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巻頭言
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巻頭言

AOCAが活動を始め

てから半世紀が過ぎ

ようとしています。

「継続は力なり」と云

う言葉がありますが、

黒住先生以来、微力な

がらこれまで活動を続

けて来ました。少しの力でも継続することで確

かな形が創られることを期待してきました。こ

の継続こそがAOCAの意図した所と思います。と

はいえ、活動自体が本当にニーズに沿ったもの

であるか？自己満足に陥っていないか？自問す

ることもあります。しかし、引き続きの活動の

継続や新たな活動の要請を受けることを考えま

すと、その活動の成果は少なからず残せたので

はないかと思っています。

今後も今迄同様に微力ながら着実な活動を続

けて行くことがAOCAに課された使命ではないか

と思っています。今年もダラムサラのアイキャ

ンプを続けて行くことは決まっていますが、さ

らなるチベット難民キャンプでの活動について

検討を始める予定です。また、AOCA活動のルー

ツであるネパールでの援助活動についても検討

を始めました。これらの活動を行うにあたって、

AOCAにも若い活力を注入し、更なるパワーアッ

プが必要と思います。是非新しい輪を拡げて行

きたいと思っています。今年もAOCA事務局のメ

ンバー全員でこれまで以上に頑張って行きたい

と思っていますので、皆様のさらなる御協力を

お願いしたく思います。

特定非営利活動法人 アジア眼科医療協力会

理事長 黒田 真一郎



• 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

2016年12月末、インド北西部に位置する山岳地帯ダラムサラで、17回目となるアイキャンプを行っ

た。チベット亡命政府が管轄するDelek病院にて、浅野宏規医師を隊長とし、6名の眼科医を含む10名

からなる医療チームが、150名を診察し、白内障患者57名に無償の手術を行った。

Ⅱ.ネパール震災への復興支援

黒住基金によりネパールのドルカ群に建設したチャリコット大学を2017年1月に訪問し、被災状況

の調査を行い、補修費用の一部支援を決定した。

１．インド・ダラムサラでのアイキャンプとネパール震災支援事業

（1）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〉2016年12月23日～2016年12月31日(現地滞在は7日)

〈背景〉ダラムサラにおいて、チベット人難民の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.プリー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17回目となる。

ダラムサラはインドでも特殊な地域で、ダラムサラに居住するチベット人は難民という社会

的な背景から、また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。

日本眼科医会とファイザー株式会社よりアイキャンプ活動資金の一部の助成を受けている。

〈メンバー〉 〈隊 長〉 浅野 宏規 （なめがた地域医療センター）

〈医 師〉 籠谷 保明 (かごたに眼科)

柏瀬 光寿 （柏瀬眼科）

塚原 林太郎（東京医科大学茨城医療センター）

荒木 敬士 （兵庫医科大学病院）

神田 慶介 (淀川キリスト教病院)

〈看護師〉 小川 統美 （兵庫医科大学病院）

假屋園 佳子（三楽病院）

〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉 田宮 千佳民 （日本アルコン社員）

〈通 訳〉 小川 康 （薬剤師）

〈成 果〉 〈外来患者数〉150名

〈白内障手術〉57名

（2）ネパール震災への復興支援

2015年4月25日にネパールで起こった大震災により被災を受けたドラカ郡に、2003年に立ち上げ

た黒住基金にて建設したチャリコット大学を2017年1月2日に訪問し、被災状況と補修状況の聞き取

りを行った。補修費用の一部を支援することに決定した。
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２０１6年４月１日～２０１7年３月３１日

概 要

Ⅰ.アイキャンプ及び関連事業



• 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.手術消耗品の受入と消費（2016年4月1日～2017年3月31日）

以下の手術消耗品を寄贈いただきました。ご協力ありがとうございます。
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Ⅱ.手術診療機器と手術消耗品の受け入れと設置

２０１６年度事業報告

寄贈年月日 寄贈者 寄贈物品 数量 消費地

2016年
11月

10月

10月

マニー株式会社

参天製薬株式会社

エイエムオー･ジャ

パン株式会社

ｽﾘｯﾄﾅｲﾌ 2.4mm

ｸﾚｾﾝﾄﾅｲﾌﾍﾞﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ2.3mm

15度ｽﾄﾚｰﾄﾅｲﾌ

4-0ｼﾙｸ 3801S

10-0ﾅｲﾛﾝ 1406

眼内ﾚﾝｽﾞ

ｵﾍﾟｶﾞﾝ(1.1ml)

ｵﾍﾟｶﾞﾝﾊｲ(0.85ml)

