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ライオンズクラブ国際財団 (LCIF)は、世界中の人々に対する回避可

能な失明の予防や視力回復の支援に率先して取り組んでいます。中

国では、視力ファースト中国行動計画（SFCA）プログラムがLCIF最

大かつ最も成果を上げるキャンペーンの一つとなっています。白内

障治療や他の医療の改善によって人々の失明を防止するというSFCA

の最初の二つの段階が目標を達成したため、ライオンズはプログラム

を新たな段階に進めてさらに多くの人々に貢献することを目指してい

ます。

世界中の白内障による失明者の20パーセント以上を中国が占めてお

り、さらに毎年40万人が新たに白内障を発症するなど、中国には視

力プログラムに対する大きなニーズがあります。このように白内障が

増え続ける主な原因の一つは、行政区や郡の病院に眼科が設置されて

いない場合が多く、訓練を受けた人材や設備が不足していることです。

中国本土における失明予防のニーズに対処するために、SFCAはライ

オンズクラブ国際協会と中華人民共和国とのパートナーシップを構築

しました。現在までに、LCIF は2つの SFCA 交付金を交付し、ライ

オンズの視力ファースト・プログラム史上最も重要なプログラムを支

えています。1997年以降、500万件以上の白内障手術や300か所以上

の眼科医療施設の拡充などの活動を支えるために、中国政府からの2

億ドルの資金と併せて、財団は3,080万ドル超を交付してきました。

中国におけるプロジェクトの成果は、中国本土でのライオンズクラブ

の設立にも反映され、LCIは中国初のボランティア奉仕組織となりま

した。中国と香港のLCIは 396のクラブに1万587名の会員を擁し、そ

の数は現在も増え続けています。

ジー・サンさんの眼から包帯がはずされた時、彼女は感激の涙を流し、

感謝を表しました。「私の眼を治療して頂いたことに感謝します」と彼

女は言いました。77歳のこの女性は、SFCA によって視力を回復し

た数百万人のうちの一人にすぎません。サンさんは白内障によって5

年前に失明し、8歳の親戚の女の子の世話にならざるを得ませんでし

た。しかし、SFCAによって提供された無料の手術を受けてサンさん

は視力を回復し、再び充実した生活を送ることができるようになりま

した。 

2011年5月の視力ファースト諮問委員会会議で、パートナーシップの

第三段階として267万ドルの交付が承認されました。これには、トラ

コーマに対する160万ドルの第一次交付金も含まれています。視力フ

ァースト交付金は、失明の原因となるトラコーマを中国政府が重大健

康課題として撲滅する取り組みを支援するために活用されます。

「中国全土で視力および人道支援を継続・拡大できることを嬉しく思

っています」と、シド L. スクラッグス三世 LCIF理事長が話しま

す。「中国のライオンズは失明の減少に大きな成果を上げており、複

数の新たなイニシアチブによって、より多くの人々を支援できると期

待しています」 

中国におけるプロジェクトの第三

段階の一環として、視力ファース

トと地元ライオンズの協力によっ

て2つのライオンズ・ロービジョン

センターの建設が計画されていま

す。中国政府の統計によると、中

国の低視力者の数が700万人であるのに対して、年間約2万件の低視

力用補助具やリハビリサービスしか提供されていません。新たに建設

されるロービジョンセンターには、視力ファースト交付金によって訓

練を受けた専門家が配置され、様々な視力検査器具、低視力用補助具

や視力補助器具が提供されます。中国政府は、広東省と遼寧省に試験

的にロービジョンセンターを設置することを計画しています。これら

の試験設置されたセンターのデータは、センターの全国拡大計画に活

用されます。遼寧省ライオンズ・ロービジョンセンターは、2011年ラ

イオンズ世界視力デーに正式に開業します。 

視力ファーストは、遼寧省における第一次、第二次、第三次眼科医療

施設の連携を推進するためのプロジェクトも支援します。このプロジ

ェクトによって、（現在は都市部住民のみが利用できる）高度な眼科

医療が農村地域でも提供されることが期待されます。交付金は、設備

の充実や眼科医療専門家研修に活用されます。遼寧省政府は、成果を

活かして省全体にプロジェクトを拡大することを期待しています。

これらのプロジェクトは、視力ファーストⅡキャンペーンで調達され

た資金によって実施されます。ライオンズは失明の主な原因に対する

プロジェクトやプログラムに取り組み続けますが、同時に、視力に対

する新たな脅威に対する新プロジェクトも開始しています。

新たな段階に進む視力ファースト中国行動計画

ロービジョンとトラコーマへの重点取り組み



