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　皆様、お変わりなく
お過ごしでしょうか。
　当基金への皆様方の
あたたかいご支援、ご
協力に改めて心より感
謝申しあげます。
　さて本年も余すとこ
ろあとわずか。それに
しても今年はわが国に
とって本当に大変な年でありました。とりわけ、まさ
に国難とも言える東日本大震災、そしてそれに伴う東
京電力福島第一原子力発電所の事故。今なお被災地
における復旧、復興の歩み遅々として進展せず、併
せて原発の収束は未だ道遠く、加えて放射能災害に
よる健康影響に対する不安や、国の様々な対応への
国民の不信感は一段と高まっている状況にあります。
　私も公務の合い間を縫って、これも運命かと思い
つつ、自らのチェルノブイリ事故の医療支援活動を
通しての経験を基に、東奔西走しています。10 月
には 13 回の、11 月には 16 回の講演に追われ（こ
れでも結構お断りしています）、また多岐にわたる
相談等もあり、これほどまでに多くの人々がただな
らぬ不安や心配をおぼえるのであれば、もっと早く
から原子力問題や核災害の実態に深い関心を寄せて
欲しかったと痛感しています。
　ここで福島の原発事故に関連して、私の講演の中で
述べている事項の一部分を紹介させていただきます。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―
難しい「除染」
　皆さん簡単に「除染」と言います。表土を削れば
いいんだと。しかし、そんな簡単なことではないと
私は思っています。というのは、チェルノブイリの

場合、30 キロメートルゾーン内は 20 センチメート
ルの表土を削っているにもかかわらず住めないから
です。日本では５～ 10 センチメートル削れば、な
どと言っていますが、20 センチメートル削っても
ダメなんです。
　長野県もそうですが、福島県は山林が多いですね。
７割は山です。平地の表土はいいですが、山林は放
射性物質が木に落下し、さらにまた地面に落ちてい
ます。これをいったいどうやって除染するのでしょ
うか？　だから私は除染はやってもいいけれども、
過度に期待してしまってはいけないと思います。単
に近くだけやっても、私たちの生活はそこだけでは
ないのです。
　また表土を削るにしても、削った土を一体どこに
持っていくのでしょうか？　チェルノブイリでも一
番苦労したんですね。私は、残念だけれども 20 キ
ロメートルゾーンの中や原発の近くの所に集積して
いかないと、難しいだろうと思います。
　更にこれも大変難しいことですが、「ある一定期
間はそこには住めないですよ」ということを、政府
は言ってあげる必要があると思います。そこに住ん
でいる方々に対して、除染によってまた戻れるとい
うようなことを言ってしまうと、生活設計が立てら
れないのです。再び戻れると言うから我慢している
人もいるのです。

子どもの集団移住
　子どもたちの集団移住については、ぜひ考えてあ
げなければいけないと思います。
　今、福島県内で元気に育っている子どもたち、
次の世代を担うあの子たちが元気に育つために、
一旦は集団移住をしてもらって、元の所が安全に
なったらそこに戻るような、そういうシステムを
国が作っていかなければならないと思います。自主
避難でそれぞれ自分のつてを頼ってバラバラになっ
てしまったら、コミュニティが崩壊します。福島の
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まちはみんなつぶれてしまいます。そうならないよ
うに、学校単位でまとまって汚染されていないとこ
ろに避難するのです。
　放射線の感受性が低い 40 歳以上の方は元の所に
住み続けてもらい、コミュニティを存続していく、
そんなことを考えていく必要があると思います。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―
　この原稿を書いている時、福島から松本市へ自主
避難している一母親からのお手紙が届きました。そ
の一部を併せて掲載させて頂きます。

　極めて酷な表現となりますが、「日本は汚染国に
なってしまった」という現実を真正面から受け入れ
る姿勢を持って、これから国民各々が相互に支えあ
いながら、とくに子どもや妊産婦の命を守ることを
大人の責任として努め、同時に新たな日本のとるべ
き進路を模索しつつ生きていくことが求められてい
るのではないでしょうか…。
　佳き新年をお迎え下さい。

　東日本大震災より９カ月が過ぎました。被災地の
皆様には一日も早い復興を心よりお祈り申し上げま
す。また、福島第一原発事故の放射能汚染地域で暮
らされている皆様にはくれぐれも健康にご留意され
ますよう、特に放射能の影響を受けやすい子どもた
ちが内部被ばくしないように食べ物などに十分お気
をつけ下さい。

