
1969年６月菅波茂（当時岡山大学医学生）アジア12か国

　　　　　　歴訪（10か月間）

1971年７月第一次岡山大学クワイ河医学踏査隊派遣

1977年８月第一回西日本医学生アジア連絡協議会開催

1979年12月菅波と医学生２名がｶﾝﾎﾞｼﾞｱ難民医療支援に

　　　　　　出向く

1980年８月第一回

　　　　　開催

（ＡＭＳＡ）タイで

1981年11月全日本医学生アジア連絡協議会（ＡＭＳＡ）設立

1984年８月ＡＭＤＡ（アジア医師連絡協議会）設立

　　　　　　　（インド、タイ、シンガポール、日本の4力国から）

　　　　12月第一回ＡＭＤＡ年次国際会議開催

　　　　　　　（タイ・インドにて）

1988年９月インド・カルナタカ州無医村地区巡回診療活動

1989年７月林原ﾌｫｰﾗﾑ’89アジア三大伝統医学に参画

　　　　12月ネパール・ピヌス村地域保健医療活動

1991年４月ＡＭＤＡネパ刊ﾚｸﾘﾆｯｸ開所

　　　　４月ＡＭＤＡ国際医療情報センター（東京）開所

　　　　10月「在日外国人の医療を考えるシンポジウム」

　　　　　　　（岡山、岩手、東京にて）開催

1992年３月ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ・ロヒンギャ難民緊急救援

　　　　５月ネパール・ブータン難民医療支援活動

　　　　７月カンボジア帰還難民医療支援活動

　自に‥’Lリ乗

Ｊ　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　蛋

岡山大学クワイ河医学踏査隊

第１回アジア医学生国際会議（タイ）

第１回AMDA国際会議（AMDA設立）（インド）

ネパール・ピヌス村近隣の人々

The Association of Medical Doctors of Asia
救える命があればどこへでも
尊敬と信頼の相互扶助ネットワーク



1993年１月ソマリア難民緊急支援活動

　　　　５月林原ﾌｫｰﾗﾑ’93アジア三大伝統医学に参画

　　　　７月外務大臣表彰

　　　　７月「国際貢献ﾄﾋﾟｱ岡山構想を推進する会」設立

９月出願『遜かなる夢』一国際貢献と地域おこし一　ｿﾏﾘｱ難民母国帰還前の健康診断

　　　　12月ＡＭＤＡ国際医療情報センター関西開設

1994年８月ﾙﾜﾝﾀﾞ難民緊急支援活動

　　　　９月厚生大臣表彰

　　　　　　　「’94年おかやま国際貢献ＮＧＯｻﾐｯﾄ」開催

　　　　10月（通称：ﾄﾋﾟｱの会）

1995年１月阪神

２月ロシア・チェチェン緊急医療支援活動

４月
出願『ルワンダからの証言』

　一難民救撮医朧活脂レポートー

５月ロシア・サハリン大地震緊急支援活動

６月

６月

出願『とび出せＩＡＭＥ》Ａ』

　－ＡＭＤＡアセジア医師達願協議会の活動－

より「特殊協議資格」認証

７月ｱﾝｺﾞﾗ帰還難民緊急支援活動

８月目山県三木記念賞受第

９月第二目頭遁フトロス・ガリ受受賞

９月ミャンマ

　゜順回り

『　二回二
　心‥づ川　七二　，ふ

阪神淡路大震災（神戸市長田区にて活動）

岡山空港からチャーター機で支援物資をサハリンヘ

ミャンマー地域保健医療事業

「多様性の共存」を理想とし

「困ったときはお互いさま」という相互扶助の精神で

国際人道支援活動を実施している
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1996年　１月旧ユーゴスラビア緊急支援活動

