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フィリピン台風30号で活動した現地協力者とともに

　　　　　　　しイテ島タクロパン市にて

平成25年度も多くのみなさまの温かいご支援により様々な事業を実施することがで=きましだふ

ここに感謝とともにご報告いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　七言隨言をll説｡-F=



Ｉメティラ郡暴動被災者に対す
　る緊急支援活動

　　　　避難所に建設したシェルター

◇実施場所　ミャンマー連邦メティラ郡

◇実施期間

　2013年３月29日～2013年６月12日

◇派遣者　江橋　裕人　AMDA社会開発

機構ミャンマー事務所駐在　事業統括／鈴

木梓　AMDA社会開発機構ミャンマー事

務所駐在　業務調整員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　同上

◇事業内容

　2013年３月20日ミャンマー中部メティ

ラ郡において、資金屈居での異教徒間の

争いが暴動に発展し、周辺地域にも拡大し

た。３月22日夜にはティンセイン大統領

により、メティラ郡を含むメティラ県内４

郡に対して非常事態宣言が発令された。こ

の暴動による被害は、死亡者数43人、負

傷者数61人、被害家屋1､594棟、被災者

12､846人にのばった(2013年４月４目付

ミャンマー政府発表)。

　AMDAは、ミャンマー保健省ウィンミン

副大臣からの要請を受けて、３月28日に

AMDA社会開発機構ミャンマー事務所職

員からメティラ県病院へ医薬品や燃料等の

寄贈を行った。その後のニーズ調査で避難

所におけるトイレの数が不足していること

が明らかになったことから、４月８日から

12日まで簡易トイレ30基の建設を行った。

更に、新学期に合わせて学校に避難してい

た被災者が移動しなくてはならなくなった

ため、５月16日から被災者用の居住シェ

ルター３棟を建設した。 AMDAが建設した

３棟のシェルターのうち２棟は、メティラ

スタジアム避難所(1179人収容)へ建設し、

２棟で合わせて25世帯66人が収容できた。

残りの１棟は新たに避難所になったチャウ･

ピュー僧院避難所(440人収容)へ建設し、

AMDAのシェルターに10世帯50人が収

容された。暴動発生から２ヶ月が経過して

も、政府による住居の再建計画などは進ま

ず、避難所生活は長期化していた。健康状

態の悪化が懸念される中、避難所内に設置

されたクリニックでは、地元の看護師が検

診、医薬品の処方を行い、体調不良者の対

応を行った。

また、避難者たちが自ら、簡易トイレ用の

水をタンクで常備するなど、被災者による

良好な衛生環境維持のための取り組みが行

われた。

◇受益者の声

　避難所の人々からは「これまでは長い

列を作って順番を待たないといけなかった

が、トイレの数が増えたのでそんな心配も

なくなった。少しずつ避難所の環境が改善

されて、嬉しい｡」と声をかけられ、小学

校のキャンプ管理委員会委員長からは「作

りが不十分ですぐに不衛生になってしまっ

たトイレもある中、臭いが出ないデザイン

で建設されているアムダのトイレにとても

満足している｡」と感謝の言葉を頂いた。

◇現地協力機関

　ミャンマー保健吉ウィンミン副大臣、保

健吉公衆衛生局長、メティラ県病院

Ｉ中国四川省地震に対する
　緊急救援活動

　　　　　準備した支援物資の出発式

◇実施場所　中国四川古雅安市蘆山県

◇実施期間　2013年４月23日～４月30日

◇派遣者　笹山徳治　調整員AMDA参与

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　調整員１名、地元ボランティア６名

◇事業内容

　2013年４月20日現地時間午前８時頃

に中国四川省で発生したM6.6の地震によ

り、死者は200名近くに上り、１万人以上

が負傷、200万人以上が被災した。 AMDA

は現地での活動の可能性を探るため、４月

23日に調整員１名を派遣した。

蘆山県周辺は標高2000メートルを超える

高山地帯であり、地震の後の強い雨による

土砂崩れの発生や、頻発する余震が道路の

寸断などを招き、さらに救援活動を難しく

していた。

　笹山調整員は、到着翌日の24日、現地

協力団体である四川省人民対外友好協会と

合流し、成都市内にあり、被災地の中学生

400名をいち早く受け入れ、授業の再開や

避難所を提供していた西南財経大学などを

訪れた。ここでは、2008年の四川古大地

震の支援活動の一環でAMDAが養成した

心理カウンセラー活動が目覚ましく、人材

育成が中長期的に見て、被災者のための医

療支援活動につながることを再確認するこ

とができた。

　被災地へ続く道路は、優先車両の通行の

ため中国政府の厳重な管理下に置かれてお
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り、支援物資・人員の流人も制限されてい

るため、支援活動の実施は難しいと判断。

購入した麺などの食品の支援物資は、仕分

け作業をしたのち、後日現地協力団体を通

じ被災地に届けられた。また、四川省人民

対外友好協会に青少年教育のための義損金

を手渡した。当協会は、中国政府の半官組

織で、永年に渡りアジアの人民間交流をし

ている団体である。

◇受益者の声

　民間団体であるAMDAが一番先に激励

に駆けつけてくれたことに感謝します。

◇派適者の声

　過去のAMDAの支援活動により育成し

たカウンセラーの活躍を聞き、改めて災害

被災者に対する心のケアができる人材の育

成が必要と感じた。

◇現地協力機関

　四川省人民対外友好協会ほか

・バングラデシュ・ビル倒壊
　緊急支援活動

被災者に声をかけながら支援物資を渡すAMDA看護師

◇実施場所

　バングラデシュ・ダッカ州サバール

◇実施期間　2013年５月３日～５月９日

◇派遣者

　山崎希　看護師　AMDA本部職員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA派遣者１名およびAMDAバング

ラデシュ支部　医師、調整員ほか医療ス

タッフ約30入

◇事業内容

　2013年４月24日、バングラデシュの

首都ダッカの郊外にある縫製工場が入る複

合ビルが崩壊した。この大惨事による死者

は、捜索活動が終了した５月13日までに

1100名以上､負傷者は2500名以上に上っ

た。

　このビル崩壊のニュースを受けてAMDA

バングラデシュ支部と日本バングラデシュ

友好病院（JBFH）は合同緊急医療支援チー

ムの派遣を決定。翌25日、医師、看護師

を含む医療スタッフ３名からなるチームを

結成し、救急車を使った患者の緊急搬送や

救助活動、献血の呼びかけを行った。事故

直後から緊急救援活動に参加した病院は、

JBFHのみであった。

　AMDA本部は、AMDAバングラデシュ

支部の活動を支援するため､看護師を派遣。



生存者が収容されている病院では、医薬品

の支援は過剰にあるが、栄養給食に限界が

あるとの情報を受け、入院加療中の被害者

に対して、高タンパク質栄養補助食を、生

存者が収容されている３つの病院を廻り、

患者一人一人に手渡した。生存者の中に

は、この事故で一緒に働いていた肉親を亡

くし、涙ながらに事故当時の状況を訴える

方もいた。

　さらにAMDAバングラデシュ支部と

JBFHは現地のニーズを受け、６月７日、

追加支援としてビル崩壊による被災者への

診療活動と薬の配布、食糧支援を行った。

当日は、AMDAバングラデシュ支部長を中

心とした、医師・看護師などの医療スタッ

フ30名からなる医療チームが結成され、

ビル崩壊現場のあるサバール地区のSavar

Adhar Chandra Model 高校にて、診療、集

団心理療法、薬の無料配布などの医療支援

が行われ、約400名の患者が治療を受け

た。食糧支援においては、米800kgと豆

200kgを配布した。

◇受益者の声

　遠くから助けに来てくれてありがとう。

一緒に神に祈ってくださいね。　　　゛

◇現地協力機関

　AMDAバングラデシュ支部、日本一バン

グラデシュ友好病院（JBFH）

・バングラデシュ・サイクロン
　緊急支援活動

　　　　　　支援物資提供の様子

◇実施場所　バングラデシュ・チッタゴン

管区コックスバザール県タクナフ郡、バリ

サル管区パトウアカリ県のカラパラ郡

◇実施期間　2013年５月14日～５月19日

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAバングラデシュ支部、日本一バン

グラデシュ友好病院（JBFH）

◇事業内容

　バングラデシュ南西部沿岸に５月15日

深夜から16日にかけて上陸したサイクロ

ン・マハセンに対して、バングラデシュ政

府は24時間緊急救援チームの派遣待機要

請を発令した。

　これを受けて、AMDAバングラデシュ支

部は、日本バングラデシュ友好病院と合同

緊急支援チームを編成し、サイクロンの予

報に合わせて即座に被災が予想されるエリ

アヘと移動した。

　サイクロンの被災地最前線に向かった第

１次派遣としては、チッタゴン管区コック

スバザール県タクナフ郡に入った。タクナ

フでは、サイクロン通過前に現地入りでき

たため、チームは地方自治体や政府機関、

他のNGOチームと共同で､低地に住む人々

のために安分院の確保された避難場所の提

供を中心に３日間の活動を行った。

　サイクロン通過後の５月18日には、第

２次派遣として、被害状況や交通事情など

を加味して第１次派遣チームとは別の地域

に入った。被害の大きかったエリアの一つ

であるバリサル管区パトゥアカリ県のカラ

パラ部で状況調査。約10､620人が被災し、

2､300棟が全壊、4､200棟が半壊のという

状況が明らかとなった。

　翌日はカラパラ郡にて終日に渡り緊急医

療支援活動を実施した。医療チームは200

人の患者の問診と医薬品の提供を行った。

また米フレークや糖蜜などの食品、男女の

民族衣装やろうそく、マッチなどの生活支

援物資の提供を行った。

◇派達者の声

　私たちAMDAバングラデシュ支部と日

本一バングラデシュ友好病院(JBFH)は｢聞

かれた相互扶助プパートナーシップ｣｢ロー

カルイニシアチブ｣の精神に基づいて活動

を行っている。これらの理念に基づき、今

後もいかなる緊急事態でも必要があれば、

国内及び国境を越えて困っている地域に緊

急医療支援を提供していきたいと考えてい

る。

◇現地協力機関

　バングラデシュ政府、AMDAバングラデ

シュ支部、日本一バングラデシュ友好病院

(JBFH)

■インド北部洪水被災者に対す
　る緊急支援活動

　　　　　　支援物資贈呈式の様子

◇実施場所　インド・ウッタラカンド州

　チャモリ県ジョシマス市

◇実施期間　2013年６月20日～６月27目

◇派遣者　ニティアン・ヴィーラヴァーグ

　調整員　AMDA本部職員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　WESAF(Water Earth Sky Air and Fire-

Rve Major Elements of the World)

◇事業内容

　2013年６月中旬インド北部ウッタラカ

ンド州で80年ぶりの豪雨による洪水が発

生し、首都デリーを含む広域で深刻な被害

を引き起こした。６月27日の時点で政府

は洪水による死者が560人と発表したが、

地元テレビ局は死者が３万から５万人と報

道した。洪水の影響により、道路や橋など

の主要インフラが流され、軍のヘリによる

避難民の救助活動は非常に難航した。

　AMDA本部職員でインド北部ブッダガ

ヤに出張中だったニティアン・ヴィーラ

ヴァーグ調整員は、発生直後の６月20日

にAMDAインド支部や現地協力者との連

絡調整を開始し、被害状況の情報収集を実

施。 26日には、ブッダガヤからデリーに移

勤し、翌日空路でウッタラカン円ヽﾄ|都のデ

ヘラードウーンに到着した。 27日、被災

地ウッタラカンド州を中心に活動している

ローカルNGOrWESAF（Water Earth Sky

Air and Fire-Five M俐or Elements of the

World）」と合流し、共に、被害の大きかっ

たウッタラカンド州チャモリ県ジョシマス

市での緊急医療支援活動を計画した。しか

しながら度重なる豪雨により道が寸断され

たため、ジョシマト市での活動は中止を余

儀なくされた。この支援のために用意した

医薬品や食糧はWESAFに贈呈し、今後の

支援活動などの際に役立てられる。

◇現地協力機関

　治安部隊シャストラシーマバル（SSB）

軍、WESAF（Water Earth Sky Air and

Fire-Five M司or Elements of the World）、

AMDAインド支部

・山口・島根豪雨緊急支援活動

　　　物資を乗せたトラックで総社市を出発

◇実施場所　島根県津和野町、山口県山口市

◇実施期間　2013年７月30目

◇派遣者　岩本智子　看護師（米国ライセ

　ンス）AMDA本部職員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA派遣者および岡山県総社市役所

職員４名

◇事業内容

　2013年７月28目に山口北西部および

島根県南東部を豪雨が襲った。県内を流

れる川は一気に増水し、土砂災害や川の氾

濫が相次いだ。住宅の浸水被害も多く、さ

らに各地で道路が寸断されているほか、一

部では線路も流されるなど甚大な被害が出

た。

このような状況を受け、総社市が甚大な被

害を受けた山□県山口市、島根県津和野

町への支援を決定したことから、AMDAグ
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ループとの多文化共生に関する協定に基づ

