
 

1 

 

 

 

   

   Argentina Belgium Canada France  Germany Greece Italy  Netherlands Portugal  Spain Sweden Switzerland United Kingdom  Japan 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

世界の医療団 
特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 

 

Médecins du Monde Japon 

 

2015年度活動報告 

  

特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 

〒106-0044東京都港区東麻布 2－6－10麻布善波ビル２Ｆ 

t. + 81(0) 3 35 85 64 36 

f. + 81(0) 3 35 60 80 73 

 

www.世界の医療団.or.jp 



 

2 

 

目次 

1. はじめに ............................................................................................................................................................... 3 

2. 社会的使命 .......................................................................................................................................................... 3 

2.1. 医療支援事業 ............................................................................................................................................... 3 

2.1.1. スマイル作戦 ......................................................................................................................................... 3 

2.1.2. 東京プロジェクト .................................................................................................................................... 5 

2.1.3. 東日本被災地支援 / 福島そうそうプロジェクト） ................................................................................. 7 

2.1.4. 東日本被災地支援 / 川内村プロジェクト ............................................................................................ 8 

2.1.5. ラオス小児医療支援プロジェクト ........................................................................................................... 9 

2.1.6. 新規プロジェクトの検討 ....................................................................................................................... 11 

2.2. 証言活動..................................................................................................................................................... 12 

2.2.1. プレス全般........................................................................................................................................... 12 

2.2.2. ACキャンペーン による成果を資金調達に活かす ............................................................................. 13 

2.2.3. 親善大使の起用 ................................................................................................................................. 13 

2.2.4. インターネット広報の強化 ................................................................................................................... 13 

2.2.5.  講演活動 ............................................................................................................................................. 14 

2.1.6. 他の証言活動 ..................................................................................................................................... 14 

3. マーケティング / 資金調達活動 ....................................................................................................................... 14 

3.1. 個人向け資金調達活動 .............................................................................................................................. 14 

3.1.1. ダイレクト・ダイアログ (DD) ................................................................................................................ 14 

3.1.2. テレ・マーケティング (TM) .................................................................................................................. 15 

3.1.3. ダイレクト・メール (DM） ..................................................................................................................... 15 

3.2. ドナーケア ................................................................................................................................................... 15 

3.2.1. およびドナー管理用データベース ............................................................................................................ 15 

3.2.2. 高額寄付者ケア .................................................................................................................................. 15 

3.3. 相続、遺産、贈与など ................................................................................................................................. 16 

3.4. イベント ....................................................................................................................................................... 16 

3.5. 企業・財団向けの資金調達 ........................................................................................................................ 16 

3.6. WEBを使った資金調達の試み .................................................................................................................. 16 

3.6.1.  公式Webサイトでの資金調達 ........................................................................................................... 16 

3.6.2. Just givingでの資金調達 .................................................................................................................... 16 

3.6.3. その他 ................................................................................................................................................. 16 

3.7. フランスからの資金調達活動への増資 ....................................................................................................... 16 

4. 組織 .................................................................................................................................................................... 17 

4.1. 有給スタッフ ................................................................................................................................................ 17 

4.1.1.  募集と採用 .......................................................................................................................................... 17 

4.1.2.  研修 ..................................................................................................................................................... 17 

4.2. ボランティアおよびインターン ...................................................................................................................... 17 

4.3. 管理 ............................................................................................................................................................ 18 

 

 

 

  



 

3 

 

1. はじめに 

 

国際人道支援を取り巻く環境が様々に変化していく中、世界の医療団日本にとっても変化があり、かつ、堅実に活動を重

ねた 1年となりました。 

 

スマイル作戦では、バングラデシュでの治安悪化に伴い、予定していたプロジェクトを 2 回とも中止をすることになりました。

2006 年から世界の医療団日本として独立してスマイル作戦を開始して以来、初めてのことです。ラオス小児プロジェクトで

は 2012年の活動開始から丸 3年となり、現場での医療支援活動の終了を迎えました。3年に亘り、現地スタッフ、派遣ボ

ランティア、スタッフとともにまい進してきた小児医療の定着化を確実なものとするため、多くの時間が現地当局との協議や

引き継ぎに費やされました。 

東京プロジェクトでは、2016 年以降の事業のあり方を大きく変えるような議論が年間を通じてパートナー組織やボランティ

アたちの間で継続して行われました。また、世界の医療団としても初めてとなる国際シンポジウムの開催を「ハウジングファ

ースト」をテーマに行い、証言活動、提言活動としても一段と強いインパクトを残すことができました。 

一転、福島で継続して行っている被災地支援に関しては、「忘れない、続ける」をテーマに 2012 年から息の長い支援を同

じパートナー、同じボランティアとともに行っています。 

 

こうした支援事業の発展と成熟には多くのボランティアの尽力が欠かせません。世界の医療団の掲げる、医療は誰もが公

平にアクセスできるべきであるという理念、支援は利用者とともにあるべきとする現場主義、また社会への変革をもたらし

たいという意思に賛同し、色々な分野の専門家が様々な思いから活動に参加してくれました。また、支援者の数も前年に

比して 15%増の 5000人を超える人々が年間を通じ支援をしてくれました。 

 

多くの支援を頂いたこと、その支援をボランティアとともに医療を必要とする人々のため、よりよい社会のために還元できた

こと、こうした支援の輪を広げていくことができ、2015 年は世界の医療団が日本にあることの意味、意義をこれまで以上に

具体化することができた 1年でした。 

 

 

2. 社会的使命 

2.1. 医療支援事業 

2.1.1. スマイル作戦  

スマイル作戦は 1989 年に世界の医療団フランスがカンボジアで開始した形成外科に特化した医療支援プロジェクトであ

る。形成外科では、口唇裂・口蓋裂、多指症、合指症、熱傷後の瘢痕・拘縮などの機能障害や見た目に大きく関わる疾患

の手術を行う。これらの症例は一般的に直接命に関わることがない場合が多く、公衆衛生にも大きく影響することがないた

め、開発途上国では十分な人材が育成されておらず、自国の医療人材では、質も量も、必要とされる手術が到底まかなえ

ないのが現状である。例えば、医師の数だけとってみてもそのことは如実である。日本では形成外科の専門医として登録

されている医師数は 2000 人を超えているが、世界の医療団日本が活動しているバングラデシュ(総人口は日本より多い)

では 20人に満たず、ミャンマー(総人口は日本の約半分)では 5名に満たないと言われている。 

命に関わらないとはいえ、形成外科の疾患が人々の生活の質の向上を妨げている場合は多い。差別から脱し、就学、就

職などの通常の機会をとらえるため、そして差別と供に生きる心理的なストレスから脱するためにも、手術はなくてはならな

い。 

世界の医療団が行う「スマイル作戦」では高い技術を持った医療ボランティアを派遣し、手術を行い、かつ現地の医療者へ

の技術移転、育成に可能な限り取り組んでいる。 

 

通常ミッションは 1週間から 10日間に及び、年に 2回、同じ場所で同じパートナーとともに継続的に行う。パートナーが患

者の招集や術後の管理を主に担当し、ミッション期間中はサポートおよび育成対象となる人員を配置する。 
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世界の医療団日本は、1996 年に日本人ボランティアの派遣を開始し、2006 年から独自のプロジェクトを行っており、各地

で日本の医療者の優れた技術とプロフェッショナリスムが高い評価を受けている。 

 

