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1．序文   誰もが治療を受けられる未来を求めて 

 
 

私たちを取り巻く環境は絶え間なく変化を続けている。 

 

2014年は 2013年までの変化をしっかりと吸収し、基礎を確固たるものにするために費やした。 

事業計画はほぼ予定通りに実行することができ、資金調達に関しては、投入する労力・資金を追加することなく、予定を上

回る収入を得ることができた。 

こうした事業遂行能力と資金調達能力の充実は、組織が次のステップに進むための土台となるものである。 

 

世界の医療団として日本社会における役割や存在意義は何か？ 

世界の医療団ネットワークに対する日本事務局の付加価値は何か？ 

私たちに示されている好機は、リスクは何か？ 

 

医療を切り口に社会が抱える課題にしっかりと向き合い、修復しなければならない不公正に対し私たちなりの答えを提示

するため、託される信頼を少しも無駄にしないために、私たちは問題のより深い理解と考察に努め、支援活動、証言活動

へとつなげていく。 

 

2015 年、次のステージへと組織をグレードアップする飛躍の 1 年と位置付け、拡大資金調達活動、ポスト AC キャンペー

ンとしての新たな証言活動の展開、そして新規事業の準備・立ち上げにと各事業での挑戦を行う。 

 
 

「誰もが治療を受けらる未来を。」 をスローガンに、世界の医療団日本は 2015年、更なる成長を目指す。 
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2. 社会的使命 

 

2.1. 医療支援プログラム 

 

2.1.1. スマイル作戦  

 

スマイル作戦は、世界の医療団日本の活動の中でも最も歴史の古いものであり、1996 年からボランティア派遣を開始し、

2006年以降は独立したミッション運営を継続している。毎年 20～30名のボランティアを派遣し 150～200件ほどの手術を

行っている。 

 

 年間計画 （既存プロジェクト） 

1. バングラデシュ（ダッカ、コックスバザール） 

派遣人員：  医療ボランティア 10名 

活動時期/期間： 2月中旬 / 10日間、うち手術日 6日 

手術件数予測： 1日 10件として 60件程度 

 

2. ミャンマーミッション（都市未定） 

派遣人員：  医療ボランティア 5名 

活動時期/期間： 5月中旬 / 8日間、うち手術日 5日 

手術件数予測； 1日最大 8件として 40件程度 

 

3. マダガスカル（アンタナナリボ）  ※フランス主催ミッションにボランティアを派遣 

派遣人員：  （日本より）医療ボランティア 2名 

活動時期/期間： 7月下旬/8月上旬 / 8日間、うち手術日 5日 

手術件数予測： 1日 6件として 30件 

 

4. バングラデシュ（ダッカ） 

派遣人員：  医療ボランティア 9名 

活動時期/期間： 11月後半～12月上旬 / 9日間、うち手術日 5日 

手術件数予測： 1日 8件として 40件 

 

5. ミャンマーミッション（都市未定） 

派遣人員：  医療ボランティア 5名 

活動時期/期間： 12月初旬 / 8日間、うち手術日 5日 

手術件数予測； 1日最大 8件として最大 40件 

 

 年間計画 （新規プロジェクト） 

派遣人員：  医療ボランティア 1名 

活動時期/期間： 未定 / 7日 

 

※ 上記調査ミッションの結果を受け、初回ミッションの実施が可能であれば以下の概要を目安とする。 

派遣人員：  医療ボランティア 5名 

活動時期/期間 未定/ 7日、うち手術 4日 

手術件数目安 1日最大 8件として最大 32件 

【サマリー】 

活動回数：  本ミッション 4回、派遣参加 1回 / 調査ミッション 1回、初回ミッション 1回 

派遣ボランティア： 37名 

活動日数：  57日、うち手術日数 31日 手術予測件数：  最大 242件 

 

 全体 

1. ボランティアメンバーの増強、特に看護師 
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これまで、ミッションの開催を担保できるだけのメンバーを調整できていたが、看護師については年々派遣調整が難しくな

ってきている。所属先からの休暇の取得が特に難しい職種であることがこの原因と思われる。 

これまで培ってきた現場のノウハウを整理し、効率的に伝達できるように進めながら、積極的に新しいメンバーを加えるよう

努める。 

 

2. 新規プロジェクト 

現在のバングラデシュ、ミャンマーに加え、第 3 カ国目でのミッションの開催を模索する。2014 年に大規模な空爆、戦闘に

見舞われたパレスチナを始め候補となる国の現状調査、ニーズ確認、パイロットミッションへと、段階的に進めて行く。 

 

3. 育成、技術伝達 

スマイル作戦を行っている全ての世界の医療団において、育成や技術伝達の強化が今後の課題として認識されている。こ

れまで行ってきた育成活動を整理し、成果と課題を抽出した後、今後の活動の動きについて検討する。 

 

4. 他のMdMとの協働 

フランス、オランダ、ドイツがスマイル作戦を行っているが、フランスとはボランティアの行き来の交流があるが、オランダ、ド

イツとは情報交換以外の関わりがない。オランダは同じくバングラデシュで活動していることから、アドボカシー、育成など

のテーマで、協働による新たなインパクトを模索したい。 

 