き合同緊急支援活動が決定した。 AMDAか

らは１名の看護師を派遣し、医療支援物資

を中心とする物資の提供を行った。７月30

日（火）午前９時に総社市・ＡＭＤＡ合同

チームは総社市役所を出発し、豪雨で多大

な被害を受けた山□市阿東総合支所と島根

県津和野町役場に支援物資を届けた。

　山口市阿東総合支所に到着した総社市・

AMDA合同チームは、経口補水波や薬、衛

生用品など支援物資の贈呈を行った。豪雨

発生から初期段階での支援であったため歓

迎された。

　山口市阿東地区では８地域のうち５地

域の住民が断水生活や避難所生活をして

いた。また断水のため、給水車で水を提供

する状況が続いているが高齢者は水を取

りに行くことが困難で地域のボランティア

スタッフなどが手助けをしている状況だっ

た。

　島根県津和野町役場に向かう陸路では、

アスファルトが白く泥が残っている状態で、

冠水した跡が至る所で見られた。島根県津

和野町役場に到着すると、同様に役場の方

に支援物資を手渡した。島根県津和野町で

は、町内７ヵ所の避難所に101人が避難し

ており、孤立していた地区の人々に防災ヘ

リによる救助活動が行われていた。寸断さ

れた道路の復旧作業や行方不明者の捜索活

動も行われていた。

　後日、この活動に対し、島根県津和野町

長および山口県山口市長から感謝状が授与

された。

◇受益者の声

　遠方からわざわざ物資を届けてくださ

り、ありがとうございました。使わせて頂

きます。

・アフガニスタン・シャカルダ
　ラ洪水に対する緊急救援

　　　　　　無料診療活動の様子

◇実施場所　アフガニスタン・カブール州

　シャカルダラ県

◇実施期間　2013年８月22日～９月３日

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAアフガニスタン支部、日本アフガ

ニスタン友好病院の医師２人､看護師１人、

薬剤師１人、調整員１人

◇事業内容

　2013年８月初旬から降り始めた大雨は、

アフガニスタンのカブール県シャカルダラ

４一sogo・匈a

で洪水を引き起こし、この土石流により22

人が死亡した。被災者は30､000人に上り、

完全に崩壊した民家は18棟、一部崩壊し

た民家は214棟だった。

　この状況を受けて、AMDAアフガニスタ

ン支部と日本アフガニスタン友好病院は、

医師２名、看護師１名、薬剤師１名と記

録係からなる医療チームを派遣することを

決定。 AMDAは、これらの活動に対し資金

的な支援を決定。これにより、医薬品・医

療器具の調達や現地での移動手段の確保が

可能となった。

　AMDA医療チームによる無料診療では、

８月22日から25日の４日間で663人に

診療と薬の処方を行った。主な疾患は、急

性上気道感染症､下痢症､赤痢､尿路感染症、

眼科疾患。災害直後に支援が不足する中で

AMDA医療チームが医療支援を行ったこと

は、被災者の方に大変喜ばれ、被災者の方

に安心感を与えることができた。

　洪水発生から１か月が経過すると、様々

なNGOによる救援物資も行きわたり、

政府による復興支援の準備も始まった。

AMDAアフガニスタン支部・日本アフガニ

スタン友好病院の医療チームは、９月３日

に約２週間に渡るシャカルダラ県の洪水被

害に対する支援活動を終了した。

◇現地協力機関

　AMDAアフガニスタン支部、日本アフガ

ニスタン友好病院

■フィリピン・ルソン島
　台風洪水緊急救援活動

　　　　物資の配布を行うAMDA調整員

◇実施場所　フィリピン・ブラカン州ハゴ

ノイ地区

◇実施期間　2013年８月24目～８月30日

◇派遣者　山崎希　看護師　AMDA本部

職員／占谷　ミラソル　調整員　岡山倉敷

フィリピーノサークルアドバイザー

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA派遣者２名およびフィリピン軍

(AFP Reserve Command)、バランガイ・ヘ

ルスワーカー、現地NGOvoice of the Next

Generation:、現地ボランティアなど

◇事業内容

　フィリピン北部・首都マニラのあるルソ

ン島で、2013年８月18日、台風と季節

風の影響で降り出した大雨の影響が深刻な

洪水被害をもたらした。被害は、マニラ首

都圏を中心に18州37市155もの自治体
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に及び、死者25名、約65万世帯、300

万人が被災した。

　AMDAは､協力団体のフィリピン軍から、

被害の連絡と支援要請を受け、24日に看

護師、調整員２名から成る医療チームの派

遣を決定。フィリピン軍と協働で医療支援、

物資支援を行った。

　フィリピン軍の調査結果を受け、最も被

害が大きく、依然として浸水したままのマ

ニラ郊外のブラカン州ハゴノイ地区での支

援を決定。ここは、被害が大きかったにも

かかわらず、支援がほとんど届いていない

地域であったため、ハゴノイ地区タンポッ

ク村を中心に５村1009世帯に対し､水･米･

缶詰・インスタント麺・クラッカー・イン

スタントコーヒーを一袋として、最も支援

が必要な家族を中心に、支援物資を配布す

ることができた。

　医療支援活動では、フィリピン軍の医師

２名、看護師、AMDA看護師と村のヘルス

ワーカーが中心となり、約２時間余りの間

に210名の患者を診察し、薬を処方した。

災害発生後、この地域での医療支援は初め

てであり、被災者からは感謝の言葉が聞か

れた。診察を受けた患者の主な症状は、上

気道感染症、皮膚感染症、下痢症、栄養

不良などで、中には、薬が手に入らないた

めに慢性的な疾患が悪化する患者も見られ

た。 AMDA医療チームは残った医薬品を

フィリピン軍に寄贈し、帰国の途についた。

　AMDA医療チームの帰国後の31目、ヌ

エヴァ・エチハ州ラウール地区シクロン

村の小学校でフィリピン軍医療チームは、

AMDAから提供された医薬品を使用し、医

療支援を実施することができた。

◇受益者の声

｢こんなにたくさんの支援は初めて。早く子

供にクラッカーを食べさせたい｡｣

｢医療支援は今までで初めて。本当にあり

がとう！｣

◇現地協力機関

　AFP Reserved Command

　現地NGO : voice of Next Generation

・パキスタン南西部地震に対す
　る緊急支援活動

　　　負傷した子供を見舞うAMDA看護師

◇実施場所

　パキスタン・イスラム共和国カラチ

◇実施期間　2013年９月27日～10月５目

◇派遣者　岩本智子　看護師（米国ライセ



ンス）AMDA本部職員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA看護師１名およびNRSP（National

Rural SuPPort Programme）バロチスタン

州事務所職員２人

◇事業内容

　パキスタン南西部のバロチスタン州で

2013年９月24日にマグニチュード7.7の

地震が発生した。現地協力団体NRSPの初

期調査によると、人口密度が低い地域にも

関わらず574人が死亡､632人が負傷した。

この情報を受けAMDAは、27目に看護師

１名をバロチスタン州に隣接するカラチに

派遣し、28日からカラチを拠点に調査を

開始した。

　バロチスタン州は治安土の問題から同

国人も入域に危険を感じるという地域であ

り、被災地には診療可能な医療機関がほ

とんどないことから、負傷者はトラックな

どに乗ってカラチ市内の病院を受診してい

た。国立病院ジナ大学院医療研究所では約

60人の被災者が着の身着のままトラック

などに乗り乗院していた。患者は女性や子

どもが多かった。これは地震が発生した時

間に男性は外出しており、女性や子どもが

家にいたためだった。家屋の下敷きになっ

たことによる、四肢の骨折や脊椎損傷、内

臓損傷が多くみられた。病院に乗ている被

災者は地震で家族を亡くした人も多く、特

に家族を失った子どもの精神的ダメージが

大きかった。私立のアガカーン病院では、

市民病院から２人の重症患者が搬送されて

きていた。

　病院では患者と付添者に無料で水や食糧

を提供していることから、AMDAはジナ大

学病院医療研究所へ水などの支援物資を寄

付した。さらに現地協力団体のNRSPを通

じてアワラン県のアワラン地区にて、小麦、

米、砂糖、紅茶、豆などの食料パック300

セットを被災者に配布した。また、被災地

では多くの家屋が崩壊し、被災者の住居の

需要が高いことから、アワラン地区の最も

被害の大きかった貧困に苦しむ10家族を

対象に竹製の仮設テントを支援した。

◇受益者の声

　わざわざ日本からありがとう。白分たち

が忘れられていないと思うと嬉しい。

◇現地協力機関

　NRSP（National RuraI SuPPort

Programme）、ジナ大学病院医療研究

所（JPGMI: Jinah Post Graduate Medical

lnstitute）、アガカーン病院

・フィリピン・ボホール島地震

　緊急救援活動

◇実施場所　フィリピン・ボホール島

　マリボホック地区

◇実施期間　2013年10月20日～10月

27日、11月～現在（復興支援）

◇派遣者　山崎希　看護師　AMDA本部

職員／古城デイジー　調整員　岡山倉フィ

　　　　支援物資を手渡すAMDA看護師

リピーノサークル顧問

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA派遣者２名およびフィリピン軍

◇事業内容

　2013年10月15日、フィリピン･ボホー

ル島のカルメンを震源とするマグニチュー

ド7.1の地震が発生した。この地震による

被害は、死者215名、負傷者760名、建

物被害は全半壊合わせて約58､000棟にの

ぼり、被災者は、約332万名、約67万世

帯となった。

　フィリピン海軍予備軍（NAVRESCOM）

からの支援要請を受け、AMDAは看護師、

調整員２名からなる医療チームの派遣を決

定。 22目に現地入りしたAMDAチームは、

最も被害の犬きかったエリアを廻り、まず

は支援の状況や被災者のニーズを調査にあ

たった。

　ニーズ調査を行ったところ、フィリピン

保健省による無料医療支援、様々な団体や

個人による水や食料品の支援が各地で行わ

れていた。しかしながら、ビニールシート

を張っただけの簡素なテント生活を強いら

れている避難民の数に比べ、トイレなどの

衛生設備が極端に少なく、集団生活の中で、

感染症が増加しつつある状況が判明した。

そこで、AMDAは衛生物資を配布すること

を決定。大入用歯ブラシ２本、子供用歯ブ

ラシ１本､歯磨き粉１本､シャンプー15パッ

ク（小）、石鹸２個、洗濯用固形洗剤、洗

濯用粉石けん１袋、手指消毒用アルコール

ジェル１本を１セットとし、1000世帯分を

準備した。その衛生物資は、支援場所のマ

リボホック町で、各バランガイ（集落）に

平等に配分され被災者のもとに届けられた。

　また、フィピン台風30号の通過直後の

11月にもマリボホック町を訪れ、学校の再

開が遅れる子どもたちのために文具を寄贈

した。

　さらに12月のクリスマス前には、マリ

ボホックの小学校６年生以下の子供たち

約3､300名に、スナックやチョコレート、

ジュースなどの入ったギフトパックを準

備。被災した子供たちに、ささやかなクリ

スマスプレゼントを届けた。

◇受益者の声

「こういう支援物資は初めてもらった」「こ

ういうのが本当に必要だったんだ」

「今年はもう、クリスマスはあきらめていた。

ありがとう｡」

◇現地協力機関

フィリピン海軍予備隊The Nava1 Reserve

Command(NAVRESCOM)

