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【計画と実績】

アーナンダ病院指導のにより周辺地域でのコロナ感染拡大が抑えられること

１．達成目標と実績

達成目標

コロナ禍においてアーナンダ病院の運営継続ができること

アーナンダ病院内でのコロナ感染拡大が発生しないこと。

達成後に期待される成果
・アーナンダ病院の継続的運営が可能となり、周辺地域の人々への医療提供と人々の健康が維持
される。
・アーナンダ病院のスタッフ指導により、周辺地域の人々がコロナウィルス感染予防知識が身につ
き、感染拡大防止がされる。

計画 患者数実績

2021年 1月 アーナンダ病院におけるコロナ対策継続実施
アーナンダ病院患者・患者家族へのコロナ対策継続指導 1005 人

2月 アーナンダ病院におけるコロナ対策継続実施
アーナンダ病院患者・患者家族へのコロナ対策継続指導 1006 人

3月 アーナンダ病院におけるコロナ対策継続実施
アーナンダ病院患者・患者家族へのコロナ対策継続指導 1397 人

4月 アーナンダ病院におけるコロナ対策継続実施
アーナンダ病院患者・患者家族へのコロナ対策継続指導 1605 人

5月 アーナンダ病院におけるコロナ対策継続実施
アーナンダ病院患者・患者家族へのコロナ対策継続指導 1067 人

6月 アーナンダ病院におけるコロナ対策継続実施
アーナンダ病院患者・患者家族へのコロナ対策継続指導 1028 人

助成金をスタッフの人件費に充てたことで、新型コロナウィルス感染症予防対策
を行った上で患者を絞った病院を運営が可能となり、来院者にもアーナンダ病院
の医師から指導を継続的に行うことができた。
また、アーナンダ病院の周辺では、爆発的な感染拡大は起こることはなかった。



２．支出計画と支出実績

費 目 細 目
申請事業の予

算額 (円)
庭野平和財団へ
の申請額 (円)

庭野平和財団への申請額の
内訳

1．人件費
アーナンダ病院インド人
スタッフ人件費

 ¥      500,000  ¥         500,000
インド人スタッフ１２名　人件費補
填

2021/2/24変更申請
2021/3/3承認

2．旅費

3．通信費

4．会議費

5．資料費
6．印刷費
7．什器備品費

8．消耗備品費
コロナウィルス感染症予
防対策費

 ¥      500,000  ¥         500,000

患者・スタッフ用マスク
@\1,500  × 120箱
消毒液  @\5,000　× 60本
スタッフ用フェースシールド
@\500 × 22個
アクリル板パーティション
@\1,000 × 9個

2021/2/24変更申請
2021/3/3承認

9．研究委託費

10．雑費

 ¥      500,000  ¥         500,000

【支出実績】

添付資料） ①送金実行通知書
インド側のアーナンダ病院運営法人への送金実行通知書

②アーナンダ病院院長　Dr.Guptaよりお礼の手紙

支出計画

合計(円)

【新型コロナウィルス感染症影響前の状況】
2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 患者数計

新規外来患者数 829 795 950 971 890 820
再診外来患者数 742 759 812 912 768 722
診療報酬 ¥785,727 ¥876,490 ¥949,173 ¥975,265 ¥886,630 ¥827,582 ¥5,300,867

【新型コロナウィルス感染症影響がある期間の状況】
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 患者数計

新規外来患者数 663 691 935 1095 731 699
再診外来患者数 342 315 462 510 336 329
診療報酬 ¥568,622 ¥588,638 ¥773,939 ¥957,746 ¥588,074 ¥642,542 ¥4,119,561

¥-1,181,306

新型コロナウィルス感染症の予防のため、診察対象を緊急を要する患者に絞り、再診の患者を極力少なく
したため、新型ウィルス感染症発生前と比較すると診療報酬が大幅にダウンしている。
診療は行わないが従来の再診患者には薬は出しているため、全体の経費としてはほとんど変化はなく、
病院内で新型コロナウィルス対策を実施するために病院スタッフを削減することもできない。
そのため、スタッフの人件費の補填に今回の助成金を利用させていただいた。

9,970

7,108

新型コロナウィルス感染症影響前との診療報酬差額



To, 
Mr Hiroshi Niwano San,  
Chairman 
NIWANO PEACE FOUNDATION 
JAPAN 
 
Greetings from India, 
Sir, 
Thank you very much from my core of heart for helping Ananda Hospital. 
We have passed through very difficult time in last few months. It was going very smooth 
because we recovered from first wave of Covid but suddenly in mid March 21 second 
wave of Covid knocked India with mutant variant Delta of Covid, and many cases started 
coming everyday initially involving big cities like Mumbai and Delhi but in April it 
spread exponentially in all over India and health system in India became overburdened so 
there were no covid bed available and it was really horrible, all health infrastructure 
collapsed. 
In Ananda hospital we were doing OPD base treatment with home Isolation and we have 
cured more than 200 patients with our OPD consultation and home Isolation. Only 2 
cases who were very serious and needed Covid ICU were referred to Level Three Covid 
Hospital at Gorakhpur but they died. Otherwise all patient treated in Ananda Hospital 
recovered. Meanwhile on 8/05/21 I also got infected but by God grace and my patient and 
well wishers blessings I recovered from Covid. After 2 weeks of Quarantine I again 
joined Ananda hospital on 24/05/21. 
Now a days in India Very few cases are there especially in few states like Kerla and 
Maharastra. In last one month we have not seen any case of Covid . 
 
Thank you very much for Helping Ananda Hospital during this difficult time. I can not 
express my feelings in word but I only say that your help to Ananda hospital really very 
Important for us. 
Thanking you once again. 
 
                                                                                       Dr P. N. Gupta 
 
 


