
ベラルーシへの支援物資、支援金（2002年 7月～）         
 

会員の皆さまをはじめ、様々な方々からのご支援・ご協力のもと、チェルノブイリ原発事故

の被災地ベラルーシへ医療支援物資や支援金を贈呈しています。 

 

2002年 7月訪問団（ブレスト市・第１回検診） 

＜支援物資＞ 

検診用医療器具、医薬品、エコー、外科手術セット、体重計、白衣 

＜支援先＞ 

ブレスト州立内分泌診療所、甲状腺がんセンター（第 1 番病院内）、医学再教育センター内分泌教室、

ベラルーシ赤十字 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

医薬品および医療器材の購入費として、973,215 円のカンパをいただきました。 

＊(財)福岡国際交流協会さまより、 

「福岡国際協力人材育成助成金」として、専門家派遣費 200,000 円をいただきました。 

 

2002年 12月訪問団（ブレスト市・第 2回検診） 

＜支援物資＞ 

検診用医療器具、医薬品、エコー、外科手術セット、白衣、電子内視鏡 

＜支援先＞ 

ブレスト州立内分泌診療所、甲状腺がんセンター（第 1 番病院内）、医学再教育センター内分泌教室、

ベラルーシ赤十字 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

専門家派遣渡航費および甲状腺や糖尿病の医薬品・試薬代として、 

1,332,958 円のカンパをいただきました。 

＊広島共立病院さまより、 

電子スコープを御寄贈いただきました。 

 

  



2003年 7月訪問団（ブレスト市・第 3回検診） 

＜支援物資＞ 

検診用医療器具、医薬品、エコー、外科手術セット 

＜支援先＞ 

ブレスト州立内分泌診療所、甲状腺がんセンター（第 1 番病院内）、医学再教育センター内分泌教室、 

ベラルーシ赤十字、マラジェーツナヤ地区チスティ村診療所 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

医薬品の購入費および専門家 2 名の派遣費として、1,293,278 円のカンパをいただきました。 

＊(財)福岡国際交流協会さまより、 

「福岡国際協力人材育成助成金」として、専門家派遣費 200,000 円をいただきました。 

＊(財)新潟県国際交流協会さまより、 

「新潟国際協力ふれあい基金」として、医療器材購入費 1,000,000 円をいただきました。 

 

2004年 8月訪問団（現地調査） 

＜支援物資＞ 

検診用医療器具、医薬品 

＜支援先＞ 

ゴメリ州立内分泌診療所、ブレスト州立内分泌診療所、ストーリン地区中央病院、 

甲状腺がんセンター（第 1 番病院内）、医学再教育センター内分泌教室、ベラルーシ赤十字 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

医薬品・医療機器の購入費および移動検診車「雪だるま 2 号」の維持費として、 

722,640 円のカンパをいただきました。 

 

  



2004年 10～11月訪問団（ビテフスク地区・第 1回検診、ブレスト市・第 4回検診） 

＜支援物資＞ 

エコー、顕微鏡、検診用医療器具、ノートパソコン 

＜支援先＞ 

ビテフスク州立内分泌診療所、甲状腺がんセンター（第 1 番病院内）、ブレスト州立内分泌診療所、 

ストーリン地区中央病院、医学再教育センター内分泌教室 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

エコー、顕微鏡の購入費および、医療専門家 2 名の派遣費、移動検診車「雪だるま 2 号」維持費として、 

3,764,300 円のカンパをいただきました。 

＊(財)新潟県国際交流協会さまより、 

「新潟国際協力ふれあい基金」として、医療器材購入費 500,000 円の助成金をいただきました。 

＊成和産業(株)さま、(株)日立メディコさま、武藤化学薬品(株)さまより、 

検診機器・試薬の調達、輸出にあたり、多大なご支援・ご協力をいただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2005年 8月訪問団（現地調査） 

＜支援物資＞ 

検診用医療器具、医薬品 

＜支援先＞ 

ゴメリ州立内分泌診療所、ブレスト州立内分泌診療所、ストーリン地区中央病院、 

甲状腺がんセンター（第 1 番病院内）、医学再教育センター内分泌教室、ベラルーシ赤十字 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

甲状腺手術用器具および細胞診用器具の購入費として、202,147 円のカンパをいただきました。 

 

  



