12 月 26 日
〈メンバー〉
隊長、松山加耶子（関西医大　眼科）他４名の眼科医、１名の皮膚科医、２名の耳鼻科医、ORT １名、看護
師４名　ボランティア３名

〈成果〉眼科　外来 561 人　白内障手術 58 例
皮膚科　外来 190 人、　手術 18 例
耳鼻科　外来 269 人、　手術 4 例
合　計　外来 1020 人、　手術 80 例

　AOCA は、基本方針として、2011 年からはそれまでの活動の柱であったネパールアイキャンプを AOCA
単独の主催では行わないことにした。これは、ネパールでは眼科医の数が増え、ネパール人眼科医が自らチー
ムを作りアイキャンプをすることができるようになったからである。アイキャンプに代わって、今後は眼科手
術教育・人材養成活動を活動の中心に活動を行ってゆく。

Ⅱ．手術教育・人材養成活動

日時 名　称 内　容 場　所 コース 主催
2012 年 8 月 眼 科 サ マ ー キ ャ ン プ　in　

箱根に講師派遣
学生と初期研修医１００名を対象と
した眼科体験キャンプの中の超音波
白内障手術体験コーナーに、AOCA
と JICO として５人の講師を派遣し
た。

箱根プリンスホテル 2 日 日本眼科学会 
日本眼科医会

第2回実践的ウェットラボで学ぶ白内障手術セミナー（東京アルコン）
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10 月 第２回丸一日ウエットラボ
トレーニング in 大阪

超音波白内障手術、破嚢などの処理、
合併症処理、小瞳孔やチン小帯断裂
など難症例手術、小切開 ECCE, 眼
内レンズ縫着・固定などの白内障手
術練習用模擬眼「机太郎」を使った
手術トレーニング。
受講生 : １１名
講師：飽浦淳介・伊藤慎二・大内雅
之・太田俊彦・留守良太・三間由美
子・三好輝行・ 山下理恵子 ( 敬省略 )

大阪エイエムオー 1 日 AOCA

11 月 第２回実践的ウエットラボ
で学ぶ白内障手術セミナー

超音波白内障手術、破嚢時などの処
理、合併症処理、小瞳孔やチン小帯
断裂など難症例手術、眼内レンズ縫
着などの白内障手術練習用模擬眼「机
太郎」を使った手術トレーニング。
受講生 : １６名　
講師：飽浦淳介・井上康・太田俊彦・
小坂晃一・近藤義之・藤島浩・松島
博之・三谷貴一郎・柳沼重晴 ( 敬省略 )

東京アルコン 1 日 JICO/AOCA

2013 年３月 丸一日ウエットラボトレー
ニング in 大阪 2013

超音波白内障手術、破嚢時などの処
理、合併症処理、小瞳孔やチン小帯
断裂など難症例手術、眼内レンズ縫
着などの白内障手術練習用模擬眼「机
太郎」を使った手術トレーニング。
受講生 : １９名　
講師：飽浦淳介・池田欣史・伊藤慎
二・井上康・魚谷竜・大浦淳史・岡
田明・奥村直毅・留守良太・眞鍋洋
一 ( 敬省略 )

大阪エイエムオー 1 日 AOCA

丸一日ウェットラボトレーニング in 大阪 2013・
（大阪エイエムオー）
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Ⅲ．ネパール・ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業、その他

1. ゴール眼科病院の現在の状況
　現在、ゴール眼科病院の眼科医はジャー院長１人であり、白内障手術を必要とする莫大な数の患者が存在す
るこの地域にとって好ましくない状態になっている。ゴール眼科病院では、最低３人の手術が行える眼科医が
必要である。
　このゴ―ル眼科病院の現状に限らず、開発途上国だけではなく日本の僻地では医師の数は不足しており、大
都市ばかり医師が集中し社会的問題となっている。ネパールにおいては、大学病院が 8 つあり多くの医師を送
り出しているので、この大学の若いドクターの手術研修病院として、僻地の病院に医師がローテート（期間限
定で交代）していくシステムの構築が望まれる。