フィリピン海軍東ビサヤ予備隊the Naval

Force Eastem visayas Reserve (NFEVR)、

マリボホック町

・インドネシア・スラウェシ島

　洪水緊急医療支援活動

　　　巡回診療を行うAMDA医療チーム

◇実施場所　インドネシア・スラウェシ島

　北スラウェシ州マナド市

◇実施期間　2014年１月19日～１月23日

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAインドネシア支部医師２名　看

護師１名

◇事業内容

　インドネシア・スラウェシ島の北部のマ

ナドでは、2014年１月12日から15目ま

で降り続いた大雨により、洪水や土砂崩れ

などの深刻な被害がでる事態となった。

　この洪水・土砂災害は８つの県や市に及

び、19日の時点で、被災者約９万名、死

者19名を数え、土砂崩れによる行方不明

者の捜索も続いていた。

　現地入りしたAMDAインドネシア支部

の医療チームは、必要な医薬品を購入し、

医療支援活動地を、最も被害の大きかっ

た地域のひとつであり、貧困層が多く住む

デンデンガン・グラムに決定。 20日には、

現地の医師や医学生、救世軍のボランティ

アも合流し、医療支援を行った。夕方４時

までの活動時間の間に76名の患者が訪れ、

血圧測定などの健康診断、医師による診察

を受け、受診した人々からは活動に対する

感謝の声が聞かれた。主な疾患は、皮膚疾

患､風邪､下痢症､外傷などであった。また、

お祈りのためのスベースも設け、利用して

もらうことができた。

　翌21日には、医療支援と合わせて、食

料品（インスタント麺、飲料水）と入浴石

鹸を支援、73名の患者が受診した。

　23日にはティカラ・グラムという地域に

移動。辺りは、多くの家屋が被害を受けて

おり、まだ汚泥が残り悪臭に満ちていた。

ここでは、200セットの米などの食料品や、

地元の中学校の卒業生から寄せられた古着

などの配布を行った。メインストリートか

ら離れた支援が届きづらいエリアにも入り

支援を行うことができたので、多くの被災

者から歓迎を受けた。
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◇受益者の声

「こういう活動をしてくれて、ありがとう｡」

「生きていくために食べるものが必要で

す｡」「このような支援を受けられることに

とても感謝します｡」

◇現地協力機関

　AMDAインドネシア支部

　救世軍（Salvation Army）

■フィリピン・ミンダナオ島
　台風土砂災害緊急救援活動

　　　医療相談に応じるAMDA医療チーム

◇実施場所　フィリピンミンダナオ茫　ダ

バオ・オリエンタル、ミンダナオ島サンボ

アンガ市

◇実施期間　2014年１月24日～１月31

日、２月19日～３月１日

◇派遣者　山崎希　看護師　AMDA本部

職員／景山エレーナ　調整員　岡山倉敷

フィリピーノサークル広報担当／吉川マー

ビー　調整員　ミンダナオ島サンボアン

ガ市

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA派遣者およびフィリピン軍、サ

ンボアンガ市内在性ボランティアほか

◇事業内容

　台風１号は、2014年１月20日米明に

フィリピン南部のミンダナオ島に上陸・停

滞、大量の雨は、各地に土砂災害を引き起

こした。

　AMDAは看護師１名、調整員１名から

なる医療チームをミンダナオ島ダバオに派

遣。同時にミンダナオ島ザンボアンガ市で

は、地元在住の吉川マービー調整員を中

心に株式会社キッカワ（倉敷市）との合同

でボランティアの助けを借り、物資支援を

行った。

　この台風による死者は64名、建物被害

は2､800棟以上にのぼり、約115万人が

被災した。

　ダバオに到着したAMDAチームは、被

災地の情報収集に苦戦するも、現地では医

療ニーズが高いことを知り、医薬品を確保。

同時に、最も被害の大きかったマラヤグ村

の230世帯に対し、食糧や生活物資を用

意した。この村では、土砂崩れが発生し、

村のほぼ全ての建物が被害にあい、村のあ

ちらこちらが巨大な岩や泥で埋まっている

状態であった。

この被災地域周辺は、反政府組織である新

人民軍が活動している地域と重なり危険を

伴うため、現地の警察官やフィリピン軍の

協力を得ての移動、活動となった。

　安全を考慮し、活動当日は、未明に移動

し、早朝からの昼過ぎまでの短い活動時間

となったが、AMDAチームは、現地の助産

師と協力し、約300人に対して医療相談

を行うことができた。訴えを聴取し、市販

薬やビタミン剤を渡し、生活指導、簡単な

傷の処置、血圧や血糖測定などを行った。

屋外で雨にさらされながらの避難が続いた

こともあり、咳や鼻水、発熱を訴える方、

高血圧の方が目立った。

　さらにザンボアンガ市では、２月19日

から３月１日までの期間で、４つの地域の

300財帯に対し、食料品・生活物資を支援

し、感謝の言葉を頂いた。

◇受益者の声

「シーツをもらってうれしい」「物資がとっ

ても重たくって、いっぱい貰ってありがと

う」

◇現地協力機関

MDRRMC（MuniciPa1 Disaster Risk

Reduction and Management Council）

フィリピン軍、サンボアンガ市在住ボラン

ティア

Ｉフィリピン・台風30号緊急
　医療支援活動・復興支援活動

　　　巡回診療を行うAMDA医療ﾁ一ム

◇実施場所　フィリピン　ボホール島、ネ

ゲロス島､パナイ島､レイテ島､サマール島、

セブ島

◇実施期間　緊急救援　2013年11月10

目～12月27日、復興支援　2014年１月

～現在

◇派遣者　アスムリアディ・アジズ

AMDA　医師　AMDAインドネシア支部／

アルタンオド・アディルビッシュ　医師

Asnet（AMDA相互扶助ネットワーク）メ

ンバー／アルタンザガス・アディヤスレン

　医師　Asnetメンバー／石根周治　医師

　福山市医師会（脳神経センター大田記

念病院）／岩本智子看護師（米国ライセン

ス）AMDA本部職員／ウィルソン直美

看護師　AMDA-ERネットメンバー／エド

モンド・クリント・フェルナンデス　医師

　AMDAインド支部／大政朋子　調整員

　AMDA本部職員／大山マージョリー　調

整員　岡山倉敷フィリピーノサークル代表

／古城デイジー　調整員　総社市教育委
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員会／サダー・アブダー・ラザック　調整

員　AMDAバングラデシュ支部／菅波茂

　医師　AMDAグループ代表／ニティア

ン・ヴィーラヴァーグ　調整員　AMDA本

部職員／ハクエ・エナムル　医師　AMDA

バングラデシュ支部／パスラ・キッタ・サ

ラベ　医師　AMDAインドネシア支部／ハ

ムカ・ラニ　　医師　AMDAインドネシア

支部／洲崎祐一　医師　AMDA-ERネット

ワークメンバー／プナム・ガウロ　看護師

　AMDAネパール支部／プラカシュ・シャ

ルマ　医師　AMDAネパール支部／村上

悠也　看護師　福山市医師会（脳神経セン

ター大田記念病院）／モニー・ヌット　医

師　AMDAカンボジア支部／山崎希　看

護師　AMDA本部職員（五十音順）

◇フィリピン国外派遣協力機関

社会医療法人祥和会脳神経センター大田記

念病院

総社市

日本バングラデシュ友好病院（バングラデ

シュ）

ハサヌディン大学（インドネシア）

広島県教育委員会

福山市医師会

モンゴル103救急医療サービス（モンゴル）

　　　子どもたちへのミニクリスマスギフト

◇事業内容

　観測史上最大級の勢力を持つ台風30号

（ヨランダ:Yolanda）が、2013年11月８

日（金）､フィリピン南部の島々に上陸した。

この台風による被害としては、死者6､293

人、行方不明者1､061人、負傷者28､689

人。被災者は約1607万人､約342万世帯。

家屋の被害は114万件を越えている。（フィ

リピン国家災害対策本部2014年４月３日

発表）

　この状況を受けてAMDAでは、緊急救援

活動の実施を決定。 11月10日（日）に

は、第１次として日本から医療スタッフを

ボホール島に派遣した。甚大な被害状況を

鑑み、アジアのAMDA支部にも呼びかけ、

2013年12月末までに、８か国、のべ25

人のスタッフを被災地に派遣し、マニラを

拠点にしながらボホール島、ネグロス島、

パナイ島、レイテ島、サマール島、セブ島

の６つの島で医療支援活動を中心とした

様々な活動を日本医師会、フィリピン医師

会、フィリピン軍、PRRM（現地NGO:フィ

リピン農村再建運動）の協力を得ながら実

施した。台風30号発生直後の2013年11



月10日から緊急救援活動を開始し、2014

年１月からは、復興支援に切り替え支援活

動を継続している。

無料巡回診療などの医療活動を中心に、現

地調査、文具配布、食糧品や衛星用品など

の配布、停電による夜の暗さ対策や充電器

として需要の高かったソーラーライトや子

供たちへのクリスマスプレゼントの配布な

ども行った。

　緊急救援期間中に医療支援を受けた患者

は、のべ3､490名。 6､466名の子供たちへ

文房具やクリスマスプレゼントを渡すこと

ができ、989世帯に、ソーラーライト、衛

生用品または食糧パックを配布することが

できた。

　2014年１月から始まった復興支援活動

では、３月までの間に、レイテ医師会、レ

イテ元州知事、フィリピン軍（AFP）など

の協力を得て、レイテ島でアルファ米750

食を配布。そのほかにも、３月30日にレ

イテ医師会の協力を得て、レイテ島タクロ

バン市サンホゼ地区で巡回診療を実施し

た。 265名の診療を行い、上気道感染症が

多くみられた。また、傷が感染している患

者も多くみられた。今後も定期的にミレイ

テ医師会と協働し巡回診療を継続していく

予定である。

　また、広島県教育委員会合同支援事業と

して広島県内33校が募金活動などを通し

て復興支援に参加。３月24日には生徒代

表２名がフィリピンヘ渡航し、この募金活

動で集まった寄付金で、文具などの支援物

資を購入し、被災地タクロバン市内にある

スカンジナビア高校の生徒240名一人一

人に手渡したほか、文化交流も行った。は

るばる日本からの同世代の学生の訪問に、

生徒たちは大きな歓声を上げ、終始笑顔の

交流会となった。

　AMDAは引き続き、医療支援､文具配布、

レイテ医師会再建などを通して、台風30

号被災者に対する支援活動を継続していく

予定である。

◇受益者の声

「台風の後から仕事がなくて、毎日食べて

いくのがやっとの大変な状態。こういう支

援は本当にありかたい｡」「台風で家が壊さ

れ、親戚の家に身を寄せている。支援に未

てくれてありがとう｡」「台風で壊れた家の

修理をしていると腰が痛くなって大変。支

援に感謝する｡」「とても幸せな気持ちにな

ります、未だに支援を続けてくれてありが

とう｡」

◇現地協力機関

フィリピン医師会

レイテ医師会

NGO PRRM （フィリピン農村再建運動）

フィリピン軍（AFP Reserve Command）

AMDAフィリピン支部

■パキスタン洪水に対する
　復興支援活動

◇実施場所　パキスタン・タッタ県

◇実施期間　2013年８月20目

◇派遣者　　土佐光章　調整員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDA派遣者およびNRSPメンバー

　　　　ミシンを寄贈する土佐調整員

◇事業内容

　2010年７月にパキスタンタッタ県で発

生した洪水被災者に対する第２回目のフォ

ローアップ活動として、2013年８月に、

現地NPOであるNRSP（Nationa1 Rura1

Support Programme）の協力の元、NRSP

の技術訓練を履修した18名の女性にミシ

ンを贈呈した。

　今回の第２回目のフォローアップ活動

は、緊急医療支援活動に参加した土佐調整

員のパキスタン再訪に合わせ実施された。

パキスタン・イスラマバードにある、NRSP

本部を訪問した後、８月20日にタック県

入りした土佐調整員は、村のコミュニティ

ホールで行われたミシンの贈呈式に参加し

た。ジャーティ地域から選ばれた、NRSP

の技術訓練を履修した18名の女性一人一

人にミシンが手渡された。このミシンを受

け取った女性たちは、技術訓練により得た

知識を実践し、現金収入を得ることができ

るようになることが見込まれている。

なお、2010年７月に発生した洪水被害に

対し、AMDAは約２ヶ月に渡り日本、ア

フガニスタン、インドネシア、バングラデ

シュの各AMDA支部の医療スタッフから

或る多国籍医療チームを派遣し、巡回診療

を行った。巡回診療では約5､000入の患者

を診療した。その後、第１回目のフォロー

アップ活動として、2011年１月にAMDA

の現地協力団体であるハムダード大学を通

じて、カラチ郊外の避難キャンプにテント

を設置し、新しく購入した10台のミシン

を寄贈した。

◇受益者の声

「服の仕立ての仕事がしたいと念願し続け、

今日こうしてミシンを頂くことができ、そ

の夢が叶いました」

◇現地協力機関

　NRSP（National Rural Support
Programmes）

■ハイチ大地震復興支援活動

　　　　　　無料歯科診療の様子

◇実施場所　ハイチ共和国ポルトープラン

ス市、ミラグワン部フォンデネグ市

◇実施期間　2013年４月21日、2014年

３月１目

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAハイチ支部、フォンデネグ市の救

世軍病院

◇事業内容

　2010年１月に発生したハイチ大地震に

対して、AMDAは３か月にわたり緊急医療

支援活動を実施した。その後復興支援事業

として、AMDAハイチ支部を中心に支援活

動を継続している。

　2013年４月21目に復興支援事業の一

つとして行われた交流会には復興支援事

業として行っていた義肢支援事業やスポー

ツ交流事業の稗益者ら53人が参加した。

交流会では、AMDAハイチ支部長である

マック・ケビン・フレデリック歯科医師が、

AMDAハイチ支部の最近の活動を参加者

に報告し、参加者からは交流会開催に対す

る感謝と、これまでの支援活動に対する感

謝の言葉が述べられた。

　また2014年３月１日には第３回目とな

る無料歯科診療がAMDAハイチ支部によ

り実施され、78人が受診した。歯科検診、

歯のクリーニング、抜歯などの治療が行わ

れた。患者の中には、生まれて初めて歯

科診療を受けるという人もいた。歯が悪く

なった場合の治療は抜歯しかないという観

念を持っていた人もいたが、フレデリック

支部長による口腔衛生教育によって予防の

大切さを広めることができた。診察や口腔

衛生教育を受けた患者の方からは多くの感

謝の言葉が寄せられた。

　なお、ハイチ大地震の復興支援事業と

して2011年からこれまでに義肢支援事業

やスポーツ交流事業のほか抑益者を対象

とした交流会をなどを行っている。さらに

2012年からは､年に１回ミラグワン部フォ

ンデネゲ市の救世軍病院（Salvation Army

HospitaDでAMDAハイチ支部が無料歯科

診療を実施している。

◇受益者の声

「2010年12月にAMDAから義足支援をし

てもらってから、自分の人生を楽しんでい

Ｊ卯・かかー/捗瓜4ジャーテルが甜章節擢萍誰政フバア７



ます。今後は、仕事を見つけて早く元の生

活に戻りたいと思います｡」「いつかまた。

日本の子どもだちとのサッカー交流をした

い｡」

◇現地協力機関

　AMDAハイチ支部

　フォンデネグ市の救世軍病院（Salvation

Army HospitaD

・東日本大震災復興支援

　　　　　志津川病院看護師派遣事業

◇実施場所　岩手県上閉伊郡大槌町、岩手

県釜石市、岩手県大船渡市、宮城県気仙沼

市、宮城県本吉都南三陸町、宮城県石巻市

雄勝町、宮城県仙台市ほか

◇実施期間　2011年３月12日～現在継

続中

◇派遣者（2013.4.1～2014.3.31）

菅波茂医師（AMDAグループ代表）含む

のべ127名（医師12名、看護師16名、

調整員18名、准看護師３名、鍼灸師３名、

ボランティアスタッフ75名）ほか、現地

雇用６名

◇事業内容

　2011年３月11日に発生した東日本大

震災の翌日から緊急医療支援活動を実施

し､４月末まで医療だけでなく多岐にわたっ

た活動を実施した。 2011年５月からは「3

ヵ年復興支援」として「医療･健康支援」「教

育支援」「生活・自立支援」の３つの分野

を柱として活動を継続している。

医療・健康支援

　公立南三陸診療所（南三陸町）および公

立志津川病院（登米市米山町）へ夏季、冬

季、春季に医師・看護師を派遣した。また

石巻市立雄勝診療所からの要請を受け、医

師の派遣を実施した。健康支援事業として

は、上閉伊郡大槌町設置したAMDA大槌

健康サポートセンターで心身の健康支援を

テーマに、コミュニティースペースを活用

し、人々の笑顔が集う場所の提供を行って

いる。 2011年12月に建設した同施設は土

地の返却に伴い、2013年６月に一時解体

し、現在は大槌町内のアパートで業務を再

開している。 AMDA大槌健康サポートセン

ター内にある鍼灸室と石巻市雄勝町では鍼

灸治療支援を実施しており、2013年４月

～2014年３月までの、のべ禅益音数は大

槌町1､469人､雄勝町554人となっている。

さらに災害時における鍼灸師の活躍が非常

に重要であった経験を受け、2013年７月

30口、31日の２日間にわたり、災害鍼灸

チーム育成プログラムを間催した。

教育支援

　2011年、2012年度に引き続き、AMDA

東日本国際奨学金の支給を継続。 2013年

度は８校66名に奨学金の支給を実施した。

これまでののべ稗益者数は253入となっ

た｡８月11日には､第３回目となるサッカー

交流事業を実施。 2012年度同様に大槌中

学校（岩手県）、津谷中学校（宮城県）、気

仙沼中学校（宮城県）、志津川中学校（宮

城県）の４校の中学生を対象とし、津谷中

学校ゲラウンドを会場に実施した。 2014

年３月23日には、第３回絆コンサート＆

フォーラム」を開催し、学生の視点から見

た東口本の復興やボランティアを語る場と

なったほか、音楽を通して被災地を岡山を

つなぐ会となった。そのほか、ボランティ

アの受入れや交流事業などを実施した。

　　　災害鍼灸チーム育成プログラムの様子

生活支援

　岩手県、宮城県、福島県の３県の被災

他の仮設商店街を中心とした被災他聞を結

び復興に向けて新たな協力体制を形成する

ことを目的とした事業として｢復興グルメ

F-1大会｣を実施している。 2013年４月

から2014年３月までに岩手県大船渡市、

宮城県石巻市、南三陸町、福島県南相馬市

を会場に第２回大会から第５回大会までを

実施。参加チームはのべ52チーム、来場

者数はのべ約14､500人となる大きなイベ

ントに成長している。さらに本イベントに

合わせて岡山からのボランティアバスを運

行。学生から社会人までが被災他にボラン

ティア活動を兼ねて気軽に訪れることので

きる機会となっている。そのほかにも震災

ホームレス支援などを実施している。

◇受益者の声

　震災で、母の職業が変わり家計が苦しく

なりましたがAMDA東日本国際奨学金を

頂いて、あきらめかけていた看護師の道を

改めて目指したいと思います。

(ＡＭＤＡ東日本国際奨学金奨学生)