【 主な活動 】
１）研修医師の招聘
　ベラルーシ共和国より医師を招聘、長野県立こど
も病院での研修は2012年度も継続実行します。
　すでに研修を修了したオクサナ医師（2010年）及
びナースチャ医師（2011年）の意見を参考に、招聘
地域や研修内容、期間等についてCMF理事会で検
討しました結果、招聘医師は、今までは放射能汚染
の障害が起きた地域であるゴメリ州に限定しており
ましたが、今回はベラルーシの首都ミンスクの国内
最高の医療施設からも招聘研修を行い、ベラルーシ
共和国の多くの医療機関において最先端の周産期医
療を広めることができれば、より多くの子どもの命
を救うことができるのではないかと考えています。
招聘する医師は、セブルク・オリガ医師で、彼女は
2012年３月16日に来日、３月19日から６月14日まで
の３カ月月間、長野県立こども病院の新生児科にて
研修を行います（８ページにて紹介）。
２）ベラルーシ共和国保健省の周産期医療視察団の
　　招聘
　今年３月に予定していたベラルーシ保健省視察団
の招聘は東日本大震災のため中止となりましたが、
2012年５月末にあらためて来日の予定です。
　この招聘目的は、日本の新生児・小児医療の現状
と医療体制を見学していただき、研修医師の研修現
場や内容を見てベラルーシ共和国の新生児医療体制
の向上に役立てていただくことと、研修医師が帰国
後、修得した最新の医療技術やシステムを彼らの医
療施設で実践する際に保健省の理解を容易にするた
めのものです。
３）ゴメリ州こども舞踏団の公演および交流会
　福島第一原発の汚染地域に住んでいる子どもたち
は、限られた生活を余儀なくされ、心身の疲弊が非
常に心配されています。

理事長　千原　幹司

チェルノブイリ医療基金
2012

年

の
お知ら せ医療支援活動医療支援活動

★講演内容の詳細は「広報　まつもと12月号」
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/
koho/koho/2011/20111201/index.html
をご覧下さい。

　松本市長さまにおかれましては、チェルノ
ブイリ医療に携ってきた体験を基に、学校給
食の独自の取り組みなど、他の自治体よりも、
心から安心して生活できるようになり、本当
に感謝しております。
　子どもは、源池小学校でお世話になってお
りますが、伸びのびとした教育方針で、学び
や遊びの楽しさを知り、福島にいた頃より楽
しそうに学校に通う姿を見て、松本へ来て本
当によかったと思います。
　色々と悩みは誰しもありますが、少しずつ
立ち直って、明るい未来のために働いて、安
定した生活に向けて一歩ふみ出していこうと
思います。
　松本の方達は、親切な人が多いので、よい
所に来たと福島の親もいっております。
　この度は、本当にありがとうございました。
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　今年もあとわずかとなりました。いつもチェルノ
ブイリ医療基金をご支援くださいまして誠にありが
とうございます。
　チェルノブイリ原発事故から25年、奇しくもその
年に東日本大震災が起き、福島第一原発の事故とい
う大惨事が起きてしまいました。
　３月11日のあの日から、心の中にどうしようもな
い重苦しいものが引っ掛かっているようで、日々報
じられる様々なメディアでの政府や東電の対応に苛
立ち、呆れ、怒り、ほんの少し安堵したり、そんな
ことの繰り返しで９カ月余りが過ぎてしまいまし
た。支援者の皆様もきっと同じ思いでいらっしゃる
のではないでしょうか。
　まさか…のことが起きてしまった以上、私たちは
その中で生きていかねばなりません。廃炉まで30年
～50年以上と言われていますが、その間に他の原発
が…という不安も拭えません。
　これから生きていく子どもたちに私たちはとんで
もない「負」を遺してしまったのだという申し訳な
さがいつまでたっても消えず、大人としてこれから
成すべき事を考える毎日です。
　そう、忘れずにいつも心の中で寄り添い続けるよう
に、できる限りの事をしていきたいと思っています。
　福島第一原発の事故以来、菅谷先生は日本全国か
ら講演の依頼があり、公務の合間を縫って出かけら
れ、休みも取れないほど本当に多忙な日々を送って
おられます。チェルノブイリで５年半もの間、医療
支援を続けてこられた先生のご意見は、他のどなた
よりも説得力があると思います。そして現在の日本
のこの状態を誰よりも悲しく悔しく思われているの
ではないかと私たちスタッフは感じています。
　去る11月27日に松本市で平和都市宣言25周年を記

