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1．はじめに ～ 誰もが治療を受けられる未来を。 
 

ビジョン 

医療サービスへのアクセスを阻むいかなる障壁も存在しない世界、 

医療へのアクセスが一人一人の権利として確立している世界を希求します。 

 

ミッション 

国内、国外を問わず活動する国際的なボランティアによる運動です。 

革新的な医療プログラムと事実に即した提言活動を用い、医療への恒久的なアクセスを目指して闘い、 

疎外された人々やコミュニティが、健康に対する自らの権利を主張する力を与えます。 

 

5つのバリュー 

社会正義、エンパワメント、独立性、アクティビスム、バランス(均衡) 

 

2016 年に上記の「ビジョン、ミッション、バリュー」がネットワークレベルで策定され、ちりばめられたキーワードが業務や議

論の中に頻繁に現れるようになり、日常的に自分たちを支える理念を確認する機会が増えた。更に 2017年には世界の医

療団日本でも中期計画を策定する際に議論の始点としたことから、理解が深化し、一部は事業のあり方に現れるようにな

っている。2018年から3ヵ年の中期計画の核となるコンセプトは「闘うMdM」であり、2018年は更に意図的に、積極的に医

療支援を行うことと共に、証言活動、そして、社会変革をもたらす提言活動を行っていく。 

 

こうしたネットワーク全体の大きなうねりの背景として、世界各地で世界の医療団が不公正と捉える事象が解消することな

く拡大していること、そしてそれら不公正を是正するために、国際社会およびそれぞれの社会において、より力を発揮でき

るネットワークであり、いち事務局となる必要性を痛切に認識しているからだ。 

事実、シリアやイエメンでの紛争は終結を予測させるものでないだけでなく、私たちの活動拠点となり、中立で保護される

べき医療施設が爆撃の対象になっている。少数民族ロヒンギャを巡る非人道的な扱いは近年ないほどに苛烈さを増してい

る。日本国内でも、社会の底辺で暮らす人々や、障がいや生きづらさを感じる人々への共感が得にくい傾向がある。 

 

世界の医療団は一人でも多くの人をボランティアとして、支持者、寄付者として仲間に迎え入れ、今できること、すべきこと

に愚直に取り組んでいく。 

 

スマイル作戦では、今ある専門性や運営能力を発展させていくため、ネットワークの関係者と協議を深めていく。ハウジン

グファースト東京プロジェクトでは、結集した 7つの団体の力をよりよくつなぎ合わせ、相乗効果を拡大していく。福島では、

地元の素晴らしいレジリエンスを更に強化すべく、これまで以上に下支え的な働きを強化し、培ったノウハウの伝授に注力

する。ラオスでは、始動こそ難しかった 1年目の活動がほぼ予定通りに終わったことから、2年目の活動も現地パートナー

との関係性を密に、持続可能な開発となることを目指す。ロヒンギャ難民支援については、変わり行く周辺状況を見極めな

がら、今、世界でも最も悲惨な状況にある彼らの側にい続け、伝えてことに全力を尽くす。 

 

証言では支援事業をただ紹介するではなく、そこに生きる一人一人の苦しみ、苦境、力、可能性を伝え、彼らの環境と将来

を改善することや、受け手が動き出す切っ掛けになるような発信を目指す。世界の医療団は、日本もフィールドとする国際

NGOとして、自分たちが世界と日本の媒介としての貴重な役割を担うことができると信じている。 

 

資金を提供し活動を支えてくれている多くの日本の人々に対し、これまで以上に活動の理解を求めるとともに、「どんな世

界にしたいか？」という根源的な問いかけをしながら、より深い共感を得ていかれるような資金調達活動を目指す。この視

点を加えることにより、資金調達活動もまた、社会変革へと繋がるものとしていきたい。 

 

こうした全てを支えるのは、人だ。ボランティアであり、会員であり、理事であり、スタッフであり、外部協力者である。社会を

良い方向へ向かわせることのできる、ゆるやかであっても強く繋がる人と人との運動となるため、協議や研修などの機会を

積極的に設けていきたい。 
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2018 年は、世界の医療団日本が変革、成長するための大切な 1 年として、各事業においても「闘う」ことや「存在意義」を

かみ締めながら一歩一歩進んでいく。 

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  

スマイル作戦は日本やフランスから医師、看護師を派遣し、口唇裂・口蓋裂、熱傷後瘢痕拘縮、手足の奇形などの形成外

科の手術を行い、かつ派遣国での人材育成を行う短期反復型のプロジェクトである。世界の医療団日本の活動の中でも

最も歴史が古く(1996年ボランティア派遣開始、2006年独立ミッション運営の開始)、アイコン的ミッションでもある。 

 

形成外科では命に関わる疾患を扱うことが少ないことから途上国では未発展なことが多い。そうした国々では整形外科、

皮膚科、外科、口腔外科、歯科などの形成外科の専門性がない外科医が手術を行い、形成外科の発展を更に歯止めを

かける遠因ともなっている。しかしながら、機能とともに見た目に自然な形状を取り戻すためには形成外科としての専門的

な教育や訓練は必須であり、手術後の経過、ひいては患者のその後の人生におけるハンディキャップの軽減には大きな

違いを生じさせる。日本人形成外科医の高い技術は手術をすることで患者のQOLを高めるだけでなく、その指導による現

地医師への技術移転により、派遣先国での形成外科の発展に寄与することを目指している。 

 

2018 年はバングラデシュ、ミャンマーでのミッションの継続、マダガスカルへの派遣に加え、2016年以来実現を試みている

ネパールでの事業開始を目指し、活動の拡充をはかる。 

事業の全体としては、事務局の中期的（2018～20 年）な方向性に合わせ、証言の強化や提言活動に結び付け、社会的イ

ンパクトを増大させることを念頭にした活動の見直しを始めていく。また、これは他の世界の医療団(オランダ、フランス、ド

イツ)との協働を深めていくことの意義にも合致する。ネットワーク全体として、途上国における外科分野の発展や、人道的

外科支援（Humanitarian Surgery）に対してどう取り組んでいくべきかの協議を進めていく。 

 