2005年 11月訪問団（ブレスト市・第 5回検診） 

＜支援物資＞ 

検診用医療器具、医薬品、エコー、顕微鏡、プロジェクター 

＜支援先＞ 

医学再教育センター、ブレスト州立内分泌診療所、ミンスク第 10 番病院 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

エコー、顕微鏡の購入費および、医療専門家 2 名の派遣費、「雪だるま 2 号」維持費として、 

3,764,300 円のカンパをいただきました。 

＊(財)新潟県国際交流協会さまより、 

「新潟国際協力ふれあい基金」として、医療器材購入費 500,000 円の助成金をいただきました。 

＊成和産業(株)さま、(株)日立メディコさま、武藤化学薬品(株)さま、(株)三啓さまより、 

検診機器・試薬の調達、輸出にあたり、多大なご支援・ご協力をいただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2006年 4月訪問団（現地調査、国際会議参加） 

＜支援物資＞ 

カプラー、ニードルガイド、接眼レンズ、変圧器、浄水器、99％エタノール、脱水剤、縫合糸 

＜支援先＞ 

ブレスト州立内分泌診療所、ミンスク臨床悪性腫瘍病院 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

甲状腺がん検診用器具の購入費として、112,140 円のカンパをいただきました。 

 

  



2006年 10月訪問団（ストーリン地区・第 10回検診、ブレスト市・第 6回検診） 

＜支援物資＞ 

プローブ、細胞診用器具（スライドグラス等）・試薬 

＜支援金＞ 

現地調達試薬および医療器具購入費、「雪だるま２号」維持管理費 

＜支援先＞ 

ブレスト州立内分泌診療所、ベラルーシ赤十字 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

検診団派遣費として、1,500,000 円のカンパをいただきました。 

＊(財)福岡国際交流協会さまより、 

「福岡国際協力人材育成助成金」として、専門家派遣渡航費 200,000 円をいただきました。 

＊成和産業(株)さま、(株)日立メディコさま、武藤化学薬品(株)さまより、 

検診機器・試薬の調達、輸出にあたり、多大なご支援・ご協力をいただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2007年 10月訪問団（ブレスト市・第 7回検診） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1500 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

医学シンポジウムコーディネート料 500 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊カタログハウス「通販生活」読者の皆さまより、 

医療専門家派遣費、医療器材購入費、「雪だるま 2 号」維持費として、 

865,540 円のカンパをいただきました。 

＊成和産業(株)さま、武藤化学薬品(株)さまより、 

検診機器・試薬の調達、輸出にあたり、多大なご支援・ご協力をいただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

  



2008年 10月訪問団（ブレスト市・第 8回検診） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

カプラー、ニードルガイド（ビテフスク内分泌診療所） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2009年 10月訪問団（ブレスト市・第 9回検診、ブレスト市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2010年 5月訪問団（現地調査） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

 

  



2010年 10月訪問団（ブレスト市・第 10回検診、ミンスク市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

細胞診用器具（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2011年 9月訪問団（ブレスト市・第 11回検診、ミンスク市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2012年 9月訪問団（ブレスト市・第 12回検診、ミンスク市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、症例集、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

  



2013年 9月訪問団（現地調査、ブレスト市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2014年 9月訪問団（現地調査、ブレスト市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2016年 1月訪問団（現地調査） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊株式会社ニコンインステック様より、 

顕微鏡デジタルカメラシステムを無償提供していただきました。 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

  



2016年 4月訪問団（現地調査、国際会議参加、ブレスト市での甲状腺内視鏡手術） 

＜支援内容＞ 

細胞診用器具（ブレスト州立内分泌診療所） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

＊学校法人日本医科大学の皆さまより、 

訪問団の派遣にあたり、多大なご理解、ご協力をいただきました。 

 

2017年 9月訪問団（現地調査） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

 

2018年 9月訪問団（現地調査） 

＜支援内容＞ 

移動検診車「雪だるま２号」維持管理費 1500 ドル（ベラルーシ赤十字） 

細胞診用器具、医療器具・試薬購入費 2000 ドル（ブレスト州立内分泌診療所） 

医療器具・試薬購入費購入費 1000 ドル（ミンスク第 10 番病院） 

 

＊武藤化学薬品株式会社様より、 

甲状腺がん検診で使用する試薬類を無償提供していただきました。 

 

 

 