 国別： バングラデシュ 

- 活動パートナーとの協働体制を更に強化する 

- コックスバザールミッションの方向性を決定すること 

- 教育活動の継続と発展 

 

 国別： ミャンマー 

- 育成 

- 患者のフォロー 

 

 

2.1.2. ラオス小児医療プロジェクト 

 

 活動の概要 

事業期間： 2012年10月～2015年12月（MoU有効期間） 

活動地： チャンパサック県スクマ郡・ムンラパモク郡 

パートナー： 世界の医療団フランス、ラオス赤十字（スイス赤十字） 

 チャンパサック県保健局、スクマ郡保健局、ムンラパモク郡保健局 

 スクマ郡病院、ムンラパモク郡病院（2施設） 

 スクマ・ムンラパモク郡の10の保健センター 

受益者： 上記のパートナー、医療施設スタッフおよび5歳未満児約15,000人とその家族 

 

 活動内容 

2014年までの活動を、保健局への引継ぎに向けてアレンジしつつ継続。これに伴い、小児医療無償化制度のスムーズな

引き継ぎのためのパートナーとの交渉などを強化推進していく。 

 

1. 医療保健人材育成   ～ 小児医療基盤の構築 

- 医療施設スタッフ対象研修：3回 

-  小児科医による現地での研修、監督（2回） 

 

2. 施設設備充実支援 ～ 2013年度に設置した設備のメンテナンスと設備維持管理人材の育成を行う 

- ロジスティシャン派遣による水衛生設備維持管理者育成 
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3. 村落における健康啓発普及活動  ～ 村落健康普及教育を通じた、住民による医療サービス利用促進 

- 村落健康普及ボランティア対象研修：4回 

 

4. 政府母子保健医療従事者への意識啓発活動 

～医療保健政策の持続性担保のための県保健省・郡保健省・村長らとの継続的対話  

- 活動1、3への保健省職員の同行を強化し、介入効果を高める 

- 活動5に関して、政策をより実際に即したものに洗練していく 

-   本事業の引継ぎのための協議 

 

5. 医療経済政策支援（住民の医療負担軽減） 

～ 診療・治療・健診の無償化政策導入支援による貧困が原因の未受診削減 

- 活動地域の5歳未満児の医療費を負担する 

- ラオス赤十字との協力により、Universal Health Coverage
1（以下、UHC）のパッケージとしてシステムを構築していく 

-   2016年以降スクマ郡・チャンパサック郡のUHCを実施する予定のWorld Bankスキームとの継続性担保のための協

議を関係者全員で進める 

 

フィールドでは、日本人駐在看護師1名が通訳医療アシスタントとともに、各郡に雇用しているコミュニティ・ワーカーと協力

して村々の住民に対して健康教育を行い（活動3）、同じく現地雇用のメディカル・オフィサーと協力してヘルスセンターの監

督に当たる(活動1)。 

看護師は、現場メディカル・コーディネーター（日仏の両プログラムをコーディネートする）と東京と連携しながら現場での活

動を実行していく。 

 

2015年が本プロジェクトの最終年であるため、医療サービスの質向上のみならず、各種活動が持続していくための仕組み

作りに多くの時間を費やす。具体的には、現地ペートナーと連携の強化、ビエンチャン事務所でスタッフを雇用し、中央レベ

ルの省庁コミュニケーションおよび業務の効率化を図る。 

また、年の後半は、保健当局との終了のセレモニー（大々的に行うのがラオスの習慣）、使用していた物品の寄贈セレモニ

ー、締めくくりのため法的、総務的、ロジスティックなどの専門家の期間雇用・派遣も念頭においている。 

 

 日本事務局の役割 

1. 小児医療プログラムについて、アウトプットの分析、より効果的なインプットへの転嫁など、全体の方向性について、メ

ディカル・コーディネーター、現場ジェネラルコーディネーター、派遣看護師と共に協議、調整する。 

2. 日本から派遣する小児科医との定期的ミーティング（東京にて）および現場へのフィードバック 

3. 世界の医療団フランスのデスクとの諸調整 

4. 資金調達 

- 主たる資金源（日本国外務省）への定期的報告と3年目継続（2015年6月～11月）に向けての申請書作成。期間短

縮申請となるため、慎重な協議が必要。 

- 第2期最終報告書の提出および第3期最終報告書の提出準備 

5. 現地の活動レポートの発信 

 

 アドボカシー 

                                                 
1 Universal Health Coverage : ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（普遍的な医療提供）とは、WHO（世界保健機構）の定義によれば、「すべての人

が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な費用で受けられる状態」をいい、保健医療分

野で達成すべき目標として様々な文脈で掲げられている。 
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2013年1月に5歳未満児への無償化制度の導入以降、5歳未満患児の数が急激に増えた（初年度2.8倍、2年度暫定4倍