【 数字でみるスマイル作戦 2015  】 

2015年は「ミッション 4回、派遣参加 1回、調査ミッション 1回、派遣医療ボランティア 37名、手術件数最大 242件」を見

込んで計画を策定した。しかしながら、バングラデシュでは 2月は国内政治の不安、11月は直前に発生した外国人を根ら

たテロ事件の影響を受け、2 回とも開催を中止するに至った。また、新たにパレスチナでの活動を模索する予定であったが、

2015 年初頭に発生した日仏を巻き込む相次ぐイスラム過激派によるテロ事件の発生を受け、イスラム圏での活動の開始、

また開始後の安定したミッション運営への懸念が払しょくできず実行を取りやめることなり、結果、2015 年の活動は予定に

対し大きく下回る数値結果となった。 

 

 場所 期間/日数 
派遣 

人数 
手術件数 

1 ミャンマー      （第 5回） 5/25～6/1 （8日） 6 40 

2 マダガスカル      （派遣） 8/1～8/11 （11日） 2 - 

3 ミャンマー      （第 6回） 11/30～12/6 （7日） 6 23 

 合計 26日 14 63 

 

【 国別詳細 ： バングラデシュ 】 

バングラデシュでは 2009年から年 2回のペースでミッションを開催しており、2015年も 2月、11月とミッションを開催の予

定となっていたが、上述の通り、2 月は国内の情勢不安、11 月は直前に外国人を狙ったテロ事件が 2 件相次いで発生し

たことから、中止を決定した。 

中止に至るまでには現地パートナー、同じくバングラデシュでスマイル作戦を行っている世界の医療団オランダ、現地の他

のリソース、世界の医療団フランスの保安担当者などから情報収集、協議を行った。 

2 月の政情不安に関しては、全国各地で道路封鎖、公共交通機関（主にバス）への放火などが相次いでいたため、派遣チ

ームの安全確保に加え、十分な数の患者を集め得る情勢にはないと判断され、中止となった。 

11月に関しては、9月、10月に相次いで発生した外国人を狙った襲撃事件（うち 1名は日本人）の後、以降も外国人を標

的としたテロ事件を示唆する声明がイスラム過激派を名乗るグループにより出されていたこと、欧米各国の大使館から警

戒を促すメッセージが相次いで発されるなど、危険度は看過できないレベルへ高まっていた。その上、ミッションの性質上、

日仏の混合チームの居場所、いる期間を公知しなければならないため安全確保の確約が難しいと判断し、中止となった。 

 

【 国別詳細 ： ミャンマー 】 

2013年からミッションを開始し、2015年も予定通り 2回のミッションをネピドーで行った。 

6 月のミッションから医師の「行政関係処分英文証明書」の提出が始まった（看護師ほか職種については求められていな

い）。厚生労働省の関係部署に医師自身が申請書類一式を提出すると 1 か月程度で発行され、その後、パートナーより

CV と一緒にミャンマーの Medical Council へ提出される。他団体の同種の活動で重大な事故が発生したことを契機に当

局より求められるようになったと考えられる。 

このように、様々な理由から制度や手続きが常に変わり、その上、明示されないことが多い。ミッション開始当初より課題と

なっていたパートナーとの安定した調整業務の遂行について 2015年も危うさを抱えながら行うこととなった。 

6 月は日程の調整が二転三転し 1 か月以上を要し、その後、初めての取得、提出となった「行政関係英文証明書」につい

ても連絡に齟齬があった。12 月は患者数が少なく（30 名未満）、また土曜日にオペをする予定で調整していたが到着後に

週末の手術は不可能と言われた。2016年以降も引き続き、より円滑な調整の実現のため努力が必要である。 

調整以外に関して受け入れ病院のネピドー総合病院の協力体制は開始当初と変わらず大変に良好で、手術中の介助の

みならず潤滑なオペの遂行には不可欠なサポートを提供してくれている。現地医療者の学ぶ意欲も高く、技術・知識の伝

達という意味においても高いポテンシャルが見込まれる。 
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2.1.2. 東京プロジェクト 

プロジェクト開始から 2015 年は 6 年目を迎え、年間を通じてパートナー組織がそれぞれに人員を雇用するなど運営能力

を拡充し、プロジェクト全体として更なる成長、成熟が感じられた。各団体に追加された人材の工数の多くは事業の根幹を

なすソーシャルワークに充てられた。これにより、対象者一人一人に対する支援のクオリティを向上させることができたこと

はもとより、根幹部分が安定化することにより、周辺業務にも良好に作用した。例えば、一部をボランティアに依頼していた

ソーシャルワークを集約できたことにより、ボランティアに期待する業務内容も先鋭化、明確化され、結果、請け負うボラン

ティアたちの積極性、責任感、スキルアップに繋がった。これは“一般”のボランティアに限ったことではなく、当事者/元当事

者ボランティアワーカーの活動の活性化にも大いにつながっている。実際、日中活動や当事者活動において、当事者/元

当事者が活動をリードするなど、これまで以上に活躍し、事業推進の上の重要なステークホルダーとなっている。 

 

また、念願であった「ハウジングファースト国際シンポジウム」を開催することができ、東京プロジェクトとしてパートナー組織、

関わるボランティアとともに方針を改めて共有し、認識することができたことも大きな収穫であった。 

 

このように事業としての前進、グループとしての成長を感じることができた年ではあったが、他方、支援を必要とする人々が

次々と路上に押し寄せていることもまた事実である。パートナー団体、ボランティアとともに池袋という地域で昼夜、平日、

休日を問わず多くの人々を支えることは一定程度出来てはいるが、多数かつ多様なニーズにより多く答え、社会に変革を

促すためにも、更なる組織力の強化、行政への働きかけ、他資源のエンパワメントが今後の課題であることが浮き彫りに

なった 1年だった。 

 

 活動内容 

① 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を目指す活動 

② ファーストアプローチ  アウトリーチなどを通じ、新たな対象者との接触を図り、関係を構築する活動 

③ ケアマネジメント  対象者が必要としている支援を個別かつ総合的に見極め、行政や医療につなぐ活動 

④ 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、傾聴などを行う活動 

⑤ 支援者支援   能力向上や個別カウンセリングなどを通じ、ボランティアへの支援を行う活動 

⑥ 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 

 

 パートナー 

TENOHASI   炊き出し(月 2回)、夜の配食と夜回り（週 1回）、福祉支援 ほか 

べてぶくろ   当事者活動、グループホームの運営 

訪問看護ステーションKAZOC  医療保健活動、ケアマネジメント 

 

【 特筆すべき活動 】 

① 「ハウジングファースト国際シンポジウム」の開催 

フランスから医療者かつ研究および実践者、アメリカからNGOの実践者を招き、ハウジングファーストの国際シンポジウム

を行った。また、シンポジウムは2部構成とし、2部では日本におけるハウジングファーストの実践に近い取り組みを先駆け

て行う岡山県、鹿児島県からもゲストを招きパネルディスカッションを行った。 

当日は、行政機関、学識者、実践者、市民など多くの参加があり、日本ではあまり知られてこなかった「ハウジングファース

ト」の名前を世に知らしめることに成功した。   

 

② 56回社会医学会での発表 

公衆衛生的観点から、ボランティア医師・看護師が活動内容や活動で得られたデータをまとめ発表を行った。この学会で

は、日本でこれまで関連づけて語られることのなかった「貧困と健康」が着目され、「健康格差」が大会のテーマとなった。

路上で生活し、貧困にあえぐ層を支援する東京プロジェクトの実践の大切さが再認識され、取り組みを検証する機会となっ

た。 

 