 既存プロジェクト年間計画 

回数 6回 

派遣国 ミャンマー、バングラデシュ、マダガスカル 

 

1. バングラデシュ 

派遣人員：  医療ボランティア 7名、事務局スタッフ 2名 

活動時期/期間： 3月 / 6日間程度（うち手術 4日間） 

手術件数予測： 1日最大 8件として最大 32件 

 

2. ミャンマー（マンダレー） 

派遣人員：  医療ボランティア 5名、事務局スタッフ 2名 

活動時期/期間： 6月～7月中旬 / 7日間（うち手術日 4日間） 

手術件数予測： 1日平均 8件として 32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日間） 

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 6～7名、事務局スタッフ 1名 

活動時期/期間： 11月 / 8日間（うち手術日 5日間） 

手術件数予測： 1日平均 8件として 40件 

 

5. ミャンマーミッション（マンダレー） 

派遣人員：  医療ボランティア 5名、事務局スタッフ 1名 

活動時期/期間： 12月 / 7日間（うち手術日 4日間） 

手術件数予測； 1日平均 8件として最大 32件 
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 ネパール(新規) 

1. パイロットミッション 

派遣人員：    医療ボランティア 5名、事務局スタッフ 2名 

活動時期/期間：  9～10月/ 7日間（うち手術 3間） 

手術件数予測 : 1日最大 8件として最大 24日 

 

【年間計画サマリー】 

活動回数：      計 6回 ( 本ミッション 4回 / 派遣参加 1回 / パイロット 1回 ) 

派遣ボランティア： のべ 30～32名 

活動日数：      43日（うち手術日数 25日） 手術予測件数： 最大 190件 

 

 全体の方針、重点分野 

1. 中期方向性との合致に向けて 

世界の医療団日本は、2016 年にネットワークレベルで採択されたビジョン・ミッション・バリューをより体現するため、外部コ

ンサルタントの協力を得て中長期計画を練り、量的かつ急激な成長戦略ではなく、質的かつ時間をかけた変革を目指すこ

ととなった。事業面では、裨益者の実際的な利益とともに、社会正義の実現や対象者のエンパワメントを念頭に置くことや、

変革すべき課題が起点となるような事業の設計の方法を取り、より能動的に社会変革のアクターとなる必要性などが確認

された。 

スマイル作戦は２０年以上の経験と実績があり、高い技術と継続的な熱意を持つ稀有なボランティアたちに支えられ、現状

のプロジェクト自体でも世界の医療団日本にとって重要なアセットである。また、日本の技術者が直接裨益をもたらすという

点でも、日本と世界をつなげ、ドナーやサポーターにアピールする大きな力を持っている。こうした、本プロジェクトに独特の

優れた部分を守り、かつよりよく活かせるような改良を中期的にもたらしていく。 

特に、他事業(証言、資金調達)からのニーズをより考慮することや、形成外科あるいは人道的外科分野の発展、という点

で何が出来るかを考察し、実現していきたい。 

 

2. 他の世界の医療団事務局との協働 

現在のネットワーク協働の強化という流れの中、スマイル作戦についても兼ねてからある協働基調を今後も継続し、更に

強化することが現在スマイル作戦を行う 4 事務局で確認されている。事業運営、データや経験の蓄積と共有、証言活動、

資金調達など、様々な分野での協議、協働を目指す。 

 

 国別方針 

1. バングラデシュ 

2017年 3月、2年間休止していたミッションを再開させたが、年後半のミッションはロヒンギャ難民支援の実施により見送っ

た。2018年は通常の運営リズムを取り戻すことを目標とし、その上で体制強化や育成など重点を起きたい分野についてパ

ートナー組織との議論を深めていく。ただ、2018年後半にはバングラデシュの国政選挙が予定されており、これに伴う治安

状況の変化について注視が必要。前回選挙時は全国でデモや暴動が起こるなど国内治安が不安定化し、ミッションの中

止を余儀なくされた。 

 

2. ミャンマー 

マンダレーでの活動の継続と育成を進めていく。マンダレー病院には形成外科医局が常設され、ミッション期間以外も現地

医師による手術が継続している。基礎的な形成外科疾患については現地医師が手術することができ、ミッション時はより高

度な技術が必要な症例が多く用意されているし、また更に高度な技術、機器の導入(マイクロサージェリー、乳房再建など)

を期待されている。中堅から若手医師に対する基礎的な技術の確実な移転をまずは念頭にしながら、パートナーとニーズ

を良く話し合い、ミャンマーが求め、必要とする支援の実現に努めていく。 
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3. ネパール 

調査、調整を続け、年内の初回ミッションの実施を目指す。但し、行政手続きは困難であり、実施に至るまでや、ミッション

の継続的なスムーズな運営が難しいと判断せざるを得ない場合には白紙に戻し、別の候補国へ標準を定め直すこととす

る。 

 

2.1.2. ラオス小児医療プロジェクト 

1） 第一期事業事後モニタリング（ チャンパサック県プロジェクト）  

現場での医療支援活動を2015年末に終了。2016年3月に行った第1回モニタリング、2017年6月の第2回モニタリングに続

き、第3回モニタリングを実施予定。 

活動期間： 2016年3月～2018年12月 

 2018年に行なうモニタリングが最終回になる予定。時間が経過するに伴い、世界の医療団が実施した事

業の成果と他団体の介入による変化の判断がつきにくくなってきており、事業のインパクトを適切に測るこ

とが難しいため。 

実施予定月： 2018年3月～5月 

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： 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 