強）。この施策がニーズの掘り起こしに貢献していることは確かであるが、課題はラオス保健省のイニシアティブをとって

2016年以降の医療保険制度へと引き継いでいくことである。実績をもとに、具体的なプログラムの遂行、UHCとMDG
2の達

成という国際社会の潮流や政策が現場レベルにも到達し、しっかりと機能するようアドボカシーに力を入れる。 

 
 

2.1.3. 東京プロジェクト 

 

2015年、東京プロジェクトは 2010年の開始から丸 5年を経過し、6年目へと突入する。 

リハビリプログラム、ファーストアプローチ、ケアマネジメントなどの日常的かつ対象者への直接的な働きかけとなる支援活

動は今年も各パートナー団体と継続して行い、更にアドボカシー、プロジェクト全体の再編、外部発信の強化などに特に取

り組んでいく。また既存の 4団体の枠を越え、ゆるやかな連携を拡げ、今まで一地域で行ってきたプロジェクトを、他団体と

の連携や情報交換などにより、波及効果や取り組みを拡げることを目指す。 

 

また本年は、ホームレス支援に深くかかわる新法「生活困窮者自立支援法」が施行される年でもある。ホームレス状態に

ある方や、生活困窮者に対する行政や民間団体の取り組みに大きな変化が起こることが予想され、世界の医療団の取り

組みも変容を求められる可能性が高い。 

東京プロジェクトが対象とする「制度からこぼれ落ちる社会的弱者」の支援の為、動向を注視していく。 

 

 活動の概要 

事業期間： 2010年4月～ 

活動地： 東京都豊島区池袋とその周辺 

パートナー： 「NPO法人 TENOHASI」 

 「コミュニティホーム べてぶくろ」 

  「精神科訪問看護ステーション KAZOC」 

派遣ボランティア： 精神科医、看護師、臨床心理士  

受益者： 池袋周辺で路上生活を営む方、そのうち、特に精神と知的に障がいを持つ方 

 過去、ホームレス状態にあり現在は居宅での生活を営む方。 

 

 通年の活動 

1. 支援プロジェクトの継続  

パートナー団体との協力の元、以下の各支援事業を継続して行う。 

活動内容 
担当団体 

世界の医療団 べてる てのはし KAZOC 

全体コーディネート ○ 
   

シェルター 
 

○ ○ 
 

リハビリプログラム ○ ○ 
  

ファーストアプローチ ○ 
 

○ 
 

ケアマネジメント ○ ○ ○ ○ 

医療保健活動 ○ 
  

○ 

                                                 
2
 MDG :ミレニアム開発目標( Millenium Development Goals)。2000年に国連が掲げた 2015年までに達成すべき教育、保健、ジェンダーなど

の各分野での指標。小児医療に関する指標はターゲット 4に掲げられ、2015年までに 5歳未満児の死亡率を 3分の 2減少させる、と定義さ

れた。 
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アドボカシー ○ 
   

支援者支援 ○ 
   

 

リハビリプログラム： 料理や遠足、農業体験などを通じ、対象者の社会性の回復させる活動 

ファーストアプローチ： 夜回りなどを通じ、新たな対象者との接触を図り、関係を構築する活動 

ケアマネジメント ： 対象者が必要としている支援を個別に見極め、行政や医療につなぐ活動 

医療保健活動 ： 医師・看護師・臨床心理士などによる簡単な診察、健康相談、傾聴など 

アドボカシー ： 行政機関、教育機関などに対しての働きかけ 

支援者支援 ： 能力向上や個別カウンセリングなどを通じ、協力者への支援を行う 

 

2. アドボカシー活動の強化 

目的： さまざまなレベルでの政策提言、権利擁護の活動を行う。障害を抱えたホームレス状態にある方の社会的受け皿

の変容につなげる。 

内容： アドボカシー内容や方法について、オフィス内で会議を開きブレインストーミングや目標設定を行い、行動計画を策

定し実行する。 他地域や近隣領域で活動する団体と交流を深め、提言活動につなげる。 

 

3. プロジェクト全体の再編 

目的： プロジェクトの先鋭化と効率化。 

内容： プロジェクトの経験の蓄積によって得た成果をもとに効率化を行う。各団体の状況や対象者の変化をかんがみて

柔軟な再編を行う。ピアワーカーの力を最大限ひきだし活用する。 

 

4. 学習会の開催 

目的： 支援現場における課題について理解を深め、共通理解を持ち、同時に支援者間のコミュニケーションの機会とし、

ミッションの共有につなげる。 

内容： 関連テーマの講師を呼び、学習会を開催する。2か月に1度ほどの開催とする。 

 

5. 事業のサステイナビリティについての模索 

目的： 事業を長期的に運営していく方法について検討する。 

内容： ボランティアベースで事業を永続的に行うことは難しく、プロジェクトを一部事業化するなどして、事業の持続可能性

についての戦略を練る。具体的には、事業化された先行モデル等の情報収集や視察、クリニック設立可能性の検討、リハ

ビリプログラムの事業化可能性の検討などである。 

 