③ ビジュアルツールの作成・配布 
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東京プロジェクトのリーフレット（簡易版および詳細版）を作成、配布した。関連機関、研究者、協力者、行政機関など多方

面からの理解と信頼の獲得、向上に繋がった。 

 

【 他 】 

① 新連携団体との活動の展開 

 中野区のシェルターに活動の拠点を置くつくろい東京ファンドとの連携（2014年開始）に伴い、訪問看護の活動範囲

はこれまでの豊島区、練馬区に加え中野区へも広がった。 

 べてぶくろによるグループホームが中野区に新規設立され、これまでの 7室から計 16室へ増えた。中野区のシェル

ター、その近隣に転宅された方々、グループホーム入居者にソーシャルワークの派遣が行われ、路上生活から脱す

ることが難しかった方のサポートの選択肢を増やし、かつ連携のなかで支援をきめ細かく行うことが出来るようになっ

た。 

 高島平団地での医療相談会、板橋区内の教会でのホームレスの方を対象とした炊き出しの場での医療相談会など

の要請があり、それぞれ 1度開催した。 

 

② 他団体へのアドバイス 

埼玉県において生活困窮者支援を行う特定非営利活動法人 「サマリア」のアドバイス事業を行った。講演会の講師派遣

や支援における連携・スーパービジョンを行った。 

 

③ 証言活動 

活動内容や支援モデルについての周知に力を入れ、特に、身近な人々から偏見を解消し地道に理解を求めるための活動

を 2015年も行った。 

 

講演会：  福祉大学、精神保健 国立大学教師養成機関 心理士会、世田谷パン祭りなど。 

ハウジングファースト国際シンポジウムをきっかけにこの支援モデルについての講演依頼が増加。東京

都のほか、名古屋、大阪、北海道など全国的な範囲で講演依頼を受けた。 

学会発表： 日本社会医学会 「シェルター利用者より考察する路上生活者の現状」 発表者： 高桑郁子 

日本社会医学界 「路上生活者の年末年始医療支援活動で見えたもの」 発表者：西岡誠 

北海道医療大学看護福祉学部学会 「ホームレス支援から格差に挑む」 （講演）発表者：中村あずさ 

Facebook： 東京プロジェクト独自ページを作成し、日常的な活動の様子を報告した。 

 

④ 行政機関への提言活動（アドボカシー） 

 厚生労働省へSDGs採択に伴い、貧困者や住まいのないすべての人への保護を訴えた。 

 厚生労働省へ国の年末年始の生活困窮者の支援施策を求め要望書を提出し、意見交換を行った。 

 渋谷区に海外事例ハウジングファーストによる支援を紹介・支援の必要性および排除による政策の否定を提言した。  

 

 数字で見る東京プロジェクト 2015 

全体対象者数 約 300人 

医療相談利用者 のべ 1,037人 

生活福祉相談 187人 

アウトリーチ 実行回数 54回 

アウトリーチ時相談件数（人） 151人 

プログラム開催数 230回 

参加ボランティア数 25人 

継続的フォロー人数 215人 ※ 
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※ 内訳： 路上で生活されている方 85名    つくろいハウスとその卒業生 30名 

べてぶくろの新しいフリースペース利用者 23名 ときわハウス利用者とその卒業生 26名 

べてぶくろ中野区グループホーム利用者 7名  べてぶくろ豊島区グループホーム利用者 9名 

 

2.1.3. 東日本被災地支援 / 福島そうそうプロジェクト） 

地震、津波そして福島第一原発事故等により精神科医療の空白地帯となった福島県相双地区（福島県相馬郡、相馬市、

南相馬市）に発足し、こころのケア・精神科医療活動を展開する「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・支援活動を行った。 

 

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、スクールカウンセリングを行った。 

 

 活動内容 

① メンタルクリニックなごみへの精神科医の派遣 

② 仮設住宅（相馬市・南相馬市）サロン活動・戸別訪問活動への看護師・臨床心理士の派遣 

③ 被災小・中学校におけるスクールカウンセリング活動への臨床心理士の派遣 

④ メンタルクリニックなごみへの臨床検査技師の派遣 

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 

 

 パートナー  

①  「NPO法人 相双に新しい精神科医療保健システムを作る会」 

： メンタルクリニックなごみ、相馬広域こころのケアセンターなごみ 

②  「NPO法人 相馬フォロアーチーム」 

 

 派遣ボランティア  精神科医 1名、看護師 2名、臨床心理士 3名、臨床検査技師 1名 

 

 活動内容ごとの詳細、成果 

①  メンタルクリニックなごみへの精神科医の派遣 

地域の精神医療を支える同クリニックでは、常駐する精神科医の他、複数の精神科医が全国から診察に加わることで安

定的な医療の提供が保たれている。世界の医療団は 2015年も同一医師を継続的に派遣することができ、新たな課題と

なった震災体験のフラッシュバックなどに襲われる「遅発性PTSD」や電力会社との賠償交渉での疲労感から、うつを発症

する患者などへの継続的な関わりが出来、地域の精神科医療の安定化に寄与できた。 

 

② 仮設住宅でのサロン活動、戸別訪問活動への看護師・臨床心理士の派遣 

南相馬では比較的重いケースの住民へのケアが大幅に増え、また仮設住宅から復興住宅等への転居者も多くなり、仮設

住宅のサロン活動から戸別訪問（アウトリーチ）に、こころのケア活動の比重が増した。 

2016年度に避難指示が解除になる見込みの南相馬市小高地区の住民への帰還に向けてのこころのケア活動も開始した

為、活動地域・対象が拡大した。 

参加するボランティアは安定して活動に定着し、年間を通じ、同一の看護師、臨床心理士を継続して派遣することができた。

心の領域に働きかける本事業において、介入者が変わらないことには非常に大きな意味がある。 

時間をかけた関係の構築、困難なケースへの対応など、きめの細かいこころのケアを行うことが出来、パートナー団体、被

災住民からの信頼感もより深く醸成された。 

 

③ 被災小学校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 

相馬市内でこどもと母親たちへの心理相談事業を行っている相馬フォロアーチームへの活動支援として、小学校へ臨床心

理士を派遣し、スクールカウンセリングを行った。2015年度はスクールカウンセリングの活用に慣れていない学校の教員

達にコンサルテーションも行い、持続的なスクールカウンセリングの定着化にむけた助言活動も行うことが出来た。 
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④ メンタルクリニックなごみへの臨床検査技師の派遣 

2012年に寄贈した脳派計の活用促進のため、同型脳波計操作に習熟した臨床検査技師を派遣し、てんかん患者等の診

断に効果的な支援を行うことができた。 

 

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 

パートナー団体へキャパシティビルディング支援では、世界の医療団日本のファンドレイジングチームの協力を仰ぎ、事業

資金獲得のための広報・ファンドレイジング戦略に関するノウハウの提供を行なった。 

パートナー事務人材の不足もあり、ノウハウ移転は道半ばとなっており、継続課題となった。 

 

⑥ その他の特筆すべき点 

2012 年からの継続した支援活動に対し、内堀雅雄福島県知事より感謝状が贈呈された。感謝状の贈呈は、ティエリー・ダ

ナフランス大使のご厚意により、5 月 28 日にフランス大使公邸で行われた世界の医療団のためのチャリティイベントの会

場に手、大使ならびに 200名以上のゲストの立ち会いの元、行われた。 

 

