
 

図表 3-15 「保健医療」分野の草の根無償のアウトプット（一部）8 

出所：在インド日本大使館、草の根無償案件 Progress Report, Final Report 

 

年度 プロジェクト名 番号 アウトプット（主要機材等) アウトカム
1997 オールドデリー医療改

善計画
2 病院、医療機材 : Color doppler ultrasound, argon beam

coagulator with accessories. For operation rooms, cold
centrifuge for preparation of blood products, and
pulmonary funtion lab for evaluation of patients with
respiratory disease.

1997 ラジャスタン州眼科治
療機器整備計画

8 Rajasthan州における6つの地区における、眼科治療機器整
備計画：Fee eye operation (1,473); number of new
patients examined in the base eye hospital (17,956);
Cataract surgeries (938) and Glaucoma & other
surgeries (125); Diabetic eye disease detection capm
(DEDDC)

DEDDCによって、Background DR (in 8
patients), Proliferative disease (1 case), Cataract
(14 cases) , POAG (5 cases), and ARMD (6 cases)
が発見された。

1998 高年齢世代のための
HIV/AIDSケアセミ
ナー

1 高齢者世代のためのHIV／AIDSケアワークショップの開催

1998 マニプール医療改善計
画

4 医療、病院機材:  Medical equipments, hospital
acessaries, Furnitures & Supplies, other equipments
(Washing Machine), Generator & Inventor.

1998 クシナガラ医療改善計
画

5 医療、診断、病院機材: Solahart water heating system,
hospital equipment, X-ray table accessories, diagnosis,
among others.

1998 アッサム州母子保険医
療改善計画

7 医療機材の入れ替えと改善 : Fast track ultra sound
scanner with V.I.M, Pulse oximeter with ECG
monitoring facility, vital sign monitor for O.T.／ICU,
Electro surgical cutting and coagulation unit, among
others.1998 ラジャスタン州保健改

善計画
10 農村病院建設、病院機材: opertaion theaters, sterilization

room recoverty room, patients private wards,
emergency／dressing room, doctors／nurses rooms,
office／reception, mong others.

1999 デリーメラウリ地区医
療改善計画

1 医療、研究施設器材: Ventilator 2, Parameter Monitor 2,
Medison/Imaging 1, Savibision Projector 1,
Construction of Building, Air Conditioners

1999 首都周辺における結核
治療計画

4 医師1,臨床検査技師1, 健康指導者1, X線技師1, 運転手1, ボ
ランティア3を投入し、対象人口約80万から13,770名を対象
に結核患者の調査を実施し、症状あり356, 治癒例173, 脱落
15, 治療中158名を特定（2000年9月）。同様のメンバーに
て、対象人口約65万人から、38,000名を対象に、喀痰検査
陽性112, X線検査陽性92, 治癒64, 治療中133名を特定
（2001年4月）。この間に報告会２回開催（2000.10.18,
2001.5.8）

2000 環境問題とエイズ予防
への市民参加について
の共同体を基盤とする
ワークショップ

2 ２日間のワークショップを２都市で開催、それぞれ100人以
上が参加

2000 アルパナ・デリー・セ
ンター医療計画

4 X線検査機器一式、超音波検査機器一式、その他医療機器・
機材

2000 ヴェヌ眼科研修病院医
療機材拡充計画

10 手術用マイクロスコープ等:　Sugical Operating Zoom
Microscope、Visulas 532 frequesncy doubled Laser、
Phacoemulsification machine

Microscope：設置以来7ヶ月間に839人の診療に利
用
Laser：同209人のために利用
Phacoemulsification machine：設置以来4ヶ月で
503人のために利用2001 シャイプール市内巡回

医療車両供与計画
1 巡回医療車両,車両関係医療器具:

Mobile medicare unit (mobile van, stethoscopes, minor
dressing equipment, ECG machine, mobile generator,
weighing machine, fan, oxygen concentrator,
glumcpmeter)

Expected:ジャイプ－ル市内の約10箇所のスラム住
民約14万人が、定期的に医療を受けられる環境を整
備した。 1回の訪問で約50人の患者を診察、1ヶ月で
約2000人の患部に対応可能。

2001 デリースラム地区女性
生活向上計画

2 医療機材搭載車両、教育機材、ワークショップ機材:　A
van for mobile health, Audio-video equipment with
accesaries for educational center, workshop equipment
for training center and others

スラムの11,000人の女性、青年、子供に医療機材提
供により、120の女性グループ形成予定
Expected: Formation of 120 self-help groups of
women through capacity building programs,
providing curative health care to the slum
community with mobile health van services for
11,000 women, children and youth, providing
vocational training courses

2001 デリースラム地域にお
ける精神薄弱児の特定
及びリハビリ計画

7 医療機材搭載車両: a mobile medical van and medical
equipments

75人の知恵遅れの子供を治療予定

2001 麻薬中毒患者救済・リ
ハビリセンター建設計
画

12 麻薬治療センター建設: Construction of building for de-
addiction center

2001 デリー市メハロゥーリ
地区診療所医療機材整
備計画

18 医療機材: Medical equipment (X-ray machine,
Gastroscope, Laparoscope and others)

2001 眼科治療用機材供与及
び治療環境向上計画

22 マイクロスコープ: Topcon Operation microscope OMS-
90 and others

10万人以上の人（特に60歳以上の老人）を対象にす
る予定
Expected: A population of over 100,000 would
be covered once the project is completed. The
primary beneficiaries of the project would
include older persons above the 60years old who
has no significant means of support and are rural
based coming from low's