ｼｪﾙｶﾞﾝ 0.5ml

ｸﾗﾋﾞｯﾄ1.5%	点眼薬

ﾍﾞﾉｷｼｰﾙ点眼液 0.4（10ml）

ﾐﾄﾞﾘﾝP点眼薬

ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ眼軟膏

ﾋｰﾛﾝV	0.6 眼粘弾剤 2.3%

ﾄｯﾌﾟ注射針 直針 27G	27mm

2箱

7箱

4箱

1箱

1箱

100枚

35本

50本

10本

10本

5本

10本

20本

5本

200本

ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ﾀ ﾞ ﾗ ﾑ ｻ ﾗ ｱ ｲ ｷ ｬ ﾝ ﾌ ﾟ

〃

〃

〃

〃

ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ﾀ ﾞ ﾗ ﾑ ｻ ﾗ ｱ ｲ ｷ ｬ ﾝ ﾌ ﾟ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ﾀ ﾞ ﾗ ﾑ ｻ ﾗ ｱ ｲ ｷ ｬ ﾝ ﾌ ﾟ

〃

1.定期総会の開催

日時：平成28年5月14日（土）17：30～18：30
場所：大阪聖パウロ教会 １階集会室

2.理事会の開催

1）第１回理事会
日時： 平成28年5月14日（土）15：30～17：30
場所： 大阪聖パウロ教会 1階集会室

2)	第２回理事会
日時：平成29年2月4日（土）17：30～18：30		
場所：大阪聖パウロ教会 1階集会室

3.アイキャンプ報告会
日時：平成29年2月4日（土）18:40～19:40
場所：大阪聖パウロ教会 1階集会室



• 概要

Ⅰ.インド ダラムサラアイキャンプと現地支援事業
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２０１６年度事業報告

バザー出店 ※バザー用品のご提供・販売にご協力いただいた皆様、ありがとうございます。

2017年3月25日（土）『西宮市NPOフェスティバル』に於いてバザーで参加し、収益が合計46,620円と

なりました。また、インド・ネパール料理店「ターメリック」の協力を得てカレーも販売し、集客に

努めました。

バザーの開催に際して多くの方々のご協力をいただきました。

バザー品提供者：浅野宏規、井口絹江、井口博之、大久保勝代、籠谷保明、柏瀬光寿、黒住淑子、

二宮俶子、松本英樹、山下次子

バザー当日協力者：井口絹江、井口博之、大久保勝代、黒住淑子、山下次子 （敬称略）

西宮市六湛寺公園でのバザーのようす
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• 概要

Ⅰ.インド ダラムサラアイキャンプと現地支援事業

２０１７年４月１日～２０１８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、浅野理事を隊長とし、継続する。

2)ネパールアイキャンプは、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。

4）南インドのアイキャンプ候補地がアイキャンプに適しているか否かを見極めるために視察に

赴く。

※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つの目的で行っていこうと考えている。

Ⅱ. ヒマラヤアイホスピタル支援

ヒマラヤアイホスピタルが主催して、当該眼科病院近郊で行われる眼科に関する研修プログラム、

調査、ならびにアイキャンプ等の支援を行う。

1.	インド・ダラムサラアイキャンプ

a)第18回ダラムサラアイキャンプ

今年も浅野理事を隊長として、2017年12月下旬（診療および手術はそのうち5日）を予定している。

2. ネパールアイキャンプ支援

ネパールの病院や団体が主催するアイキャンプに資金及び人材支援を行う。

3.	海外からの外国人眼科医の受入れ（日本での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か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要請があれば実施する。

4．南インドへアイキャンプの調査

デレク病院の元眼科助手であるテンジン氏が、現在眼科助手として南インドの病院に勤務している。

南インドに、アイキャンプを行う必要のある地域があるかどうかの調査をするために、籠谷理事と

柏瀬理事の2名が12月末、当該地域に赴く。

Ⅱ.ヒマラヤアイホスピタル支援

ヒマラヤアイホスピタルのインドラ医師から提案のあった下記の４つの事業の支援を行う。

1.	ネパール国内のパラメディカル（眼科助手、眼科医療従事者等）の研修

2.	中国と国境を接する医療の行き届かない地域の住民に対するアイキャンプ活動

3.	ネパールアイホスピタル周辺の数村を対象にした眼科疾患に関する調査

4．角膜移植部門、緑内障部門、子供の眼疾患部門の強化事業

Ⅰ.アイキャンプ及び関連事業



• 概要
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２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日