フィリピンでは、視覚障害を抱える子供

たちの5パーセント未満しか学校に通って

いません。全ての子供たちが学校に通う

機会を得て能力を発揮できるよう、視力

ファーストはパーキンズ盲学校に協力して

います。 

視覚障害児に対する学校の対処能力の欠

如に加えて、視覚障害児の権利や教育の

必要性に対する地域社会の認識の欠如

が、このような子供たちの機会や自立能

力の主な障害となっています。こうした

課題に取り組むために、視力ファースト

とフィリピンのライオンズはパーキンズ

盲学校や地域のパートナーと協力し、視

覚障害や他の障害を抱える児童を受け入

れる学校システムの改善および障害児と

健常児の統合教育を推進しています。 

LCIFの視力ファースト・プログラムは従

来より、失明の主な原因の根絶や視覚障

害者の生活改善に取り組むプロジェクト

を支援しています。視力ファーストⅡキャ

ンペーンでの資金調達により、ライオンズ

は低視 力 者 や 視 覚 障 害 者 を 対象と

した新規プログラムを含む視力ファース

ト・プログラムを拡大しています。フィ

リピン、ルソン地域のプロジェクトは、視

力ファーストとして初めて教育とリハビリ

テーションを対象としており、財団の交付

金として特別な意義を有しています。

「この新たな取り組みをLCIFと共に実施

できることを誇りに思います」とパーキ

ンズ盲学校のスティーヴン・ロースタイ

ン校長が話します。「ライオンズは、世

界中の視覚障害者に変化をもたらす存在

として長年にわたって高い評価を得てい

ます。ヘレン・ケラーとその師であるア

ン・サリヴァンが学んだ学校としてパー

キンズ盲学校は、機会さえ与えられれば、

障害を克服したり地域社会をより良くす

るために貢献する個人の能力には限界が

ないと信じています。ライオンズと共に、

フィリピンの子供たちやその家族のより

大きな可能性を創造できることを嬉しく

思っています」 

教育の機会を増やし、子供たちの代弁者

として親が力を発揮できるように、視力

ファーストのフィリピンでのプロジェク

トは地域全体で社会が一体となって取り

組める基盤作りを行います。学校に通う

という機会を活かして能力を発揮する子

供たちを地域社会が目にすれば、障害を

抱える子供たちへの偏見や差別は無くな

るでしょう。

親は子供たちの権利に関する最良の代弁

者です。軽い自閉症と視覚障害を抱える

息子ジョン君の母親であるマリー・アロン

ゾさんは、2004年に視覚障害児の親の会

ライオンズ・パーキンズ盲学校が

支援するフィリピンの子供たち
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「ライオンズは、世界中の視覚障

害者に変化をもたらす存在として

長年にわたって高い評価を得て

います」 

視覚障害を抱える子供たちへのLCIF およびパーキンズ盲学校と視力ファーストのパートナーシップによる支援の例をご紹介

します。このプログラムは視力ファーストⅡキャンペーンで調達された資金によって実施されます。視力ファーストとして初めて

教育とリハビリテーションを対象としたプログラムに交付金が交付されました。

ジェルバート君：

ジェルバート君と弟のジェリコ君は共に先天性白内障を患ってお

り、リソース・フォー・ブラインドInc.(RBI）のダバオ医療コー

ディネーターの紹介によって白内障手術を受けることになりまし

た。手術までの間、兄弟は運動や認知、コミュニケーションスキ

ルを養えるようRBIの早期特別教育・リハビリテーションプログラ

ムを受けました。当初は、ジェルバート君にはコミュニケーショ

ンを取ったり遊んだりする能力が不足していたため、保育園での

友人との活動に参加することができませんでした。フィリピンで

は都市部であっても、ジェルバート君のように視覚などの障害を

抱える児童が—教育サービスを受けられる機会は殆どありませんで

した。しかし現在は、パーキンズ・フィリピンの子供たちの可能性

（PPCP）プロジェクトによって、言葉やコミュニケーション能力を

養い、行動能力を改善する学習活動を強化した、ジェルバート君

に合わせた個別の教育プログラムを受けることができます。ジェ

ルバート君は友人とのグループ活動に参加できるように、様々な

言葉の指示や合図を熱心に学んでいます。



リカン・「アディ」さん

リカン・アイさんは自分の名字を冗談めかしてアディと言いま

す。彼女はパーキンズ盲学校とライオンズの地元パートナーと

の教育サービスのお陰で能力を延ばすことができました。アデ

ィさんが生まれて間もなく、医師から彼女の様々な病名を告げ

られた母親はアディさんの将来に対する希望を失った思いでし

た。しかし、3歳を迎える頃、アディさんは作業療法士の治療

を受け始め、8歳になると、リソース・フォー・ブラインドInc.