実施目的： モニタリング中に発見された問題点に対する、県・郡保健局の具体的アクションに貢献すること。 

実施内容：  事業実施による成果・効果を維持するため、現地パートナーによって活動がどのように継続実施されてい

るかを確認。県・郡保健局と共同で現場モニタリング・情報収集を実施すると同時に結果を共有し、問題

点やその対策などを協議する。収集する情報項目は以下の通り。 

① 医療施設スタッフの医療技術、施設管理全般 （施設訪問、ききとり） 

② 住民による医療施設利用状況 （村落訪問、ききとり、保健局患児数データ） 

③ 健康保険制度の継続状況 （県保健局へのききとり） 

④ 村落健康普及員の活動状況と、 村落健康普及員の活動状況と、コミュニティ・保健局・医療施設との

連携状況 （村落訪問、ききとり） 

実施体制：  第二期事業事務所（フアパン県）を拠点に、県保健局および派遣医療専門家との事前調整を行う。 

 モニタリング実施時には、世界の医療団スタッフほか医療専門家1～2名を現場に派遣。 

 

2） 第二期事業（フアパン県プロジェクト） 

2016年内に最終の覚書(MoU: Memorandum of Understanding)案を在ラオス日本大使館に提出し、2017年 1月に締結。

その後、県での事業開始式を行い、活動を開始した。2018年は同事業の第 2年次として継続していく。 

 

活動期間： 2017年1月～2020年3月（3年事業） 

活動地： フアパン県県都サムヌア（事務局設置、拠点）、ソン郡・フアムアン郡（活動実施郡） 

パートナー： フアパン県保健局（保健衛生推進課が事業コーディネート担当）、ソン郡保健局、フアムアン郡保健局 

実施目的： ソン郡・フアムアン郡の5歳未満時疾病率・死亡率の低下に貢献する。 

実施体制： 駐在事務局員1名、現地雇用8名(保健医療 3名、プロジェクト 4名、事務管理1名)。 

活動1に関わる活動には、上記に加え小児医療専門家を定期的に派遣する。 

また、客観的評価・事業監督ユニットとして、専門家によるワーキンググループを前年に引き続き運用する。 

活動概要： 郡内医療施設のスタッフの小児医療技術・知識の向上を通じた、医療サービスの改善強化。 

村落健康委員会メンバーの保健衛生活動強化を通じ、住民の小児疾病予防と対策に関する知識の普及。 

パートナーによる活動継続を確実にするため、県・郡保健局スタッフと実施、評価・モニタリングの共同実施。 

活動内容： 

活動 1. ５歳未満児に対する診療技術の向上 
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活動 1-1.  小児疾病統合管理システム（ＩＭＣＩ：Integrated Management of Child Illness） 指導員養成研修（１年次） 

活動 1-2.  ５歳未満児診察用の医療備品の配備（１～２年次） 

活動 1-3-1. ＩＭＣＩ 臨床研修（１年次） 

活動 1-3-2.  ＩＭＣＩリフレッシュ研修（２年次～３年次） 

活動 1-4.  ヘルスセンター・郡病院における共同スーパービジョン（１年次～３年次） 
 

活動 2. 村落における小児医療に関する正しい知識の普及 

活動 2-1-1. 村落での小児疾病に関する意識調査とニーズアセスメント（１年次） 

活動 2-1-2. 情報・教育・コミュ二ケーション情報教育教材の作成（１年次～３年次） 

活動 2-2. 健康教育担当者養成研修（１年次） 

活動 2-3.  村落健康委員会（VHC：Village Health Committee）研修（１年次～３年次） 

活動 2-4.  村落保健活動に必要な備品の配備（１年次～２年次） 

活動 2-5-1.  村落保健ボランティアによる村落での健康普及教育サポート（１年次～３年次） 

活動 2-5-2． 郡レベル：教訓共有・課題解決会議（１年次～3年次） 

活動 2-6.  村人の健康に関する実践のフォロー（3年次） 
 

活動 3. ＩＭＣ (Implementation Management Committee) ミーティング（１年次～３年次） 

活動進捗、反省点の共有および改善策を協議し、次年度へのアクションプランを考察する。事前に 1～2 名の IMC メンバ

ーにより村落訪問を行い、小規模活動評価を行い、会議で共有する。 

 

スケジュール： 実施中の 2017年度外務省事業は 2018年 1月末までに完了予定。 

2018年 2月には、第 2年次事業の詳細についてカウンターパートと協議し、活動を開始する予定。 

 

資金調達： 第 2年次の事業予算として 2018年 2月より外務省 NGO連携無償資金協力(N連資金)を受ける予定。

加えて、企業からの支援も継続案件がある。また、N 連資金対象外の活動や支出項目への資金獲得の

ため、その他の助成金への申請を進める。 

 
 

2.1.3. ハウジングファースト東京プロジェクト 

池袋周辺でのホームレス状態の方々への支援活動を 2010年 4月に開始し、2018年は 8年目となる。 

2017 年からは新たにハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパンがパートナー団体として加わり、「ハウジングファースト東

京プロジェクト」（HFTP）と改名、7 団体から成るコンソーシアムとなった。各団体の専門分野を活かし多職種で支援に取り

組む形ができつつある。 

2018 年は「ハウジングファースト」の実践を継続していきながら、事業関係者の中でも、更なる概念の浸透や支援技術の

向上、そしてこれまでの活動を振り返り、成果をまとめ、外部への発信を強化していくことが要となる。こうした振り返り、まと

め、発信は、適宜、政策提言活動につなげ、最終目標である「ハウジングファースト支援モデルの制度化」を更に意識して

目指していく。 

 

 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」（てのはし）   「べてぶくろ」 

 「精神科訪問看護ステーション KAZOC」  「つくろい東京ファンド」 

 「ソーシャルワーカーズオフィス＆クリニック ゆうりん」 「ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン」 