 数字で見る 2015年活動実績 

派遣ボランテイア数（のべ）※現場活動のみをカウント 148人 

派遣ボランティア数（実数） 8人 

ボランティア火都度日数（のべ） 143日 

裨益者合計 805人 

うち、精神科受信者数（のべ） 114人 

サロンなど活動参加者および戸別訪問者数 487人 

母と子どもの心のケア活動参加者 204人 

 

 

2.1.4. 東日本被災地支援 / 川内村プロジェクト 

福島県川内村では認知症の家族相談会を通じ、医療につなげる活動の他、認知症講座（予防を含む）を住民や支援者向

けに開催し知識の普及・啓蒙活動を行った。 

 

 活動内容 

① 認知症患者を抱える家族への個別相談会 

② 関係者間でのケアカンファレンスの実施 

③ 認知症予防の一環として、精神科医による認知症口座の開催 

 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 

 

 成果 

認知症患者・家族への相談会やケアカンファレンスでは、患者への具体的な対応方法（的確な処方、認知症患者との向き

合い方等）について指導が行なわれ、認知症専門医の居ない地域での精神科医療に貢献した。 

また、川内村保健福祉課と住民による、地域住民のための手作りの認知症講座の開催に向け、プログラム組み立てをパ

ートナーと共に作り上げた。この過程で、担当職員の経験・ノウハウが深まり、将来の自立的な活動に向けた基盤構築に

寄与することができた。会場には 50名以上の村民が集まり、多くの「認知症サポーター」を養成することができた。 

 

 数字で見る 2014年活動実績 

裨益者数 95 

ボランティア活動日数 5 
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住民向け講座実施回数 4回 

参加住民数 148人 

 

 

2.1.5. ラオス小児医療支援プロジェクト 

ラオスは東南アジア諸国の中でも乳幼児の死亡率が依然高いまま推移し、国の将来を担う子どもたちの命を救うことが喫

緊の課題となっている。2011 年より対象地域（チャンパサック県スクマ郡・ムンラパモク郡）で周産期医療の改善に取り組

んでいる世界の医療団フランスや現地の保健当局をパートナーに、2012 年に世界の医療団日本として初の海外中長期

プロジェクトを同地で開始した。 

 

 活動内容 

① 医療保健人材育成 

② 施設設備充実支援 

③ 村落における健康啓発普及活動 

④ 政府母子保健医療従事者への意識啓発活動 

⑤ 医療経済政策支援（住民の医療負担軽減） 

 

 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、スクマ・ムンラパモク郡の 10の保健センター 

 

 派遣ボランティア 小児科医（短期派遣）、看護師（常駐） 

フランスとのシェアポスト：ジェネラルコーディネーター（常駐）、メディカルコーディネーター（常駐）、

ロジスティシャン（中期派遣）、アドミニストレイションアドバイザー（短期派遣） 

 

① 医療保健人材育成 

派遣小児科医によるトレーニング（6 月・8 月）、小児医療および周産期の共同テーマを扱う定期医療研修、ローカルスタッ

フによる保健センター巡回監修などを行った。 活動終了に向けての引継ぎの一環として、いずれも現地保健局や現地小

児科医と協働企画・実施とした。 

また、両郡保健局との協議では早川医師より、3年間の振り返りと更なる改善点を提案した。 

 6月小児医療トレーニング（スクマ郡の全医療施設を 5日間で巡回） 

 8月小児医療トレーニング（ムラパモク郡の前医療施設を 5日間で巡回） 

ファシリテーター： チャンパサック県病院小児科医、早川依里子 

目的： 正しい診断を導くための診察技術の基本確認、特に触診技術と診察フロー 

手法： 実際の患者診察の観察、マネキンでの実施など 

 

② 施設設備充実支援 

2015 年 5 月にかけて第 3 期ロジスティシャンを派遣。初年度に工了した水衛生設備管理設備のメンテナンスをより効率

的に行うための補足修繕を行い、各医療施設のメンテナンス担当スタッフへの研修をおこなった。 

 

③ 村落における健康啓発普及活動 

村落内の非医療のボランティアを育成すること、事業終了後の活動継続性の面から課題が最も多い活動だったが、2 郡

164 名ほどのヘルスプロモーターへの最終的な聞き取り調査によると、一人あるいはサポートがあれば「健康教育ができ

る」と答えた割合はほぼ 100%に達しており、村落での健康促進のけん引役が十分に育ったと言える結果となった。 

 

Q：健康教育を自分でできますか？ 

 一人でもできる サポートがあればできる できない 
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2014 18% 46% 36% 

2015 64% 34% 2% 

 

上記の聞き取り調査結果にも表れている通り、「できる」（独力で、サポートがあって）と答えた人の割合は 64%から 98%へ

と 1.5倍になっており、とりわけ「一人でもできる」と答えた人の割合も 3.5倍となる等、最後の 1年間の取り組みは、村落

の非医療ボランティアの自信をはぐくむ効果をもたらした。 

 

また、継続性の観点では、保健省の戦略に応じるため県保健局がヘルスプロモーターを登用していくこととなり、3 年に亘

って組成してきたヘルスプロモーターシステムが引き続き活用されることが確認された(2016年 1月)。 

 

④ 政府母子保健医療従事者への意識啓発活動 

活動にあったって締結した覚書（以下 MoU）が県との間のものであり、これまで主なカウンターパートは県レベルであった

が、2015年後半は中央レベルにも積極的に働きかけを行い、外務省、保健省が参加する「最終評価現場訪問」を 11月に

実施した。最終報告書は郡、県、中央レベルまで配布を完了した(2016年 1月)。こうして、県、郡、村落での活動やその成

果を中央省庁レベルでも認識してもらうことが出来、次年度以降の活動の布石になるものだった。 

また、MoU で定められている通り、車両、コンピューター、医療備品など世界の医療団フランス、日本の資産のほぼ全てを

県保健局、郡保健局、郡病院、ヘルスセンターに寄贈した。 

 

⑤ 医療経済政策支援（住民の医療負担軽減） 

2015年 1月から 3年目に入った 5歳未満児の診療減免制度1の対象郡の外来利用者延べ人数は引き続き増加傾向で、

9 月末までで前年 1 年間の外来数に至った。本制度は 2016 年 2 月から新たな制度としてラオス政府資金により県が運

用主導していくことになっている。新制度では、5 歳未満児外来を除き、入院や外科手術などに焦点が当てられている。外

来については、診察費用が比較的安価であり、これを捻出できない家庭の場合、他の保険制度（貧困家庭対象など）で負

担される可能性があるため、除外されることとなった。 

 

 特筆すべき点 

1. 世界の医療団フランスとの協働体制 

日仏デスク、ジェネラルコーディネーターによる対面でのミーティング(5 月)などを行い、それ以外の時期については、これ

まで通りパクセ ‐ パリ‐ 東京間で密な連絡調整を行った。 

上半期は、下半期に予定されている事業終了と終了に向けた準備などの方法や段取りなどについて、下半期は、進行中

の事業調整、事業終了の手続きに加え、両組織の翌年度以降のラオスでの計画について頻繁に情報更新をおこなった。

両組織内部での協議の結果、世界の医療団フランスは本事業終了をもってラオスから撤退することを決め、世界の医療団

日本は継続して活動を行うことを目指すこととなった。現地当局に対する情報提供共同で慎重におこなった。 

尚、チャンパサックでの活動が終了することから、郡部およびパクセの拠点を閉鎖し、上述の通り、資産などは一括して寄

贈。他方、ビエンチャン事務所は次年度活動継続の為の雇用、体制整備を行った(12月末)。 

 