(RBI）を紹介されました。RBIのプログラムによって、アディさ

んは日常生活のスキルを習得しました。朝、学校へ行く準備を

殆ど自分でこなし、家事まで手伝おうとして母親を喜ばせ

ます。アディさんは歌ったり、良い音がするものを見つけると

手で太鼓を叩くように叩くことが大好きだと母親のアイさんは

言います。目覚ましい成長を遂げるアディさんは、現在 RBIの

研修を受けた教師による特別教育プログラムに参加し、点字を

学んでいます。 

(PAVIC）の会員となり、PAVICの前年度の会長も務めました。「親

は皆、子供たちが孤立すればどうなってしまうのだろうと心配し

ています」とマリーさんは話します。PAVICのプログラムによっ

て、私はジョンの教育に対する自信を得ることができました」

視覚障害児に対する地域社会の意識を向上させるために、ライオ

ンズ複合地区301とPAVIC、パーキンズ盲学校、リソース・フォー・

ブラインド Inc.(RBI）が協力して取り組んでいます。RBIは視覚

障害を抱える児童や成人のための様々な教育、訓練、健康プログ

ラムを企画・提供しています。フィリピンで視覚障害児と健常児

の統合教育実現に取り組む初の非政府組織として、RBIは、PAVIC

を通じて視覚障害児の親と協力し、またパーキンズ盲学校、教育

省、教師、行政、政府代表者とのパートナーシップによってフィ

リピンにおける統合教育の質を向上させています。RBIでは、啓

発、親のリーダーシップスキル、視覚障害児の教育をテーマに保

護者を対象とした３つのワークショップを実施しています。

学校で障害児と健常児の統合教育を成功させられるかどうかは、

教師の能力と知識にかかっています。フィリピンでは、視覚障害

児を受け入れる教師や管理職に対する適切な研修が極めて不足し

ています。３年間のこのプロジェクトでは、60名の教師が大学の

教育訓練プログラムを終了し、60名の学校管理職が学校システム

において統合教育に対する支援を確実に行うための研修を受ける

ことになります。加えて、420名の教師が視覚障害児に対する教

育能力を向上させるための短期間の研修コースに参加します。

より質の高い教育を実現するために、毎年行われる教師のための

上級研修で、現場訪問やカリキュラム作成などを含む専門知識を

パーキンズ盲学校の国際スタッフとコンサルタントが教えます。

全国教師会議では、教師、管理職、政府当局者、大学教職員が知

識を共有し、地域全体での特別教育専門家のネットワークを強化

します。このプロジェクトでは、視覚障害児が健常児と共に学ぶ

ことができ、適切な教材の不足によって学習が遅れることがない

よう、点字の教科書を増やすようにフィリピンの点字印刷所も支

援します。 

LCIFは視力ファーストⅡキャンペーンで調達した資金を活用し、

複数の新規プログラムを通じてこの問題への対処を支援していま

す。これらの取り組みをさらに強化するため、LCIFは多くの企業

や NGO と協力しています。 

フィリピンでは、ライオンズとジョンソン・アンド･ジョンソン

が共同実施するサイト・フォー・キッズ・プログラムによって、

学校に通う児童の視覚障害を早期発見して必要な治療を受けさせ

るシステムを実施しています。しかし、学校に通っていない子供

たちはこのシステムから漏れてしまいます。このため、地元のラ

イオンズクラブ会員が地域社会で視覚障害を抱える子供を捜し、

統合教育特別プログラムに対する政府や地域社会の支援を取り付

けるために重要な役割を果たしています。このプロジェクトで

は、臨床的・機能的に生徒のロービジョンを診断する地元のロー

ビジョン専門家30名に対する研修も行います。ロービジョンが適

切に診断され、助言がなされることで、教師は授業の修正に必要

な情報を得て、生徒が能力を発揮できるように支援することがで

きます。 

1990年以前は、フィリピン全土で学校に通っている視覚障害児は

300名未満でした。昨年は、フィリピンのほぼ全ての州で3,000名

近い児童が入学しましたが、まだ数千名の児童が就学できていま

せん。ライオンズとパーキンズ盲学校は協力してこのような児童

が学校に通えるように取り組んでいます。
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スリランカで白内障プログラムに