実施目的：  池袋周辺と他の地域でホームレス状態にある人の、医療・保健・福祉へのアクセスの改善、精神状態と

生活状況の底上げ、地域生活の安定を目的とする。 

 上記の目的のために最も効果的な手法の一つである「ハウジングファースト」の日本での制度化。 

ボランティア職種： 精神科医、内科医、看護師、臨床心理士、事務管理、IT技術者、コンサルタント、研究者 ほか 

受益者： ホームレス状態にある方、生活困窮者そのうち、特に精神と知的に障がいを持つ方 
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 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 べてぶくろ てのはし KAZOC つくろい ゆうりん ハビタット 

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 ○   ○  ○  

アドボカシー ○    ○   

リハビリプログラム： 日中活動として、料理、パン作り、遠足、手芸、農業などのプログラムを提供することで、路上か

ら脱した後の居場所を提供し、かつ当事者の社会性の回復などエンパワメントをはかる。 

ファーストアプローチ： 炊き出し時の各種相談、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。 

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 ：    医療相談会での健康相談、およびゆうりんでの保険医療、および訪問による医療提供。 

 

2. プロジェクトの組織連携の強化促進 

2018年現在、7団体がHFTPを構成している。本年も上述の主な担当業務をそれぞれが日常的に受け持ちながら、活動全

体の強化や広がりを進めていく。具体的には 

・ データベースの設置： 7団体共通のデータベースを設置、運用し、支援状況、実績の把握、支援物資の管理や人員

配置の実態把握といった情報共有を強化する。 

・ HFTPホームページの開設 

・ 動画の作成： 複雑な構成や活動を、よりわかりやすく紹介するための動画を作成する。支援活動内容だけでなく、支

援者及び当事者、プロジェクトに携わる人たちの活動理念も伝える。 

・ 拡大運営会議： 現在、月に一度開催している運営会議をスケールアップし、7団体でHFTPの方向性を協議する機会

を設け、各団体ならびに世界の医療団の役割を明確にする。 

 

3. 「ハウジングファースト」のモデルとフィデリティの確立 

「ハウジングファースト支援モデル」を取り入れ始めて今年で 3年目を迎える。これまで各国で実践されているハウジングフ

ァースト支援モデルを参考に活動してきたが、各国での経験から確立したフィデリティ（望まれる支援基準）が、日本には必

ずしも合致しないことがわかってきた。本年は、HFTP独自の支援モデル及びフィデリティの確立を目指す。 

 

4. 調査・研究活動 

支援ニーズ実態の把握、活動成果の科学的な実証などを目的とし、活動団体内外の専門家（医師、看護師、臨床心理士、

社会学者など）からなる「調査・研究チーム」が、2016年 6月に発足した。 

2017年は大型の助成金に申請したが、獲得には至らず、調査・研究活動もチームとしてではなく、個々の研究者が独自に

進めるに留まった。 
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しかしながら、事業が必要とするエビデンスを獲得するには、継続的かつより包括的な調査・研究が必要であり、2018 年

は具体的にプロジェクト推進に必要な調査・研究をチームとして進めていく。 

・ 路上生活を長期間営む方、再路上化される方の支援ニーズ調査。精神障がい、知的障がいの実態調査も含む。 

現在、足りてない支援を明確にする。 

・ HFTPが現在支援を提供している方の全数調査。 

HF型支援の成功例、その要素を明確にし、HFTPのフィデリティの確立に繋げる。 

・ 支援の図式化、文章化。 

・ 発信の強化。調査・研究成果を報告書、パンフレット、公式HPなどで広く発信する。 

 

5. 提言活動 

重度精神障がいがありホームレス状態にある人にハウジングファーストモデルによる支援が効果的であり、取り組みが必

要であることの認識を広め、日本各所での実現を求めていく。 

・ 豊島区への働きかけ 

2017年、HF国際シンポジウムにベルギーから招聘したビュタイエ氏と豊島区役所を訪問し、ケースワーカーと勉強会の機

会を持った。この繋がりを 2018年も継続し、HFTPの実践・成果の報告及び勉強会を実施し、行政側のHFへの理解促進

と協力体制の確立を目指す。 

・ 各地での実践に向けた働きかけ 

過去3回に亘り開催した国際シンポジウムでHFへの理解が促進されるとともに、国内実践者であるHFTPの活動報告に

も高い関心が寄せられ、HF支援モデルを実践してみたいとの声が聞かれた。 

2018 年は、大規模なシンポジウム形式から一転し、参加者がより深く理解でき、実践に繋げられるような報告会、勉強会

を実施する。海外からも実践者を招聘し、国内実践者とのセッションを設ける。 

また別途、各支援を専門性に分け（例：住まい、ファーストアプローチ、訪問看護など）、支援実践者や実践希望者を対象に

小規模の勉強会などを企画する。 

HFは多職種のアプローチのため、様々な形の不安定住居化している層（刑務所出所者、ひきこもり、若年貧困層など）を

専門的に支援、研究している専門家とも接触、協働を模索する。 

 

2.1.4.  福島県そうそうプロジェクト 

福島県の東日本大震災における避難者は、今でも 53,094 人（2017 年 10 月末現在）おり、また震災関連死は 2,186 人

（2017年10月末現在）と増加が続いている。その一方で、2017年4月には浪江町（一部の帰還困難地域を除く）、飯舘村

（一部の帰還困難地域を除く）が避難指示解除となったが、帰還する住民は少なく、1避難指示解除後に帰還した住民の孤

立予防など、心のケアに関与する必要性は高まっている。 

 