念して「平和を考える市民企画」が市民有志により
開催されました。
　「原発事故から見えてくるもの、これからの私た
ちのくらし・生き方は？」と題して立命館大学名誉
教授の安斎育郎さんが基調講演されました。菅谷先
生もパネルディスカッションに参加され意見を述べ
られました。
　いま、全国各地で原発事故、放射能汚染などに関
わった講演会等が開催されていることと思います。
書店には菅谷先生の本をはじめ、関連の書籍がたく
さん出ています。私たち市民一人一人が原発のこと
や、放射能のことなど正しい知識を持つことも、こ
れからこの国で生きていき、子どもたちを守ってい
く上で大切なことではないでしょうか。
　松本事務局には常駐のスタッフがいないため、時
折郵便物等の整理に行くのですが、ドアを開けると
いつも黄緑色の封筒が何通か届いています。支援者
の皆様からの基金への寄付金払込みの通知です。ま
ず胸に抱き御礼を申し上げます。何年も毎月変わら
ず送金して下さる何人かの方、本当に頭の下がる思
いです。ありがとうございます。メッセージ欄には
心暖まる励ましのお言葉やご意見、中にはスペース
からはみ出るほどに書いてこられる方も…。今まで
支援してこられたお父様が亡くなられたので、娘さ
んが続いて支援したいというお知らせ、暖かい心が
変わらずにつなげられているのだという感動が、私
たちスタッフに新たな力を与えて下さるような気が
いたします。CMFは皆様の善意の上に成り立ち続
けられているのだと強く深く感じ入ります。どうぞ、
これからもチェルノブイリにフクシマに末永いご支
援をお願い申し上げます。
　2012年が少しでも穏やかな年でありますよう皆様
のご多幸を心よりお祈り申し上げます。
そして、一日も早い原発事故の収束と子どもたちの
平和を願ってやみません。
　どうぞ良いお年をお迎えください。

副理事長　宮田　貴美子

思いをつなげて

支援の絆
12月10日に行われたCMF理事会

　そこでCMFでは、チェルノブイリ原発事故で放
射能汚染地となったゴメリ州のこども舞踏団を日本
に招待し、福島県の汚染地に住む子どもたちと交流
してもらい、彼らを元気づけたいと考えています。
時期は2012年６月初旬、５カ所くらいの学校や地域
での公演・交流会を考えています。
　公演会場や宿泊施設の手配等について地元の方々
のご協力をいただくことと思いますが、その節はど
うぞよろしくお願いいたします。　　　
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送別会で研修報告 研修修了書授与

菅谷紘子先生から医学書をプレゼント CMF理事と記念撮影

松本城を背景に 帰国前CMF東京事務所訪問

★７月 10 日：ナースチャ医師研修修了式が、松本市内で行われました。

★７月 14 日：ナースチャ医師、帰国前に２泊東京に滞在してベラルーシに帰国。
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←（左）用意された浴衣を
　有無も言わせず着せられ、
　思わずニッコリ

　（右）髪を結上げ大和撫子に

→お台場から隅田川水上バス
　で浅草に

東京タワーで高層ビルを見下ろして 日本の最後のディナーの要望は「お好み焼き」

皆様のご支援、誠にありがとうございました。順不同、敬称略とさせていただきます。

吉村牧子/春香/明彦
柿崎恵美子/恵梨奈
真野利之/佳名子
佐藤孝雄/真紀子
樽田哲郎/家族
阿部新也/家族
斉藤知裕/和子
小田切茂/幸代
小林猛/千賀子
阿保　紀美子
伊藤　和夫
井上　悦博
井上　幸子
永井　藻子
円谷　裕二
遠山　浩子
遠藤　綾子
王　智瑛
加藤　禎子
花木　正史

海野　公子
間峠　美永子
関　邦子
関口　喜美子
関根　喜美恵
丸川　久仁子
亀田　一
久保　由美子
宮本　乙女
近藤　伸録
桑島　実
桑野　信彦
結城　瑛子
元岡　一美
原　英子
古郡　昭彦
後藤　真由美
江口　恵美子
荒木　イネ子
高田　東之夫