2.  ラオスプロジェクトワーキンググループ発足 

現事業の終了、新規事業の立ち上げ、世界の医療団フランスとの共同体制の終了などを見越し、ラオスにおける体制強

化が喫緊の課題となっており、6月の理事会で承認された「ワーキンググループ」の発足を行った。 

「ラオスワーキンググループ」では第一期事業(2012~2015 年)ではなく第二期事業(2016 年~)を対象とし、地域、テーマ、

活動内容の絞り込み、客観的な運営や方針の検討する機能をもつ。メンバーは組織内外から募り、医療者、非医療者から

構成される。 

 

3. 専門家派遣実績 

                                                 
1
 ラオス保健省が 2011年に公布した政策。将来的には保健省が全国で導入を目指しているが、現在、資金はほぼ外部への依存による。 
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小児科医： 6 月と 8 月に早川依里子医師を現地に派遣し、現地の医療関係者対象の研修を実施。国内での講演などに

も積極的に取り組んだ。 

看護師： 2 代目看護師（木田晶子）は、現場医療活動の最終 11 月まで契約を更新。帰国後 12 月には最終報告会にて

発表をおこなった。 

東京事務局からのスタッフの現場渡航：3 回（3 月、6-7 月、12 月）。主な業務内容は、医療活動同行、事務調整、大使館

訪問、現地会計の監督また監査への立ち会い、2016年新規事業関連調査・準備など。 

 

4. 活動資金・管理 

日本外務省の資金協力を引き続き獲得。 

第 2期(2014年 6月～2015年 5月)の最終報告書を 9月に提出。 

第 3期(2014年 6月以降)の申請は例年通り年明け早々から準備を行い、2月に提出したが、外務省本局および在ラオス

大使館の人事異動が重なり、申請受理、審査が大幅に遅延した。結果、8 月末からの開始となり、6～8 月の 3 カ月は自

己資金での運営を余儀なくされた。他方、助成金の終了のタイミングは現場での医療支援活動が終了する 11 月との同期

は求められず、撤退後の活動定着に向けた活動期間（2016年 1～3月）についても、対象となった。 

2016 年に予定している新規事情の調査、準備の資金調達については、資金調達チームにより主に民間の支援者への働

きかけを行っており、事業の詳細がより明らかになり次第、外務省、JICAほかへの調達活動を開始する者とする。 

 

 2015年 数字で見るラオスプロジェクト 

① 医療保健人材育成 回数 人数 

研修参加者（12施設スタッフ対象） 3回 102名 

保健センター監督指導回数（現地メディカルオフィサーによる） 174回    

② 施設設備充実支援     

水衛生設備（水タンク、水道、シンク等）使用法指導 対象 12施設   

④     村落における健康啓発普及活動 

（現地コミュニティワーカー主導） 
回数 人数 

ヘルスプロモーターを対象とするミーティング（10月まで） 3回 参加延べ 340名 

ヘルスプロモーターによる村落健康普及集会開催 271回 参加村民 11,570名 

⑤     政府母子保健医療従事者への意識啓発活動 

事業実施委員会、県・郡保健局 毎月、ラオス赤十字との定期会合、ラオス外務省・保健省による現地合同最終評価受け入

れ、保健省・保健局への事業引継ぎ式典、資産寄贈式典、など、事業の継続性担保のため、何度も面会を重ねた。 

⑥     医療経済政策支援（住民の医療負担軽減）    人数 

政策を利用して外来受診した 5歳未満児の数（11月まで）   16,593件2
 

 

 

2.1.6. 新規プロジェクトの検討 

上述の既存プロジェクトに加え、2015年は活動計画書にあるように 1年を通じて新しい活動の場を模索した。以下の特に

記録すべき内容について報告する。 

 

① 方向性の検討と確認 

6月の理事会で今後の世界の医療団日本としての活動の方向性についての議論がなされ、以下を優先事項とすることが

確認された。 

・ 分野： 形成外科、メンタルヘルス、小児医療 

2006年のスマイル作戦の開始以降、東京プロジェクト、東日本被災地支援、ラオス小児プロジェクトを経て、世界の医療

団日本としての知識、経験、人脈などが資源として蓄積されており、より付加価値を付けることのできる活動であるため。 

                                                 
2
 ムラパモク郡、スクマ郡の 5歳未満児人口推計：14,848名。2014年実績：13,946件（12ヶ月） 
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・ 地域： 国内およびアジア圏 

ネットワークとして唯一のアジアの拠点であること、東南アジア、南アジア圏などに親日で日本のプレゼンスが高い国が多

く活動の受け入れ態勢を整えることが比較的容易であること、また地理的に近いことから移動を伴う運営が容易になるた

め。 

以上のように重点的なテーマｔ地域が確認されたが、これ以外の国・地域についての活動の検討を自粛することではなく、

その機会が創造された場合には個別に検討することとした。 

 

② プロジェクトワーキングチームの発足 

やはり 6月の理事会において、プロジェクトの拡大、発展、必要性に応じ、より横断的なチーム運営が望ましい場合、内外

の関係者、専門家で構成されるワーキングチームをそれぞれのプロジェクトの内部に設置することが確認された。 

 

③ 国外プロジェクト 

2016年にラオスでの小児プロジェクトの介入が終わるが、同国での小児医療のニーズが依然高いこと、同国での 3年の

活動を礎として知見、ネットワークが既にあることから、国外の新規については「第二期ラオス小児医療支援」とすることと

なり、15年中も既存支援と並行し、関係者をはじめ、様々なステークホルダーへの聞き取り、調整、根回しなどを行った。 

 

④ 国内新規 

 新たな国内の医療弱者についてのニーズをも模索した。 

 東京プロジェクト拡張 

東京プロジェクトの新たなパートナーとしてクリニックの新設構想が年間を通じて議論された。同時に、ホームレス支援の抜

本的な支援手法の一つとして以前から提唱している「ハウジングファースト」の本格的な日本での実践についての議論も内

外の協力者や関係者と共に議論が重ねられた。 

 常総洪水被災地緊急支援 

2015年 9月に大雨に続く鬼怒川の決壊により大きな被害を受けた茨城県常総市の被災地の支援の可能性につき、東京

プロジェクトと東日本被災地支援プロジェクトのボランティアを中心に実地調査、検討を行った。現地NGO、被災地支援

NGO、市役所、筑波大学などへの聞き取り調査、避難所での聞き取り調査とパイロットミッションを 9月～11月にかけて行

った。結果、いくつかの理由から具体的な介入に至ることはなかったが 2016年以降も今回、関係を構築した地元の資源

への接触は継続していき、ニーズを引き続き探っていく。介入に至らなかった理由は、パートナーとなる組織、団体を見極

めきれなかったこと、地元や避難先の市町村の復興の方針や意志、また介入への要望が聞き取れなかったこと、避難の

状況が非常に流動的であり効果的な介入の実現が難しいことなど。 

 