避難を継続する住民に関しては、仮設住宅の集約化や復興・災害公営住宅への転居に伴う、新たなコミュニティの構築が

課題となっており、この新しいコミュニティを基盤としたこころのケア活動の強化も求められている。また、ふくしま心のケア

センターのデータによると相談支援件数は 2016 年度、5,379 件と震災以来減少傾向は見られず、また仮設住宅や借り上

げ住宅での相談が減少する一方自主再建宅や復興住宅での相談が増加しているとされている。 

 

さらに、震災や原発事故による長期間に及ぶ避難生活で発症したアルコール依存、うつ病、自殺のリスク、さらには福島型

トラウマといわれる「遅発性のＰＴＳＤ」を新たに発症するケースも続いており、継続的に精神症状の軽減に努める活動が

求められている。 

 

                                                 
1 2017.8.31現在、浪江町に帰還した住民は 400名弱と、震災前の 21,000人の 2%に留まっている 
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震災と原発事故という複合災害の被災者のこころのケアは、持続可能な長期支援が必要であり、地元資源による継続的

な取り組みがその土台として欠かせない。2018 年は、出口戦略の一環として、カウンターパートである「相馬広域こころの

ケアセンター」への医療支援ノウハウの移転のため、支援メニューの整備やレシピ化を実施する。 

また、「相馬広域こころのケアセンター」と協働し、過去 6 年間の活動記録や裨益者のデータを整備し、持続的で効率的な

支援に繋ぐための仕組みを構築する。 

 

他方、中長期的な心のケアを必要としている被災地の現状への関心や報道は、震災・原発事故から7年を経過し、減少の

一途を辿っている。今後は更なる風化が懸念されるため、2018 年度は特に、現場からの声として、現状、課題、地域の

方々が持つレジリエンスについて、広く伝え、証言活動や政策提言活動へとつなげていく。 

 

 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、いわき市 

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」 

（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） 

川内村保健福祉課 

「NPO法人 相馬フォロアーチーム」 

「NPO法人 トイボックス」（南相馬ラーニングセンター） 

「NPO法人 みんぷく」 

派遣医療ボランティア： 精神科医、看護師、臨床心理士、臨床検査技師、健康運動指導者 

 

1. 「メンタルクリニックなごみ」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 

・ 成果目標： 精神科医療という信頼関係を必要とする治療において、同じ精神科医による外来診療を継続する。 

また、併設の、被災者へのこころのケアを行なう「相馬広域こころのケアセンター」の活動に派遣している

看護師、臨床心理士らによるこころのケア活動（活動 2）の医療監修を行い、それぞれの支援活動の整合

性を図り、相乗効果を生み出すことを狙う。 

 

2. 仮設、復興住宅等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、臨床心理士、健康運動指導者 

・ 派遣回数/日数：  95回/110日 

・ 成果目標： 多職種（看護師、臨床心理士、健康運動指導者）の専門家を支援対象の住民やコミュニティの必要に応 

じて適切に配置し、また同じ人材を継続的に派遣することにより、フェーズの移り変わりへの対応に苦慮

している現地支援者を支え、地域住民の健康的な生活を支援する。 

 

3. 被災地域にある学校、子育て施設での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 

・ 派遣回数/日数：  24回/24日 

・ 成果目標： スクールカウンセラー経験の豊富な臨床心理士を小中学校や子育て支援施設に派遣し、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。 

 

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 
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・ 派遣回数/日数：  3/3日 

・ 成果目標： 脳波計操作に習熟した技師を派遣し、医師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. 支援メニューのレシピ化を通じ、地元資源による持続可能な支援体制を整備 

・ 活動ボランティア職種： 看護師、臨床心理士、健康運動実践指導者 

・ 活動回数/日数：  13/26日 

・ 成果目標： 支援メニューの整備、対象者のカテゴライズ及びそのカテゴリーに応じたレシピ化を行う。 

また、過去6年間の活動記録、裨益者データの整備を行い、今後の持続的かつ効率的な支援につなぐた

めの裨益者データベースの構築。 

 

6. 証言・提言活動の強化 (2.1.5. 川内村プロジェクトと合わせて) 

・ 活動ボランティア職種： 医師、看護師、臨床心理士、健康運動実践指導者など 

・ 活動回数/日数：  ３日 

・ 活動内容：   報告書の発行、メディア懇談会の開催 

・ 活動地：   東京、福島市 

・ パートナー： ジャパン・プラットフォーム、そうま広域こころのケアセンター、ふくしま心のケアセンター、 

ふくしま連携復興センター、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、川内村保健福祉課 

 

2.1.5. 川内村プロジェクト 

同村は、2011年 3月、全域が警戒区域となり全住民 2,800人が村外に避難したが、翌年 4月には警戒区域解除となり帰

村可能となった。帰還の開始から 6年以上が経過し、帰還率は 72.2％（2017年 9月 1日現在）まで高まっているが、生活

（職場、学校）基盤を郡山など都市部に求めた若い世代の帰還は進まない。こうした家族分離の状況を背景に、帰還した

高齢者が認知症の発症しやすい環境となっており、その増加傾向はいまだ続いている。 

また、住民に対して支援者という立場の村職員の精神的疲労も増しており、支援者支援という形でのこころのケアも継続

的に求められている。 

 

 活動の概要 

事業期間： 2014年 ～ 

パートナー： 川内村保健福祉課 

派遣ボランティア職種：精神科医（１名）、健康運動指導者（１名） 

派遣回数/日数： （それぞれ）2回/2日、4回 /4日 

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 2,800名） 

期待する成果： 認知症患者・家族が必要とするタイミングで診断や家族相談を受け、専門診療機関等につなぐ。 

また支援者支援として福祉課職員への健康運動を指導する。 

 