合志　正三
合葉　ふじ子
今村　寛一
今村　修
今福　爽子
佐古　慎二
佐藤　正年
佐藤　泰子
佐藤　末子
坂田　辰男
坂東　敬二
三枝　宣子
山下　文子
山岸　和枝
山根　佳代
山根　美智子
山田　フヨ
持田　文子
守野　久美子
小坂田　映子

小山　ひろ子
小松　芳子
小川　冨美子
小野寺　真智
小澤　悦朗
松田　郁夫
上原　修
上原　知男
上西　琴子
城戸　都城子
神野　広実
水野　美保
菅原　信雄
成島　隆雄
石原　和子
石川　治良
石塚　順子
石田　純子
赤石　恵理
千葉　和子

川口　義明
浅石　紘爾
船本　万友美
前田　尚武
倉田　克子
蔵屋　ひとみ
大城　研司
大谷　公人
大田　美智子
大野　雅子
滝口　香奈子
竹花　三枝
中森　衛
中川　直子
中村　 雅博
中村　恵理
中村　哲也
中島　盛
潮田　峻二
町田　トシエ

長谷川　郁
長谷川　仁美
津吉　公子
塚田　幸子
塚本　好巳
坪井　秀雄
田口　みや子
田村　節子
田中　美佐子
都築　泉
藤原　将人
藤森　滋
藤森　巍
藤波　敦夫
藤本　美佐恵
縄　康雄
日出嶋　大樹
八重田　敏夫
冨永　修身
堀　啓子

チェルノブイリ医療基金募金者リスト（2009年11月21日から
　　2011年11月１日現在）

生活クラブ生活協同組合･北海道
京都大学原子炉実験所 今中哲二
大阪大学医学部保健学科 岩谷良則
 チェルノブイリ24年京都実行委員会

 （有）祐千堂 葛西ハルエ
 じほうオンリーワンコイン
ガレージセール仲間代表
 （有）ラザロ  小松有也

医療法人社団スマイル
東邦薬品（株）マクシス
信州大学医学部松医会
立正佼成会 一食事務局

ＳＡＣ 坂井加陽子
不二聖心女子学院
東口病院  永井 規敬
青山学院高等部

堀口　洋子
木下　幹子
木谷　美弥子
野村　正征
野村　智郁子
野本　昭三
矢舘　久子
矢崎　雅史
有賀　慶子
林　泉
林　文恵
鈴木　弘之
鈴木　信衛
坪井　秀雄
鷲見　三恵子
澤中　一恵

　（株）八光装幀社　　　坪郷電機（有）　　　松尾倶楽部　　　円福友の会　　  ミカミ歯科　　　山岸麻耶（故山岸善雄）
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支援者の
皆様からの 声

Voi
C e

◎「人道松本市」が、「人道世界」にひろがりますよう
「ニューズレター」を拝見して心から願いました。先生の
ご健勝を祈念いたします。　　　　　　              08.2.15
◎ベラルーシ訪問お疲れ様でした。短期間での日程をこ
なされたこと大変なことと思います。いろいろな方の
バックアップがあってこそ頭が下がる思いです。ありが
とうございました。　　　　　　                       08.10.6
◎菅谷昭先生の変わらぬお姿をうれしく拝見いたしま
す。「あせらず・気負うことなく・地道に・自分のでき
る範囲で」はいろいろな活動すべてに通じるモットーに
なっています。　　　　　　　                         08.12.13
◎いつもニューズレターをお送りいただきありがとうご
ざいます。新聞ＴＶなどで菅谷先生のご活躍を拝見させ
ていただいてうれしく思っております。「松本市を“人
道都市”…」に心より応援しております。　　　08.12.15
◎22号ありがとうございました。振込用紙通信欄の一言
で菅谷先生の優しい一言のお手紙頂いたりすると、元気
をあげるつもりなのに逆に励まされ、続けて良かったと
つくづく思います。今年も残すところ半月あまり、貴会
の繁栄と皆様のご健勝をお祈り申しあげます。   08.12.16
◎六ヶ所村では再処理施設が動き出し、ここ北海道でも
プルサーマルが始まろうとしています。本当に必要なこ
となのでしょうか。とても疑問です。                09.1.14
◎ニューズレターを読んで、人は少なくても支援するこ
との大切さ、教えていただきました。　              09.3.14
◎貴会の皆様お健やかにお過ごしのことと思います。今
年は定額給付金の件でマスコミを通してですが、元気な
先生にお目にかかることができました。少額ながら送ら
せていただきます。　　　　                               09.6.1
◎５月のベラルーシ訪問記、そして、その地での坂本さ
んとのことなど、興味深く読ませていただきました。長
く活動できますこと願っております。　　           09.9.12
◎文化祭で図書委員会が行った古本市の売り上げを寄付
いたします。　　　　　　　               08.10.9 ／ 09.9.28
◎クリスマス寄付です。　　　　　　　　         09.12.25
◎今年も余すところ数日となりました。会報No.24ありが
とうございました。理事長様の急逝驚きました。心より
お悔やみ申しあげます。菅谷先生もさぞお気落としの事
と存じます。ご遺志を継いで一日でも長く支援を続けら
れますようにと祈念申しあげます。時候柄事務局皆様の
一層のご自愛お祈りいたしております。　　　　09.12.28
◎今年もチェルノブイリの集いを４月25日に行い、120人
余りが集まりました。わずかですが、カンパいたします。
　　　　　　　　　　　　　　                         10.4.27

