
ベラルーシ訪問団・参加者名簿       

毎回、日本の医療関係者の方々にボランティアでご協力をいただいています。 

（敬称略・順不同） 

 

1997年７月訪問団（ストーリン地区・第１回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

斎藤 紀 （医師／福島生協病院） 

角 みどり （検査技師／武市クリニック） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

中村 隆市 （事務局／運営委員） 

河野 近子 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

1997年 11月訪問団（ストーリン地区・第 2回検診） 

斎藤 紀 （医師／福島生協病院） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

角 みどり （検査技師／武市クリニック） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

深江 守 （事務局／運営委員） 

沢村 和世 （事務局／運営委員） 

山口 英文 （事務局／運営委員、通訳） 

山田 英雄 （通訳） 

 

1998年 7月訪問団（ストーリン地区・第 3回検診） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

原田 種一 （医師／川崎医科大学医療短大） 

角 みどり （検査技師／武市クリニック） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

山口 英文 （事務局、通訳／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

  



 

1998年 10月訪問団（ストーリン地区・第 4回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

内堀 恵美  （検査技師／大阪府立看護大学医療技術短大） 

深田 修司 （医師／隈病院） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

河上 雅夫 （事務局／運営委員） 

菊川 憲司 （事務局、通訳／顧問） 

山田 英雄 （通訳） 

 

1999年 6月訪問団（ストーリン地区・第 5回検診） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

角 みどり （検査技師／武市クリニック） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

津島 朋憲 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

1999年 11月訪問団（ストーリン地区・第 6回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

横路 謙次郎 （医師／広島大学） 

内堀 恵美 （検査技師／大阪府立看護大学医療技術短大） 

福本 佳子 （検査技師／興生総合病院） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

山口 英文 （事務局、通訳／運営委員） 

寺嶋 悠 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

  



 

2000年 6月訪問団（ストーリン地区・第 7回検診） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

原田 種一 （医師／川崎医療短期大学第二看護科） 

内堀 恵美 （検査技師／大阪府立看護大学医療技術短大） 

佐々木 栄司 （検査技師／伊藤病院） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

津島 朋憲 （事務局／運営委員） 

菊川 憲司 （事務局、通訳／顧問） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2000年 11月訪問団（ストーリン地区・第 8回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

山田 規予美 （医師／日本医科大学） 

藤岡 智美 （検査技師／武市クリニック） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

河上 雅夫 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2001年 6月訪問団（ストーリン地区・第 9回検診） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

小畠 敬太郎 （医師／玄同会小畠病院） 

佐々木 栄司 （検査技師／伊藤病院） 

内堀 恵美 （検査技師／大阪府立看護大学医療技術短大） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

  



 

2001年 10月訪問団（現地調査） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

谷口 恵 （事務局） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2002年 7月訪問団（ブレスト市・第１回検診） 

片桐 誠 （医師／永寿総合病院外科） 

三村 孝   （医師／伊藤病院） 

高津 圭介 （医師／伊藤病院） 

菊川 憲司 （事務局、通訳／顧問） 

谷口 恵 （事務局） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2002年 12月訪問団（ブレスト市・第 2回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

横路 謙次郎 （医師／広島大学） 

池田 隆文 （検査技師／済生会広島病院） 

三本 亜希 （検査技師／武市クリニック） 

有賀 旬子 （看護師／くろつち整形外科クリニック） 

星 正治 （放射線専門家／広島大学） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2003年 7月訪問団（ブレスト市・第 3回検診） 

江本 直也 （医師／日本医科大学） 

高津 圭介 （医師／伊藤病院） 

渡會 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

津島 朋憲 （事務局／運営委員） 

吉本 美貴 （事務局） 

山田 英雄 （通訳） 

高橋 恵理佳 （日本医科大学 4年生） 

 

  



 

2004年 8月訪問団（現地調査） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

吉本 美貴 （事務局） 

山田 英雄 （通訳） 

小山 浩一 （会員／一般参加） 

西首 延子 （会員／一般参加） 

 

2004年 10月訪問団（ビテフスク地区・第 1回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

三本 亜希 （検査技師／武市クリニック） 

星 正治 （放射線専門家／広島大学） 

寺嶋 悠 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2004年 11月訪問団（ブレスト市・第 4回検診） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

渡會 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

寺嶋 悠 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

賀来 佳男 （日本医科大学 4年生） 

 

2005年 8月訪問団（現地調査） 

矢野 宏和 （事務局／運営委員） 

小山 浩一 （事務局／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

坂井 英生 （会員／一般参加） 

 

  



 