⑤ 国内被災地支援についての考察 

他方、世界の医療団日本として、これから来るであろう自然災害の際の方針の再検討の契機となった。2010年に「災害時

の行動計画」としてまとめた際、日本の防災体制、発災時の対応の確立、また世界の医療団日本の当時の運営能力、経

験などから東京が被災地になった場合に東京プロジェクトの実施地である豊島区池袋周辺および事務所のある港区東麻

布周辺での地域的な取り組みを検討するのみとし、それ以外での活動は原則行わないことを示唆していた。しかし、2011

年の東日本大震災に際して発災直後より岩手県大槌町（2014年終了）、2012年より福島県そうそう地区、川内村での活

動を開始（現在も継続）した。 

2010年当時から比較しても、様々な資源の蓄積が内部に確認されており、2015年 11月の理事会において、災害の規模

に応じて、今後は関東近郊であればこれまでの知見を活かし緊急支援を検討する、という方針が議論され、確認された。

より詳細な方針については 2016年半ばにかけてまとめるものとする。 

 

2.2. 証言活動 

2.2.1. プレス全般 

今年は世界の医療団日本が設立 20周年を迎える節目となる年であり、支援者の集いの開催に合わせ、世界の医療団の

これまでの歩みと近年多発する自然災害発生時における世界の医療団の活動をテーマにプレスブリーフィングを実施した。
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また当日は、森川医師より東京プロジェクトの取組みについての話があった。この機会にスマイル作戦、ラオスプロジェクト

への取材斡旋も試みたが、コストの面から近年海外取材が難しい業界の背景などもあり、現地取材を行うには居たらなか

った。 

 

東日本被災地支援に関して、2015年の後半になって、震災から 5年になる被災地では取材が増えてきたものの、世界の

医療団の活動は行政や現地パートナーとの協働活動ということで、制限されることも多く、活発な発信するに至らないまま

であった。5月、支持者の集いの際に福島県知事より感謝状が贈呈され、福島県の地方紙 2紙が記事を掲載した。 

 

東京プロジェクトについては、テレビ、新聞、オンライン、ラジオなど様々な媒体に露出、その他、雨宮処凜氏やねじめ正一

氏などの作家の方々と取材や対談などを行う機会が設定できた。また「ハウジングファースト国際シンポジウム」を通して、

ハウジングファーストの概念を改めて日本のメディアに向けて世界の医療団から発信できたのではないかと思われる。 

 

2015 年は世界的に難民の流出や受入に大きく揺れた一年であり、これまで日本で報道されることが少なかった難民問題

についても社会の関心が高まった年であった。欧州各地や難民受入れ危機の最前線で活動する世界の医療団の活動が、

海外の通信社を通じ、日本に入ってくることが見受けられた。 

 

◇ 数字で見る 2015年のメディア露出  

露出総件数：  49件（うち 20件はプレスリリースサイト） 

媒体別：  テレビ 4件、新聞 5件、雑誌 4件、Web36件 

テーマ別： スマイル作戦 1件、東京プロジェクト 14件、東日本大震災プロジェクト 2件、 

その他（団体全般、ソワレガラ等）32件 

 

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月にて終了となった。JANIC発表のNGO認知度調査（2014年

8月実施）によると、14.1％で全体の 8位の認知度という結果となり、ACキャンペーンが大きく認知度の向上に寄与したこ

とが分かる。キャンペーン終了後は、SNS やオンライン広報の強化に取り組み、また証言活動としても国際的な NGO で

あり、世界各地で様々な活動に取り組んでいることを中心にしたメッセージの発信を行った。 

 

2.2.3. 親善大使の起用 

フリーキャスターの滝川氏を引き続き起用。現地へ赴き、現場を取材することはスケジュールの都合で叶わなかったが、ホ

ームページ及び、団体の活動報告書、FR活動のための印刷物などへ露出、支持者の集いでのビデオレター、またチャリ

ティイベントへの出品など、引き続き、親善大使として、団体の認知拡大と信頼度の向上に務めていただいた。 

 

2.2.4. インターネット広報の強化 

証言活動の一環として、現場からのリアルな情報やメッセージを、頻度を上げて配信することを心がけ、また世界中で活動

を展開する国際NGOとして、他国のネットワークと連携し、世界の医療団日本の活動以外の地域での日本には届かない

事実や活動を周知することに努めた。 

 

ホームページについてはコンテンツの重複などを修正し、最新の情報を掲載することに努めた。 

またホームページへのアクセス数の増加を見込み、SEO（検索エンジン最適化）対策の導入を図った。結果、検索エンジン

での上位表示やコンバージョン増加など露出拡大につながった。 

しかしながら、提供するコンテンツの多様化やスピード性などを踏まえて、現在のホームページの再構築が必要と考えてお

り、ユーザー・アクセシビリティや世界の医療団のブランドに際したサイトの前面リニューアルを実施する予定である。 

 

2月、モバイル用サイトをオープン。モバイル端末の利用世代が比較的低いことから、デザインや色遣いをソフトにした。コ

ンテンツはPC公式サイトと連動。 
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SNSについては、フェイスブックの「いいね！」の上昇率が135％と昨年の153％からの減少となったが、コアファンの獲得と

いう点においては一定の成果があった。ページ自体のファン数、個別のニュース投稿についてのリアクションについては伸

び悩んでおり、引き続き改善すべき課題となっている。運用については資金調達チームとも連携し、スムーズな運用管理

が行うことができた。 

 

2.2.5.  講演活動 

例年同様、学生、一般向け、プレス向けなどの講演活動を行った。 

5 月のプレスブリーフィング、11 月の「ハウジングファースト国際シンポジウム」、12 月の「世界の医療団活動報告会」の 3

件については証言活動および支援事業の一環として、世界の医療団が主催となって開催した。「ハウジングファースト国際

シンポジウム」については、一つのテーマについて広く集客して行う会としては、組織として初めてのものになった。100 名

近くの申込、60 名以上の参加を得て、活発な意見交換がされ、支援・医療関係者、プレス関係者からの関心も高く、支援

の手法の新しい提案としても、また団体の知名度や実績を広報する意味でも成果に繋がったものと考えられる。 

テーマ別では、「団体全般」と並んで「東京プロジェクト」での講演活動も活発に行われた。医療の視点を取り入れた路上支

援、貧困と健康、ハウジングファーストなど、様々な切り口から講演依頼を受け、ニッチながらもニーズが高く、また団体とし

ての発言力もミッションが成熟するにつれ強まっていることが伺われた。 

講演件数： 15件 

内容： 世界の医療団全般 6件、プロジェクト 9件（東京プロジェクト 6件、ラオス 2件、ネパール 1件）参 

 

2.1.6. 他の証言活動 

◇ ネットワークキャンペーン 

世界の医療団ネットワークのコミュニケーションキャンペーン「Make a Child Cry」に参加。ネットワークの各世界の医療団

の共通テーマとして「子ども」が取り上げられ、世界の医療団フランスのコミュニケーションチームが中心となり、キャンペー

ンの構築、Webやポスターなどの素材の製作が行われた。特設の Webポータルページは PC用、モバイル用とともに各

言語にローカリゼーションされ、日本語版も実現された。 

キャンペーンタイトルを直訳すると「子どもたちを泣かせよう」となるが、これは医者で泣く子どもたちが多いことから、「子ど

もたちに医療を」という内容をデフォルメしたものである。フランスでは広告賞を受賞するなど大きく注目を浴びたが、泣き叫

ぶ子どもの様子がフィーチャーされることから特に英語圏などではあまり良い反応がなかった。日本での注目度は残念な

がら高くはなかった。 

 