◎今年は天候不順続きですが、スタッフの皆様お変わり
ございませんか。少額ですが、送金させていただきます。
宜しくお願いいたします。　　　                       10.5.31
◎ご活動に心から敬意を表します。チェルノブイリ原発
事故を永久に語り継ぎ、多くの傷ついた方々が、明るい
笑顔を取り戻してくれることを祈るばかりです。菅谷先
生、スタッフの皆様頑張ってください！！　         10.6.1
◎総会参加79名、募金45,712円、本バックマージン11,970
円。　　　　　　　　　　　　　　　                 10.10.1
◎毎月送金できることを励みに60歳になっても薬剤師の
仕事を続けています。　　　　　　　               10.10.15
◎文化祭古本市の売上金です。お役立てください。図書
委員会。　　　　　　　　　　　　　               10.10.21
◎菅谷先生、須坂中学校へ公演来てくれてありがとうご
ざいます。深謝。　　　　　　　　　             　10.11.5
◎あっという間の一年でした。先生はじめスタッフの皆
様のご健勝をお祈りいたしております。             10.12.7
◎７月20日の講演会いかがでしたでしょうか？くしくも
中越沖地震柏崎原発停止と重なりました。先生のお言葉
が実感として受け止められたことでしょう。チェルノブ
イリが教訓になればと思います。先生はじめスタッフの
皆様の行動、頭が下がります。お元気でご活躍ください。

10.12.7
◎父敏文は定年退職しましたので、今後は娘の私が、父
に代わり寄付させていただくことになりました。今後活
動報告など私宛でお願い申しあげます。　         10.12.16
◎ニューズレターありがとうございます。一週間という
短い日程でのベラルーシ行きお疲れ様でした。写真が多
く掲載され、よりわかりやすく興味深く読むことができ
ました。いろんな方々の支えがあってのことだろうと思
います。素晴らしいことですね。世界が良い方向に向かっ
ていくことを祈って！ 　                                10.12.17
◎しばらく募金をしていませんでしたが、いつもありが
とうございます。　　　　　　　             　　  10.12.18
◎いつもニューズレターを読ませていただいております
が、今回の菅谷先生の「自らの生き方の哲学を決してブ
レルことなく具現化し」という言葉には、はっとさせられ
るものがありました。現在人生の岐路ともいうべき選択
を迫られております自分にとっては、もう一度自分を振り
返って「自らの生き方の哲学」を見つめてみようとさせて
くださる言葉でした。皆様の今後の更なるご活躍をお祈り
申しあげます。　                                           10.12.19
◎いつもご活躍を遠くから見ているばかりです。せめて寄
付をさせていただきお役に立ちたいと存じます。  10.12.20
◎昨年12月30日、石坂 里最後の日でした。ご案内これま
でとさせてください。大きな敬意と拍手です。   10.12.20
◎いつもニューズレターありがとう存じます。菅谷先生
は松本の市長さんでありながらベラルーシ訪問の記事に
感激しました。松本市は活気がありいつもうらやましく
思います。　　　　　　　　                           10.12.22
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チェルノブイリ医療基金ホームページ