 スポット的活動 

1. 「ふとんで年越しプロジェクト」活動報告会の開催 （3月予定） 

目的： 年末年始に、東京の複数のホームレス支援団体や医療機関と連携して行った活動の成果や課題を振り返り、分析、

評価する。今後の連携や政策提言につなげる。 

内容： プロジェクトの報告とともに提言の機会とする。 

 

2. 世界の医療団ネットワーク国内プロジェクト会議への参加 （2月 26、27、28日） 

目的： 世界の医療団各事務局の国内における取組や手法を学び、東京プロジェクトへ活用する。特にアドボカシーにつ

いては、在欧の各組織の取り組みや欧州レベルでのネットワークとしての手法を学ぶ。 

内容： アムステルダムで行われる世界の医療団ネットワークの国内プロジェクト会議参加。会議に伴い行われる記者会

見に同席し、効果的なアピール方法を学ぶ。 
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3. ビジュアルツールの作成・配布 

目的： 東京プロジェクトに対する外部からの関心を高める。 

内容： 活動の必要性、活動内容をアピールするための分かりやすい広報ツールを作成し、配布する。 

 

4. 熱中症対策 

目的：  夏季、過酷な野外環境で生活するホームレス状態にある人々の健康リスクを低減する。「熱中症」を切り口に企

業との関係づくりの機会とする 

内容： 資金調達担当者の協力を得ながら、関連企業のサポートを獲得し、啓発活動や支援を行う。 

 
 

2.1.4.  福島県そうそうプロジェクト 

 

発災から 5年目を迎える 2015年だが、福島県沿岸部、特に福島第一原発事故の影響を強く受けている地域では、復興

も、復旧すらも目途が経たない状況が続いている。 

住環境だけをとってみても、仮設住宅、復興支援住宅、それ以外の新居や新築への移転など、住民の間に差が目立つよ

うになってきていることや、東京電力らとの賠償に関わる交渉が思うようにいかない、長引くなど、精神的にダメージを与え

うる状況に置かれている人も少なくない。 

そして、船があり、魚がいても、土地があっても、漁業にも農業にも就くことのできない歯がゆさを抱えている人も多い。 

過去の喪失、満たされない現在、不安な将来、そうそう地区の住民が抱えさせられているこうした現実において、地域住民

のこころを支える活動はこれまでにも増してニーズが高まってきている。 

 

2015年を通し、世界の医療団は「NPO法人 相双に新しい精神科医療保健システムを作る会」との協働活動を継続し、

精神科医、看護師、臨床心理士、臨床検査技師の派遣・支援を行う。また、相馬市内の小・中学校に通う子どもたちのここ

ろのケアを目的に設立された「NPO法人 相馬フォロアーチーム」との協働を継続し臨床心理士の派遣を行う。 

 

 活動の概要 

事業期間： 2012年1月～ 

活動地： 福島県そうそう地区 

パートナー： 「NPO法人 相双に新しい精神科医療保健システムを作る会」 

 「NPO法人 相馬フォロアーチーム」 ほか 

派遣ボランティア： 精神科医、看護師、臨床心理士、臨床検査技師  

受益者： そうそう地区に居住する仮設住宅、復興住宅、一般住居に居住する住民 

 

 活動内容と期待する効果 

1. メンタルクリ jニックなごみへの精神科医の派遣 

 ・派遣ボランティア職種：精神科医（1名） 

・派遣回数/日数：12回/12日 

・期待する効果： - 同一医師の継続的な派遣を通じ、長期診療が必要な患者とのラポール（信頼関係）形成強化を軸

に、地域の精神医療の安定に寄与する。 

 

2. 仮設住宅でのサロン活動と戸別訪問活動への看護師・臨床心理士の派遣 

 ・派遣ボランティア職種：看護師（2名）、臨床心理士（2名） 

・派遣回数/日数：81回/114日 
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・期待する効果： - 住民らの生活の場所へ赴き、紙芝居、簡単な運動、講義などの触れ合いを通じ、精神症状の発露

や悪化を防ぐことに寄与する。 

-  復興住宅や新居など、仮設住宅単位で行う活動ではフォローが出来なくなっている住民に対しての戸別訪問活動に

も注力し、精神症状の発露や悪化を防ぐことに寄与する。 

- こころのケアが必要な特定の子どものケースについてもケア活動を行い、現在、または長い将来に亘っての精神的

影響を最小限に食い止めることに寄与する。 

 

3. 被災地域にある学校施設におけるスクールカウンセリング活動への臨床心理士派遣 

 ・派遣ボランティア職種：臨床心理士（2名） 

・派遣回数/日数：30回/30日 

・期待する効果： - スクールカウンセラーとして臨床心理士を小中学校に派遣し、子どもたちの間の、震災、原発事故、

避難生活などによるメンタルヘルスへの悪影響の軽減に寄与する。 

- 同じ目的のため、学校の教師へのアドバイスを行い、教師によるより充実した心のケアの浸透に寄与する。 

 