取り組み続けるライオンズ 

スリランカでは、白内障が失明の主な原因となっています。63歳

のピヤダサ・ヘワヴィサナさんはライオンズの白内障手術によっ

て視力を回復した1万6,500人の中の一人です。かつてはほぼ失明

状態だったピヤダサさんは、現在は新聞を読み、仕事を再開する

こともできました。「無料の治療で、貧しい人々を失明から救っ

てくださったパナドゥラのライオンズ病院の医師とスタッフに心

から感謝しています。私は新たな人生を手に入れました。より多

くの貧しい人々が視力を取り戻せるように助けてくださることを

ライオンズにお願いします」

白内障では眼の水晶体が曇り、光の通過が妨げられます。白内障

の大半は老化によって発症し、徐々に進行することで視力喪失の

原因となります。治療を受けなければ失明に至る可能性があり、

視覚障害の一番の原因となっています。外科治療が進歩している

にもかかわらず、世界中で1,800万人が白内障が原因で失明し、

失明原因のの48パーセントを占めています。特に、外科医療が不

十分であったり治療を受けにくい途上国では白内障が失明の一番

の原因となっています。外科医療を受けられる場所でも、手術を

受けるまでの待機期間の長さや、物資の不足、移動の問題などに

よって十分な治療を受けることに支障が生じています。現在、白内

障を予防する方法はありませんが、手術が治療の有効な手段です。

2009年5月、スリランカでは26年に及ぶ長い内戦が終結しました

が、医療用の資材は極めて不足していました。しかし、このよう

な状況下でも視力ファーストはスリランカでの眼科医療システム

の構築に積極的な役割を果たしました。1993 年から2008

年にかけて、視力ファーストは恵まれない人々の生活を改善する

ために、約180万ドルをライオンズに提供しました。外科に加え

て、眼科病棟が3つの公立病院に設置され、4つの公立眼科病棟

の設備が改善され、3つのライオンズ眼科病院でインフラ整

備、人材育成研修、白内障支援が行われました。 

スリランカ、視力ファースト技術顧問のS.チャンドラシェカール

・シェティ博士がこう話します。「スリランカのライオンズは、

スリランカの政府や州政府をはじめ、他のスリランカ内外のN-

GOやボランティア組織、市民団体と協力してニーズに基づいた質

の高い総合的な眼科医療を、20年間にわたって十分な医療を受け

られなかったスリランカの人々に提供してくれました」

スリランカの失明原因の第一位となっている白内障の手術にライ

オンズは取り組み続けています。白内障の手術率、もしくはあら

ゆる眼科が実施した100万人当たりの白内障手術件数が、白内障

への取り組みの程度を判断する指標の一つとして用いられます。

最近公表されたデータによると、スリランカでの平均は3,804と

なっています。但し、この数字はスリランカの25の地区で571か

ら8,889と大幅な差が生じており、このような数字によってライオ

ンズ眼科病院は医療がまだ十分に受けられない地域を把握するこ

とができます。 

ライオンズは大コロンボ圏外への支援拡大計画を策定しており、

スリランカの他の地域においても眼科医療システムの構築に積

極的な役割を果たすために、保健福祉省および眼科医療NGO

の国際的な共同事業であるビジョン2020との協力を開始しまし

た。ジャフナ、トリンコマリー、バッティカロアの公立病院を

改善させるために協力関係を模索しています。視力ファースト交

付金やフィンランド政府およびライオンズの寄付によってラトナ

プラに新たに建設されたライオンズ眼科病院も、眼科医療が行き

届かない地域のニーズに対応します。 

このような取り組みを通じて、ライオンズはヘワヴィサナさん

の「より多くの貧しい人々が視力を取り戻せるように」という

願いを現実にしています。 
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視力ファースト交付金の活用

米国カンザス州、複合地区17への交付金によ

って州内のロービジョン・サービスが拡大さ

れます。交付金で行われるインフラ整備、

人材研修、特別サービスの実施、ロービジョン

に関する教育および啓発キャンペーンを通じ

て、カンザス州立盲学校のロービジョン児童

のためのプログラムが拡大・強化されます。

主な病院の眼科やカンザス大学医療センター

には小児眼科がなく、ロービジョン・プログ

ラムでは成人のみを対象としているため、児

童を対象としたこのようなプログラムには大き

なニーズがあります。このプロジェクトでは、

400 名以上の子供たちにプログラムが実施さ

れ、1,400名以上の地域社会の有力者に対する

教育が行われる予定です。

「LCIFの視力ファースト交付金は、カンザス

州全域の視覚障害を抱える生徒に直接役立っ

ています。広大な州に人口が散らばっており、

視覚障害を抱えるカンザスの子供たちに質の高

いロービジョン・サービスを提供するために

は、従来のような集中的な手法は有効ではあ

りませんでした」とこのプログラムに参加し

た眼科医、ケンドール・クラグ氏が話します。

「カンザス・ライオンズの支援と交付金によっ

て、私たちはこの重要なプログラムを継続す

ることができます。他の州や国がこの種のサ

ービスを策定する際のモデルとなるでしょう」

視力ファーストⅡキャンペーンで調達された

資金によって、視力ファーストプログラムは

現在、ロービジョン・プログラムの策定と拡大

に重点的に取り組んでいます。この交付金は、

ロービジョンに対する交付金としては米国初

となります。

米国カンザス州にお

けるロービジョン・

サービスの拡大