（※ 2013 年 9 月の情報として、ゴール病院の眼科医は１人増え、２人体制となっている。）

2. ゴール眼科病院への機械設置
　2012 年 6 月中古ライカ顕微鏡が本橋眼科クリニック（千葉県船橋市）から AOCA に寄贈された。また、
2012 年 6 月、中古ツァイス顕微鏡（S-22）が可部市頭眼科（広島県広島市）から AOCA に寄贈された。ゴー
ル病院に設置すべく、現在、NNJS が輸送について政府機関と交渉しているところである。

〈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 2010 年１月まで 22 年間にわたっ
て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 群の
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ガ（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眼科病院で、飽浦（現 AOCA
理事長）が 3 年間長期滞在してケディア眼科病院の充実に努めた。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、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ゴール地区に 100 床の病
棟、手術棟、３棟のスタッフ官舎を持つ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。また、黒住基金や外務省補助金を使って、2007 年に僻地巡回診療バス
を両病院に寄贈し、2006 年～ 2008 年にニジガル、コトリア , ボジュプールにプライマリーアイケ
アセンターを設置した。
	■ 現在、ケディア眼科病院・ゴール眼科病院は、ネパール南部地域における基幹病院として、両病
院合わせて年間 3 万人の白内障手術がおこなわれており、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。
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　超音波白内障手術装置も壊れて動かなくなっ
ていたが、2013 年 3 月、中古の超音波白内障
手術装置を空輸設置した（ウェットラボトレー
ニング用）。ゴール眼科病院では、若い研修医
が来て学ぶことができる環境を整えておく意味
で、手術設備を充実させておくべきだと考えて
いる。

3. その他のゴール眼科病院支援
　ゴール眼科病院の眼科助手（OA）の Mr. サンブーの娘が脳腫瘍になり、数十万円を必要とした。サンブーは、
誰も行きたくない僻地ゴール眼科病院で長年働いてくれている優秀なスタッフであり、見舞金として AOCA
より 10 万円を渡した。

２０１１年にAOCAが寄贈した手術顕微鏡（ゴール病院）
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1. 手術器機の受入と設置（2012年 4月1日〜2013年 3月31日）

Ⅳ . 手術診療機器と手術消耗品の受け入れと設置

寄贈年月日 寄贈者 製　品 保　管
設置先及び備考
（設置年月日）

2012 年 6 月 本橋眼科クリニック
本橋孝彦

（千葉県船橋市）

ライカ手術用顕微鏡 串本リハビリ
テーションセ
ンター

現在、手術トレーニングに使用中
であるが、海外の設置先を検討中

2012 年 6 月 可部市頭眼科　市頭教
治 ( 広島市可部 )

ツァイス手術用顕微鏡 市頭眼科 NNJS が政府機関とゴール病院に
輸送することを検討中

2012 年７月 あさぎり病院　
藤原りつ子（AOCA 理
事）

コーワ　ポータブル 
スリットランプ

2012 年 12 月、インドダラムサラ　
TCV health center に寄贈設置

2012 年 9 月 柏瀬眼科　
柏瀬光寿（栃木県足利
市）

味の素ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　
ハンドスリットランプ×
2 台

2012 年 12 月、インドダラムサラ 
Delek 病院と Zonal 公立病院に寄
贈設置 

2012 年 10 月 株式会社ニデック CV － 7000 デモ 2013 年 3 月 ゴ ー ル 眼 科 病 院 に
ウェットラボトレーニング用とし
て設置、内藤理事が運搬

2013 年 2 月 岡本眼科　岡本勲夫（広
島県広島市）

YAG レーザー AOCA 事務所

2013 年 3 月 キランポークレル ツァイス細隙灯顕微鏡 ゴール眼科病院
EArTH が運搬、NNJS に渡す
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2. 手術消耗品の受入と消費