　　★来年はホームページを
　　　　リニューアルする予定です
　
　基金では、ホームページを開設しております。
これまでのニューズレターのほか、基金の紹介
をしています。アドレスはhttp://www.jiho.co.jp/
cmf/index.html
です。
　また、菅谷先生
が活動してこられ
たこれまでの記録
を、絵手紙として
多数の写真で紹
介しています。ど
うぞご覧下さい。

◎年金生活となりますので、カンパはこれが最後となり
ます。　　　　　　　　　　　　　　               10.12.24
◎会報を送り続けてくださりありがとうございます。皆
様の活動報告を読ませていただき嬉しい気持ちになって
おります。　　　　　　　　　                        10.12.29
◎CO2温暖化の波にのって原子力発電がもてはやされる昨
今。安全な原発などないのに、と思う日々です。エネルギー
の使い方を見直すチャンスなのにと思っています。11.1.11
◎８月25日善雄はガンのため逝去いたしました。遠いと
ころから、皆さまのご活躍を見守っていることと存じま
す。11.1.18
◎ニューズレターありがとうございます。本年も菅谷先
生、皆様のご活躍をお祈り申しあげます。ベラルーシで
先生にお世話になりました息子は、脳外科（３年生）に
なりました。お礼申しあげます。                      11.1.19
◎基金の適切な運用、そして菅谷先生をはじめとした皆
様方のご活躍にいつも感動しております。ありがとうご
ざいます。　　　　　　　　　　                   　11.3.31
◎緊急義援金のハガキ受け取りました。今後大変な時（原
発事故による甲状腺の病気）にはどうぞ菅谷先生もお力
をお願いいたします。　　　　　                         11.4.1
◎菅谷先生、私たちの想いを発信してくれてありがとう
ございます。深謝。　　　　　　　             　　11.4.18
◎今年でチェルノブイリ京都の集いは終わりとします。
カンパも今回限りとさせていただきます。           11.4.25
◎いつもお世話さまです。基金の一部を原発募金にとお
手紙ありがとうございました。津波地震はともかく原発
は人災ですから、ニュースを見て心が痛みます。国内に
原発がこんなに沢山あったとは不勉強で知りませんでし
た。海外からの応援を政府のプライドか何か知りません
が受け入れず、ことの収拾がつかなくなってやっと依頼
するでは遅いのですが、とにかく一日も早い復旧を祈る
のみです。チェルノブイリも今年で25年とか。まだまだ
時間がかかりますね。　                                   11.5.10
◎タルカチョワさん、福島の若い母親達の不安に答えて
くれてどうもありがとう。　　　　　             　11.5.18
◎今までの活動の経験が福島原発に参考になることがあ
るかもしれません。子供への健康被害が出なかったと安
心できるような日本がくることを願っています。   11.6.8
◎今年度のチェルノブイリの子供たちに対する支援カン
パ金を送付いたします。菅谷先生、医療基金スタッフの
皆様のますますのご活躍をお祈りいたします。     11.6.13
◎４/29Dr.小佐古は、小学生以下の人間に、20ミリシー
ベルト容認したとすれば学者の生命は終わりだと言って
辞任。私はDr.小佐古の判断を支持します。          11.6.17
◎初めは主人が、定年になったため娘が代わって寄付し
ていましたが３月で失職してしまいましたので母である
私が細々ながら寄付を続けさせていただきます。  11.7.20
◎チェルノブイリで活動された５年間、福島の力になら
れることを期待しています。　　　　　             11.7.22

◎「焦らず気負わず、地道に自分のできる範囲で」とい
う言葉が心の支えになっています。　　             11.7.22
◎感謝しております。ご活用してくださいませ。CMF東
京事務所あて匿名で寄付。　　　　　                  11.8.3
◎菅谷先生、小生６月11日長野日赤、順天堂大学樋野先
生にお会いしサインをいただきました。樋野先生は御茶
ノ水で菅谷先生は松本で「メディカル・ダウン」実現で
きればと秘かに願っています。                          11.8.18
◎９/13信毎記事より「①トップが誰かにかかわらず行
政は継続性が大事②起承転結の最後をきちっとまとめて
いくことが基本的な考え」さすがDr.菅谷と思わず拍手し
てしまいました。　　　　                            　11.9.20
◎今なお原発利用賛成力が大であること残念です。