2005年 11月訪問団（ブレスト市・第 5回検診） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

村瀬 幸宏 （検査技師／日本医科大学） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

三本 亜希 （検査技師／武市クリニック） 

星 正治 （放射線専門家／広島大学） 

寺嶋 悠 （事務局／運営委員） 

三島 さとこ （事務局） 

山田 英雄 （通訳） 

中村 壮香 （日本医科大学 4年生） 

高橋 恵理佳 （日本医科大学 6年生） 

清水 基 （会員／一般参加） 

 

2006年 4月訪問団（現地調査、国際会議参加） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

星 正治 （放射線専門家／広島大学） 

寺嶋 悠 （事務局／運営委員） 

山口 英文 （事務局、通訳／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

和田 礼子 （大分合同新聞社） 

木下 聡 （読売新聞社） 

 

2006年 10月訪問団（ストーリン地区・第 10回検診） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

久保田 有紀 （検査技師／武市クリニック） 

山田 英雄 （通訳） 

 

  



 

2006年 10月訪問団（ブレスト市・第 6回検診） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

渡會 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

高橋 恵理佳 （研修医／日本医科大学） 

山口 英文 （事務局、通訳／運営委員） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2007年 10月訪問団（ブレスト市・第 7回検診） 

野宗 義博 （医師／済生会広島病院） 

渡會 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

星 正治 （放射線専門家／広島大学） 

津島 朋憲 （事務局／理事） 

尾崎 由美 （事務局） 

山田 英雄 （通訳） 

鈴木 浩介 （日本医科大学 5年生） 

瀧音 美那子 （日本医科大学 5年生） 

福間 由紀子 （会員／一般参加） 

 

2008年 10月訪問団（ブレスト市・第 8回検診） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

村瀬 幸宏 （検査技師／日本医科大学） 

武市 宣雄 （医師／武市クリニック） 

野宗 義博 （医師／済生会広島病院） 

篠塚 恵理子 （研修医／日本医科大学） 

山口 英文 （事務局、通訳／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

大内 崇弘 （日本医科大学 4年生） 

 

  



 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

渡會 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

野宗 義博 （医師／済生会呉病院） 

片山 昭公 （医師／旭川医科大学） 

川原 秀之 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

田中 裕一 （日本医科大学 5年生） 

 

2010年 5月訪問団（現地調査） 

寺嶋 悠 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

村瀬 幸宏 （検査技師／日本医科大学） 

宮地 麻衣 （医師／沖縄小児発達センター） 

志摩 綾香 （研修医／日本医科大学） 

川原 秀之 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

竹田 玲奈 （日本医科大学 5年生） 

築山 敦 （日本医科大学 5年生） 

田中 拓 （日本医科大学 5年生） 

福間 由紀子 （会員／一般参加） 

 

  



 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

村瀬 幸宏 （検査技師／日本医科大学） 

竹間 由佳 （医師／日本医科大学） 

川原 秀之 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

福間 由紀子 （通訳） 

亀井 信孝 （日本医科大学 5年生） 

木佐森 舞夕 （日本医科大学 5年生） 

眞田 麻梨恵 （日本医科大学 5年生） 

庄田 有里 （日本医科大学 5年生） 

城 景子 （会員／一般参加） 

占部 正彦 （朝日新聞中津市局記者） 

川瀬 充久 （産経新聞広島総局記者） 

河野 揚 （中国新聞報道部記者） 

 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

渡曾 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

片山 昭公 （医師／札幌徳洲会病院） 

後藤 孝 （医師／北斗病院） 

小川 護 （研修医／日本医科大学） 

平川 可南子 （九州大学 4年生） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

川原 秀之 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

福間 由紀子 （通訳） 

 

  



 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

五十嵐 健人 （医師／日本医科大学） 

長岡 竜太 （医師／日本医科大学） 

太田 恵介 （研修医／日本医科大学） 

廣田 明子 （一般参加／日本医科大学） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

川原 秀之 （事務局／理事） 

平川 可南子 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

城 景子 （会員／一般参加） 

金井 志歩 （会員／一般参加） 

 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

村瀬 幸宏 （検査技師／日本医科大学） 

高橋 恵理佳 （医師） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2016年 1月訪問団（現地調査） 

木村 真三 （獨協医科大学准教授） 

小正 裕佳子 （獨協医科大学助教） 

村瀬 幸宏 （検査技師／日本医科大学） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

 

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） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

木村 真三 （獨協医科大学准教授） 

渡曾 泰彦 （検査技師／日本医科大学） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

 



 

2017年 9月訪問団（現地調査） 

清水 一雄 （医師／日本医科大学） 

木村 真三 （獨協医科大学准教授） 

千葉 百子 （順天堂大学客員教授） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

 

2018年 9月訪問団（現地調査） 

木村 真三 （獨協医科大学准教授） 

河上 雅夫 （事務局／理事） 

川原 秀之 （事務局／理事） 

山田 英雄 （通訳） 

 