　　　　２月ザンビア長期保健医療事業

２月申国雲南省地震・申国四jl

　　　　４月ﾚﾊﾞﾉﾝ被災民緊急医療支援活動

　　　　７月国連ボランティア・サハ共和国医療協力活動

　　　　８月地域防災民間緊急医療ネットワーク訓練に初参加

　　　　　　　（東京都、埼玉県）

　　　　11月出版『ＡＭＤＡの提言』

　　　　　　　　　一人道援助の視界都宗一

1997年12月ＡＭＤＡカンボジアクリニック開所

1998年４月アフガン難民医療支援活動

　　　　11月ネパール子ども病院開所

　　　　11月中米ハリケーン緊急支援活動

　　　　11月ミャンマー子ども病院開所

1999年４月コソボ難民緊急支援活動

　　　　８月　ﾄﾙｺ西部大地震緊急支援活動

　　　　９月東ティモール避難民緊急支援活動

2000年11月「ＡＭＤＡ医療と魂のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：ＡＳＭＰ」開始

　　　　　　　（ミャンマー、カンボジア、ベトナム、フィリピン、

　　　　　　　インドネシアにて）

2001年２月　イン

８月　岡山県より「特定非営利活動法人アムダ」認証

　　　取得

1996年中国雲南省・四川省などの被災地への救援
物資を岡山空港からチヤーター機で輸送。
多くのボランティアが格納庫で作業した

AMDAネパール子ども病院正面門風景

2001年インド西部大地震・医療テントで

,の役に立ちたい気持ちがある
の前には，国境，民族，宗教,文化等の壁はない

lる側にもﾌﾟﾗｲﾄﾞがある
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2002年５月出版『医療和事』

　　　　　　　一多国語医師団アムダの人進貢療－

2003年２月ｽﾘﾗﾝｶ保健医療活動（医療和平事業）

　　　12月イラン南東部大地震緊急支援活動

2004年10月

　　(岡山県老人保健施設協会と共同)

　月スマトラ沖地震四

　　(インドネシア、ｽﾘﾗﾝｶ、インド各被災地)

2005年９月米国南部ハリケーン緊急支援活動

2006年８月国運経済社会理事会より｢総合協議資格｣

　　　　　　認証

2007年７月新潟県中越沖地震緊急支援活動
　　　　　　(岡山県老人保健施設協会と共同)

　　　　７月特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構発足

　　　　　　(前ＡＭＤＡ海外事業本部)

　　　　８月ペルー沖地震緊急支援活動

2008年５月ミャンマー南部サイクロン災害緊急支援活動

５月申国四川省
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避難所となった体育館の様子（新潟県中越地震）

スマトラ沖地震津波被災地（インド）

ミャンマーサイクロン被災地避難所寺院での診療

ＡＭＤＡ台湾支部の外科医による手術

(四川大学華省病院、成都市)

国連が認める世界のＮＧＯのうち特に137団体にのみ許可されている資格です。

日本では４団体のみ、うちAMDAは唯一の民間医療NGOである。世界56力国で

162件（2014/11現在）に及ぶAMDA多国籍医師団の緊急医療支援活動実績が高く

評価されている。有言実行、さらなる活動を展開しながら、理事会に対する政策提言
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2009年６月ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ・サイクロン緊急医療支援