4. メンタルクリニックなごみへの臨床検査技師の派遣 

・派遣ボランティア職種：臨床検査技師（１名） 

・派遣回数/日数：４回/４日 

・期待する効果：- 操作に習熟した技師を派遣し、脳波計の取り扱いの習熟を助けることにより、地域の精神医療の安

定に寄与する 

 

5. 「相馬広域こころのケアセンターなごみ」に対するキャパシティビルディング支援 

・ 組織課題、とりわけ資金調達機能の強化を支援し、パートナーNGOの能力向上を通じ、地域の精神医療の安定化

に寄与する。 

 

 

2.1.5.  東日本被災地支援 / 川内村ロジェクト 2015活動計画案 

 

福島県双葉郡川内村では 2012年 4月、警戒区域解除に伴い、住民帰還が始まった。しかしながら行政機能は戻ったも

のの生活に必要なインフラ（商店・医療など）の復旧が進まないなどの理由から、2014年 6月で 46%の帰還率となってい

る。また、帰村したものの家族の若者が戻らず川内村で孤独な状況に置かれた帰還住民の多くが高齢者であり、認知症

発症が多く目立つ状況を踏まえ、認知症患者及びその家族に対する相談会の実施や認知症予防・認知症患者への接し

方など研修会の開催などを行い、対象地域における認知症を恐れない・認知症患者に優しい村作りに貢献していく。 

 

 活動の概要 

事業期間： 2014年 ～ 

パートナー： 川内村保健福祉課、ふくしまこころのケアセンター 

派遣ボランティア 精神科医 1名 

受益者：  川内村へ帰還した住民（約 1,500名）および帰還前の住民（計約 3,000名） 

 

 活動内容と期待する効果 

1. 川内村保健福祉課に対する助言活動（帰還住民がいきいきと暮らせる村のコンセプト作り） 

  ・派遣ボランティア職種：精神科医（1名） 

・派遣回数/日数：2回 2日 
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・期待する効果： - 「帰還住民がいきいきと暮らせる村」のコンセプトに沿った活動メニューを作ることで、川内村が

認知症と共に生きる道の模索と確立に寄与する 

 

2. 認知症患者を抱える家族への個別支援 

・派遣ボランティア職種：精神科医（1名） 

・派遣回数/日数：2回 2日 

・期待する効果： -  支援対象者と家族の個別相談、村役場担当職員とのケースカンファレンス通じ、今ある課題を

克服することに寄与する 

 

3. 認知症予防の一環として、精神科医による「認知症研修会」の開催 

・派遣ボランティア職種：精神科医（1名） 

・派遣回数/日数：2回 2日 

・期待する効果： - 認知症予防や認知症患者への接し方講座を開催し、住民の認知症や患者に対する理解を深

め、認知症を恐れない・認知症患者に優しい村作りに貢献していく。 

 

 

2.1.6 新規プロジェクトと「事業ワーキンググループ（仮名）」 

 

2014年 9月のニココロプロジェクトの終了、2015年 12月に予定されているラオス小児医療プロジェクトの終了、また拡大

資金調達の効果としての増収を念頭に、国内外で 1件ずつの新規プロジェクトの準備、開始を行う。 

 

国内新規事業に関しては、現在の日本社会における医療弱者の調査を全体的にまず行い、可能性のあるターゲット層を

浮き彫りにすることから考察を開始する。ある程度の調査が進んだら、個別にコンタクトを開始し、具体的なニーズ、リソー

ス、事業化が可能かどうか検討を深めていく。 

 

国外新規事業に関しては、世界の医療団フランスのアジアにおける知見、現在進行中のプロジェクト、計画などから可能

な限り情報を入手し、検討の土台とする。世界の医療団日本として二つ目の長期国外支援にあたる本事業では、ラオスプ

ロジェクトで得た知見、経験を十分に生かし、独立した事業の開始・運営を目指すものとする。 

 

どちらのプロジェクトにおいても医療専門家の重点的な介入が不可欠なため、時期・段階に関わらず常にアンテナを張り、

随時関心者と接触する。 

 

この 2 件の新規事業が今後、中期的に組織全体の展開や方向性に及ぼす影響は大きいと考えられる。個別の事業展開

だけでなく、事業全体を切り口にして組織運営を考察する必要性が指摘されている。この機能を果たす、「事業ワーキング

グループ（仮名）」の設置を模索する。構成人員は、理事、会員、事務局スタッフに加え、外部の有識者などを招くことも検

討する。 

 

 

 2.2. 証言活動  

 

年の半ばに 3年間続いた ACキャンペーンの終了を迎え、大きな転機の年になると考えられる。ACキャンペーンの 3年

間は、団体の知名度の向上のため、ブランディングを強化するためのイメージ先行的な証言活動を中心に行ってきた。

2015 年後半からは、活動や取り組む課題により直結した、メッセージ性の高い証言を社会に提供し、証言者としての使命

を追求していきたい。 
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また、人々の情報との接し方がめまぐるしく変わる中、手法の適合化も移り変わりの早い課題ともなっている。 

 
 

2.2.1  プレス全般 

 