11.9.22
◎1983年小野周（原発はなぜ怖いか著者）は言った。「原
発を運転し原発を進めるということは、大量の放射性廃
棄物を作り出すということであり、いわば莫大なツケを
何十世紀にわたって、人類の子孫に背負いこませること
である。原発を推進するということは、そういうことな
のである」と。国が遅くまずいなら地方が先にやる…。
改革度全国トップの松本市議会、市職の見事な覚悟に敬
意を表します。                                             11.10.14
◎原発問題はまだまだ収束しそうにありませんが、原爆
で被爆されても今もお元気ですごされているこの日本、
玄米や味噌、醤油などの発酵食品や、たくあん、梅干な
ど日に干してお日様の力をいただいたものが、毒を消し
て外に排出してくれることを大切に被災された方々が希
望を持てるようにとお祈りしています。盲腸も素晴らし
い働きをしてくれるようですね。　                  11.10.17
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　そしてまた、私にとって非常に大きな興味の対象
は、貴国そのものであり、その伝統と文化です。日
本に行き、日本で学ぶことができるのは、大きな恩
寵です。
　医療分野での新しい知識や日本についての知識を
得ることは、私の個人的レベルを引き上げるだけで
なく、Research Center 全体としての医学および科
学的プロセスにおける新しい技術と知識を効果的に
得る助けとなることを、私は確信しています。
　どうぞ、私の応募を受け入れてくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

   私は、新生児科学分野における新しい知識を得
るために、本プログラムに申し込みました。私は
Research Center にて、新生児学と小児科学の研究
室で学んでおり、貴国における新生児の診察方法
と、治療の原則を学ぶことができたらと思っており
ます。
　子宮内感染症や黄疸、局所および全身の感染性あ
るいは炎症性反応、周産期の中枢神経障害、先天性
奇形、遺伝性疾患といった新生児期に多く見られる
病状へのアプローチと治療法に興味を持っておりま
す。とくに、自分の学術研究のテーマである、在胎
期間における小児（胎児）の問題に興味があります。
出産期と、未熟児のケアもこれに関連しています。
さらに、新生児科学における薬剤の特性や使用法に
ついても非常に興味を持っております。
　検査室での検査は、新生児のスクリーニングを行
い、正しく適切な診断を下すために必要ですので、
これがどのように組織されているか、必須および追
加となる試験がどういったものかを知りたいと思っ
ています。
　私はまた、新生児の緊急治療をどのように組織す
るかにも興味があります。私の研究は免疫分野に関
連するものであり、診察方法や新生児の薬の使用法
について興味があります。日本における医師の研究
および臨床がどのような体系になっているのかにも
興味があります。

制作協力：株式会社じ ほ う　印刷：株式会社スペース企画

　2012年のベラルーシ医師研修招聘が、ミンスクマザーアンド
チャイルド病院候補者５名の中、厳正なる選考の結果、Dr.Olga 
Sevruk（セブルク・オリガ医師）に決定いたしました。今回は、
３カ月の短期の研修ですが、県立こども病院の中村友彦先生のご
指導のもとで充実した研修が期待されます。

Olga Sevruk

セブルク
・オリガ

さんの職
場から

　Republican Scientific and Practical Center 
<<Mother and Child>> に て 2009 年 12 月 か ら
Junior Researcher として働いている Olga Sevruk
についての身元保証のために文書をしたためま
す。彼女は 2009 年 12 月より、当センターにお
いて小児科学を専攻している大学院生です。彼
女 は Republican Scientifi c and Practical Center 
<<Mother and Child>> の臨床部門で、小児科の
新生児担当の小児新生児科医として働いており
ます。
　Olga　Sevruk は 小 児 科 部 門 に お い て second 
qualifi cation を取得しております。彼女は国内お
よび国際レベルでの会議において積極的に活動し
ております。科学医学雑誌への論文掲載もありま
す。彼女は当センターでの研究プロジェクト遂行
に当たっても、大きな役割を担っています。彼
女はフローサイトメトリーを扱う技術がありま
す。専門的技能および個人的資質から、我々は本
Program for Medical Practitioners に彼女を推薦
いたします。本状が証明の一助になれば幸いです。
　さらなる情報が必要でしたら、いつでもご連絡
ください。

 研修プログラムの責任者および関係者の皆様へ