特定非営利活動法人アジア眼科医療協力会

2016年度 活動計算書
2016年04月01日～2017年03月31日 （単位：円）

科目 金額

Ⅰ．経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 930,000

賛助会員受取会費 360,000 1,290,000

２．受取寄付金

受取寄付金 1,168,000

募金収益 77,943

ネパール寄附金 87,000

広告料 16,200 1,349,143

３．受取助成金等

兵庫県眼科医会 50,000

ファイザー助成金 60,000

日本眼科医会 500,000 610,000

４．事業収益

ﾀﾞﾗﾑｻﾗｱｲｷｬﾝﾌﾟ活動事業収益 1,050,000 1,050,000

５．その他収益

受取利息 40

雑収益 115,841 115,881

経常収益合計 4,415,024

Ⅱ．経常費用

１．事業費

（1）人件費

給料手当 700,000

人件費計 700,000

（2）その他経費

旅費交通費 1,344,268

滞在費 69,995

レンタル料 37,142

消耗什器備品費 27,030

保険料 70,000

支払地代家賃 252,000

支払手数料 29,822

支払寄付金 100,000

雑費 23,211

その他経費計 1,953,468

事業費計 2,653,468

２．管理費

（1）人件費

給料手当 300,000

法定福利費 2,796

人件費計 302,796

（2）その他費用

旅費交通費 600

会議費 2,848

会場使用料 16,000

通信運搬費 205,991

消耗品費 4,705

事務用品費 12,503

印刷製本費 68,585

支払地代家賃 108,000

委託費 20,000

諸会費 85,000

支払手数料 28,938

雑費 6,200

その他費用計 559,370

管理費計 862,166

経常費用計 3,515,634

当期経常増減額 899,390

税引前当期正味財産増減額 899,390

当期正味財産増減額 899,390

前期繰越正味財産額 2,040,686

次期繰越正味財産額 2,940,076



• 概要
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２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日

１．重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計
基準協議会）によっています。

（１）消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目 科目名 合計 ダラムサラ 現地
管理運営
部門

Ⅰ．経常収益

１．受取会費 1,290,000 0 0 1,290,000

２．受取寄付金 1,349,143 0 87,000 1,262,143

３．受取助成金 610,000 560,000 0 50,000

４．事業収益 1,050,000 1,050,000 0 0

５．その他収益 115,881 0 0 115,881

経常収益計 4,415,024 1,610,000 87,000 2,718,024

Ⅱ．経常費用

(1)人件費

給料手当 1,000,000 700,000 0 300,000

法定福利費 2,796 0 0 2,796

人件費計 1,002,796 700,000 0 302,796

(2)その他経費

旅費交通費 1,344,868 1,344,268 0 600

滞在費 69,995 69,995 0 0

レンタル料 37,142 37,142 0 0

消耗什器備品
費

27,030 27,030 0 0

保険料 70,000 70,000 0 0

支払地代家賃 360,000 252,000 0 108,000

支払手数料 29,822 29,822 0 0

雑費 23,211 23,211 0 0

支払寄付金 100,000 0 100,000 0

会議費 2,848 0 0 2,848

会場使用料 16,000 0 0 16,000

通信運搬費 205,991 0 0 205,991

消耗品費 4,705 0 0 4,705

事務用品費 12,503 0 0 12,503

印刷製本費 68,585 0 0 68,585

委託費 20,000 0 0 20,000

諸会費 85,000 0 0 85,000

支払手数料 28,938 0 0 28,938

雑費 6,200 0 0 6,200

その他経費計 2,512,838 1,853,468 100,000 559,370

経常費用計 3,515,634 2,553,468 100,000 862,166

当期経常増減額 899,390 -943,468 -13,000 1,855,858

３．使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は2,940,076円ですが、
そのうち69,053円はネパール震災支援に使用される財産です。したがって、使途の制約されて
いない正味財産は2,871,023円です。

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

ネパール支援 82,053 87,000 100,000 69,053
ネパール震災支援のための
寄附金

日本眼科医会 0 500,000 500,000 0ダラムサラアイキャンプのための補助金

ファイザー㈱ 0 60,000 60,000 0ダラムサラアイキャンプのための寄附金

合計 82,053 647,000 660,000 69,053



• 概要
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２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日

													特定非営利活動法人アジア眼科医療協力会

1,964,169
1,024,158

2,988,327

（1）有形固定資産
80,000

1
	有形固定資産合計 80,001

（2）無形固定資産
72,000

	無形固定資産合計 72,000
152,001

3,140,328

192,581
7,671

200,252
200,252

2,040,686
899,390

2,940,076
3,140,328

　　流動資産合計

2016年度　貸借対照表
																														2017年3月31日現在																					(単位：円)

科　　目 金　　額
Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金預金

前払金

２．固定資産

　　　寄贈物品

　　　什器備品

　　　電話加入権

　　固定資産合計

　資産合計

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

未払金

預り金

　　流動負債合計

　　負債及び正味財産合計

　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　　前期繰越正味財産

　　当期正味財産増減額

　　正味財産合計



• 概要
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２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日