寄贈年月日 寄贈者 寄贈物品 数量 消費地

2012 年 10 月 千寿製薬株式会社 オペリード 1.1 ｍ l 50 筒 インド ･ ダラムサラアイキャンプ

マニー株式会社 ｸﾚｾﾝﾄﾅｲﾌ　　6 本入り
9-0 ナイロン　12 本入り
6-0 ナイロン　12 本入り
PC9( 直針）　12 本入り

5 箱
5 箱
5 箱
5 箱

インド ･ ダラムサラアイキャンプ

11 月 セイコーメディカル株
式会社

ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ　50 枚入り
キャップ　100 枚入り
手術用手袋 7.0　20 双入り
手術用手袋 6 1/2　20 双入り
サージカルテープ 
35 ｍｍ× 9 ｍ　12 巻入り

２箱
１箱
３箱
２箱
１箱

インド ･ ダラムサラアイキャンプ

ビーバービジテック
インターナショナル
ジャパン株式会社

ビーバーナイフ 20 本 インド ･ ダラムサラアイキャンプ

ニデック株式会社 CV-24000 用眼内潅流用チューブ　
１０入り
CV-24000 用 の FGX 用 チ ュ ー ブ　
10 入り　（FGX フィルター一体）

1 箱

1 箱

インド ･ ダラムサラアイキャンプ

エイエムオー・ジャパ
ン株式会社

15 度メス
トップ 27 Ｇ鈍針
Ｂ＆Ｄクレセントナイフ

40 本
1 箱
20 本

インド ･ ダラムサラアイキャンプ

12 月 日本アルコン株式会社 マイクロスポンジＭＱＡ
(250 入り）
前房レンズ
前房レンズ

2 箱

1 枚
1 枚

インド ･ ダラムサラアイキャンプ

参天製薬株式会社 オペガンハイ（0.85 ｍｌ）
オベガン（1.1 ｍｌ）
クラビット点眼薬
タリビット眼軟膏

70 本
10 本
10 本
30 本

インド ･ ダラムサラアイキャンプ

ＨＯＹＡ株式会社 眼内レンズ 70 枚 インド ･ ダラムサラアイキャンプ
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2012年度事業報告書

Ⅴ．会議・会合

Ⅵ．その他

1. 定期総会の開催
日時：2012 年 6 月　9 日（土）　　17：30 ～　18：30　　
場所：西宮市上甲子園公民館　第 2 集会室
講演：飽浦淳介「黒住先生から理事長を引き継いで 10 年の節目に立って」

2. 理事会の開催
1) 2012 年 6 月 9 日（土）15：30 ～　17：30　西宮市上甲子園公民館
2) 2012 年 12 月 1 日（土）17：30 ～　18：30　西宮市上甲子園公民館
3) 2013 年 2 月 23 日（土）17：30 ～　18：00　西宮市上甲子園公民館

3. アイキャンプ壮行会・報告会
壮行会：2012 年 12 月 1 日（土）西宮市上甲子園公民館
報告会：2013 年　2 月 23 日（土）西宮市上甲子園公民館

1. バザー出店
2013 年 3 月 23 日（土）『西宮市 NPO フェスティバル』に於いて
バザーを出店し、合計 122,265 円の収益を得ることができた。また、
インド・ネパール料理店「ターメリック」と「アサヒ飲料株式会社」
の協力を得てカレー・飲料等も販売し、集客に努めた。

2.AOCA活動がNPO大賞に入賞
2012年7月11日『第1回エクセレントNPO大賞』(主
催 :「エクセレント NPO」をめざそう市民会議、共催 :
毎日新聞社 ) において、AOCA の活動が高い評価
を受け「課題解決力賞部門」に入賞した。
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・2013年事業計画2013年事業計画 2013年 4月1日〜2014年 3月31日