日本のメディアにおける被災地や復興に関する報道は発災以降、減少の一途を辿っており、2015年もまた同様の傾向を

呈するものと思われる。しかし、被災地での活動を継続する団体が減少している中、逆に、世界の医療団日本の福島での

支援活動はメディアにとっては少ない取材対象ともなることや、減少しているからこそ、証言することの希少性、社会へ有

用性も上がるため、露出の機会は継続して狙って行く。 

 

合わせて、2012年に開始した「ラオス小児医療プロジェクト」を含め、国内外の各プロジェクトの活動を訴求し、プロジェクト

現場の取材を促す。  

 

重点的に訴求するテーマ、およびプロジェクトは以下とする：世界の医療団とそのネットワーク、ラオス小児医療プロジェクト、

東京プロジェクト、スマイル作戦、東日本震災地支援プロジェクト、「1000人のスマイル」キャンペーン、各種イベント、政策

提言活動（アドボカシー） 。 

 

2.2.2 ACキャンペーンによる成果を資金調達に活かす 

 

2012年 7月から開始したACキャンペーンは、2015年 6月の第 3期目の終了により、その全てが終わる。丸 3年間に

渡るキャンペーンの反響により、交通広告が目立つ首都圏だけでなく TVCMや地方紙での掲載が目立つ首都圏以外の

地域でも認知度の拡大があったものと思われる。 

ACで獲得した認知を、より効果的な資金調達活動へつなげることを目指し、以下の発信を行うこととする。 

 

 自社サイト（HP、SNS）のコンテンツ強化により、3年間に渡る認知拡大と信頼感の醸成を具体的な支援拡大へと結

びつけていく。 

 

 支援者拡大のためのコンタクトポイントの再設定を行う。特に近年日本におけるスマートフォンの利用拡大の勢いは

凄まじく、最も利用者の多い国内最大ポータルサイトへのアクセス総数の過半数がモバイル端末からであることから、

支援拡大施策における機会損出がないよう、スマートフォンに最適化したサイト設計を行う。 

 

 ACキャンペーンを通じて向上した全国的な知名度と団体活動への理解・信頼をマスメディアでの露出につなげていく

ため、4マス（ＴＶ、ラジオ、新聞、雑誌）へのアプローチを積極的に行う。 

 

2.2.3  親善大使の露出拡大 

 

2012年に親善大使として就任した滝川クリステル氏の、世界の医療団と関連したマスメディアでの定期的な露出は、6月

の AC キャンペーンの終了とともに終了する。7 月以降の親善大使としての活動を、本人、所属事務所とともに調整を行う。

団体の信頼性を高めると同時に話題性を強化するため、所属事務所との協力体制の強化だけでなく、自社および外部媒

体での幅広い広報活動を展開していく。具体的には現地訪問、メディア取材の他、資金獲得活動への参加、独自に行うイ

ンターネット広告及びパブリシティー活動への協力を仰ぐなど。 
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2.2.4  インターネット広報の強化 

2012年のサイトリニューアルと資金調達チームによる検索促進施策の開始、コンテンツの増強を行いなどにより、サイトへ

のアクセス者数は著しく増加した。またACキャンペーンによる認知度向上もあって、検索サイトにおける自然検索結果か

らの流入数も増加している。他方で、アクセス増加に比例して、直帰率が高まり、滞在時間も減少傾向にある。 

2015年度においては、引き続きサイト内コンテンツの充実を図る。特に、これまでの平面的（テキストや写真を使用した記

事）な発信に加え、動画を活用した現場紹介やメッセージ発信など、一層、立体的、多角的に発信することを試みる。 

 

また Twitterや Facebook等のSNSへの登録者数は著しく増加し続け、活性ユーザー比率も高く推移してきている。今後

も有力なコミュニケーションツールとして機能させるために、より広いユーザー層の登録と利用拡大、また、それぞれのツー

ルに適した切り口での情報提供が必要である。 

ネット広告における露出はACキャンペーンとの関係でこれまで控えてきたが、今後は重要な情報発信媒体として定期的

に行い、資金調達の拡大というシナジー効果も狙う。 

 

3. 資金調達 

 

3.1.   ダイレクト・ダイアログ (DD）3
 

 

年々、類似・競合団体との競争が激しくなっており、特にショッピングモールにおいては大手の団体と施設管理会社との提

携がすすんでいるためキャンペーンスペースの確保が難しくなってきている。キャンペーン内容の見直しとともに、既存協

力先とは引き続き良好な関係を継続できるよう努め、新規取引先・スペースの獲得を目指す。新規出展先として、有料スペ

ースの活用について引き続き検討・トライする。 

学会においては、昨年度の出展実績に学会によって大きな差が見られたことから、より詳細な分析を試みる。例えば、参

加者層、参加者数、会場の立地・配置などである。対策を練り直した上で、出展を決定する。 

関東と東海地域でのDDキャンペーン時間は昨年同様の約 4800時間、ROIは約 12ケ月を目指す。 

 

3.2. テレ・マーケティング（TM）4
 

 

