
５月２０日４時 2６分 エレナさんからのメール 

 

＜概要＞ 

 「戦時中のウクライナの IBD 患者の状況」についての調査結果を頂きました。 

患者の 72％は、戦争が始まった後、気分が悪くなり、39％が仕事と収入を失い、32％が医療に問題を抱

え、57％は人道援助の助けを借りてのみ治療を続けることができている、そうです。 

 現地・周辺の製薬企業からの薬剤寄付を、SNS で集約した希望者に随時届けているそうですが、品目の偏

りや、物量の不足から数量限定での提供になっているとのことです。 

 引き続き NPO 法人 IBD ネットワークとして、ウクライナ IBD 患者団体「フルライフ」のクレジット寄付受付

HP の紹介等を行ってゆきます。 

 

Dear Hagiwara! 

Dear Anna! 

I'm OK. There has been a lot of work in recent days. We get new humanitarian aid 

from EFCCA and we are handing it out to patients. 

Also we conducted a survey among our patients «The state of Ukrainian patients 

with IBD during the war» and I want to share with you the results. 

Attached is our presentation, which describes the results of the survey. I thought 

you might be interested. 

   So, as our survey showed: 

1. 68 % of Ukrainian patients with IBD didn’t change their location and stayed in 

their regions; 

2. 72 %    of patients said they felt worse after the war began; 

3. 32 %   of patients have problems with medical care. But 43 % of them have online 

contact with their doctors. COVID 19 helped us to rebuild relationships with doctors 

in online mode 😊😊 

4. 39 % of patients have lost their jobs and income and cannot buy medicine at all 

and 57 % of them can continue treatment only with the help of humanitarian aid. I 

think this indicator will increase because Ukraine's economy has already fallen by 

45%. 

5. 5 % of patients who moved abroad said that they get the medical care and 

medicine. I want to thank to Magda, who was able to organize support for Ukrainian 

IBD patients in Poland. Our patients have problem with medical care in Hungary, 

Romania, Moldova, Czech Republic. And I’ll ask you share with me contact local 

organizations in these countries. 

6. The greatest fear of Ukrainian patients during the war is being without medication, 

97 % patients are afraid of it. 

These are the disappointing results, in short. I also wanted to note that at this point 



in time, our patients really need psychological support. 74 % of Ukrainian patients 

need it. So, I’m thinking about new project for our patients for the provision of 

psychological assistance. 

 

Nice talking to you, hugs, 

 

Google 翻訳 

親愛なる萩原！ 

親愛なるアンナへ！ 

私は大丈夫。最近はたくさんの仕事があります。私たちは EFCCA から新しい人道援助を受け、それを患

者に配っています。 

また、「戦時中のウクライナの IBD 患者の状況」についても調査を行い、その結果をお伝えしたいと思いま

す。 

添付のプレゼンテーションは、調査結果を説明したものです。興味があるのではないかと思いました。 

   私たちの調査結果では： 

1. IBD のウクライナ人患者の 68％は、場所を変えず、地域にとどまりました。 

2.患者の 72％は、戦争が始まった後、気分が悪くなったと述べました。 

3.患者の 32％が医療に問題を抱えています。しかし、それらの 43％は、医師とオンラインで連絡を取り合

っています。 COVID 19 は、オンラインモードで医師との関係を再構築するのに役立ちました😊😊 

4.患者の 39％は仕事と収入を失い、薬をまったく購入できず、57％は人道援助の助けを借りてのみ治療

を続けることができます。ウクライナの経済はすでに 45％落ち込んでいるので、この指標は増えると思い

ます。 

5.海外に移住した患者の 5％は、医療と薬を受け取っていると答えました。ポーランドでウクライナの IBD

患者のサポートを組織することができたマグダに感謝したいと思います。私たちの患者は、ハンガリー、ル

ーマニア、モルドバ、チェコ共和国での医療に問題を抱えています。そして、これらの国の地元の組織に連

絡してください。 

6.戦争中のウクライナの患者の最大の恐怖は薬がないことであり、97％の患者がそれを恐れています。 

 

要するに、これらは残念な結果です。また、この時点で、私たちの患者は本当に心理的なサポートを必要と

していることにも注意したいと思います。ウクライナの患者の 74％がそれを必要としています。それで、私

は心理的支援を提供するための患者のための新しいプロジェクトを考えています。 

 