基本方針

Ⅰ . アイキャンプ
1）	 インド・ダラムサラアイキャンプは、籠谷理事・岡田副理事長の指導のもと浅野新理事を隊

長とし、継続する。
2）	 ネパールアイキャンプは、日本の NGO・EArTH やネパール人が主催するアイキャンプを

サポートする形で行う。
3）	 インド・ネパールの他、アイキャンプ活動を必要としている国や地域があれば、AOCA も

何らかの協力を行う。
※アイキャンプは、僻地患者の救済と、アイキャンプに参加する日本人の社会貢献意識や人間と

しての資質向上という２つの目的で行ってゆこうと考えている。

Ⅱ . 手術教育・人材養成事業
1）	 ネパールやアジア諸国において、モデル眼「KITARO」を使った実践的手術教育セミナー

を開く。
2）	 日本国内において、AOCA 主催や AOCA/JICO 主催で、モデル眼「KITARO」や豚眼を使っ

た実践的手術教育セミナーを開いたり、大学や学会、他団体が行う手術トレーニング講習会
をサポートする。

3）	 AOCA/JICO 手術トレーニングルームにおいて、日本人や海外の医師に実践的手術指導を行
う。

4）	 海外の病院での手術トレーニングルームの開設を支援する。
5）	 AOCA 自体の事業や他団体から依頼された事業として、海外からの研修生の日本国内での

滞在と研修の全てをアレンジする。

Ⅲ . ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業
　AOCA と日本テレビとの協働プロジェクトとして支援してきた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、人材派遣による技術指導や高度な医療機器の
導入などの必要なサポートを行う。
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2013年度事業計画

Ⅰ . アイキャンプ及び関連事業

Ⅱ . 手術教育・人材養成事業

1. インド・ダラムサラアイキャンプ
a) 第１４回ダラムサラアイキャンプ
期間：2013 年 12 月 25 日～ 2014 年１月２日（診療手術はそのうち５日）予定
今年度は新しく AOCA 理事となった浅野理事を隊長として、眼科医やスタッフの参加人数をしぼって行う。

2. ネパールアイキャンプ支援
日本の NGO・EArTH（隊長：松山加耶子　関西医大）が主催するアイキャンプに資金及び人材支援を行う。

3. ラオスでのアイキャンプに同行
日本の NGO・EArTH がラオスで行うアイキャンプ（未定）が実現すれば、それに同行または共同で行う形
で AOCA のスタッフが参加する。

1. 日本及び海外の眼科手術実践セミナーの実施
モデル眼「KITARO」や豚眼を使って次の実践的教育事業を行うことを計画している。

2.AOCA/JICO手術トレーニングルーム（西宮）での教育活動
　研修医から指導医迄、日本国内及び海外からの多くの医師を受け入れて、手術のスキルアップ、指導力アッ
プをはかり、熟達した手術医を養成する事で世界の失明防止に貢献する。

日　時 名　称 内　容 場　所 主　催

2013 年
6 月 30 日

第３回実践的ウエットラボで
学ぶ白内障手術セミナー

超 音 波 白 内 障 手 術
（PEA）, PEA 難 症 例
（小瞳孔 , チン小体断
裂）, 破嚢処理 , ECCE, 
IOL 縫着・固定

東京アルコン AOCA / JICO

11 月 第３回徹底的白内障手術実践
セミナー in 大阪

PEA,PEA 難症例（小
瞳孔・チン小帯断裂）
破嚢処理
ECCE,IOL 逢着・固定

大阪 AMO AOCA

12 月末 超音波白内障手術セミナー PEA 基 礎 , PEA 難 症
例 , 破嚢処理

ネパール
トリブバン大学
教育病院

AOCA / 
トリブバン大学教育病院 / 
NNJS /
ティルガンガ病院
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2013年度事業計画

Ⅲ . ネパール・ナラヤニアイケアプロジェクト継続事業

Ⅳ . その他の事業

1) ゴール眼科病院・ケディア眼科病院支援
　AOCA と日本テレビの協働プロジェクトの中で長い時間をかけて支援してきた、ケディア眼科病院とゴー
ル眼科病院が、ナラヤニ県南部のインド国境地帯における基幹病院として機能するように必要な支援を行って
ゆく。
　具体的には、1 年に 1 度 AOCA の人材を短期派遣して最新の手術研修指導を行う。また、大学からの研修
指定病院として機能し、若い研修医が最新の眼科手術が学べるような手術環境を整えることのための資金や機
械を支援する。ゴール眼科病院にツアイス手術顕微鏡を設置すべく、NNJS に政府機関と交渉をしてもらって
いる所である。