引き続きUpgrade、不備解消テレマにより既存のスマイルクラブ5（以下SC）会員の維持、寄付額の増加を目指す。 

また、加入したものの不備等で休眠化しているドナーに向け、再入会を促す TMを新たに実施する。これは、刷新した寄付

者管理データベースから、より精度の高い入退会、決済状況などのデータを抽出することができるようになったため、実施

可能となったものである。あわせて、資料請求や都度の寄付の頻度が少ないドナー向けに、動機づけとなるような TM に

ついても実施したい。 

UpgradeでのROIは約 9.5ケ月を見込んでいる。 

 

3.3. ダイレクト・マーケティング（DM） 

 

2014年度の DMの健闘の要因は、ドナーが敏感に反応する緊急事態が多発したことが大きかった。これまでの分析から

返答数は発送数に比例しないことが分かっているため、1回の発送数は最大でも 8,500通にとどめる。 

2015年度のDMは前年比微減の 46,000通、回数 8回程度とする。返答率 5.5％、平均寄付額 7,500円を目指す。 

 

また、今年から新たにニュースレター（以下 NL）を発行する。ドナーから寄せられる「支援の成果が見えない」との指摘を受

けての施策であり、寄付を募る通常 DM とは差別化した活動報告に主眼を置いた内容とする。まずは試行的に年 2 回程

                                                 
3
 DD : Direct Dialogue : 路上、商業施設内、イベント会場などにブースを出展し、訪れる人との対話を通し手支援を依頼するマーケテ

ィング手法。世界の医療団日本では 2008年より開始。欧米では支援者獲得手法として主流。 
4 既にコンタクトを得ている支援者やリード（未支援者）に対し、電話での依頼支援を行う資金調達活動のこと。 
5  スマイルクラブ：指定の銀行口座からの引き落としやクレジットカードによる定額月払いによる継続した寄付の方法につけたネー
ミング。 
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度、SC会員を含むアクティブドナーを対象に発送するほか、メールアドレスの登録があるドナーにも送付する。1回の送付

数は 2,000～2,500通を予定する。 

 

3.4. ドナーケア  

3.4.1 通常の寄付者ケア 

 

ドナーの増加に伴い、一過性の寄付のみで関心・支援が続かないドナーも見受けられるようになった。団体への理解と共

感を深め、コアな支援者を育てることができるよう、DMだけでなくメールを活用した情報提供などを実施したい。 

SC 会員に対しては、退会抑止のための決済不備解消ならびにメールを活用した定期的な情報提供により関心を維持し、

継続率の向上を図る。都度寄付者に対しては、特に新規寄付者の初回寄付時の対応フローを見直し、寄付の動機や今後

の支援可能性などを把握し、効果的なフォローを実施する。 

 

3.4.2. 高額寄付者ケア  

 

高額寄付者と高額寄付者予備軍を対象に、特化した質の高い活動の報告などを行うなど、接触の頻度を上げ、寄付の維

持・増額を図る。手法についても、過去の事例を参考に洗練化させて行く。 

 

3.5. 相続遺産、贈与など 

 

個人ドナー向けの終活セミナー等への参加や高齢者・富裕者向けの雑誌への記事掲載を通じて、遺産寄付について、長

期継続した訴求を実施していく。昨年度に引き続き、本年度も遺産寄付について能動的な働きかけを続ける。 

具体的には高齢者向け雑誌への記事掲載、高齢者向けイベントでのブース出展という従来の試みに加えて、老人ホーム

やホスピスなどへのアプローチを新たに始めたい。 

 

3.6. イベント 

 

 フランス大使公邸におけるチャリティパーティ 

4月下旬から 6月初旬に、チャリティーディナー「世界の医療団支援者の集い」をフランス料理文化の協力のもと、フランス

大使公邸で開催する。250～300 名の集客、750 万円の収益をめざす。これまではイベント以外に参加者から協力や支援

を受けていないケースが多かったが、イベント参加後に折を見て支援を得られるよう、レター送付などでアプローチしたい。 

 

 フレンチブルーミーティング 

今年も出展する。昨年は参加者からの寄付が好調であったが、出展者からの寄付は減少した。参加者だけではなく、イベ

ント中に機会を見て出展者にもコンタクトをし、活動について理解を得られるよう努める。 

 

 クリスマスチャリティ 

昨年度同様、年末にクリスマスチャリティ抽選会を開催する。今年は、寄付の受付期間を今年度の 2倍程度（2週間から 1

カ月）に延長し、より長期間に亘り寄付を募る試みとして実施したい。 

 

 大阪マラソン 

10月に大阪で実施されるチャリティマラソンの支援先として本年度も枠をもらえる予定。昨年に続き、600万円程度の寄付

を集められるように努める。 

 

3.7. 収益事業 

 

「READY FOR ?」などのクラウドファンド、gooddo などの広告協賛を通じた収益事業、その他企業からの収益事業を通じ

た寄付等、引き続き収益事業の可能性を探る。 

 

3.8. Web経由の寄付 
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ウェブ広告や SEO 対策について、昨年は自力での運用を行ったが、思うような結果が出せなかった。トレンドの変化が速