◇ アドボカシー活動（政策提言活動） 

東京、ラオスでの事業において、活動に直結した提言活動を行う他、ネットワークが取り組むアドボカシーテーマについても

日本国内での周知に努めた。 

2015年は、世界の医療団フランスが行っている C型肝炎の特効薬として注目を浴びている新薬「ソバルディ」の高額すぎ

る薬価の見直しを求めるキャンペーンについて取り上げた。この薬は一粒が 6 万円(日本)以上するため、1 日一錠を治療

期間の 12週間服薬するだけで 520万円以上が必要になる。こうした高額な薬価の設定は人々が治療にアクセスすること

を拒むだけでなく、日本やフランスのように保険薬として認定された場合の国庫への圧迫も危惧されている。 

 

3. マーケティング / 資金調達活動 

3.1. 個人向け資金調達活動 

3.1.1. ダイレクト・ダイアログ (DD)
3
 

医薬看護学会系及び展示会では、新たに地方開催の主要な学会や、様々な分野の展示会に積極的な出展を試み、前年

比 1.4倍増のキャンペーン時間を確保することができた。 

ショッピングモール、イベントについては昨年から継続して開催している施設の他、新規の場所開拓を進めた。 

その結果、年間を通して安定的にキャンペーンを実施することができた。 

                                                 
3
 DD : Direct Dialogueの略。街頭、商業施設、学会会場などにブースを設け、会話を通して支援を獲得する手法。 
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3.1.2. テレ・マーケティング (TM) 

昨年に続き、Upgrade、寄付決済不備者に対する不備解消テレマを続け、一定の成果を上げた。 

2015年に新規に開始した change.orgでのキャンペーン賛同者に対するテレマは月次増収に貢献した。 

上記、DD と TMを活動チャネルとして獲得を続けているマンスリー寄付（「スマイルクラブ、以下 SC」）については、新たな

活動場所の獲得、スクリプトなどの洗練化により、SC会員からの月次収益は、年始の前年比で 30%増となった。 

 

3.1.3. ダイレクト・メール (DM） 

通常 DMは、計 9回約 47,000通を発送した。前半にはバヌアツでのサイクロン、ネパールでの大地震といった自然災害、

後半には中東、アフリカからの難民問題が発生したため、発送回数計 9回のうち緊急支援の内容は実に 5回を占めた（ネ

パール大地震 2回、難民支援 2回）。 

 

特にネパール大地震のインパクトは大きく、1 回目の DM の返答率は 6.51％、2 回目は 22.66％となっており、全体の返

答率 5.95％を牽引する結果となった。また、昨年に続き開催したクリスマスチャリティ抽選会では、スポンサー獲得の成功

と前年より早めに広報を開始したことなどにより、約 480万円（前年比約 1.4倍）の寄付を達成した。 

 

全体では、返答率 5.95％、平均寄付額 8,697円を実現し、年初の計画である返答率 5.5％、平均寄付額 7,500円を達成

した。 

 

既存寄付者のセグメントと合致する年齢層を対象読者とする雑誌への同梱 DM を計 6回実施したが、6回目の ROI21.6

か月がもっとも良い結果となっており、いずれも芳しい結果は得られていない。2016 年はこの結果を踏まえ、実施方針の

再検討が必要である。 

 

同梱 DMでは芳しい成果を上げることが出来なかったが、通年に亘り実施した DD、TM、DMの施策からそれぞれ新規支

援者を獲得することができた。2015 年度の総寄付者数のは対前年 600 人増となっており、全体的な成功を裏付けている。 

 

3.2. ドナーケア 

3.2.1. およびドナー管理用データベース 

フランスとの協働による増資もあり、新規獲得寄付者の増加が見込まれた本年度は、新規に人員を雇用し特にドナーケア

に力を入れた。例えば、SC 新規加入者に送付するレターについては、これまで入会から約 1 週間を要していたが、半分

程度の日数での発送が可能になった。同じく、決済不備についての連絡も毎月の連絡に加え、夏季と冬季にリアクティベ

ートを行い、退会防止に努めた。 

 

合わせて、SC 会員に対するドナーケアの一環として 2015 年よりニュースレター(以下 NL)の作成と発行を開始した（初回

8月）。これまで事務局からの発送物は寄付を募るための DMしかなく、月次で寄付を継続してくれている SC会員へ重ね

て寄付のお願いをすることができず、報告書、領収書および一定の緊急時のみに郵送物を届けていた。結果、「活動内容

がよく分からない」という声から退会へとつながる事態が散見された。NL からは募金要素をなるべく排除し、活動をより身

近に感じてもらうことを目的とした。また、発送経費を圧縮するためメールアドレスを登録されている寄付者にはメールを優

先して発送することとした。 

また、初回ではクレジットカード有効期限到来による寄付停止者のうち、自動引き落とし停止から 1年以内の寄付者に対し

支援再開を呼びかけたが、目立った反応はなかった。来年度、同様のリアクティベートを行うか否か、行う場合でも NLと同

時に実施するかなどは再検討することとする。 

尚、初年度 2回の製作・発送を計画していたが、デザインの選定、データベースの整備等に時間を要し、第 1回目の発送

が遅延したため、2015年度は 1回のみ行った。 

 

ドナー管理用データベースに関し、年間を通じて整備に力を入れた。増え続けるドナー情報の整理（連絡不通者のフォロー

アップ等）や、データクレンジングを行い、戦略的なデータ活用の基礎を作った。また、データベースに関する研修会にも担

当職員が積極的に参加し、より良い活用方法を模索した。 

 

3.2.2. 高額寄付者ケア   
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例年どおり夏季の暑中見舞いに加え、本年度は冬季のクリスマスチャリティ抽選会においても高額寄付者に対し手書き礼

状を作成し、ケアにあたった。 

都度の高額寄付者に対しては昨年同様ハガキ形式で暑中見舞いを、高額のSC会員に対しては発行したNLにアンケー

ト用紙を同封の上、手紙を送付した。アンケートでは、2名のSC会員から回答を得た。回答数は少なかったが、評価の内

容は良かった。 

管理用データベースの整備に伴い、高額寄付者の動向なども把握が可能になった。高額寄付者は固定化の傾向があり、

今後は、ドナーケアによる「寄付者の育成」とのより緊密な連携が求められる。 

 

3.3. 相続、遺産、贈与など   

高齢者向けの雑誌に遺産についての記事を掲載したが、直接の反応は得られなかった。 

高齢者住宅へのアプローチも積極的に実施したが施設でのキャンペーンの実施などには至らなかった。 

施策が具体的な成果に繋がりにくいが、高齢化する社会においてますます活発になるチャネルであることは間違いなく、

2016年度に向け戦略の練り直しが必要である。 

 

3.4. イベント 

毎年恒例のフランス大使公邸でのチャリティーディナー「世界の医療団支援者の集い」を 5月下旬開催し、集客に苦労はし

たが、最終的には 600万円以上の寄付を獲得した。 

「世田谷パン祭り」（10月中旬）では約 8万円、フレンチブルーミーティングでは、53万円以上（出展企業寄付を含む）の寄

付を集めることができた。また、年末には、昨年に続き、クリスマスチャリティドロー（抽選会）を実施し、シリア難民に対する

緊急支援に資金を呼び掛け、約 480万円の収益を得た。 

 