スリランカでは、ライオンズの白内障手術によって1万6,500人が視力を回復しました。

スリランカ、パナドゥラのライオンズ眼科病院で視力ファーストの白内障手術を受けた患

者さんのインタビューをご覧ください。

私を検査に連れて行ってくれました。幾つもの検査を行った後、眼科医は9月初めに手術を

受けられるかどうか尋ねてくれました。もちろん、喜んで手術を受けることにしました。

当日の朝、バスがやって来て患者全員（26名）をパナドゥラのライオンズ病院まで運んでく

れました。私たちの世話をしてくださった医師や看護師に対する感謝の言葉が見つかりませ

ん。病院での食事や滞在費も無料でした。包帯が外された時は、医師やスタッフ、ライオン

ズクラブ会員の皆さんにひざをついて感謝しました。再び物を見ることができたのです。

医師は退院後のケアについて説明し、目薬もくれました。これも無料でした。

私はライオンズが無料で白内障手術を行っていることを今回初めて知りました。医師は私に

手術が行われていなければ、6か月以内で失明していただろうと話しました。 

今日家に戻っても、家族は私が視力を取り戻したことを信じないでしょう。私は子供たちや

妻にとって足手まといな存在でした。神が私の苦労をお知りになり、ライオンズを通じてこ

のようなかけがえのない贈り物を贈ってくださいました。視力を与えて私の人生を幸福にし

てくれたライオンズに、私の心からの感謝をお伝えください。ライオンズに神の祝福があり

ますように。

ピヤダサ・ヘワヴィサナさん、臨時労働者：

私はアクラッサで臨時労働者として働いています。63歳で家族3人を養

っています。 

以前、私はほぼ失明状態にあり、新聞を読むことも一人で出かけること

もできませんでした。寺院で働き始め、私の苦境を知る僧侶が私と子

供たちに食事を提供してくれました。仕事をする体力は十分ありまし

たが、失明している私を雇ってくれる場所は他にありませんでした。

アクラッサのライオンズクラブから情報を得た僧侶が私を自宅から55キロ離れたマタラ

のライオンズ・キャンプに参加させてくれた結果、 

パナドゥラのライオンズ病院で診察を受けるようライオンズが手配してくれました。

ライオンズ病院のお陰で今の私があります。ライオンズやライオンズ病院の医師、看護

師のように他人に奉仕する人々がいることが信じがたい思いでした。食事、滞在費、治

療費、手術代全てが無料でした。 

感謝の言葉もありません。私は視力を取り戻しました。今朝包帯がはずされて着替えを

済ませると、目薬も無料で頂きました。少なくともあと1カ月は慎重にケアを怠らないよ

う指示を受けました。私の視力は改善されて、もっと良く見ることができるようになる

でしょう。

無料の眼科治療で、貧しい人々を失明から救ってくださるパナドゥラのライオンズ病院

の医師とスタッフに心から感謝しています。私は新たな人生を手に入れました。より多

くの貧しい人々が視力を取り戻せるようにライオンズが助けてくださることを祈ってい

ます。ライオンズの適時な治療によって私の視力は救われました。ありがとうございま

した。

視力ファーストⅡキャンペーンで調達された資金によって、E.W.さんやピヤダサさんの

ように世界中でより多くの人々の視力改善が支援されます。1990年のプログラム開始以

降、視力ファーストは世界中で3,000万人を超える人々の視力保護に貢献してきました。

E. W. デビッドさん 農家:

私は35年間、農場を借りて農業を行ってきましたが、昨年来視力が低

下し、ほぼ失明状態に陥りました。半年前に息子がマタラ公立病院に

連れて行ってくれたところ、眼科医に眼鏡やその他の器具を購入する

よう薦められましたが、私にはそのような高価なものを買う余裕はあ

りませんでした。しかし、息子はマタラの寺院に掲げられていた告知

で、パナドゥラのライオンズ病院とライオンズクラブ・ミレニアムレ

ディースが主催する無料の白内障検査が行われることを知り、 
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視力ファーストニュース

世界の視覚障害者のうち、約半数は未矯正の屈折異常（URE）が原

因となっており、UREによる視覚障害を抱える1億 5,300万人のう

ち、800万人が失明しています。

屈折異常とは網膜上に正常に焦点を合わせることができないため

に視野がぼやけることで、近視、遠視、乱視、老眼などがこれに

該当します。矯正しなければ、URE は深刻な視覚障害や失明の

原因になり得ます。 

UREは、眼鏡や他の屈折矯正器具を使用することで簡単に治療で

きます。治療が簡単であるにもかかわらず、この問題に対する個

人や家族の認識不足、矯正サービスや眼鏡を利用・購入できな

視力ファーストプロジェクトが取り組むアフリカに

おける未矯正の屈折異常の改善

中国におけるライオンズ世界視力デー 

ライオンズは2011年 10月 9日、ライオンズ国際会長ウィンクン・

タム博士を迎え、中国深川で第13回ライオンズ世界視力デー記念

行事を行いました。ライオンズによって児童、高齢者、出稼ぎ労働

者への視力検査と眼鏡の提供が行われ、深川病院のライオンズ・ロ

ービジョン外来が開業しました。視力ファーストの長年に渡る中

国での成果および視力ファースト中国行動計画Ⅲもライオンズか

ら発表されました。LCIF理事会委員であるタム会長、中国全土の

ライオンズ、中国のライオンズのパートナに加えて、中国政府、衛生

部、中国障害者連合会、世界保健機関の代表者にもご列席いただき

ました。

賞の共同授与を通じた汎米眼科財団(PAOF)へのライオンズの支援

2011年4月、LCIF理事会において、理事会は汎米眼科財団(PAOF)