７月スイス・ジュネーブ国連経済社会理事会

　　　2009年度閣僚会議菅波代表出席

９月インドネシア・ｼﾞｬﾜ島西部地震緊急医療支援活動

　　　ﾌｨﾘﾋﾟﾝ台風16号緊急支援活動

10月インドネシア・ｽﾏﾄﾗ島沖地震緊急支援活動

　　　インド・カルナタカ州洪水緊急支援活動

　　　サモア諸島津波（ウポル島）緊急支援活動

12月　中国四川省地震（08年）被災地への復興支援

　　　（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対応予防教育／医薬品贈呈）

2010年１月ハイチ大地震緊急医療支援活動

　　　　３月チリ地震津波緊急医療支援活動

４月中国青海省地震緊急医療支援活動

５月ハイチ大地震復興支援／義肢支援事業

６月キルギス共和国国内避難民緊急医療支援活動

６月ＡＭＤＡ合同医療支援事業

　　モンゴル第一次眼科医療支援活動

８月ハイチ大地震復興支援／スポーツ親善交流事業

９月パキスタン

11月インドネシア・ﾒﾗﾋﾟ火山噴火緊急医療支援活動

12月ハイチ・コレラ対応緊急医療支援活動

12月ジブテ共和国大統領から国家勲章ｵﾌｨｼｴ章

　　　（勲4等）菅波茂が受章

ハイチ地震被災の少女に義足を作る八尾義肢装具士

ハイチ復興支援　ドミニカ共和国・日本とハイチの

３か国の少年少女らのスポーツ親善交流

ミャンマーサイクロン被災地避難所寺院での診療

コレラ病室で診療するＡＭＤＡ医療チームの朴医師



2011年１月ﾌﾞﾗｼﾞﾙ洪水緊急医療支援活動

　　　　　　　(ＡＭＤＡ･総社市合同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

　　　　２月ニュージーランド地震緊急医療支援活動

３月東日本大震災緊急医療支援活動

　　　(3月11日震災発生、３月12日医療チーム派遣)

　　　活労使頌ﾚ
　　　右手泉谷百年、右手県上に回伊郡犬槌町
　　　言飯泉顛合本、言威県本告郡賜三睦町ぼか
　　　のへ1船人を言災他へ派遣

　５月東日本大震災復興支援活動開始

　　　士な復興叉役事諜.
　　　AＭDA瀧日本国賠奨学全の提供
　　　被災性感療機窓３か年支綴事業
　　　試飲治療活動皮綴
　　　信順女役ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定
　　　同世仕立大事業の突先