2.1.6. ロヒンギャ緊急医療支援 

2017 年 8 月 25 日、ミャンマーのバングラデシュ国境付近ラカイン州に住むイスラム教系少数民族ロヒンギャが国境を超

え、大挙してコックスバザール南部の村落部に避難を始めた。その数はこれ以前から避難する人も含め 100 万人を超え

た。国境をまたぐこの地域に古くから住むイスラム教系のこの民族は周囲との軋轢、迫害の歴史を辿ってきている。1982

年にはミャンマーの法律により非国民として国籍を剥奪された。 

2016年 10月以降、ミャンマー政府とロヒンギャ側反政府勢力の間の武力衝突の先鋭化が始まり深刻化の一途を辿る。そ

して、国連や NGOによる働きかけや訴えも空しく、8月 25日大規模な攻撃、迫害が発生し、殺害、焼き討ち、暴行、強姦

などが繰り返されるに至り、大量の難民の流出につながった。 
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国籍を剥奪され、ミャンマー国内でも教育や医療などへのアクセスが制限されるなど、そもそもロヒンギャを巡る環境は非

人道的であったが、今回の大規模な迫害は非道さのレベルを更に上げ、「民族浄化」との厳しい言葉で国際社会から非難

されている。むき出しの大地に粗末な小屋が見渡す限り広がる光景は問題の深遠さや巨大さを如実に語っている。 

 

こうした背景を受け、世界の医療団日本が 2009 年からパートナーシップを組むバングラデシュの NGO Gonosyasthaya 

Kendra(GK)は 2017年 9月 4日からコックスバザール南部にて緊急支援を開始した。当初は GKのチームのみで、出来

る限りの人員、物品を集めて対応を開始し、同時にパートナー組織への協働を呼びかけた。世界の医療団フランスは 9月

に支援を決定、10月以降緊急チームが支援に入った。 

 

世界の医療団日本は 10 月から支援の検討をはじめ、11 月に現地に調査チームを派遣し、キャンプの視察と関係団体と

の協議を行い、GK と世界医療団フランスの活動に協力する形でキャンプ内のアウトリーチ活動を中心としたコミュニティヘ

ルスワークを開始することを決定し、2017 年 12 月に事業をスタート。2018 年 4 月末まで現地活動を行う計画となってい

る。 

 

2018 年 5 月以降については、ニーズやリソースを常にはかり、パートナー組織(世界の医療団フランス、GK)とも協議をし

ながら、継続の必要、可否を判断していく。 

 

 事業概要 

場所：  クトゥパロン難民キャンプ 

事業期間： 2017年 12月 1日～2018年 4月 30日 

現地体制：  駐在看護師 1名、半駐在非医療コーディネーター1名 

パートナー：  Gonoshyasthaya Kendra、世界の医療団フランス 

派遣者：  木田晶子(看護師 12月～1月、3月～4月)、添田沙織（看護師 1月～3月） 

具貴香(非医療コーディネーター)、畔柳奈緒(事務局長) 

事業内容：  上記 2 パートナーがクトゥパロン難民キャンプで運営するクリニックの周辺住民に対しアウトリーチ活動を

行い、医療が必要な住民をクリニックにつなげ、継続的なフォローを行う。また、健康教育活動を行い、住

民らが健康や病気に対する知識を持ち、難民キャンプという限られた環境において可能な限り自身や家

族の健康を守る行動変化を起こす。 

対象：   ① 生後 6ヶ月から 5歳未満の子ども、② 15～49 歳の女性 うち③ 特に妊産婦、④ 60歳以上の高齢者 

直接受益者； ① 270名、② 150名、③ 120名、④ 90名  合計 630名 

予算：  およそ 1460万円 

資金：  ジャパン・プラットフォーム、自己資金 

活動概要： ① アウトリーチ活動 

コミュニティヘルスワーカーとロヒンギャボランティアがクリニック周辺地域を戸別訪問し、各カテゴリーの

対象者と接触し、医療の必要な住民をクリニックに繋げる。 

  ② フォローアップ 

クリニックでの診察有無などを確認し、一定期間後に対象者を訪問し、健康状態の確認や更なるフォロー

アップの必要性を確認する。 

③ 健康教育 

対象者として選別された住民およびそれ以外の住民を対象に、カテゴリー別の医療、健康に関わる健康

教育を行う。 

 

 2.2. 証言活動  

中期計画に基づいた活動を実施する。世界の医療団のミッションである証言活動を世界の医療団日本としてより能動的に
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実行していくために、改めて証言・広報活動の基盤整備を行っていく。 

各プロジェクトごとのメッセージを打ち出し、そのメッセージに紐づく発信活動を行う。証言担当者だけでなく、プロジェクト担

当などが現場からより臨場感が感じられるような情報を積極的に発信できるようトレーニングを実施、その時、その場で訴

えたいこと、伝えたいことを発信し、活動への関心や共感を深めてもらう。世界の医療団に関わる一人一人がアンバサダ

ー、証言者になるような証言活動を実現するための体制作り、基盤作りに着手する。 

また世界の医療団外部のインフルエンサー、スポークスパーソン、オピニオンリーダーの発掘、育成、活用に努め、世界の

医療団日本が実施するプロジェクトを中心に証言活動を展開していく。 

そして、新しいターゲット層に向けた認知度向上を目的とするブランディング・キャンペーンを展開、オンライン広告やイベン

トを通じて、世界の医療団の実績と活動を多くの方に知ってもらう。  

世界の医療団ネットワークが対峙する国内外での医療、福祉、社会的な課題に対し、受け取った人々が実感すること、考

えること、ひいては行動することに繋がるような強いメッセージ性を打ち出す証言活動の実現に向けて、ブランディングを行

っていく。 

 