と共同で年間賞を授与することを承認しました。この賞は失明予

防に関して実績を上げたラテンアメリカの眼科医1名に授与されま

す。1,000ドルの賞金には受賞者が汎米眼科研修コースに出席する

ための旅費が含まれます。汎米眼科研修コースが開催される地域

の候補者の中から委員会が受賞者を選びます。

継続するボシュロム社とのパートナーシップ

ボシュロム小児眼科研究所とライオンズクラブ国際財団は、小児

白内障の革新的な治療法の開発、推進に向けたパートナーシップ

を更新しました。2010年 6月に開始されたこの提携プログラムで

は、幼児や小児の白内障予防や治療に焦点を絞り、小児の視力検

査を推進しています。この提携プログラムの開始にあたり、ボシ

ュロム社は初年度に35万ドルを提供しました。初年度、小児白内

障イニシアチブ(PCI)は、4万人が小児白内障を患っていると推定

される中国の子供たちを主に支援しました。PCIでは、この病気の

原因の特定と治療を目的とする基礎研究プロジェクトにも資金援

助を行っています。初年度終了後に35万ドルの追加拠出を決めた

ボシュロム社とLCIFは、この重要なプロジェクトを2012年度も継

続して共同実施します。 

PCI に関する詳細情報はこちらをご覧ください。 

www.pediatriccataract.org.

小児白内障イニシアチブからの研究交付金

小児白内障イニシアチブ(PCI)は、小児白内障の原因や治療方法改

善の研究を行う個人や研究所あるいは組織に対して、各5万ドルの

2つの交付金を交付しています。この交付金は、革新的な研究を1

年間、限られた資源で支援することを目的としています。申請期限

は10月14日で、12月のPCI諮問委員会で最終決定が行われます。

エチオピアにおけるトラコーマの治療

エチオピアのライオンズは、特にトラ

コーマが最も蔓延している地域である

アムハラで非常に熱心にトラコーマに

取り組んでいます。マラリアとトラコ

ーマ両方の制圧を目指した一週間にわた

る治療キャンペーン、マルトラが11月に

プロジェクトは2012年1月に開始されることが期待されます。昨年

度の交付金授与者は次のとおりです。ルンビニ眼科研究所におけ

るネパール西部およびインドの包括的な小児白内障手術フォロー

アップシステムの費用と臨床効果研究、カラバル大学付属病院に

おけるナイジェリアの小児の重度視覚障害および失明原因の研究

詳細はこちらをご覧ください。www.lcif.org.

コロンビアにおける河川失明症の根絶

2004年以降、視力ファーストは、ブラジル、コロンビア、エクア

ドル、グアテマラ、メキシコ、ベネズエラにおけるオンコセルカ

（河川失明症)の感染と病気自体の撲滅に取り組むアメリカ・オン

コセルカ症根絶計画のパートナーとして貢献してきました。現時

点で、保健教育とメクチザン
®
の配布により、これらの地域では新

たなオンコセルカ症は発症していません。世界保健機関 (WHO)

は、2011年11月の環アメリカ・オンコセルカ症会議で、コロンビ

アにおけるオンコセルカ症根絶を発表します。コロンビアはこの

ような認定を受ける初の国となります。この根絶計画に参加する6

カ国の代表が会議に出席し、コロンビアの成果を称えます。アメ

リカ・オンコセルカ症根絶計画は、2012年までに河川失明症の感

染を根絶するという目標の達成に向けて取り組みを続けています。

実施されます。プログラムのパートナーであるファイザー社から

寄贈される抗生物質ジスロマック
®

が貧しい農村地域における失明

に至る病気の根絶を目指すライオンズとパートナーの戦略の要と

なります。2010 年11月に実施された第5回マルトラ週間では、

1,000万人が治療を受けました。同時に、ライオンズとパートナー

は、トラコーマとマラリアの予防法に関する教育を地域で実施

し、治療やマラリアの検査を行うように人々の意識を高めようと

しています。世界保健機関によると、予防が可能であるにも関わ

らずトラコーマによって世界中で約 800万人が失明し、8,400 万人

が治療を必要としています。また、5億人がトラコーマへの感染の

危険にさらされています。アムハラ地区は、1,700万人が感染の危

険にさらされている最もトラコーマが蔓延している地域です。
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カメルーン、地区403-B 