2. ゴール眼科病院、ケディア眼科病院で働く日本人眼科医の募集
ゴール眼科病院、ケディア眼科病院は、短期・長期働いてくれる日本人眼科医を求めている。ネパールのこれ
らの病院に限らず、アジアの開発途上国の僻地の病院で中長期に働く意志のある眼科医がいれば AOCA はそ
の滞在を強力に支援する予定である。

バザー
西宮市 NPO フェスティバル（3 月）に参加して、バザーを出店し、収益を上げ活動資金とする。AOCA 理事・
関係者の皆様に 3 月に向けてバザーに出品する品物（お歳暮の品など）を集めておいていただけたらありがた
い。目標集金額は 20 万円とする。

3. 海外の病院での手術トレーニングルームの開設の支援
　開発途上国の病院から要求があれば、中古超音波手術装置、実習用手術顕微鏡、モデル眼「KITARO」を
備えた手術トレーニングルームを病院の一室に整備して、手術が行える眼科医の養成に貢献する。
開発途上国では、失明者の半数以上が白内障による失明で、手術により視力を回復できるケースがほとんどで
ある。熟達した途上国の眼科医は 1 人で約 5 千人の白内障患者の手術を行うので、手術が行える眼科医を育て
ることはその国の失明者防止にとって非常に効果的である。

4. 海外からの研修生の受け入れ（手術研修プログラムの実施）
　海外の初心者に近い眼科医や海外で手術を指導する者が、日本で数日～ 2 ヶ月間滞在して手術技術や指導技
術を身につける研修プログラムを実施する。
具体的には、AOCA/JICO 手術トレーニングルームでモデル眼「KITARO」や豚眼を使った実践的手術トレー
ニングを受けながら、AOCA や JICO の関連病院を訪問して手術見学・指導を受ける。
　今までは、海外から医師が日本に来ても手術を見て講義で学ぶだけであったが、モデル眼「KITARO」や
手術指導学習マニュアルの開発によって、実際にメスや機械を使った実践的手術教育が受けられるようになり、
非常に効果的に手術技術を学ぶ事が可能である。

※ 2013 年 6 月 14 日～ 7 月２日の予定でネパールゴール病院の Dr.Jha が研修のため来日予定だったが、4 月
以来体調不良で検査した結果、病気が発見された為、来年にして欲しいとの連絡があった。
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・ 2012年度決算報告2012年度決算報告 2012年 4月1日〜2013年 3月31日

（円）

科　　目 金　　額
( 資金収支の部 )	
Ⅰ経常収入の部・
会費収入
正会員会費収入 1,250,000
賛助会員会費収入 805,000
会費収入計 2,055,000
事業収入
アイキャンプ活動収入 1,816,830
手術教育セミナー収入 1,683,270
その他収入 122,265
事業収入計 3,622,365
補助金等収入
民間補助金収入 1,500,000
補助金等収入計 1,500,000
寄付金収入
寄付金収入 2,773,960
寄付金収入計 2,773,960
雑収入
受取利息 149
雑収入 132,879
雑収入計 133,028
経常収入合計	 10,084,353
Ⅱ経常支出の部
事業費
ダラムサラ・アイキャンプ活動費 2,901,561
ゴール病院支援活動費 99,855
現地支援事業費 300,630
手術教育セミナー支援事業費 1,989,028
日本事務所事業費 2,673,901
事業費　計 7,964,975
管理費
給与手当 465,080
法定福利費 10,677
福利厚生費 10,798
配送運搬費 55,988
会議費 2,827
旅費交通費 21,586
通信費 59,025
消耗品費 135,855
印刷製本費 175,725
会場費 3,800
諸会費 142,000
支払手数料 11,810
負担金 1,020,000
寄付金 80,500
雑費 23,896
管理費計 2,219,567
経常支出合計 10,184,542
経常収支差額 -100,187