　８月東日本大震災復興支援

　　　スポーツ親善交流フロクラムの実施

　　　参加校：
　　　大槌中学校、釜石中学校、志津川中学校
　　　総社東中学校、吉備中学校、香和中学校
　　　宇野中学校

10月ﾀｲ大洪水緊急医療支援活動

10月　トルコ東部地震緊急医療支援活動

10月ミャンマー中部洪水緊急医療支援活動

12月東日本大震災復興支援

　　　ＡＭＤＡ大槌健康サポートセンター開所

12月ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾐﾝﾀﾞﾅｵ島洪水緊急医療支援活動

12月出願『ＡＭＤＡ被災培へＵ

　　　　一束日本大提災圖際提題医標

　　　　　　　　　ＮＧＯの活動記録と提言一

12月インド・ﾌﾞｯﾀﾞｶﾞﾔにおける

　　　ＡＭＤＡﾋﾟｰｽｸﾘﾆｯｸ事業

避難所などで巡回診療を実施（東日本大震災）

NYタイムズ紙にも紹介された（撮影：河田雅史）

東北と岡山の中学生がサッカーを通じて交流

トルコ・エルジシュの体育館で治療を行う様子

ゝ

世界各地の難民支

紛争の予防、調停



2012年１月第70回山陽新聞賞（国際功労）受賞

　　　　　　（ＡＭＤＡグループ代表菅波茂）

　　　　２月スリランカ医療和平フロクラム||

　　　　　　無料白内障手術の実施

　　　　　　Jaffna､Panadura､Trincomalee､Nuwara Eliya

　　　　2月ハイチ地震復興支援事業

　　　　　　無料歯科診療・義肢支援ほか

　　　　３月東日本大震災復興支援

　　　　　　絆コンサーﾄの開催（広島市、岡山市）

　　　　３月東日本大震災復興支援

　　　　　　被災坊間相互交流事業

　　　　　　　　～つながろう大槌・気仙沼～

　　　　　　気仙沼市（3月）、大槌町（4月、７月）

　　　　４月ＡＭＤＡフードフロクラム開始

　　　　　　岡山県真庭郡新庄村野土語地区にて

　　　　　　有機無農薬栽培米の作付け開始

　　　　６月岩手県大槌町教育委員会から感謝状授与

　　　　７月ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ洪水緊急医療支援活動

　　　　７月ﾌｨﾘﾋﾟﾝ医師会より表彰

　　　　８月インドネシア・アンボン島洪水緊急医療支援活動

　　　　８月ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ルソン島洪水緊急医療支援活動

　　　　10月　ｽﾘﾗﾝｶ医療和平ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑII

　　　　　　スポーツ交流・宗教交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

　　　　10月日本・モンゴル友好病院開設

　　　　　　（日本・モンゴル国交樹立40周年）

　　　　　　モンゴル国眼科協会から感謝状授与

　　　　11月東日本大震災復興支援

　　　　　　第２回スポーツ親善交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

　　　　12月グアテマラ地震緊急医療支援活動

スリランカ・トリンコマリーで実施した白内障事業

被災地間相互交流事業（気仙沼南町紫市場商店街）

日本・モンゴル友好病院オープニングセレモニー

ＡＭＤＡ野土路農場あひるの進水式の様子

ＡＭＤＡ東日本大震災復興支援事業の一つです。各被災地間の交流

によって、情報や知恵を共有し、外部からの支援だけでな<、被災

者自らが主体となって自立し、三陸沿岸部一帯が復興に一丸となっ

て取り組む事業です。
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2013年　１月ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾐﾝﾀﾞﾅｵ島台風洪水緊急医療支援活動

　　　　１月インドネシア・ｼﾞｬｶﾙﾀ洪水緊急医療支援活動

１月東日 被災地間相互交流事業
　　　　　　　復興グルメF-1大会開催

　　　　　　　（1月気仙沼、４月大船渡、７月石巻市鮎川浜、10月南三陸）

　　　　３月東日本大震災復興支援同世代交流事業

　　　　　　　絆コンサートin大槌2013開催

　　　　４月アジア相互扶助災害医療ネットワーク会議開催

　　　　　　　（岡山市、総社市、新庄村）

　　　　４月中国・四川省地震緊急医療支援活動

　　　　５月バングラデシュ・ビル倒壊事故緊急支援活動

　　　　５月「認定NPO」資格を取得

　　　　９月パキスタン南西部地震緊急医療支援活動

　　　　10月ＡＭＤＡ･岡山県立大学・総社市三社連携協定の締結

　　　　10月ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ボホール島地震緊急医療支援活動

　　　　11月フィリピン台風30号緊急医療支援活動

　　　　　　　ﾚｲﾃ島をなど６島へAMDA多国籍医師団を派遣。

　　　　　　　８か国から、のべ25人を被災地に派遣

　　　　11月特定非営利活動法人アムダ理事長の変更

　　　　12月第１回国際医療貢献フォーラム開催

　　　　12月ＡＭＤＡ国際会議in大国家住宅

　　　　　　　「グローバル人材を考える」開催

2014年１月東日本大震災復興支援被災他聞相互流事業

　　　　　　　復興ｸﾞﾙﾒＦ－１大会開催

　　　　　　　（1月南相馬、４月七ｹ浜、７月陸前高田、10月相馬）

　　　　３月東日本大震災復興支援同世代交流事業

　　　　　　　第３回絆コンサート＆フォーラム開催（岡山市）

５月ボスニア・ヘルツェ

７月GPSP事務所inクアラルンプール開所

８月広島市土砂災害緊急医療支援活動

　　　(ＡＭＤＡ、総社市合同支援事業)

８月ＡＭＤＡ創立30周年を迎える

第１回復興グルメF－1大会会場の様子（気仙沼）

アジア相互扶助災害医療ネットワーク会議

フィリピン台風30号巡回診療を行うＡＭＤＡチーム

戸別訪問診療をおこなうＡＭＤＡチーム（ボスニア）

GPSPr世界平和パートナシツプ」とは、人道支援における

AMDAの新しい総合事業です。「聞かれた相互扶助」に基づ<広範

かつ総合的なネツトワークをベースに、和平構築、包括的生活支援、

教育支援、健康増進に及ぶ4つの分野を総括していきます。