2.2.1. プロジェクト別証言・広報活動について 

ロヒンギャ緊急医療支援においては、オピニオンリーダー、インフルエンサーの協力を得て、まず知ってもらうことから始ま

る証言活動を展開する。3月、現地に望月優大氏と取材へ赴き、現地からの発信に加え、マクロな視点を取り入れた証言

活動を実施する。また、ロヒンギャ難民危機については、他のネットワークからも関心が高いため、ネットワーク向けコミュニ

ケーション活動の一環として、情報共有を出来るだけタイムリーに行っていく。 

 

ラオス小児医療強化プロジェクトでは、引き続き現地からの発信強化を図る。ラオスでの活動実績と合わせて、2年に渡る

長期プロジェクトの意義について、理解を深めるような広報活動を実施する。次回のスパービジョン実施時、日本からの医

療専門家の渡航時に証言担当者とカメラマンが同行し、広報素材を収集するほか現地からのライブ配信などを行う。 

 

スマイル作戦では、証言担当とカメラマンが3月のバングラデシュ・ミッションに同行し、広報素材の収集のほか、裨益者へ

の聞き取りなどを行う。また長年に渡る活動であることから、人材育成の面においても現地医療スタッフなどに取材を実施

し、その成果を伝えていく。医療の功績と人材育成の成果を目にみえる形で支援者に共有する発信活動を心がける。 

 

福島そうそうプロジェクト、川内村こころのケアプロジェクトでは、2017年12月に発行した提言書｢福島のこころ｣について、2

月に記者懇談会、プレスリリースを発表する。記者懇談会については、ジャパン・プラットフォームとの共催で復興庁にて開

催する予定であり、復興庁をはじめとした行政関係者に向けた提言活動の大きな一助となるような機会にしたい。各機関

からスピーカーを招くほか、提言にかかる証言を現地で集めてきたものをまとめ、発表する。世界の医療団が各パートナー

と6年に渡り続けてきたプロジェクト、MdMらしい形で証言していく。 

 

ハウジングファースト東京プロジェクトでは、前年までにハウジングファーストの周知はひと段落したため、次の段階へと移

行させる。プロジェクトで世界の医療団が担う役割をメッセージにし、それを裏付ける証言、広報活動を展開し、HFTP 全体

の広報をサポートしていく。当事者向けの啓発活動にも携わる。また、政策提言を含めた証言活動のほか、参加型の証言

活動を実施していきたい。 

 

2.2.2. ブランディング 

若年層、中年層をターゲットとしたブランディング・キャンペーンを実施する。 

世界の医療団日本初となる広報キャンペーンでは、世界の医療団の使命をベースに日本の実績と可能性を取り入れ、世

界の医療団日本ブランドの周知を図るために、継続的な露出で認知度向上を狙う。 

秋には内外からインフルエンサーやオピニオンリーダーの協力を得て、参加型のイベントを実施、社会貢献活動を体感し、

身近に考えてもらうきっかけを創る。 
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2.2.3. メディアリレーション 

ウェブサイト、SNS全般を通して、動画配信を増やしていく。SNSについては、各 SNSのリーチ数増加を実現するトレンド

をタイムリーに把握し、運用に反映させる。LINEを含め、SNSユーザーの普及に伴い、効果的な広報活動を行える情報入

手に務める。 

 

2.2.4. インターネット広報 

メディアリストを含めた基盤の再整備を実施、従来型メディアリレーション活動を復活させる。 

団体内でスポークスパーソンとなりうる人材（ボランティア、理事、スタッフ） については、メディアトレーニングを実施、より

個々が発信活動に参加できるような体制を整える。 

現場活動の撮影を含めた取材がある場合、現場でのコーディネーションをより円滑に行い、プロジェクトの理念に基づいた

露出につながるよう、取材者自身に理解を深めてもらえるような取材活動を実施していく。 

アドボカシー活動については、積極的に記者を誘致し、活動の一助となってもらう。  

引き続き、海外からのスピーカー/証言者となるような人物の来日の際には、プレスブリーフィングや取材誘致を行うことで、

その機会を最大現に活かしていく。特に紛争地帯でのプロジェクト担当などの来日がある場合は、ライブ配信など、なんら

かの形でできるだけ多くの人に有効に話をする機会を設けていく。 

 

3. 資金調達 
 

昨年度に続き、世界の医療団フランスより受ける増資を通し、日仏合同の資金を基に資金調達活動を拡充させる。日仏合

同の資金を通しての活動は、日仏両者の事務局長、資金調達責任者など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、2018年度はより密接な結びつきをもって成果の向上に努める。 

資金調達活動全体としては、既存ドナーの高齢化や寄付休止会員の増加に対応するべく、各個別施策において新規ドナ

ー獲得を強化する。 

昨年リニューアルした公式 WEB サイトを最大限活用し、オンライン寄付を拡充させるなど従来の手法にこだわらず新たな

手法に積極的にチャレンジする。 

 

3.1.   個人に対する資金調達活動 

3.1.1. ダイレクト・ダイアログ (DD）2 

DD は、「スマイルクラブ」（クレジットカードや口座引き落としによる、月次一定額の継続的な寄付）会員の獲得を目的として

おり、事業所全体の収入の安定、ひいては運営全体の安定のために非常に重要な資金調達活動である。 

しかしながら、従来、業務を委託してきた業者との DD 活動の成績が 2017 年から低迷しており、また同社は今後キャパシ

ティを縮小する方針である。協議の結果合意した、2018 年度の DD 予定可能時間でも、寄付収入の安定や向上は望めな

いことから、2018年から、一部インハウスで実行する。 

・ 既存委託業者 5,000時間弱/年、620名程度の新規会員獲得を目標 

・ インハウス DDチームを設置し、試験的始動。年間 1000時間程度。 

DD の重要性とともに、日本での実行の難しさは兼ねてからジレンマとして直面してきている。既存業者だけでなく、日本の

マーケットで活動するほか数社ともトライアルを行ったが芳しい成績は実現できず、インハウス化は、収入の安定化に向け

た次の一手となるものと期待され、2018年は試験的な開始とするが、次年度以降の拡大を中期的な目標とする。 

 