科　　目 金　　額
Ⅲその他資金収入の部・
その他資金収入の部合計 0
Ⅳその他資金支出の部
その他収支差額 0
当期収支差額 -100,187
前期繰越収支差額 1,285,372
次期繰越収支差額 1,185,185
( 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 0
寄贈品受贈額 1,904,126
什器備品受贈額 1,200,000
資産増加額合計 3,104,126
正味財産増加額計 3,104,126
Ⅵ正味財産減少の部
資産減少額 
当期収支差額 100,187
寄贈品消費額 1,924,126
什器備品減価償却額 833,000
資産減少額合計 2,857,313
正味財産減少額合計 2,857,313
当期正味財産増減額 246,813
前期繰越正味財産額 1,457,372
期末正味財産合計額 1,704,185
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・2013年度予算2013年度予算 2013年 4月1日〜2014年 3月31日

（円）

科　　目 金　　額
( 資金収支の部 )	
Ⅰ経常収入の部・
会費収入
正会員会費収入 1,250,000
賛助会員会費収入 800,000
会費収入計 2,050,000
事業収入
アイキャンプ活動収入 1,500,000
手術教育セミナー収入 1,800,000
バザー収入 100,000
事業収入計 3,400,000
補助金等収入
民間補助金収入 400,000
補助金等収入計 400,000
寄付金収入
病院関連寄付金収入 850,000
企業等寄付金収入 300,000
個人一般寄付金収入 700,000
民間団体寄付金収入 500,000
その他寄付金収入 10,000
募金収入 200,000
寄付金収入計  2,560,000
雑収入
雑収入  20,000
雑収入計  20,000
経常収入合計 8,430,000
Ⅱ経常支出の部
事業費 　アイキャンプ活動
航空賃 1,500,000
負担金支出 1,000,000
【アイキャンプ活動費 計】 2,500,000
ゴール病院支援活動費
配送運搬費 0
支払手数料 0
負担金支出 400,000
【ゴール病院支援支出 計】 400,000
現地支援事業費
旅費交通費 0
負担金支出 500,000
雑費 0
【現地支援事業費 計】 500,000
手術教育セミナー支援事業費
旅費交通費 300,000
委託費 1,400,000
雑費 100,000
【手術教育セミナー支援 計】 1,800,000

科　　目 金　　額
日本事務所事業費
給料手当 800,000
旅費交通費 50,000
支払手数料 50,000
雑損 0
	【日本事務所事業費 計】 900,000
事業費計 6,100,000
管理費
配送運搬費 50,000
給料手当 200,000
法定福利費 3,000
福利厚生費 5,000
会議費 3,000
旅費交通費 10,000
通信費 60,000
広告宣伝費 0
消耗品費 50,000
印刷製本費 180,000
会場費 5,000
諸会費 92,000
支払手数料 320,000
寄付金 0
負担金 1,020,000
雑費 20,000
管理費計 2,018,000
経常支出合計 8,118,000
経常収支差額 312,000
Ⅲその他資金収入の部
その他収支差額 0
当期収支差額 312,000
前期繰越収支差額 1,185,185
次期繰越収支差額 1,497,185
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・

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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ダラムサラアイキャンプ報告

TURMERICTURMERIC
ネパール・インド　エスニック料理

ターメリック

TEL

URL http://www.turmeric-nepal.comhttp://www.turmeric-nepal.comhttp://www.turmeric-nepal.comhttp://www.turmeric-nepal.comhttp://www.turmeric-nepal.com
0798-56-7786

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口 2-24-28
甲子園口商店街本通沿い（JR甲子園口南口より徒歩６分）

