2022 年 4 月 11 日
報道関係者各位

株式会社メガネトップ

慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業 OUI Inc.と業務提携
共同で 1,156 本のサングラスをケニアに寄贈
〜⽩内障⼿術患者の術後の眼の保護に活⽤〜
メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売を行う「眼鏡市場」を全国展開する
株式会社メガネトップ（所在地：静岡県静岡市、代表取締役社⻑：冨澤昌宏）は、慶應義塾大学医学部
発のベンチャー企業 OUI Inc.（ウイインク：株式会社 OUI）と共同でケニアの Kisii Eye Hospital にサ
ングラス 1,156 本を寄贈致しました。
寄贈したサングラス

■今回の取り組みについて
メガネトップは、「目に関わる社会貢献活動」を中心とした CSR 活動に力を入れています。全国で展開
する「眼鏡市場」にて、子どもが描いた絵をモチーフにメガネ拭きを作成・販売し、売上の一部を
NPO 法人「子供地球基金」に寄付するなどの活動をしています。
OUI Inc. は、iPhone に取り付けることで眼科診察を可能にするアタッチメント型医療機器 Smart Eye
Camera (以下 SEC) を開発し、ベトナム、モンゴル、ネパール、ブラジル、インド、ザンビア、ケニ
ア、マラウイなどの医療過疎地で眼科診療の支援を行っています。
今回の取り組みは、昨年のアフリカのマラウイ共和国にメガネフレームとレンズを合同で寄贈したこと
に続き、2 回目となります。
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【参考】2021 年 6 月 8 日

プレスリリース

「OUI Inc. が「眼鏡市場」を全国展開するメガネトップと共同で 570 本のメガネをマラウイに寄贈」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000064389.html
ケニアでは眼科医・医療従事者の不足による予防可能な眼科疾患による失明と視覚障害が深刻な課題と
なっています。今回の寄贈先である眼科病院 Kisii Eye Hospital は、眼科医療へのアクセスが困難な地方
部・農村部の患者に眼科医療を届ける活動を精力的に行っており、同病院の取組を支援することを通じ
てケニアの眼科医療の発展に貢献するべくメガネトップのサングラスを共同で Kisii Eye Hospital に寄贈
しました。寄贈品は 2022 年 3 月に Kisii Eye Hospital に到着し、早速⽩内障⼿術の術後患者向けに使⽤
されています。
■寄贈先の Kisii Eye Hospital について
Kisii Eye Hospital は、積極的に農村へのアウトリーチを行い、眼科医療へのアクセスが困難な農村部の
患者に年間 10,000 人を超える⽩内障⼿術の実績があります。創設者の眼科医 Dr. Daniel Kiage は眼科
医療における世界最大の国際アライアンスである国際失明予防協会(IAPB)の国際的な失明予防活動に貢
献をした団体・人が表彰される Vision Excellence Awards を 2020 年に受賞をしており世界の様々な機関
と協力しながら、ケニアの眼科医療の発展に貢献しています。また、2021 年 3 月より OUI Inc.の
Smart Eye Camera を導入し、農村部のアウトリーチにおけるスクリーニングに活⽤しています。

Smart Eye Camera を使ってケニア農村部の子供の診断を行う Kisii Eye Hospital のスタッフ

【参考】Dr. Daniel Kiage の Vision Excellence Awards 受賞記事（IAPB ウェブサイト）
https://www.iapb.org/connect/members/vision-excellence-awards/vision-excellence-awards-danielkiage/
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⽩
内障⼿術患者の術後の眼の保護のために寄贈したサングラスを提供
Kisii Eye Hospital Dr. Daniel Kiage からのメッセージ

I could formally wish to acknowledge that we received the consignment of 1156 very high quality
sunglasses as a donation. We most sincerely thank the Megane Top and OUI Inc. for the generosity. We
started giving them to the outreach poor patients whom we do cataract surgery for free because they can
not afford the recommended sunglasses to protect themselves from excessive sun, dust and wind that we
experience here. Paying patients normally afford to buy our local branded sunglasses.
The patients were greatly appreciative of the free sunglasses as shown in the pictures we shared. We told
them the sunglasses were donated from Japan and they asked us to pass their gratitude to the donors.
Since Covid 19 is now under control we have started our free outreach and we are getting a huge backlog
of blind patients in the community who direly need our help. We do need as much support as available to
meet this need.
(日本語訳）
このたびは、1,156 本の素晴らしいクオリティのサングラスを寄付して下さり、メガネトップと OUI
Inc.に Kisii Eye Hospital を代表して心から感謝の意をお伝えします。寄付頂いたサングラスは、早速農
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村でのアウトリーチ先で⽩内障⼿術を行った貧困層の患者に無料で渡しています。⽩内障の術後は太陽
光・埃・風から眼を守るためにサングラスが必要になります。支払い能力のある患者には、現地のサン
グラスを販売していますが、彼らは経済的にサングラスを買うことが難しい状況にあるため、大変助か
っています。
サングラスを受け取った患者はお送りした写真の通り、とても寄付に感謝をしています。私たちが彼ら
に、このサングラスは日本からの寄付によるものだとお伝えしたところ、患者達から、ぜひ私たちの感
謝の意を伝えてほしいと頼まれました。
ケニアでは現在 COVID-19 の感染が落ち着いてきており、私たちはこの期間を利⽤して農村部へのア
ウトリーチを再開しました。現在、アウトリーチ先で、私たちの支援が必要な数多くの失明患者に出会
っています。彼らを支援するためには多くの支援が必要で、今回の寄付に心から感謝しています。あり
がとうございました。

【OUI Inc.会社概要】
社 名

OUI Inc. (株式会社 OUI)

所在地

東京都新宿区新宿 1-36-2 新宿第 7 葉山ビル 3F

代表者

代表取締役 清水映輔

設立年月

2016 年 7 月 15 日

URL

https://ouiinc.jp

事業内容

医師のアイデアをもとにした、医薬品・医療機器の開発と実⽤化及び同コンサルティング
業務

OUI Inc.は、“医療を成⻑させる”ことを理念に、慶應義塾大学医学部の眼科医が 2016 年 7 月に立ち上
げた大学発のベンチャー企業です。 眼科の診察を可能にする iPhone アタッチメント型医療機器
SEC をゼロから開発し、約 1 年半で完成させました。
世界の失明原因第一位は⽩内障です。⽩内障は適切な時期に治療をすれば失明に至らない可能性が高
いにもかかわらず、発展途上国においては⽩内障による失明が社会問題となっています。SEC は
iPhone に取り付けて使⽤する小型な医療機器であるため、電気のない地域や被災地など場所を選ばず
眼科診察を可能にします。
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【会社概要】
社 名

株式会社メガネトップ

所在地

静岡市葵区伝馬町 8 番地の 6 トップセンタービル 8F

代表者

代表取締役社⻑

設立年月

1980 年 5 月

資本金

100 百万円（2022 年 3 月末時点）

事業内容

メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数

国内 1,022 店舗、海外 17 店舗（メガネトップグループ合計、2022 年 3 月末時点）

従業員数

4,797 人（2022 年 3 月末時点）

コーポレートサイト

冨澤昌宏

https://www.meganetop.co.jp/

「眼鏡市場」ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp/
お客様からのお問合せ先

株式会社メガネトップ お客様相談室
フリーコール：0120-818-828（受付時間 9:00〜18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）
」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は当社のグループ店舗です
＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞
メガネトップ広報事務局

担当：せなは

（携帯：090-7029-0342）

TEL：054-275-5014
E-mail：senaha̲k@meganetop.co.jp
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