                                                 
2 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。 
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3.1.2. テレマーケティング（TM）3 

既存のスマイルクラブ会員に対する月額増額、不備の解消を主な業務とし、スマイルクラブによる収入維持及び増加に貢

献するよう実施する。また、資料請求者や初回都度寄付者などへのフォローコールを実施し、初期段階で団体への理解度

を高め、次回以降の寄付獲得へと繋げる施策を実施したい。 

 

3.1.3. ダイレクト・マーケティング（DM） 

基本計画は年間 48,000通、回数 9回程度の実施とする。 

緊急支援発生時などは回数を追加し、状況に応じた資金調達ができるよう短期納品可能な業者の選定などを準備してお

く。 

また、各種媒体への同梱などにより新たなドナーを獲得し、DM送付対象者の拡大を目指す。 

 

3.2. ドナーケア  

3.2.1 通常の寄付者ケア 

既存ドナーの寄付傾向分析やデータベースの整備を通じ、個々のモチベーション維持に取り組み、長期的かつ良好な関

係性の構築に努める。一方で、新規寄付者に対しては団体への理解と共感を深め、継続的な支援者へと育てることを目

的としたコミュニケーション施策を実施する。 

 

3.2.2 スマイルクラブ会員ケア 

スマイルクラブ会員（以下、SC会員）に対するドナーケアを更に充実させる。 

年 2 回のニュースレターや、活動報告書など、日々の支援が確実に現場に届いていることを実感できるような取り組みに

注力し、会員の満足度や理解度の向上をはかる。 

医薬学会での DDにより医療従事者の SC会員が増加していることから、その関心や知識に応えるべくプロジェクトチーム

等とも連携しながら、より医療的な専門性の高い情報の提供を図りたい。 

 

3.2.3. 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、接触の頻度と質を上げ、寄付の維持・増額を図る。 

特別感を重視した手書きによる礼状、季節の挨拶状の送付は今年度も継続して行う。 

 

3.3. 相続遺産、贈与 

非営利セクターにおける遺贈や相続からの寄付の動向などに注視し、世界の医療団を寄付先として検討してもらえるよう、

長期継続の訴求を行っていく。 

ターゲットとなる高齢者層の購読雑誌への継続的な記事掲載や関連書籍への出稿など、露出を絶やさず認知・関心の拡

大を目指す。 

 

3.4. イベント 

 チャレンジイベント 

これまでアプローチが難しかった潜在寄付者層に働きかけることを目的としたイベントを開催し、新規寄付者獲得の機会を

つくる。 

 フランス大使公邸におけるチャリティパーティ 

例年のチャリティーディナーイベントである「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下、フランス大使

公邸で開催する。250名の集客、750万円の収益をめざす。 

 フレンチブルーミーティング 

10 年以上にわたり継続して出展、協働の機会を得ているイベントである。継続してイベントに参加している来場者も多く、

団体の知名度も上がってきている。主催者、参加者とも一歩進んだ関係性を構築できるよう、出展内容やグッズについて

工夫したい。 

 

 クリスマスチャリティ 

ここ数年、DM施策の 1つとして寄付機会として定着しつつあるこの機会を一層活用すべく、企業とのコラボレーション等も

                                                 
3 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。 
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視野に入れ、既存の支援者だけでなく、これまで寄付機会を持たなかった潜在的寄付者にも活動への関心・理解を深めて

もらえるような工夫を加え、2018年度の実施内容を決定する。 

 

3.5.  収益事業 

グリーティングライフ社のロゴマーク入りポストカード事業での協働（商標権） などを通じた収益事業、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。 

 

3.6. Web経由の寄付 

今年度は広報キャンペーンとも連携をとり、Web 経由の寄付を増やす施策を実施する。外部委託業者による現状分析と

改善策の提案などを受けつつ、職員の知識・運用力を高め、web経由の寄付を獲得できるよう努める。 

 

3.7. 企業及び財団 

既存のパートナー企業との関係を維持及び強化するとともに、金銭的寄付ならず社員ボランティアや物品寄付など多様な

協働形態を提供し、新たな支援企業を見つけ出すことに注力する。 

助成金については、継続的な獲得が見込まれる既存の財団等に加え、新たな申請先も探していく。 

 

3.8. 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 
2017年も日仏合同の増資による追加マーケティング活動を継続する。増資規模が現象するものの、これまでの増資により

得られた経験をもとに効率的な施策の実施を目指すとともに、獲得できたドナーの維持につとめ、資金調達額の増加を目

指す。 

 
 

4. 組織 
 

4.1. ネットーワークのロードマッププロセス 

2016年に始まった世界の医療団国際ネットワークのロードマッププロセスは 2018年も継続する。これまで通り、日本から

も積極的に参加し、よりよいネットワーク協働のあり方作りに貢献していく。 

 

4.2. 中長期計画(2018年～2020年)の実施に向けて 

外部経営コンサルのプロボノ支援を受け、2018～20 年の中期活動計画が策定された。2018 年はその初年度にあたる。

事務局全体、各事業において、変革に向けたタスクを粛々と行い、必要に応じて見直しを行う。 

 

4.3. 人材 

 有給スタッフ 

採用など 事業面での新規採用を含め、組織強化の目的で必要に応じ新規採用を検討する。 

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。 

 

 ボランティア 

インターン  問い合わせ、要望に応じ可能な限り対応する。 

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。 

ボランティア保険に引き続き加入。 

 プロボノ   

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、他分野でも積極的に活用していく。 

 

4.4. 運営（理事会、総会） 
■ 総会  年次総会  3月 17日 

■ 理事会 通常理事会 2月 15日、5月 17日、9月 6日、 年次理事会 3月 17日  

以上 