震災後３年間ずっとご支援頂き、心から感

謝します。無理なく新たな気持ちで覚悟を

決めなくてはと痛感しています。皆様いつ

も支えてくださいましてありがとうござい

ます。

(大槌健康サポートセンタースタッフ)

南海トラフ地震が来たら、今度は私たちが

東北から岡山に駆けつけます！

(復興グルメF-1大会出店者)

８－ｇ卯・匈りー/持瓜4ジャーブフルが銀字訓痛言庶政フバア

・ ＡＭＤＡ フードプログラム

　　　　　　野土路農場の収穫祭

◇実施場所　岡山県真庭郡新庄村

◇実施期間　2012年４月１日～現在

◇従事者　アロイシウス・シタミ　AMDA

本部職員（AFP担当）／柴田宙樹

AMDA本部職員（AFP担当）

◇事業内容

　本事業は「食は命の源」をコンセプトに

アジアに有機農業を啓発・普及することを

目的とした事業で、真庭郡新庄村野上路地

区にAMDA農場を設置し、あひるを使っ

た農薬を使わない有機稲作栽培を中心とし

た農業を実施している。これは、新庄村が

2010年に掲げた「アジア有機農業プラッ

トフォーム推進条例」に基づいた連携事業

である。

　2013年からは新庄村と連携し、インド

ネシアスラウェシ島マリノ村から２名の農

業研修生を招へい。４月から９月までの約

６か月の滞在で、稲作の田植えから稲刈り

まで、有機農業を学んだ。また、加工品の

技術指導や村民との文化交流を図ることが

できた。

　更に2014年２月にはインドネシアスラ

ウェシ島マリノ村にAMDAスタッフ１名お

よび新庄村ボランティアスタッフ１名を派

遣。堆肥の作り方や煉炭の作り方など、現

地に合った方法での有機農業実践に向けた

指導と、研修生かマリノ村で実践している

有機農業圃場での指導を行った。

　またAMDA野上略農場で2013年度に

収穫した「AMDA有機米・コシヒカリ」を、

新庄村の特産品と併せてAMDAの支部があ

る18駐日外国公館へ届けることができた。

◇2013年度の主な工程

　2013/4/19　インドネシア農業研修生

受け入れ、2013/6/1　田植え、6/12

あひるの進水式、2013/9/28　米の収穫、

2013/9/30　インドネシア農業研修生研修

終了、2014/2/15～2014/2/21　インド

ネシアマリノ村農業技術指導者派遣

◇現地協力機関

　新庄村

　アジア有機農業連携活動推進協議会

　AMDAインドネシア支部



・スリランカ・白内障手術

　プロジェクト

◇実施場所　スリランカ民主社会主義共和

国北部州ムッライッティーヴー県

◇実施期間　2013年７月14日～2013

年７月31日

◇派遣者　ニティアン・ヴィーラヴァーグ

　調整員　AMDA本部職員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

台湾IHA（lntemationa1 Health and Action）

の眼科外科医､看護師､調整員。ムッライッ

ティーヅー総合病院の外科医３人と支援ス

タッフ約30人

◇事業内容

　2013年７月14日から31日の日程で、

AMDAと台湾IHAの合同医療支援事業と

して「無料白内障手術プロジェクト」が実

施された。台湾IHAとの合同医療支援事

業の実施は、2011年８月にスリランカ北

部州ジャフナ県で行われたミッションに続

き２回目。今回は同じ北部州の北東沿岸

に位置するムッライッティーヴー県で行わ

れた。ムッライッティーヴー県は2009年

まで続いた内戦で甚大な被害を受けた地域

で、約10万人の人目のほとんどは漁業と

農業で生計を立てている。スリランカには、

白内障治療を必要とする高齢者の方が多く

いるが、そのほとんどは、手術を受ける環

境が整備されていない農村部に住んでい

る。

　健診を含む準備は７月14日から行われ、

手術は７月28日から31日の間にムッラ

イッティーヴー総合病院で実施された。眼

科外科医、看護師、調整員で構成された台

湾IHAの医療チームと地元外科医３人は、

およそ30人にものぼるスリランカのボラ

ンティアスタッフに支えられ、約190件の

手術を行った。超音波水晶乳化吸天機しか

使用できない状況下で手術を遂行しただけ

でなく､典型的な嚢外白内障摘出術（ECCE）

が適用となる多くの白内障患者の症例にも

対応した。

　AMDAからは本部職員を派遣し、本事業

の実現に向けた調整業務及び資金的支援な

どを行った。多くの地元関係団体、関係者

の協力により成功を収めた本プロジェクト

は、地元の人々と地方政府関係者からも高

い評価を受けている。

　　　　　　無料白内障手術の様子

◇現地協力機関

　ムッライッティーヴー総合病院

　AMDAスリランカ支部

・ 2013年スリランカ医療和平
　プログラムII(スポーツ･文化･
　宗教交流)

　　　　　サッカーを行う男子学生ら

◇実施場所　スリランカ民主社会主義共和

国コロンボ、北中部州アヌラダプーラ県

◇実施期間　2013年８月23日～８月25目

◇派遣者　苛波茂　医師　AMDAグルー

プ代表／ニティアン・ヴィーラヴァーグ

調整員AMDA本部職員／岩本智子看護

師（米国ライセンス）AMDA本部職員／

樋口裕介調整員　AMDA本部インターン

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　授戒学園女子中学高等学校、スリ

ランカの学校（Borelesgamuwa Maha

vidyalaya､Hindu College､ Khairiya Balika

Maha vidyalaya､ Prince of Wales College、

Princess of Wales College､ Ramanathan

Hindu Ladies College､ Vゆyaba Maha

vidyalaya）全８校、生徒・引平岩ら計

148人

◇事業内容

　AMDAは、スリランカの内戦停戦中の

2003年から３年間「スリランカ医療和平

プログラム」を実施し、異なる３つの民

族に対して巡回診療や保健教育を行った。

2011年からは「スリランカ医療和平プロ

グラムＨ」を開始し、異なる３つの民族に

対する医療支援のほか､年に一回スポーツ･

文化・宗教交流を実施している。

　2013年８月23日から25日の日程で第

３回目のスポーツ・文化・宗教交流が行わ

れた。日本から授戒学園の中高生20人が

参加し、地元コロンボにある７つの学校か

ら４つの宗教（仏教､イスラム教､ヒンズー

教、キリスト教）の学生が参加した。

宗教プログラムでは、４つの宗教について

学生の代表がそれぞれ開会式でスピーチを

行い、平和と調和の重要性を語った。そし

て参加者全員で、それぞれの宗教の宗教施

設を訪れて信仰や習慣について理解を深め

た。

　スポーツ交流では、130人近い学生と学

生たちが混合でチームを作り、男子はサッ

カー、女子はネットボール、全員で長縄跳

びやムカデリレーをして親交を深めた。文

化交流では、学生たちが学校単位でダンス

や歌などを披露した。

医師とAMDAスリランカ支部長のサマラ

ゲ医師、AMDAグループ代表の菅波医師、

パナドゥラ地区ライオンズクラブの医師た

ちによって行われた。妊婦健診、糖尿病や

白内障患者のスクリーニング、歯科検診を

行った。妊婦健診では支援物資を配布して

大変喜ばれた。

◇受益者の声

「来年も本プログラムに参加し、再会した

い」「来年もぜひ関催してほしい！」

◇現地協力機関

スリランカ言語・社会統合省、スリランカ

教育スポーツ省、世界宗教者平和会議スリ

ランカ委員会､アヌラダプーラ県､パナドゥ

ラ地区ライオンズクラブ

AMDAスリランカ支部

■インド

　ＡＭＤＡピースクリニック

◇実施場所　インド　ビハール州　ブッダ

ガヤ

◇実施期間　2009年11月～現在継続中

◇派遣者　苛波茂　医師・AMDAグルー

プ代表／難波妙AMDA国際部部長／二

ティアン・ヴィーラヴァーゲAMDA本部職

員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　セラピスト１名、アシスタント３名

◇事業内容

　2009年末の開院以来、AMDAピース・

クリニックでは、地元コミュニティーを対

象にインドの伝統医学アユルヴェーダで治

療を行ってきた。単なる疾病の治療に留ま

らないアユルヴェーダは、何世紀にも渡っ

て蓄積されてきたヒーリング科学の集大成

といえる。アムダ・ピースクリニックでは

個人の心身の均衡を整え、免疫力の改善や

心身のバランスを高めることで病気を予防

することを主眼としている。

　クリニックでは１名のセラピストを中心

に、３名のアシスタントが国内はもとより、

外国人巡礼者や旅行者にアユルヴェーダの

治療を行っている。今年は、ブッダガヤで

起きた爆破事件などの影響もあり、来院数

は減少したものの150人が末院。社会貢

献事業としては、関節リウマチ、皮膚疾患、

腰痛症等の症状の地元の患者を対象に無料

診療を行い、必要な患者に対しては、薬、

服、食事等を提供した。また、寝たきりで

動けなく、貧困のため医療を受けられない

患者に対しては、７日間の訪問治療を行っ

た。ほかにもお年寄りが募らすブッダガヤ

にある施設を２回訪問し、お年寄りに対し

て無料診療､薬､服､食事等を提供している。

　2013年10月26日には､ピースクリニッ

クの開院から５周年を迎え、日本からご参

加頂いた日蓮宗のご住職とともに記念式典

　スポーツ・文化・宗教交流と並行して、　が執り行われた。式典では、地元の人々に

AMDAはアヌラダプーラ県で医療活動を行　　よりよい医療の提供ができる病院になるよ

い､412人を無料で診察した。この活動は、　う参加者一同で祈願した。式典後は、運営

パナドウラ地区医療部門統括者のパンダラ　　関係者全員のミーティングをもち、今後の
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運営方針の確認や地元への更なる医療貢献

の必要性について共通理解を深めた。

◇派遣者の声

　この地域の人達のために何か力になりた

いという医療者としてできることをさらに

追及していきたい。（運営財団関係者）

　　AMDAピースクリニック開院５周年式典

◇現地協力機関

　AMDA　インド支部、AMDA　ビースク

リニック、日蓮宗太生山一心寺ブッダガヤ

分院

・インド白内障手術事業

◇実施場所　インドマハーラーシュトラ州

ナゲプール県

◇実施期間　2014年２月15日～2014

年２月25日

◇派遣者　ニティアン・ヴィーラヴァーグ

　調整員　AMDA本部職員

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

宗教法人パンニャ・メッタ･サンガ（PMS）、

マハトメ眼科医院の医師・看護師ら

　　　　白内障手術のための検査の様子

◇事業内容

　AMDAは、インドの宗教法人パンニャ・

メッタ・サンガと天台宗一隅を照らす運動

総本部と共同で、インド中部のナグプール

県で、貧困層を対象に白内障無料手術事業

を実施した。

　2013年２月15目にナグプールの医師・

看護師ら10人が、ナグプールから南東

90kmにあるポーニにあるパンニャ・メッ

タ・サンガの仏教実践施設「禅定林（ぜん

じょうりん）」を訪れて､白内障の検査を行っ

た。受診者191人のうち74人が白内障と

診断された。

　２月23目に、大型バスで患者らをポー

ニからナグプールのマハトメ眼科医院に移

送し、手術前の検査を行った。手術は２月

24目に行われ、入院して一目経過観察を

行った後、一同は２月25目に帰宅した。

◇現地協力機関

　パンニャ・メッタ・サンガ（1982年に

インド政府から認定されたインドの宗教法

人)、ナグプール県のマハトメ眼科医院

・インド・ラダック地方歯科

　巡回診療事業

　　　　　　歯科巡回診療の様子

◇実施場所　インド　ジャンムー・カシ

ミール州東部ラダック地方

◇実施期間　2013年７月30日～2013

年８月26日

◇派遣者　斉藤景子　歯科医師　岡山大

学病院

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　インド・マニパール大学の医師・歯科医

師、ヨーロッパ歯学生協議会の歯科医師、

歯学生、歯科従事者

◇事業内容

　本事業はAMDAインド支部長が所属す

るインドのマニパール大学とヨーロッパ歯

学生協議会が企画実施した事業で、今回の

実施は2012年８月に引き続き２回目にな

る。 AMDA本部からは歯科医師１名が参

加した。

　斉藤歯科医師は､マニパール大学の医師･

歯科医師とヨーロッパ歯学生協議会の歯

科医師、歯学生、歯科医療従事者ら35人

と共に医療チームを組み、インドのジャン

ムー・カシミール州東部にあるラダック地

域の学校を巡回した。活動場所のラダック

地方は高山地帯で孤立した場所にあるため

医療従事者も少なく、住民は貧困層が多く、

口腔内の衛生状態が悪い子どもが多かっ

た。医療チームは、ラダック地方のへき地

にある３つの学校で仮設診療所を設営し、

子どもたちに無料で診察、治療、口腔衛生

指導を行った。口腔衛生指導では、歯を磨

く事の大切さ、鎬歯や歯槽膿漏の病気につ

いて説明し、少しでも口腔内に興味が湧く

ような話をした。３つの学校で約1､500人

の子どもに検診と口腔衛生指導を行い、約

1000本の歯科治療を行った。

　斉藤歯科医師はラダック地方での活動の

後、８月中句からマニパール大学の公衆衛

生歯学科の歯科巡回診療活動に同行し、８

月26日に帰国した。

◇派達者の声

　今回のインドでの活動は、AMDAの大き

なサポートのおかげで、とても有意義なも

のとなりました。私はまだまだ知識も技術

も未熟ですが、国際歯科保健、特に途上国

の子ども達の口の中を良くするサポートを
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したいと思う気持ちがかねてから強く、今