ドゥアラ中央病院における視力ワークショッ

プ開設による未矯正の屈折異常の治療改善に

対して16万2,409ドル

エチオピア、地区411-A 

全アフリカ・ハンセン病リハビリテーション

およびトレーニング（ALERT）病院における

視力ワークショップ開設によるアディス・ア

ベバにおける未矯正の屈折異常の治療改善を

支援する2年間のプロジェクトに対して17万

2,229ドル

エチオピア、地区411-A 

アディス・アベバの全アフリカ・ハンセン病

リハビリテーションおよびトレーニング（ALE

RT）病院における眼科専門看護士研修への奨

学金28万5,264ドル

エチオピア、地区 411-A
アムハラ地域の10の管理区域全体で SAFE 

(S-手術、A-抗生物質学、F-洗顔、E-環境変

化）戦略を実施するアムハラ州保健局への支

援を継続するためのカーターセンターとのパ

ートナーシップに200万ドル

ギニア、地区403-A1 

コナクリのドンカ中央大学病院での眼科専門

看護士の研修に25万1,380ドル

インド、複合地区 321 

シャバッドのヴィーナ・チョウドリー・ライ

オンズ眼科病院での1,000件の白内障手術に

対する助成金として1万7,045ドル

インド、複合地区 322 

インド東部の所得に応じて必要性の高い34の

地域における1万600件の白内障手術に対す

る助成金として18万681ドル

インド、地区322-C1

ミドナポールのライオンズ眼科病院の代表

者に対する人材支援および運営研修に 7,500

ドル

インド、地区322-C3

ライオンズ・セバ眼科病院における白内障手

術件数を増やすための改修に対して5万7,831

ドル

インド、地区 322-E 

スリサイ・ライオンズ・ネトララヤ眼科病院

の改修およびビハール州全域への20箇所のビ

ジョン・センター設立に対して15万5,045ドル

ネパール、地区 325-A  

ネパール東部全域での9,750件の白内障手術

に対する助成金として25万3,750ドル

ネパール、地区325-B
ネパール西部全域での1万4,000件の白内障

手術に対する助成金として39万ドル

パキスタン、地区 305-N2 

アルシファ信託パキスタン眼科研究所で行わ

れる眼科医療従事者の一般研修支援として14

万4,000ドル

スリランカ、複合地区 306

スリランカ南西部の5つのライオンズ眼科病

院での7,000件の白内障手術に対する助成金

として21万ドル

ウガンダ、地区 411-B 

ウガンダ北部におけるオンコセルカ症の予防・

治療プログラムに25万ドル

米国カンザス州、複合地区 17 

10か所の補助的なロービジョン診療所開設お

よびカンザス・ライオンズ全州児童ロービジ

ョンプロジェクトの拡大支援を通じた恒久的

な州全体のロービジョンネットワーク設立に

対して7万1,137ドル 

ライオンズ世界視力デー、中国、地区 380 

中国深川におけるライオンズ世界視力デーの

活動支援に7万5,000ドル。活動には、視力検

査、眼鏡配布、ライオンズ・ロービジョン診

療所開設、視力ファースト中国行動計画フェ

ーズⅢの発表が含まれます。

• 102カ国における1,005件のプロジェクトに2億5,500万ドルの交付金を承認

• 白内障手術によって768万人の視力を回復

• 1億4,700万人の河川失明症を治療

• 315の眼科病院/診療所/病棟を建設もしくは拡張

• 389の眼科センターの設備改善

• 186の施設で運営研修を実施

• 65万9千人の眼科医、眼科専門看護師、その他の眼科医療関係者、農村の保

健医療担当者への研修実施

• 世界初の小児失明対策イニシアチブを世界保健機関とのパートナーシップ

によって開始し、35の小児眼科センターを建設あるいは強化し、1億2,100

万人の子供たちの生活を改善。

ライオンズは2つの資金調達キャンペーンによって、4億1,500万ドルを

視力ファーストの支援に提供しています。1990年に開始されたこのプ

ログラムは次のような大きな成果を上げています。

い、眼鏡の使用をためらわせる文化的背景な

ど様々な理由によって屈折異常が対処されな

い場合があります。 

視力ファーストはアフリカにおいて URE を発

見・治療するための3つの新規視力ファースト

プロジェクトを承認しました。これらのプロ

ジェクトでは、カメルーン、ケニア、エチオ

ピアでライオンズ・ビジョンセンターを試験

的に設置します。

「カメルーン政府はこのプロジェクトに対す

る支援を決めており、LCIFと共同で準備に参

加します」とカメルーン保健省、アンドレ・

ママ・フォーダ氏が言います。

これらのアフリカにおける視力ファースト・

プロジェクトの目的は、インフラや設備、消

耗品、研修の改善を通じて URE の治療を向

上させることです。インフラが整備されれば、

屈折検査室のスタッフ研修や重要な設備など

視覚に関わるワークショップが全ての施設で

開催されます。URE ユニットには、眼鏡のフレ

ームの展示、設備の保管、施設に必要な他の

備品など非医療設備も設置されます。アイケ