い web の活用については、専門のインハウス支援などを利用し、より効果的なアプローチを実施したい。また、SNS や外

部寄付サイト等とも連携したオンラインキャンペーンの実施など、新規ドナーの獲得に繋がるような施策を検討する。 

 

3.9. 企業及び財団 

 

昨年度作成した企業からの支援についてまとめたパッケージを活用し、確実に資金調達へと繋げられるよう努める。また、

既存ドナーに多い医療機関ドナーに特化したアプローチ、パートナー企業側にも何らかのメリットが生まれるようなキャンペ

ーンの実施などより幅広い可能性を模索していきたい。 

 

東京プロジェクトについては、まとまった資金を 1つの企業・財団から得ることが難しいという課題を抱えているが、2015年

度は申請済の年賀寄付分配団体公募などをはじめ、まとまった資金を得ることを目指したい。 

 
 

3.10. 世界の医療団フランスからの増資を受けた拡大資金調達活動 

 

世界の医療団フランスが資金調達活動の一環としてフランス以外の国（2015 年現在ドイツと日本）における投資活動を

2014年以降複数年（3～5年）の計画で開始することとなった。 

 

2014年春から世界の医療団フランスの国際ネットワーク部、マーケティング部との協議を重ねた結果、世界の医療団日本

として、日本の寄付マーケットにおいて更に収入を増加すべく、共同で資金調達活動を拡大させることとなった。協力分野

はDD、TM、DM、新規施策とし、企業、イベント、収益、遺贈は含まない。 

 

協働での資金調達活動が初めてであり、新規施策については試みも初めてのため、両者間でディレクター、現場の各レベ

ルでの緊密な情報交換、相談、および共同での意思決定を前提とし進める。 

 

以下、増資分の主な施策案： 

 DD(ダイレクト・ダイアログ)  

関東・東海での DD とは別に、九州・関西などこれまで実施してこなかった地域で DDを新たに実施する。拠点は関東と東

海にしかないため、基本的には移動費と宿泊費の経費をかけて実施することになる。これら間接費用を入れた ROI が 20

カ月を下回らないことを目指す。 

 

 TM (テレ・マーケティング) 

様々な媒体（オンライン署名活動、FAX、請求書同梱 DMなど）を通して新たに獲得したコンタクトに SC加入を促す TMを

実施する。 

 

 DM（ダイレクト・マーケティング） 

請求書同梱、同窓会誌やフリーペーパーへの同梱、FAXを使用した DMなど、これまで実施していなかった新たな媒体を

通じて支援を呼び掛ける。 

 

  WEBを通しての新規賛同者獲得＆ドナーへの育成施策 

オンライン署名サイトなどの新たなツールを利用し、賛同者を募り、他の施策（TM、DMなど）を経て支援者へと育てる。 

 

  ドナーケア 

フランスからの増資により実施する施策の結果、ドナー数が大幅に拡大する見込みであることから、これまで以上にドナー

ケアに注力し離脱を防ぐ。  

 

 決済システムの変更と決済の一部業務委託  

決済業務も増大する見込みであることから、決済業務の一部を外部委託し、業務の効率化・安全性の増大を図る。 

4. 組織 
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4.1. 有給スタッフ 

 

 採用など 

広報担当者、ファンドレイジングチームアシスタントの二名が 3月末に離職するため、代替人員の採用活動を年初より行う。 

 

また、世界の医療団フランスからの資金提供によるファンドレイジング部門の活動の倍増が予測され、またこの計画が複

数年に亘る為、ファンドレイジングチームへ 1名の追加人員を行う。 

 

また、プロジェクトサイドにおいても、新規プロジェクト対応や既存プロジェクトの担当として、追加人員の雇用を検討する。 

 

東京プロジェクトの現場では 2013年より週に 2～4日程度のアルバイトを雇用しているが、2015年も継続して補佐的な雇

用を継続する。 

 

 研修など 

外部研修機会を有効に利用し、適宜必要な研修機会を提供していく。 

 

4.2. ボランティア / インターン 

 

 インターン 

若年層の育成を目的としたインターン採用は組織の成熟度やサイズを見ると、未だ実現が難しいが、定期継続的に業務

が可能な場合などは個別に面接を行い、柔軟に対応する。 

また、特に医療プロジェクト、証言活動、資金調達などでは採用を積極的に検討する。 

 

 ボランティア 

医療支援プロジェクト、証言活動、資金調達など、様々な場面で随時ボランティアを募集する。 

必要に応じ育成、教育の機会を設ける。また、ボランティア保険にも引き続き加入する。 

 

 プロボノ 

現在、継続的なパートナーとして支援を受けている法律、マーケティングに加え、デザインなどの分野でも積極的にプロボ

ノを活用していく。 

 
 

4.3. 運営（理事会、総会） 

 

■ 総会  年次総会  3月 14日 予定 

 

■ 理事会 年次理事会 3月 14日  予定 

   年次理事会以外に数回の開催を予定     

 
 
 
 
 

以上 