回の体験は大きなステップになりました。

◇現地協力機関　ヨーロッパ歯学生協議会

(EuroPean Denta1 Students Assodation)、

インド共和国カルナタカ州マンガロール

マニパール大学

・モンゴル検眼事業

　　　　　子どもの弱視治療セミナー

◇実施場所　モンゴル　ウランバートル市

◇実施期間　2013年９月８日～13日

◇派遣者　高崎裕子　視能訓練上専任教

員　川崎医療福祉大学教授、菅波由佳

調整員　AMDA参与、難波妙　調整員

AMDA国際部部長

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　モンゴル眼科協会、City OPtic､ AMDAモ

ンゴル支部、アイリスツアーズ

◇事業内容

　2013年９月、２年目の岡山県国際貢献

ローカル・トゥ・ローカル技術移転事業と

して、モンゴル眼科協会協力の下、川崎医

療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科視

能矯正専攻教授､高崎裕子先生のセミナー

が　モンゴル・ウランバートル市で、子ど

もの弱視治療をテーマとして開催された。

本年は日本視能訓練上協会の協力を得て低

視力分野の第一人者である守田芳江視能訓

線上にもご指導頂いた。

　AMDAは、モンゴルの全人口の1/3が

18歳以下であることに着目し、若年層の眼

科治療の技術向上に貢献することは、医療

分野のみならず、子どもたちの教育支援に

もつながると確信し、2010年から眼科検

診啓発とともに、検眼技術向上のセミナー

を眼科医、眼鏡技術関係者対象に行ってい

る。視力は生後３ヵ月から８歳くらいまで

発達するため、幼児期に重大な異常を発見

し、適切な治療を受けることが大切。高崎

准教授によるセミナーは2012年度に引き

続き２回目。モンゴル眼科協会の医師36

名が参加し､５日間に渡る講義､実習､グルー

プディスカッション、さらには実際の診療

が行われた。

　2012年７月の関係者国際会議で、小児

眼科に関する世界的組織の動向として「入

学前眼科視覚健診の重要性を啓発し、その

具体的な方法を世界標準で作成する」こと

が決定された。また「低視力者に対する援

助を促進し、生活の質の向上を図る」こと

も提言された。今回のセミナーにおける講

義と実習のテーマは、この世界動向と合致



していたためモンゴル国小児眼科分野に世

界標準の視点を導入することができた。し

かしながら、学校教育現場や保護者への眼

科健診の必要性の認識はまだ低いため、本

セミナーの滞在時にはテレビに出演を通じ

て、その啓発を図った。

◇受益者の声

「通常は個別に活動している眼科医達がセ

ミナーのために集まり、自国の将来を考え

る機会を得たことで、モンゴル小児眼科の

環境を向上させていく案を自らで導き出す

ことができた｡」（受講した眼科医）

「日本の先生に診て頂き、今後の治療への

確信がもてた。本当に感謝している｡」（弱

視の子どもの保護者）

◇現地協力機関

　モンゴル眼科協会、City optic、アイリ

ス　ツアー、AMDAモンゴル支部、

日本モンゴル友好病院

・カンボジア
　HIV/AIDSプロジェクト
　マラリア予防プロジェクト

　　　世界ェィズデーのイベントの様子

◇実施場所　カンボジア　プノンペン、コ

ンポンスプー州

◇実施期間　2013年４月～2014年３月

　通年継続

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAカンボジア支部、州立保健局、各

地域のヘルスセンター、地域の医療ボラン

ティア

◇事業内容

　AMDAカンボジア支部はエイズ予防プ

ロジェクトでぱエイズゼロキャンペーン

ー新たなエイズ感染者ゼロ、エイズ患者

に対する差別ゼロ、エイズ関連死亡者ゼ

ロー”をスローガンに、IEC（lnformation、

Education and Communication）手法を用

いたエイズ撲滅キャンベーンと世界エイズ

デー（12月１日）のイベントを行った。

撲滅キャンペーンでは、性感染症予防のた

めのＴシャツとパンフレットを準備し、プ

ノンペンの５大学と３高校､コンポンスプー

州の３高校に配布した。世界エイズデーの

イベントではエイズヘの理解を深めるのに

有効な人形劇や歌の上演、クイズ大会等を

関催した。これらのイベントはエイズ患者

への介入や支援にとても効果的で、カンボ

ジア政府の打ち出している「2020年まで

にカンボジアからエイズをなくす」という

目標達成の大きな後押しとなっている。

　マラリア予防プロジェクトでは、コンポ

ンスプー州の地域医療ボランティアに向け

て地域での予防システム構築を目指した教

育プログラムが実施された。疫学研究に

沿った基本的なマラリア知識、蚊帳の使用

方法と注意点、不正医薬品の危険性と取り

扱い等について住民参加型のプログラムが

３日間に渡り開催された。州内５地域から

225人の地域医療ボランティアが参加し

た。また、地域啓発活動では移民、難民を

中心とした地域住民のマラリア患者の有無

の追跡に重点を置き、新たなマラリア患者

を出さないことを徹底した。保健局スタッ

フと研修を受けた地域医療ボランティアが

主体となって具体的な予防教育プログラム

を毎月計画し、マンツーマンの保健指導を

実践した。今年度は150村で1136回のプ

ログラムが開催され、合計18777人に啓

発活動を行うことができた。保健局スタッ

フが現場巡回数を増やし、信翰|生の高い情

報収集とデータ管理の体制を強化したこと

で、この成果が得られた。

◇派遣者の声

　クイズ大会では多くの学生がエイズにつ

いての基本知識を持っていることが確認明

らかになった。学生がこれらの知識を家族

や友達と共有してくれることでエイズ予防

につながると信じたい。（AMDAカンボジ

アスタッフ）

■バングラデシュ
　マハムニ母子寮支援事業

◇実施場所　バングラデシュ　チッタゴン

管区コックスバザール県マハムニ村

◇実施期間

　2013年４月１日～2014年３月31日

　　　　マハムニ母子寮の子どもたち

◇事業内容

　AMDAが提唱する多様性の共存を可能

にする「オープン相互扶助」の考えに基づ

き、バングラデシュ・チッタゴン管区で宗

教を超え民族が平和的に共存していくため

の支援事業を行っている。イスラム教徒が

大半を占めるバングラデシュにおいて少数

派の仏教徒が住んでいるチッタゴン丘陵地

域マハムニ村にある母子寮に住む、寮生

122名に対して、マハムニ母子寮関西連絡

所を通じ､栄養給食費として支援を行った。

s曜o・匈o

・第３回「おかやま国際塾」
　スリランカ研修

　　　　小学校で手洗いの講習を行う塾生ら

　◇実施場所（国内研修）岡山市（海外研修）

　スリランカ民主社会主義共和国コロンボ

　◇実施期間（回講式）2013年６月16日

　（国内研修）６月16日～８月20日（海外

　研修）８月21日～28日

　◇派遣者

　参加者：岡山県内大学生３名（岡山大学法

　学部２人、医学部１人）

　引率者：岩本智子　AMDA本部職員

　◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　　コロンボ大学生

　◇事業内容

　　「おかやま国際塾」とは、おかやま国際

　塾実行委員会が行う事業で、その委員会は

　AMDAと岡山大学教員と共同で運営されて

　いる。 AMDAと岡山大学は2005年８月に

　国際社会貢献活動及び人材育成の推進を

　目的とし、連携協力に関する協定書を締結

　している。同協定がきっかけとなり、2011

　年からおかやま国際塾がスタートした。

　2011年にはモンゴル、2012年にはインド

　ネシア､３回目となる2013年の現地研修は、

　スリランカで行われた。

　　2013年６月16日の開講式から８月21

　日の出発までの２か月間は、国際塾生の３

　人が主体となり、スリランカの協力団体と

　の調整、英語のプレゼンテーションや衛生

　教育の準備、スリランカと日本の関係や歴

　史の勉強をした。現地研修は８月21日か

　ら28日の８日間で行われた。おかやま国

　際塾３期生は、まずコロンボ大学の学生と

　共にスリランカ国立病院やコロンボ大学医

　学部を見学し、スリランカの医療事情を学

　んだ。次に、スリランカ全土で活動を展開

　するNGOrサルボダヤ」を訪問し、サル

　ボダヤの活動を学んだ後に「スリランカと

　日本のかけ橋」という発表を行った｡さらに、

　小学生から成人した大人まで幅広い年齢屑

　の障害者が居住するカミラ学校では、塾生

　が歯磨きと手洗いの保健衛生教育を行い、

　紙ひこうきを作って交流した。８月23日

　から25日には、AMDAがコロンボで開催

　した「2013年スリランカ医療和平プログ

　ラムＨ（スポーツ・文化・宗教交流）」に

　参加し、日本の中学生とスリランカの３民

丿μZ冽ジャーナルが擢学識愉啓二濯2回付､ア１１



族の中学生が交流する場に立ち会った。

◇参加学生の声

｢この研修がなかったら、私はこんなにもス

リランカに思いを寄せることはなかったし、

自分の将来に向けて方向性を定めることも

なかったと思います。この研修に関わって

くださった方々、スリランカの人々、国際

塾のメンバーなど、皆さんのおかげて貴重

な経験ができたことに感謝しています。来

年は私が国際塾の４期生メンバーの手助け

をする側として力になりたいと思います｡｣

｢この経験をきっかけに、多楡既とは何か、

ということをもっと深く学ぶべきだと感じ

ました。将来的に国際協力に携わりたいと

考えていますが、今回がその一歩ではない

かと思います。今回の研修で得たものを発

展させて、学びを深め、次の行動につなげ

ていきたいです｡｣

◇協力機関

　岡山大学法学部、スリランカ国立病院、

コロンボ大学医学部、NGOサルボダヤ、

カミラ学校

■ネパール人医師
　日本国内研修

・看護師

◇実施場所　岡山県立大学、総社市役所

◇実施期間　2013年12月８日～17目

◇招へい者　ラメシュワール　ポカレル

医師　ネパールトリプバン大学上級小児外

科・岡山県立大学大学院非常勤講師　／パ

ルバティ。シュレスタ　看護師　アムダ病

院看護部長・ダマック　／ビシュヌ　マヤ

　タパ　看護師　シッダールタ母子専門

病主任看護師・ブトワール

◇事業内容

　2012年度のネパール看護師リーダー研

修に引き続き、2013は９月10日に締結

された総社市・県立大学・AMDAの「世界

の命を教う」協定に基づく事業として実施。

ネパールの病院の環境整備や記録等、院内

感染予防、及び患者・家族への効果的な教

育（説明・情報提供）の充実と看護の質の

向上を図るべく、各病院の幹部看護師を岡

山県立大学と共同で招へい。

　また、ポカレル先生の県立大学大学院前

期課程の「国際保健概論」集中講義「異

文化理解-ヒンズー文化圏の医療事情／ネ

パールの事例」も並行して実施された。県

立大学看護学生・院生・教員が受講し、ネ

パールにおける保健医療・看護の現状を理

解し､異文化交流による国際化を推進した。

総社市では、母子保健行政の視察、近隣の

医療施設見学を通し、院内感染防止・標準

予防策等に関する看護管理と患者教育を学

んだ。

　またAMDAの国際医療貢献シンポジウ

ムならびに国際教育文化フォーラムにも参

加し、ポカレル医師はプレゼンターとして、

アジアの様々な医療システムにおけるより

良い治療について、ネパールと日本の相互

理解を深める事、将来的には様々な国と地

域を超えた新しい思想を学び、アジアが世

界の振興を牽引し、資源と技術を有効活用

していく必要性について強調した。

◇研修生の声

　日本の医療システムについて短時間でし

たが学ぶことができて大変うれしかったで

す。話に間くのと実際に目で見るのはやは

り違います｡このような機会を与えて下さっ

たAMDA本部と岡山県立大学の先生方に

感謝します。

◇協力機関

　総社市、岡山県立大学、倉敷中央病院、

高杉こどもクリニック、谷ロレディースク

リニック

Ｉモンゴル・ウランバートル市
　救急医療サービスセンター医
　師救命救急医療研修

　　　　　　岡山市西消防署にて

◇実施場所　岡山市

◇実施期間　2014年２月23日～27日