ア教育に関するインターナショナルセンター

(ICEE)がワークショップが効果的に責任を持っ

て実施されるように、眼鏡技師や光学機器の

アシスタントに対する研修を行います。

カメルーン、ケニア、エチオピアのライオン

ズはプロジェクトの委員を務め、より良い眼

科医療サービスが実施されるよう提案を行

い、ライオンズ・ビジョンセンターを中心と

した学校での視力検査などの活動を策定しま

す。「ライオンズ・ビジョンセンターの設置

は素晴らしいことです。プロジェクトに協力

できることを嬉しく思っています」とICEE

プロジェクトマネージャー、ステファニー・

ルーイ氏が言います。

これまでに大きな成果を上げた視力ファースト

キャンペーンの成功を受けてこれらのアフリカ

での新たなプロジェクトが実施されます。

LCIFと視力ファーストは、世界中の十分な医療

を受けられない地域で失明や視力喪失の問

題に取り組み続けます。URE に対するアフリカで

の試験プロジェクトは、予防可能な失明を根

絶するための新たな段階です。

2011年8月の視力ファースト諮問委

員会会議で、総額468万3,271ドル、

17件の交付金が承認されました

視力ファースト データ

交付金

LCIF と視力ファーストは、

世界中の十分な医療を受けら

れない地域で失明や視力喪失

の問題に取り組み続けます。
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視力ファースト アフリカでの成果

アフリカ、ブルンジ西部に住む17歳のジャクリーンさんは、1

年間視力を失っていました。彼女の視力喪失は、5歳の時に診

断された糖尿病が原因でした。視力を失ってから、ジャクリー

ンさんの日常生活には支障が生じ、管理ができなくなった糖尿

病も急速に悪化しました。ジャクリーンさんは希望も失ってい

ました。

しかし、ライオンズクラブ国際財団(LCIF)が実施する東アフリ

カのプロジェクトで眼科医の検査を受けたところ、彼女の失明

は糖尿病が原因ではなく両側白内障であることが判明しまし

た。早速、翌日には白内障手術が行われ、ジャクリーンさんの

視力は回復しました。視力を回復したことで、彼女は以前のよ

うな生活を取り戻しただけでなく、失っていた希望も取り戻し

ました。

視力ファーストとビジョン2020:

アフリカで眼科医療の未来を変える

ジャクリーンさんは、キリマンジャロ地域眼科医療センター

(KCCO)において視力ファースト地域研修および人材育成プログ

ラムが2008年に開始されて以降、東アフリカ地域で視力検査や

治療、白内障手術を受けた数千人の人々のうちの一人です。こ

の3年間のプロジェクトでは、研修や農村地域支援、施設改善、

研究などを通じて、地域の10か所の眼科医療施設で人材育成を

行っています。KCCOの調整によって、プロジェクトをタンザニ

アの地元ライオンズやスイスのライオンズが支援しています。

この取り組みには、ブルンジ、ジブチ、エリトリア、エチオピ

ア、マダガスカル、マラウィ、タンザニア、ウガンダ、ザンビ

アなどの国々も参加しています。150万ドルに上る LCIF

視力ファースト交付金がこの広範囲に及ぶプロジェクトを支え

ています。 

プロジェクトは、防ぐことが可能な失明の主な原因を2020年

までに根絶するというビジョン2020の目標達成に向けたライ

オンズの取り組みに貢献しています。ビジョン2020とは、国

際的なNGOや眼科専家協会、眼科医療施設、企業も参加する国

際失明予防協会と世界保健機関の共同プロジェクトです。視力

ファーストは、ビジョン2020の目標達成に取り組む主要なパ

ートナーとなっています。

ブルンジ：プロジェクトの成果

このプロジェクトの参加国であるブルンジには、眼科医療に対

する大きなニーズがあります。世界保健機関によると、アフリ

カにおける失明のほぼ50パーセントは白内障が原因となってい

ます。2008年時点では、人口 850万人のブルンジで、わずか2

名の眼科医が年間342件の白内障手術を行っているだけでした

が、ライオンズと視力ファーストの支援によって、2010年には

——2,650件の白内障手術が行われました。この地域における眼

科医療がさらに改善され向上すれば、手術件数は今後も増え続

けるでしょう。 

プロジェクトに直接関

わっている人々は、地

域の将来の眼科医療の

ために行われている基

盤作りの効果が上がっ

ていることを実感して

います。「眼科医療は

漠然としたアイデアの

段階から実行可能な国

家プログラムへと進化

しています。地元の人

材を育成し慎重に計画

を策定することによっ

て、ブルンジはビジョ

ン2020を十分達成することができ

るでしょう」と、KCCO 共同代表の

ポール・コートライト博士が話し

ます。

ライオンズの支援により、視力フ

ァーストは世界中で総合的な眼科

医療サービスを構築し続けます。

ライオンズは視力ファースト・プ

ログラムに4億 1,500万ドル の資金を提供し、数百万人に視力

という贈り物を贈っています。 