活動予算書 （単位：円）

科目 予算額

1.経常増減の部

受取会費

正会員受取会費 1,000,000

賛助会員受取会費 400,000

受取会費計 1,400,000

受取寄付金

受取寄付金 1,200,000

募金収益 100,000

ネパール寄附金 100,000

広告料収益 16,200

受取寄付金計 1,416,200

受取助成金等

受取民間補助金 50,000

受取民間助成金 560,000

受取助成金等計 610,000

事業収益

ダラムサラアイキャンプ活動事業 1,000,000

事業収益計 1,000,000

その他収益

受取利息 100

雑収益 200,000

その他収益計 200,100

経常収益合計 4,626,300

(2)経常費用

事業費

【人件費】

給料手当 700,000

【人件費計】 700,000

【その他費用】

旅費交通費 1,500,000

滞在費 80,000

レンタル料 40,000

通信運搬費 1,000

消耗什器備品費 30,000

保険料 80,000

支払地代家賃 322,000

支払手数料 30,000

支払寄付金 100,000

新規事業費 500,000

雑費 20,000

【その他費用計】 2,703,000

事業費計 3,403,000

管理費

【人件費】

給料手当 300,000

法定福利費 5,000

【人件費計】 305,000

【その他費用】

旅費交通費 1,000

会議費 3,000

会場使用料 16,000

通信運搬費 250,000

消耗什器備品費 10,000

消耗品費 10,000

事務用品費 10,000

印刷製本費 100,000

支払地代家賃 138,000

委託費 30,000

諸会費 85,000

支払手数料 30,000

租税公課 2,500

予備費 100,000

雑費 30,000

【その他費用計】 795,500

管理費計 1,100,500

経常費用合計 4,503,500

当期経常増減額 122,800

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益合計 0

(2)経常外費用

過年度損益修正損 0

経常外費用合計 0

税引前当期正味財産増減額 122,800

当期正味財産増減額 122,800

前期繰越正味財産額 2,940,076

次期繰越正味財産額 3,062,876
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理 事 長 黒田 真一郎 永田眼科院長

副理事長 松本 英樹 眼科松本クリニック院長

岡田 明 おかだ眼科院長

理 事 浅野 宏規 なめがた地域医療センター

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 松田アイクリニック院長

監 事 藤原 りつ子 医療法人社団吉徳会会長

会 長 飽浦 淳介 鳥取大学 次世代高度医療推進センター特任教授

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

西田 武 一燈園 当番

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婦長



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。

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。

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。

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。

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。

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。

—我々のめざすもの—
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・2015年4月25日に発生したネパール大地震のために、2016年度に皆さまからお寄せいただきました

寄附金は、黒住基金記念大学（ゴーリシャンカール大学、通称チャリコット大学）の補修工事の支援

にあてさせていただきます。

アジア眼科医療協力会が、ネパール大震災の影響が大きかったドラカ郡に黒住基金で建設したチャリコット

大学から支援の依頼を受け、2017年1月に現地を訪問しました。すでに補修工事は終えていましたが、開校当

初は750名であった生徒数が200名近く増加しており、新たに校舎の増設をしたり、仮設の校舎を建設して対応

されていた。また政府から大学の敷地に隣接する土地を提供されており、今後ますます増え続ける生徒数に対

処する準備をされていた。

AOCAは教育施設の充実は重要であると考え、皆さまから震災支援としてお寄せいただいた寄附金を、チャリ

コット大学の補修費用の一部としてあてさせていただくことに致しました。ここにご報告いたします。

・2017年5月13日の総会にて顧問・理事・名誉会員に異動がありました。

退任：藤堂 勝巳顧問 服部 吉幸顧問

就任：平松 邦夫顧問 佐堀 彰彦顧問

大橋 敏夫名誉会員

川邨 夫美子理事

・事務局の住所とファックス番号の変更のお知らせ

事務局は7月15日に下記の住所に移転しました。移転に伴いファックス番号も変更いたしました。

旧住所：〒663-8112 兵庫県西宮市甲子園口北町24-13

⇒ 新住所：〒663-8104 兵庫県西宮市天道町7-10 ハイム天道105号

旧FAX番号：0798-67-3821 ⇒ 新FAX番号：0798-67-3823
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特定非営利活動法人

アジア眼科医療協力会
Association for Ophthalmic Cooperation in Asia

〒663-8104 兵庫県西宮市天道町7-10	 105号
電話0798-67-3821 FAX0798-67-3823
URL:		http://www.aoca.jp/
E-mail: info@aoca.jp

ダラムサラのバザール