◇研修生　モンゴル・ウランバートル市救

急医療サービスセンター

（モンゴル103救急医療サービス）ゴトフ･

ナランジャガル医師

◇事業内容

　2014年２月23日から、27日まで、モ

ンゴル・ウランバートル市救急医療サービ

スセンターより医師１名を招へいし、岡山

市の協力のもと、救急医療のシステムなど

さまざまな研修を行った。

　これはAMDAが、2013年４月間催した

アジア相互扶助災害医療ネットワーク国際

会議の際に、モンゴルの代表として参加し

たモンゴルウランバートル市救急医療サー

ビスセンター（モンゴル103救急医療サー

ビス）の所長が来日の際に、岡山市消防局

を見学し、感銘を受け、岡山市の消防設備

および救急搬送システムを母国のスタッフ

に習得させたいとの思いからウランバート

ル市長を通じて、岡山市長に協力依頼があ

12 －sogo・句o－ぶ瓜4ジャーブすが擢章節前号謬Ｊバブ

り、研修が実現した。

　招へいしたのはモンゴルウランバートル

市救急医療サービスセンターのゴトフ・ナ

ランジャガル医師。

　研修は､岡山市消防局救急科指導のもと、

岡山市西消防署、岡山大学病院高度救命救

急センターおよび市内医療機関で４日間の

日程で実施された。研修初日となる24日

には、岡山市長を表敬訪問。

　その後、岡山大学病院・高度救命救急セ

ンターにて三次医療機関の診療体制を視察

し、同日午後より、西消防署における緊急

搬送研修が開始された。

　24日から25日にかけ、岡山市の緊急医

療システムや緊急車両、医療資機材の取扱

いに関する講習、外傷初療訓練、救急車に

同乗し患者搬送などを研修した。

　26日には、‘ハイパーレスキューおかや

ま’訓練視察、西消防署情報指令課および

岡南飛行場の岡山市消防航空隊見学が行わ

れた。

　27日には、岡山労災病院を見学。

　ナランジャガル医師は現在、ウランバー

トル市救急医療サービスの緊急車両や医療

スタッフの配備部門の責任者として勤務し

ている。

◇協力機関

　岡山市消防局救急科、岡山市西消防署、

岡山大学病院高度救命救急センター、岡山

労災病院等

AMDA Soul and Medicine Pro9ram

AMDA医療と魂のプログラム

◇実施場所　モンゴル　ウランバートル市

◇実施期間　2013年９月12日

◇派遣者　菅波　由佳　AMDA参与、難

波妙　AMDA国際部部長

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAモンゴル支部　AMSAモンゴル

支部

◇事業内容

　９月12日、AMDA医療と魂のプログラ

ム、ASMP（アスンプ）がモンゴル仏教総

本山であるガンダン寺で行われた。モンゴ

ルでのＡＳＭＰは、平和祈願祭として行い、

今年で６回目。モンゴル、ガンダン寺のご

佳職が青年僧もふくめ20名、日本からは、

第１回目よりご協力頂いている宗教法人大

本に加え日蓮宗が合同で世界平和祈願祭を

執行。ガンダン寺のご佳職は「本当の敵は

自分の中にある。一人一人が相手への敵意

を自分で鎮めることで戦争を回避でき芯」

と訴え、苛波参与も「国交の根本は、人と

人がお互いに想い合うことから始まる」と

スピーチ。ガンダン寺を訪れていた観光客

もともに参加して平和を祈った。



　　　　　　　ASMPの様子

◇現地ガンダン寺貫主様からのメッセージ

モンゴルでこの平和祈願祭がこれだけ長

い間毎年続いていることはとても意義深

い。また、目本の仏教界ともご縁が繋がっ

たことは大変喜ばしいことである。今後も

AMDAと協力しながら活動が展開できるこ

とを祈っている。

◇現地協力機関

　モンゴル仏教総本山　ガンダン寺

■パキスタン
　ポリオ撲滅活動調査

　　　聞き取り調査を行うAMDA看護師

◇実施場所　パキスタン・イスラム共和国

　シン円ヽﾄ|タッタ県ほか

◇実施期間　2013年９月27日～10月５

日、2014年１月20日～１月24日

◇派遣者　岩本智子　看護師（米国ライセ

ンス）AMDA本部職員／苛波茂　　医師

　AMDAグループ代表

◇現地での参加者を含めた事業チーム構

成　NGO、NRSP（Nationa1 Rura1 SuPPort

Programme）ヽASP（Assessment and

Strengthening Program）、茅ケ崎中央ロー

タリークラブ派遣者３名､カラチロータリー

クラブ

◇事業内容

　AMDAは茅ケ崎中央ロータリークラブと

協働で、2013年９月パキスタンでポリオ

撲滅運動に向けた現状調査を開始した。

第一回目として、2013年９月にAMDA

の岩本看護師がパキスタンを訪問。地元

NGOであるNRSPの協力を得て南東部シ

ンド州タッタ県のポリオ予防接種活動を視

察した。活動に関わるNGOスタッフや行

政官に聞き取り調査を行ったところ、ポリ

オ予防接種率が100％に届いていない一因

として、各家庭を巡回する保健師の役割を

担うレディーヘルスワーカーが不足してい

ることが分かった。タッタ県では、宗教関

係施設でのポリオに関する講義･啓発活動･

モニタリングなど様々な活動が行われてい

た。

　そこでより具体的な支援策を検討するた

めに2014年１月20日から24日にかけて、

茅ケ崎中央ロータリークラブのメンバー３

人とAMDAグループ菅波代表、AMDA看

護師の５人が第二回目の視察を実施した。

一行は、在パキスタン日本大使館、パキ

スタン首相府ポリオ対策担当酋相袖佐官、

UNICEFパキスタン事務所、NRSPの傘下

団体ASPを訪問し、ポリオ撲滅活動の情

報収集を行った。パキスタンでは、特にア

フガニスタンとの国境周辺地域でポリオの

発症例が多い。しかし、アフガニスタンの

国境周辺は治安が悪いため、それ以外の場

所で、流行地域から移動してきた人や流行

地域へ移動する人を対象にポリオ予防接種

を投与することにより、ポリオ感染拡大を

抑制する方法が実行されている。

　AMDAでは今後、ポリオだけでなく身

近な病気を防ぐ正しい知識の普及を目指し

て、茅ケ崎中央ロータリークラブやNRSP

とともに事業計画を進めていく。

◇事業パートナーからのメッセージ

　この視察を通してポリオの現状、撲滅活

動の現実、かかわる方の思いを、肌で感

じ、国際ロータリーの目指す「END POLIO

NOW」が一目でも早く実現するための日本

での啓発活動の一助とできることを確信し

ています。（茅ケ崎中央ロータリークラブ）

◇現地協力機関

　茅ケ崎中央ロータリークラブ､カラチロー

タリークラブ、在パキスタン日本大使館、

パキスタン政府ポリオ撲滅運動担当部門、

UNICEFパキスタン事務所、NRSP、ASP

・アジア相互扶助災害医療ネッ

　トワーク会議

　　　　　　　参加者とともに

◇実施場所　岡山市、総社市、新庄村

◇実施期間　2013年４月12目～４月18日

◇主な参加団体

　韓国キョンギドー医師会、台湾IHA、ア

フガン健康開発事業、AMDAバングラデ

シュ支部、インドネシア財団法人118EAS

ファウンデーション、キルギスタンイン

タービリム国際センター、マーシーマレー

シア、モンゴル救急医療サービスセンター、

ミャンマー医師会、パキスタンNRSP、フィ

リピン農村地域再建運動、韓国メディピー

ス、AMDAインターナショナル、岡山市、

総社市、新庄村、AMDA

◇事業内容

　アジアのさらなる多諭旨の共存の実現に

向けて「聞かれた相互扶助」をさらに深化

させ、ネットワーク強固なものにすべく、

国や地域を代表するローカルNGO等を日

本に招へいして、積極的な意見交換や経験

交流などを実施した。 ＡＭＤＡが各団体間

の橋渡し役となり、各国の文化背景を基に

各団体の得意分野を共有しながら、今後の

相互協力に向けた実施体制を作り、参加者

による宣言を採択した。

Ｉ女性の人権と相互扶助
　AMDA-VSCO合同プログラム

　　　　　ディスカッションの様子

◇実施場所　岡山国際交流センター

◇実施期間　2013年９月21目

◇主な参加団体　国連人口基金、岡山県、

岡山市、総社市、岡山弁護士会、岡山県産

婦人科医会、公益社団法人被害者サポート

センターおかやま(VSCO)、AMDA

◇共催　AMDA、公益社団法人被害者サ

ポートセンターおかやま(VSCO)、特定非

営利活動法人アムダ(AMDA)

◇後援　岡山県、岡山県教育委員会、岡山

市、岡山市教育委員会、倉敷市、倉敷市教

育委員会、総社市、総社市教育委員会、岡

山弁護士会、岡山県産婦人科医会

◇事業内容

　女性の人権と社会的地位の向上に目を向

けて、事件のために奪われた人権を取り戻

すための支援活動を行っている自治体、団

体から、それぞれの活動をふまえた活動報

告を実施。シンポジストによるこれからの

女性の人権と相互扶助についてのディス

カッションが行われた。

・食糧と人道支援シンポジウム

　東日本大震災を通して見えたもの

　ＡＭＤＡ一夜まわりグループ

　合同シンポジウム

◇実施場所　岡山目際交流センター

◇実施期間　2013年11月２日

◇主な参加団体　ＷＦＰ国際連合世界食糧

計画、特定非営利活動法人夜まわりブルー

ﾀ昭りり砂フーjが胴ジャーブソかが印章謔斎宮譚2∂バア１３



　　AMDA支援農家の方々へ認定証の授与

プ、日蓮宗太生山一心寺、生活協同組合

おかやまコープ、AMDA支援農家、AMDA

◇共催　AMDA、特定非営利活動法人仙台

夜まわりグループ

◇事業内容

　「食は命の源」の認識のもとに、東日本

大震災を通じて改めてクローズアップされ

た「災害後の食料支援」について、直接被

災地支援に関わった３団体からの基調講

演および活動報告から、改めて食料支援の

重要性などを考える会議の場となった。さ

らにAMDAが実施する人道支援活動を農

産物（米）の提供で支援を行う制度として

「AMDA支援農場制度」を確立｡会議当日は、

支援農場に名乗りを上げてくださ？た46

の個人および団体の方々から預かったお米

を囲んでの会議となり､それぞれに「AMDA

支援農場」としての認定証を贈呈した。な

お2013年度に集まったお米は、東日本大

震災の震災ホームレス支援として本会議を

共催したNPO法人夜まわりゲループを通

して被災地の支援活動に充てられた。

・第1回国際医療貢献フォーラム

　　　　　　　　会議の様子

◇実施場所　メルパルク岡山

◇実施期間　2013年12月14日

◇主な参加団体　厚生労働省、岡山県、総

社市、新庄村、岡山県立大学、ネパール。

トリブバン大学、岡山大学、高知大学、岡

山大学病院、社会福祉法人恩賜財団済生

会岡山県済生会、川崎医療福祉大学、独

立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災

病院、社会福祉法人旭川荘、社会医療法

人財団ＭＩＵ麻田総合病院、日本・ミャン

マー医癈人育成支援協会、歯科ネットワー

ク岡山から世界へ、ＲＮＮ（人道援助宗教

ＮＧＯネットワーク）、岡山倉敷フィリピー

ノサークル、ＡＭＳＡ（アジア医学生連絡

協議会）、ＡＭＤＡ、岡山経済同友会、ナ

カシマメディカル株式会社、メガネの三城

ワールドオプティカルカレッジ

◇共催　岡山県、AMDA

◇事業内容

　国際医療貢献に取り組む自治体、団体、

企業等が一堂に会して各々の取組について

発表し、意見交換、情報交換を行った。医

療分野に留まらず様々な分野との協働に発

展させ、国際貢献先進県・岡山の実現に

向けて大きなきっかけとなるフォーラムと

なった。「自治体医療外交」「大学による国

際医療貢献とグローバル人材育成」「医療

機関による国際医療貢献」「NPO/NGOによ

る国際医療貢献」「岡山モデルの世界展開」

の５つのグループ分けを行いそれぞれの立

場からの24件の発表ののち「国際保健の

最新の動向」として厚生労働省の高崎氏よ

り講評を頂いた。いずれの発表からも次世

代の人材育成が今後の国際医療貢献に非常

に重要であることが述べられ、第２回国際

医療貢献フォーラムの開催に向けた投げか

けとなった。

�フィリピン台風30号復興支
　援会議“開かれた相互扶助／

　バヤニハン”

　　　　　　　　会議の様子

◇実施場所　フィリピンマニラ市内

◇実施期間　2014年３月８日

◇主な参加団体(メッセージ提供含む)