3.5. 企業・財団向けの資金調達  
昨年に引き続き、「企業タスクフォースチーム」において、外部のコンサルタントを迎え、新たな企業パートナー獲得を目指

した企画立案と分析を定期的に実施した。社員ボランティア参加など、各企業の CSRニーズを満たすような支援方法を提

案することにより、新たなパートナーシップの獲得や資金獲得につながった。 

その他、ネパール大地震の際には、これまでの情報発信や関係構築により、多くの企業・財団パートナーからまとまった緊

急活動資金を獲得することにつながった。 

東日本大震災被災地支援については、これまで通りジャパンプラットフォームより大部分の資金助成を得ることができた。

東京プロジェクトは、企業からの資金調達を得ることが難しいという点を克服するため、社員ボランティア参加などを積極的

に受入れることで、プロジェクトと支援の必要性を理解していただくことにつながり、結果複数の企業からの資金調達につ

ながった。 

企業・財団からの資金調達は 37.816,225円となり、前年度比 110%であった。 

 

3.6. WEBを使った資金調達の試み 

3.6.1.  公式Webサイトでの資金調達 

2015 年を通じ、オンライン寄付数は限られたまま推移しており、傾向の把握、拡充のための戦略立案まで至っていない。

高齢化と同様、IT 化も社会の一般的な動向であり、今後、外部の専門家によるアドバイスを活用するなど抜本的な戦略を

立てる必要がある。 

 

3.6.2. Just givingでの資金調達 

大阪マラソンと湘南国際マラソンの支援先として選定され、Japan Giving 経由での募金が行われた。 

 

3.6.3. その他 

GoogleAdwordsや Yahoo! Links for goodなどのNPO法人向けの無料オンライン広告を活用し、WEBサイトへの集客

を行った。これらの広告経由で、オンライン寄付につながるケースも見られた。 

 

3.7. フランスからの資金調達活動への増資 

2015 年から世界の医療団フランスの投資活動の日本のマーケットで拡大が本格化した。世界の医療団フランスとの合意

により、既存のチャネルの拡大・増強に加え、同梱などの新しいチャネルへのトライを行った。 

DD、Change.org、TMにおいては総じて好成績となったが、同梱の成績は伸びなかった。 
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4. 組織 

4.1. 有給スタッフ 

4.1.1.  募集と採用 

・ 証言/広報活動担当職員が退職し（3月）、入替の人員が 5月に入職 

・ 産前産後休暇を取得したスタッフが復帰（4月）。 

・ 人員不足、寄付者数増加、フランスからの拡大投資を念頭に、マーケティングチームに 2名の人員を追加した（3月、4

月）。 

・ スマイル作戦担当者および新規事業担当者としてプロジェクトチームに 1名人員の追加した（11月）。 

 

事務局スタッフ人員数は年初の 10名（うちフルタイム 6名、パートタイム 4名、実働稼働計 8.8名分）から、13名（うちフル

タイム 9名、パートタイム 4名、実働稼働計 11.8名分）へと 3名分が拡大した。 

 

東京プロジェクトでは引き続きアルバイトスタッフを雇用し（2名、各週 2日）、担当者の業務過多を緩和している。 

 

4.1.2.  研修 

2014年は以下の外部研修の機会を職員に提供した。 

 

1月 21日 畔柳奈緒 / 「Disaster Risk Redaction Seminor」 / JPF NGO能力強化プログラム 

2月     石井夕美 / 「NPOマネジメント実践講座 財務・会計コース」 / NPOサポートセンター  

11~12月 阿部さやか / 「NGO海外スタディ・プログラム」 / JANIC 

 

4.2. ボランティアおよびインターン 

 ボランティア募集と派遣活動 

ボランティア募集は公式HPや関連団体サイトを通し、随時行っている。 

2010年以降、ボランティア説明会は行っておらず、2015年も行わなかった。 

 

ラオス小児医療プロジェクトでは、日本から、第二期看護師(2013年 9月～2015年 11月)の長期派遣、小児科医の短期

派遣 2回を行い、フランスからは世界の医療団フランスの協力の下、ロジスティシャン 1名を派遣した。また、フランスとの

シェアポストとして、ジェネラル・コーディネーター、メディカルコーディネーター、アドミン・ロジアドバイザーの派遣を行った。 

 

スマイル作戦では、バングラデシュでの 2 回のミッションが中止になったことから年間派遣者数が例年に比し大幅に少なく、

12名だった。形成外科医は計 4名のべ 5名を日本から派遣し、看護師は 1名の新たな参加者を含み 3名が日本から派

遣となった。2013年以降、麻酔科医も日本人の参加が固定化してきており、2015年は 1名の新規派遣を含む 3 名のべ

4名の派遣が実現した。 

 

福島県そうそう地域での東日本被災地支援プロジェクトでは、こころの領域を扱うことから、活動開始当初より「顔」を変え

ないことを採用時にこだわり、継続した参加が可能なボランティアを優先して派遣してきた。2015 年も年間を通じ、同じボラ

ンティア 8名が活動を支えてくれた。一番ながいスタッフで 2012年から継続して 4年となった。 

それぞれのボランティは福島という遠方に定期的に通う熱意、職業経験で培われたスキルはもとより、「被災地支援」「変わ

りゆく現実」「被災者それぞれの違い」「戻れない絶望」「近親者を失った多大な喪失感」など複雑で繊細な状況に正面から

取り組んで頂き、柔軟性、適応力、共感力の高さでもパートナー組織、被災者の高い評価と信頼を得ている。尚、福島県で

の活動については原発事故の影響が濃いという地域の特性と長期・継続派遣の必要性を考慮し、一部のボランティアを当

初より「有償ボランティア」としている。 

 

活動 6年目を迎えた東京プロジェクトは今年もまた多くの医療、非医療のボランティアに支えられた。リハビリプログラムの

日中活動には多くの新しい「講師」が加わってくれ、多彩な活動を行ったが、講師の継続した確保が難しいこともあり、有給

職員への負担が増えるという局面もあった。しかし、総じて 2014年は特に非医療の分野でプロジェクトを継続的に支えてく

れるボランティアに出会うことができた。 

 

事務局にもまた多くのボランティアが様々な仕事を手伝いにきてくれた。週に 1 度必ず来てくれる方、翻訳やデザインなど

の専門技術を無償提供で協力してくれる方々、イベントの準備・運営・事後処理などに尽力してくれる方々など、とても多く

の方々に支えられた。 

また 2015年は広報インターンとして 8月から 1名が当初週 3日活動に参加し、後半に行ったシンポジウム、活動報告会

などの準備・運営に大きな尽力をしてくれた。 
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企業パートナーから従業員派遣という形でも定期的にボランティアを受け入れた。 

 

世界の医療団の活動は、このように 2015 年も多くの医療・非医療のボランティアが活動を支えられ成り立たせることがで

きた。彼らの活動は、継続的、献身的そして大変質の高いものであり、団体の存在意義そのものと言える。 

 

4.3. 管理 

 総会 ：年次総会を 2015年 3月 5日に世界の医療団日本事務局において開催した。 

■ 2008年に理事会で決議された「総会への入会を促す条件」に合致した既存のボランティアにその意志を確認した

ところ 18名が新規に総会会員として入会に至った。 

■ 本年は理事改選の年にあたり理事 9名が再度、新たな 2名が立候補し、総会により承認された。 

理事（任期 2015年～2017年） 

ガエル・オスタン、磯村尚範、与座聡、山田信幸、大浦紀彦、寺島左和子、原田昌子、パトリック・ダビッド、森川す

いめい、早川依里子、篠崎康子 （計 11名） 
 

 理事会  年次理事会を 2015年 3月 5日に世界の医療団日本事務局において開催した。 

通常理事会を 2015年 6月と 11月に開催した。 

 

以上 

 