営業時間　ランチ 11：30～14：30　ディナー 17：30～22：00　
定休日：火曜

ターメリック

甲子園口商店街本通沿い（JR甲子園口南口より徒歩６分）

営業時間　ランチ 11：30～14：30　ディナー 17：30～22：00　営業時間　ランチ 11：30～14：30　ディナー 17：30～22：00　
定休日：火曜

国道2号線 尼崎→←神戸

駅前ロータリー

甲子園口３丁目交差点

甲
子
園
口
商
店
街
本
通
り

有料駐車場
ターメリック

JR甲子園口
至神戸 至大阪
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・ 役員・顧問名簿役員・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、鳥取大学医学部臨床教授
副理事長 黒田　真一郎 永田眼科院長
  岡田　明 おかだ眼科院長
理事  浅野　宏規 なめがた地域総合病院眼科
  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
  籠谷　保明 かごたに眼科院長
  柏瀬　光寿 柏瀬眼科院長
  黒住　淑子 故 黒住格前理事長夫人 
  二宮　俶子 二宮眼科 
  橋本　勝利 音戯工房代表
  原　吉幸 原眼科医院副院長、大阪大学医学部臨床教授
  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 医療法人社団吉徳会会長
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 湖崎眼科元理事長
  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、総合病院回生病院眼科
  藤堂　勝巳 兵庫県眼科医会元会長、兵庫アイバンク理事長
  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
  牧野　芳久 なめり牧野眼科院長
  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 
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・活動理念（暫定）活動理念（暫定）

想う　Imagine
  紛争・テロ・貧困・飢餓…。国、民族、宗教、主義そして個人、それぞれのエゴがぶつかり合う…。
それが 21 世紀の現実である。この比較的平和な日本の我々の日常のはるか向こうで、確かに存在して
いる幾千万、幾億もの苦しみや悲しみに想いを巡らせよう。もし自分や自分の家族がその国に生まれ、
自分の生き方さえも選べず不幸のうちに閉じ込められている人間の一人だったら…とありありと想像し
てみよう。
                                                                        

奉仕する　Serve   
　自分の家族の者が目の前で苦しんでいるのを見て、黙って見過ごせる人がいるだろうか。我々は世界
の問題を自分や自分の家族の問題としてとらえ、世界の片隅で悲しみや苦しみを抱えて生きている人々
が少しでも幸せに生きられるよう、何かの形で（我々の得意とする眼科医療の面）で奉仕しようと集まっ
た。金と暇を持て余した人がするのではなく、わずかばかりの無駄を省き、時間を作り、奉仕するので
ある。

尊ぶ　Respect 
  その人の思想、主義、宗教、生まれ、地位や貧富によらず、この地上に生きている一切の人を尊ぼう。
大いなるものの下では、一人ひとりがかけがえのない崇高な命である。たとえテロリストと呼ばれる人
間であっても…
                                              

内省する　Introspect                                                    
　立ち止まってよく考えてみよう。この世界の対立や争いの元は、我々自身の中に巣食っている貪欲で
あり憎悪であり過剰な利己心であることを。人間を不幸に陥れる問題の根は我々自身の中にあり、その
解決への道も我々自身の中にあることを。我々一人ひとりが、心の中に争いの種を持たない、真に優し
い人間にならない限り、平和な世界はやってこないのである。 
                                    

志す　Aim                
　大袈裟かもしれないが、我々の活動は、争いのない幸せに満ちた世界を実現する為の人類の未来をか
けた一つの運動であると考えよう。好きでなくても多少の危険があっても行わなければならない、ヒュー
マニズムに根ざした運動であると位置付けよう。我々地球市民の一人ひとりが、小さな草の根のところ
から立ち上がらねば、この地球は不信と憎悪と暴力の連鎖の中に滅びるであろう。                                                                 

楽しむ　Enjoy
　私達の日々の活動においては、決して怒らず、争わず、大声を張り上げず、眉間に皺を寄せず、辛い
ことを率先して行い、みんなで楽しく和やかに行うことを旨としよう。 そうしてまず、私達の周りの
小さな世界を、争いのない喜びに満ちた世界にするところから始めよう。

我々の目指すもの
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