　フィリピン農村再建運動(PRRM)、民間

防衛局首都回地方局、レイテ州(州議会議

員)、東サマール州ギボロス町(町長)、レ

イテ医師会、タクロバン市(市議会議員)、

市農業委員会(委員長)、フィリピン保健

吉国際保健課、フィリピン陸軍軍予備役

軍、フィリピン海軍予備役軍、イロイロ市

ライオンズクラブ、マーシーマレーシア、

台湾ルーツ代表、AMDAインドネシア支

部､AMDAインド、AMDAバングラデシュ、

AMDAカンボジア、AMDAフィリピン、福

山医師会、日本医師会、フィリピン医師会、

タクロバン市、メディピース、AMDA

◇共催　フィリピン農村再建運動(PRRM)、

AMDA

◇事業内容

　2013年11月に発生したフィピン台風

30号復興支援および今後のフィリピンに

おける災害に対する協力について話し合う

ことを目的とした本会議には、国内外を合

め110人の参加があった。

開会の挨拶後、政府・非政府合わせて12

の組織がフィリピン台風30号に関する体

験、活動、計画を発表し、グループディス

カッションを行い、フィリピン台風30号

復興支援や今後のフィリピンにおける災害

１４　－sogo‘ 句o一ふ泣詞ジャーブ子が銀字謔前号誰Ｊバア

対策と対応について話し合った。会議の最

後には「相互扶助／バヤニハン」の精神の

もと提唱された「フィリピン台風30号復

興支援マニラ宣言」”が採択された。マニ

ラ宣言では、①フィリピン台風30号被災

者への支援②今後の災害に対する備え③皆

が共有するより良い世界の実現、という３

つのことが示されている。

・国連本部委員会で

　プレゼンテーション

◇実施場所　ニューヨーク国連本部

◇実施期間　2014年２月12日

◇派遣者　AMDA名誉顧問・田島幹雄

　2014年２月12日、ニューヨーク国連本

部で行われた第52回社会開発委員会にお

いて、田島幹雄AMDA名誉顧問が「貧困

撲滅・社会融合・雇用安定」をテーマに英

語でプレゼンテーションを行った。プレゼ

ンテーションの内容の翻訳は以下の通り。

　AMDAは世界65か国において医療と健

康を中心に活動を実施し、これまで154回

の緊急救援活動や復興支援等を行ってい

る。 AMDAは世界中の人々が、未来への成

功、努力、考えを実現できるために活動を

展開しています。

　自然災害、人為的災害が起これば、緊急

人道援助の必要性は日々大きくなります。

約３年前、マグニチュード9.0の東日本大

地震の津波は、壊滅的な被害をもたらし、

住民、住宅、車、すべてを飲み込み、押し

流してしまいました。これは明らかに、過

去何十年の間に起こった最も恐ろしい自然

災害のひとつだと言えます。被災地に最

初に入った団体のひとつであるAMDAは、

現在も救援活動や復興支援を積極的に行っ

ています。私たちは、思いも害らない自然

の威力を目のあたりにして、あまりにも人

間が無力であることに、絶望しました。し

かし同時に私たちは、東北の人々の、困難

から立ち上がために努力する強さや勇気を

見せられました。

　今日、災害による過酷な現実は、直接的

被害を受けた被災地に今もなお、深刻に

残っています。

　地元自治体が、高い失業率や、地震や津

波によって完全に破壊された地元企業の再

編に苦心しているために復興は遅れていま

す。被災した人々にとって、生活は未だに

厳しい状況です。人々は災害の犠牲になっ

た家族や友人への、終わることのない悲し

みの中にいます。人々はこの厳しい試練の

時を乗り越えるために力の限り開っていま

す。彼らを支えているのは、地域の人々、

また地域以外の人々でもあります。

　「隣人」を結びつける強い信頼や終は、

現代の日本の地域社会に今も残っていま

す。伝統的に、日本社会は隣人同士の相互

支援のシステムを作りました。私たちはこ

れを「相互扶助」と呼び、AMDAの治動指

針のひとつであります。これは確実に国境



を越えて、日本や他国からの多くのボラン

ティアが被災地に支援に来ています。

私たちの記憶に残る、深刻に被害を受けた

地域のひとつが原子力発電所のある福島で

す。ところが最近､福島からの心強いニュー

スが届きました。それは、ローカルイニシ

アチブや地元の人々の決断によってAMDA

がこれまで被災地域の商店街と５回にわ

たっておこなってきた、福島県内外での被

災地間交流を強化する復興事業を２週間

前に福島で開催したというニュースです。

　風評被害の逆風の中、過去最多となる

8000名以上が参加しました。しかもその

９割は、福島県内からの参加者でした。参

加者は美味しい食事、スポーツ大会、子ど

もたちのゲームなど、終日楽しい時間を過

ごしました。これは明らかに、何としても

困難を乗り越えていくという地域住民の決

意の表れであると思います。このローカル

イニシアチブは、またAMDAのもうひとつ

の重要な指針です。このような「地域交流

事業」が道められていくべきだと思います。

災害危機管理の面から言って、地震津波発

生後どの様な外部の団体が被災地の団体に

どの様な支援を行なうべきか、どの段胆で

誰が撤退し、誰が引き継ぐかを関係者が一

同に会して「復興への道筋」の作成に努め

る。これと関連して地元の雇用も出来るだ

け早い段階に実現させる努力が必要。又被

災地の若者に希望を与えるという面からも

「アムダ医療奨学金制度」設立案は望まし

いものです。

　イニシアチブ。但し最終的に最も価値を

置くべきなのは、ローカルイニシアチブ、

被災地の人々の決断､そして地元の人々を

失望させないことです。私はこの相互援助

の輪に参加していく人々を見て、大きな喜

びを感じます。これが相互扶助の最も理想

的な形です。

　私たち人間は自然の脅威の影響を避ける

ことはできません。しかしそのような危機

的状況の中でお互い助け合い、連携するこ

とで、私たちは希望を持ち、前に向かって

進むことができるのです。

　ありがとうございました。
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■ネパール東部ダマックにおけ
　る医療支援事業

◇実施場所　ネパール・メチ県ジャパ郡

　ダマック市

◇実施期間　1992年～継続中

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAネパール支部

◇事業内容

　AMDAネパールを実施主体として、

1992年からメチ県ジャパ郡ダマックで

ブータン難民と地元住民の双方を医療支援

　　　　　リフェラルヘルスセンター

対象とした事業を行っている。この事業の

受益者は３万人以上（2014年１月時点）。

ダマックのAMDA病院がブータン難民と

地元住民のリファーラル病院（上位紹介病

院）として機能している。 1995年からは

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の委

託事業となっている。現在事業は母子保健

やHIV/性感染症予防事業、難民キャンプ

内のヘルスケア事業、人材育成など多分野

に渡る。　この事業で計測している指標のう

ち､予防接種､新生児のビタミンＡ投与､（伝

統的産婆ではなく）医療職による出産、保

健医療施設での出産の達成率は100‰妊

婦の産前ケアの達成率は99%となってい

る（2013年時点）。避妊普及率は2009年

に20%だったが2013年に60%に上昇し

た。栄養不良の割合は2009年に7.2%だっ

たが2013年に4.7%に改善している。

◇現地協力機関　国連難民高等弁務官事

務所（UNHCR）

・ネパール子ども病院事業

　(正式名称:シッダールタ母子専門病院)

ド こ:(iﾔiij

　　　　　　ネパール子ども病院

　1998年11月、阪神淡路大震災後の日

本とネパールの多くの支援者の方々の協力

により設立された首都以外で唯一の母子専

門病院。設計については安藤志雄建築事務

所がボランティアで協力。ネパール南西部

タライ平野に位置するルパンデヒ都ブトワ

ル市に設置。高い医療サービス提供が定評

で、地元からだけでなく100km以上離れ

た地域から訪れる患者もいる。年間分娩数

は3､000人を超える。

診察科：

小児科、新生児科、産婦人科、女性専用内科

病床数:

141床（小児科、新生児科、産婦人科）

スタッフ数

146名（医師19名、看護スタッフ56名、

検査スタッフ９名、薬局スタッフ８名、ヘ

ルパー28名、事務スタッフ26名）

　2011年８月より新たな周庶期病棟（2

階建）の建設を開始し、2012年11月に完

成した。新病棟では、陣痛室、分娩室、産

禅室、手術室、家族計画カウンセリング室、

新生児集中治療室などを備え、妊娠・出産

から新生児ケアを総合的に管理できるよう

配慮している。事業管理についてはAMDA

ゲループの「AMDA社会開発機構」が担当

している。

■バングラデシュ
　ＡＢＣプロジェクト
　AMDA Bank Complex

◇実施場所　バングラデシュ人民共和国

ダッカ管区ムンシガンシュ県ガザリア地区

◇実施期間　1999年～継続中

◇現地での参加者を含めた事業チーム構成

　AMDAバングラデシュ支部　事務スタッ

フ34人

　　　　マイクロクレジットの会合の様子

◇事業内容

　このプロジェクトは①AMDA保健セン

ター、②AMDA職業訓練センター兼洪水

避難所、③AMDA地域学習センター、④

小規模融資プログラムの４つの活動で構成

されている。

　AMDA保健センターは日本政府の援助に

より2003年に設立され、土地なし農民や

貧しい女性たちに低価格で保健サービスを

提供している。受益者はおよそ２万人。セ

ンターには、パートタイムの医師が２人、

研修を受けた助産師１人、検査技師１人、

保健助手が３人いる。そのほかに、無料で

地域の巡回診療を行う地域保健ワーカーが

５人いる。

　AMDA職業訓練センターは、2002年に

日本の外務省の支援により設立された。洪

水の際に避難できるように３階建てになっ

ている。ここでは、コンピューター、大工、

電工、洋裁、漁業・養鶏の４つの研修プロ

グラムを提供している。これまでに、上地

なし農民や女性、退学した若者などおよそ

1200人が訓練を受けている。

　AMDA地域学習センターは、職業訓練セ

ンターの建物を使って行われている。ここ

では地域の持続発展に役立つ成人向けの生

涯教育が行われており、地域の人びとおよ

祠卯り砂ﾌｰﾉＵ瓜4ダヤーオノム猷擢今次万苦誰政万4.７１５



そ1500入が参加している。

　最後の小規模融資プログラムは、AMDA

本部が提供した資本を元に1999年に始

まった。このプログラムは、社会から疎外

された女性が、小規模融資により現金収

入を得られる活動をすることを促進して

いる。現在、ガザリア地区の24村で活動

が行われており、１グループ５人からなる

500グループ（計2500入）が存在している。

AMDAはプログラムの円滑な進行のために

87か所のセンターを運営しており、１セン

ターあたり5～10グループが所属してい

る。グループには、グループ長と副グルー

プ長かおり、その中から、センター長と副

センター長が選出されている。

◇現地協力機関

ユニセフ（国際連合児童基金）バングラデ

シュ事務所

　県内の高校生を中心に、46人がほぼ毎

月１回、AMDA本部事務所に集まり活動に

ついての計画や打ち合わせ、学習会を行っ

た。今年度も東日本大震災復興支援に関し

て、高校生として自分たちができることを

テーマに活動を進めた。

東日本大震災ボランティア活動報告会

　７月28日、総勢30名の参加者と共に

岡山国際交流センターでボランティア活動

の報告と高校生にできる支援活動について

ディスカッションを行った。３月に大槌で

第２回絆コンサートが実施され、現地を

訪問しコンサートのボランティア活動とし

て参加した高校生会のメンバーから、コン

サートでの活動の様子と合わせ、現地の現

状、復興について報告した。参加者と意見

を交わし、今後もっと高校生の目で現地の

様子をいろいろな場所で発信していくこと

が必要であることを確認し合った。

AMDA復興支援F-1グルメ大会

ボランティア参加

　岡山から復興グルメF-1犬合の開催に合

わせボランティアバスが準備され、高校生

会メンバーはほかの参加者と共に、2013

年10月には南三陸町へ５名が、2014年

１月には南組%市へ２名が参加した。参加

した高校生たちの多くは、被災地を訪れる

のは初めてで、非常に大きな衝撃を受けて

いた。しかしながら、ボランティア活動や、

　　　　　　　　　ＡＭＤＡ団体概要

所在地　〒700-0013岡山県岡山市北区伊福町3-31-1

設立年月日　1984年８月

　国連経済社会理事会「総合協議資格」取得　2006年

　認定NPO法人に認証　2013年５月８日付

AMDAグループ代表・特定非営利活動法人AMDA理事長　成潭貴子

AMDAグループ構成団体

　特定非営利活動法人アムダ:AMDA

　AMDAインターナショナル（任意団体）

　特定非営利活動法人AMDA社会開発機構

　特定非営利活動法人AMDA国際医療情報センター

　アムダ国際福祉事業団

　AMDA兵庫

海外活動：

　緊急医療支援、復興支援、合同医療ミッション、スポーツ親

　善交流、ASMP、セミナー開催等

活動国：日本、フィリピン、インド、モンゴル、スリランカ、

　カンボジア、バングラデシュ、ネパール、インドネシア他

国内活動：

　出張講演、大学講義受託、活動報告会・セミナー開催、

　国内防災訓練対応、高校生会、イベント参加

　ボランティア地域組織２支部・７クラブの各地域での活動

　AMDA支部：沖縄支部、神奈川支部

　AMDAクラブ：大槌、鎌倉、高知、玉野、福山、竹原、

　　神女（神戸女子大学）

スタッフ：常勤14人非常勤10人嘱託５人

会員数:1､059人

　　　　　　　　　　　　　　　　　以上2014年７月１日現在

１６ 一司卯・梅り－jがZﾌ4ジャーオルが擢胆贈鵬す擦政フバア

被災他の方々との交流を通じて、現地で学

べたことも多く、高校生ならではの感性で

感じることも多かった。現地の人達や出店

者の方々との出会いやボランティア活動を

通じて、喜びの共有を実感できたことが大

きな成果である。ここでもやはり現地の状

況を高校生会として発信しなければならな

いことを痛感した。

AMDA復興支援第３回絆コンサート

＆フォーラムヘの参加

　2014年３月23目、第３回絆コンサー

ト＆フォーラムが岡山オルガホールで開

催された。高校生血はボランティアとして

15名参加した。フォーラムでは高校生血

のリーダーが復興支援の取り組みを中心に

活動を報告した。参加した高校生会のメン

バーは受付、司会進行、照明を分担し、事

前にステージﾄの看板作製を担当した。高

校生会も今回３回目となるこの大会に開わ

れた事に大きな達成感を感じている。

AMDA高校生会フィリピン台風

復興支援募金活動

2014年３月29目、岡山市表町商店街天

満屋前にて昨年発生したフィリピン台風の

復興支援の一助になればとAMDA高校生

会10名のメンバーで街頭募金活動をおこ

なった。郊外で大勢の人達に呼びかけ、皆

さんに協力して頂いた喜びは高校生会達の

大きな励みになっている。

認定特定非営利活動法人アムダ役員

理事長　成潭　貴子

　　　　　認定特定非営利活動法人アムダ事務局長

堤　事　大士　吉子

　　　　　元岡山県生活環境政策スタッフ

理　事　菅波　知子

　　　　　医師

理　事　　中西　泉

　　　　　医師　医療法入社回慶泉会町谷原病院　理事長

理　事　難波　妙

　　　　　認定特定非営利活動法人アムダ国際部部長

理　事　野島　活

　　　　　元倉敷市教育委員会　嘱託啓発指導員・小学校校長

監　事　渡丸　弘之

　　　　　公認会計士

　　　　　　　　　　　　　　　　　以上2014年７月１目現在

※多くのボランティアの皆様に支えられて様々な

　国内の活動を実施することができました。

　心より感謝申し上げます。



国内の動き

<公開セミナー〉

岡山県立大学大学院「災害医療援助特論」災害セミナー　９月

<大学講義〉

岡山大学、岡山県立大学大学院、福山平成大学（15限）、相生市立看護専門学校（15限）、福山市医師会看護専門学校、神戸女子大学他

〈出張講演〉

小・中・高校、教育委員会、企業、官公庁、各種団体からの講演依頼に対応　計74件

〈国内連携〉

・AMDA、岡山県立大学、総社市三者連携協定

・社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会、AMDA　連携協定

<海外活動地視察教育プログラム〉

・おかやま国際塾　スリランカ研修

<研修招聘〉

・シャーミラ・シャルーマ医師（AMDAネパール支部）

・ネパール看護師　２名

・アンディ・デンラワリ・マッパポリョンロ（AMDAフードプログラム研修生）

・イカワティ・タリブ（AMDAヽフードプログラム研修生）

<海外講師招聘〉

・ネパール・トリブバン大学医学部付属病院助教授

　小児科医ラミシュワル・ポカレル氏

　９

１０

月

月

10

15

日

日

８月21日～28日

8/26～11/27

12/8～12/17

12月

<研修受け入れ〉

・ゴトフ・ナランジャガル医師（モンゴル・ウランバートル市救急医療サービスセンター）　2014/2/23～27

〈インターン受入〉

・樋口　裕介（岡山大学法学部４年）

・勝又望（東邦大学医学部看護学科４年）

・竹内裕美（岡山大学法学部３年）

<主な主催事業〉

・アジア相互扶助災害医療ネットワーク会議

・復興グルメF-1大会（第２回～第５回）

・AMDA － VSCO合同シンポジウム「女性の人権と相互扶助～自尊心を取り戻すためには～」

・AMDA一夜まわりグループ合同シンポジウム『東日本大震災を通して見えたもの』

・国際医療貢献フォーラム（主催：岡山県、AMDA）

・AMDA東日本大震災復興支援第３回絆コンサート＆フォーラム

　ほか

<主なイベント参加〉

・倉敷国際ふれあい広場2013

・第12回「小春日和の吉辰」

・第57回2014チャリティ一洋蘭辰

・ワンワールドフェスティバル（大阪）

゛Pray for 東日本がんばろう日本from bizen チャリティー備前焼販売

　ほか

〈AMDA高校生会〉

・高校生会活動報告会

・岡山大学医学部学園祭参加

・絆コンサート＆フォーラムヘのボランティア参加

　ほか　　　　　　　　．，

７月

７月

１日～５日

～

４月

４月、７月、10月、１月

９月

11月

12月

　３月

10月

11月

２月

２月

３月

　７

１１

　３

月

月

月
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　　　　　活動計算書

平成25年４月１日から　平成26年３月31日まで

平成25年度

科目 金額　（単位：円）

Ｉ経常収益

　1.受取会費

　　受取会費

　2.受取寄附金

　　受取寄附金

　3､受取助成金等

　　受取民間助成金

　　受取地方公共団体補助金

　4､事業収益
　　事業収益

　　業務受託収益

　5.その他収益

　　受取利息

　　為替差益

　　雑収益

　経常収益計

Ⅱ経常費用

　1.事業費

　(1)人件費

　　　給料手当

　　　法定福利費

　　　福利厚生費

　　　派遣費

　　　人件費計

　(2)その他経費

　　　業務委託費

　　　諸謝金

　　　印刷製本費

　　　会議費

　　　旅費交通費

　　　車両維持費

　　　通信運搬費

　　　消耗品費

　　　渉外費

　　　修繕費

　　　水道光熱費

　　　賃借料

　　　減価償却費

　　　保険料

　　　諸会費

　　　租税公課

　　　研修費

　　　広告宣伝費

　　　支払手数料

　　　支払助成金

　　　支払義援金

　　　為替差損

　　　新聞図書費

　　　燃料費

　　　医療消耗品費

　　　栄養給食費

　　　災害救援費

　　　活動器材費

　　　農業関連費
　　　雑費

　　　その他経費計

　　事業費計

2､管理費

　田人件費

　　　給料手当

　　　法定福利費

　　　福利厚生費

　　　人件費計

　(2)その他経費

　　　印刷製本費

　　　会議費

　　　旅費交通費

　　　燃料費

　　　通信運搬費

　　　消耗品費

　　　渉外費

　　　修繕費

　　　水道光熱費

　　　賃借料

　　　減価償却費

　　　保険料

　　　諸会費

　　　租税公課

　　　支払手数料

　　　業務委託費

　　　広告宣伝費

　　　新聞図書費

　　　為替差損

　　　雑費

　　　その他経費計

　　　管理費計

　　経常費用計

　　当期経常増減額

ｍ経常外収益

　経市外収益計

IV経常外費用

　1.固定資産除・売却損

　　固定資産除・売却損

　経常外費用計

　　税引前当期正味財産増減額

　　法人税、住民税及び事業税
　　当期正味財産増減額

　　前期繰越正味財産額

　　次期繰越正味財産額

9520500 　9,520,500

164,357,572

　3,131,570

　5,555,638

　1543､778

164,357,572

2,631,570

　500000

1,945,638

3610000

　　34,336
1,452,112

　　57330

28,415,056
　3,581,969
　　169,591

11,594,425

134,717,6引

19578036

184,109,058

154,295,687

43761041

　5,998,975
　　471,453

　2,052,735
　2,415,128

32,982,846
　　127,845
　5,253,250
　2,267,442
　1,322,355
　　257,554
　　511,406
　3,734,621
　382,050
　1,068,847

　　　3,000
　　79,900
　　259,262
　　163,462
　　720,532

20,712,197
　1,170,688
　　56,755
　　10,095
　　346,001
　2,894,746
　3,520,312

　　90,792
　1,662,884
　　40,104
　　379,373

90956610

5,684,400
1,371,516

　　81061
7136977

1,074,856
　　20,241
　412,383

　　3,810
1,516,869
2,671,660

　191,200
　373,438
　273,549

3,012,562
　404,453
　　94,410
　　45,500
　　47,466

　800,972
1,197,000

　　3,000
　　2,610
　･206,593
　　88,487

12441059

２９,８１３,３７１

　　　　　　０

38,919 38,919

　　　38,919
　29,774,452
　　　50,000
　29,724,452

441,144,335
470868787
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　貸借対照表

平成26年３月31日現在

科目 金額（単位：円）

Ｉ資産の部

　1､流動資産

　　現金預金

　　未収金

　　棚卸資産

　　前払金

　　仮払金

　　流動資産合計

　2.固定資産

　(1)有形固定資産

　　　建物

　　　什器備品

　　　建物附属設備

　　　減価償却累計額

　　　有形固定資産計

　(2)無形固定資産

　　　ソフトウェア

　　　無形固定資産計

　(3)投資その他の資産

　　　敷金

　　　東日本震災特定預金

　　　東日本奨学特定預金

　　　プロジェクト準備金

　　　投資その他の資産計

　　固定資産合計

　資産合計

ｎ負債の部

　1.流動負債

　　未払金

　　預り金

　　流動負債合計

　2.固定負債

　　固定負債合計

　　負債合計

ｍ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

　負債及び正味財産合計

282,227,097

　　680,000

　2,308,780

　　591,600
　3,287,790

289,095,267

476,315,048

　　5,971,662
　　3,360,358
　　　719,250

△2,431,584

187,219,781

7,619,686

133,875

133,875

　　178,000
135,745,155

　7,795,625
　35,747,440

179,466,220

5,424,681
　　21,580

5,446,261

　　　　0
　　5,446,261

470868,787

441,144,335
　29,724,452

476,315,048

　財産目録

平成26年３月31日現在

科目 金額（単位：円）

Ｉ資産の部

　1.流動資産

　　現金預金

　　未収金

　　棚卸資産

　　前払金

　　仮払金

　　流動資産合計

　2.固定資産

　(1)有形固定資産

　　　建物

　　　什器備品

　　　建物附属設備

　　　減価償却累計額

　　有形固定資産計

　(2)無形固定資産

　　　ソフトウェア

　　　無形固定資産計

　(3)投資その他の資産

　　　敷金

　　　東日本震災特定預金

　　　東日本奨学特定預金

　　　プロジェクト準備金

　　　投資その他の資産計

　　固定資産合計

　資産合計

Ｈ負債の部

　1,流動負債

　　未払金

　　預り金

　　流動負債合計

　2.固定負債

　　固定負債合計

　負債合計

　正味財産

282,227,097

　　680,000

　2,308,780

　　591,600
　3,287,790

289,095,267

476315048

　　5,971,662
　　3,360,358

　　　719,250
△2431584

187,219,781

7,619,686

133,875
133,875

　　178,000
135,745,155

　7,795,625
　35,747,440

□9,466,220

5,424,681
　　21,580

5,446,261

　　　　　0
5446,261

470,868,787



計算書類の注記

１．重要な会計方針

　　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20目　NPO法人会計基準協議会）によっています。

　　　　（１）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法により評価を行っています。

　　　　（２）　固定資産の減価償却の方法

　　　　　　　　　有形固定資産については間接法による定額法により減価償却を行っています。

　　　　　　　　　無形固定資産については直接法による定額法により減価償却を行っています。

　　　　（３）　消費税等の会計処理

　　　　　　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．事業別損益の状況 (単位 円）

科目 国内事業

(東日本関連授く)
海外長期事業 東日本救援事業 東日本奨学金事業 緊急支援事業 国際会議事業 医療和平事業 広報及び

書籍刊行事業
事業部門計 管理部門 合計

１　経常収益

（１）受取会費

（２）受取寄附金

（３）受取助成金等

（４）事業収益

（５）その他収益

　経常収益計

ｎ　経常費用

（１）人件費

（２）その他経費

経常費用計

当期経常増減額

　　　　　０

　１５６,５５６

　６３,１５４

２,８００,６４７

　　　　　０

　　　　　　0

27,822,731

　　　　　　0

　　707,897

　　　　4,366

　　　　　　0

11,987,858

　　790,045

　　667,999

　　　22,981

　　　　　0

2,866,933

　235,820

　　　　　0

　　　　　68

　　　　　　０

５５,９１２,５７８

　１,０３４,０５１

　　　　９,２９５

　　　　２０２０

　　　　　0

　　　3,000

　250,000

1,101,000

　　　　　0

　　　　0

233,071

758,500

　　　　0

　　　　0

　　　　０

　　　　０

　　　　０

２６８,８００

　　　　０

　　　　　　0

98,982,727

　3,131,570

　5,555,638

　　　29435

　9,520,500

65,374,845

　　　　　　0

　　　　　　0

　1514343

　9,520,500

164,357,572

　3,131,570

　5,555,638

　1543778

3,020,357 28,534,994 13,468,883 3,102,821 56,957,944 1,354,000 991,571 268800 107,699,370 76409688 184,109,058

　5,728,006

10,114,045

　211,147
16,331,934

18,378,039

20,295,589

　　　　　　0

11,913,070

19,286,238

22,294,246

　　　　　0

5,786,443

　157,611

2,715,994

　　　　　0

1505289

43,761,041

90,956,610

　７,１３６,９７７

１２４４１０５９

　50,898,018

103,397,669

15,842,051 16,543,081 38,673,628 11,913,070 41,580,484 5,786,443 2,873,605 1,505,289 134,717,651 19,578,036 154,295,687

△12,821,694 11,991,913 △25,204,745 △8,810,249 15,377,460 △∠1,432,443 △1,882,034 △1,236,489 △27,018,281 56,831,652 29,813,371

３．使途等が制約された寄附合算の内訳

　　使途等が制約された寄附合等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は470,868,787円ですが，そのうち143,540,780円は使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は327,328,007円です。 (単位：即

内容 期首残高 当期増加順 当期減少額 期末残高 備考

東曰本款援事業

東日本奨学金事業

160,949,900

　16,605,874

13,468,883

　3,102,821

38,673,628

11,913,070

135,745,155

　　7,795,625

東日本復興支援事業に使用しました。

東日本で医療従事者を目指す学生の奨学金支援事業に使用しました。

合計 177,555,774 16,571,704 50,586,698 143,540,780

4.固定資産の増減内訳

固定資産償却 (単位：即

内容 胆酋残高 当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額 備考

東□本救援事業 872,814 110,250 339,936 762,564 工具器具備品有形固定資産

合計 872,814 110,250 339,936 762,564

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産什器備品

　　建物

　　工具・器具・備品

　　建物附属設備

無形固定資産

投資その他の資産

　　敷金

　　東日本震災特定預金

　　東日本奨学特定預金

　　プロジェクト用特定資産

　　5,971,662

　　3,885,558

　　　719,250

　　　535,500

　　　118,000

160,949,900

　16,605,874

　35,747,440

　　　　　　0

　　　　　　0

　　　　　　0

　　　　　　0

　　　60,000

13,468,883

　3,102,821

　　　　　　0

　　　　　　０

　　５２５,２００

　　　　　　０

　　　　　　０

　　　　　　０

３８,６７３,６２８

１１,９１３,０７０

　　　　　　０

　　5,971,662

　　3,360,358

　　　719,250

　　　535,500

　　　178,000

135,745,155

　　7,795,625

　35,747,440

　470,268

1,780,607

　180,709

　401,625

　　5,501,394

　　1,579,751

　　　538,541

　　　133,875

　　　178,000

135,745,155

　　7,795,625

　35,747,440

合計 224,533,184 16,631,704 51,111,898 190,052,990 2,833,209 187,219,781

5.借入金の増減内訳
(単位：円)

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

役員借入金 30,000,000 ０ 30,000,000 ０

合計 30,000,000 ０ 30,000,000 ０

6.役員及びその近親者との取引の内容

　　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
(単位：円)

科目 計算書類に計上された金額 内役員及び近親者との取引

(活動計算書)

寄肘金収入

賃借料(管理費)

　　　　活動計算書計

(貸借対照表)

前払金

164,357,572

　3,012,562

25,000,000

　2,887,500

１６７,３７０,１３４ 27,887,500

591,600 262,500

貸借対照表計 ‾’　　　　591,600 262,500

7.事業費と管理費の按分方法

　各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費

のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割

合に基づき按分しています。

sogo‘ 句o－jA瓜4ジャーナル付録　年次翰苦言　20j4.ァ11９
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一
宏
延
７

第６回復興グルメF-1大会被災地の方々とボランティア参加者全員で

ｒ㎜㎜四㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜四㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜皿㎜¶

｜

｜

平成26年度も、東日本大震災復興支援事業を実施しています。　Ｉ
ｉ　皆様の温かいお気持ちを被災地に届けます。

－
－
－

l.　㎜㎜㎜㎜皿皿㎜㎜㎜㎜㎜皿ｌ㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜-㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜-㎜　ｊ
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