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巻頭

企業経営の世界では、
現在は「答えのない時代」
「前例踏襲が役に立たない時代」といわれる。
どこかで誰かがすでに実施したことを、時間差や距離の差を活用しいち早くコピーすることで、
は終わってしまった。特に欧米のモデルを模倣することでヒントを得てそれを独自の改善努力
で磨き上げることが得意な日本企業にとって、難しい時代に突入したことになる。

公益財団法人日米医学医療交流財団理事／ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長、教授

「答えのある時代」であれば、正解を見つける技術が必要となる。先輩、上司などその道によ
り長くいる人材の方がその技術に長けている場合が多い。効率的に正解を見つけるためには経
験の長いリーダーの言うことに多くの人間が従って業務をこなすことが有効だとされる。前例
を徹底的に洗い出し、落としどころを探りながら、ミスを最小化していく人材が優秀とされるの
も特徴だ。役職やポジションなどによって権威づけられた指示命令によって組織全体が粛々と
問題に対処していくことが当たり前となっている。
しかしこれらのことは、
「答えのない時代」においては全く役に立たないことがわかってきた。
未知の課題の前には誰もが平等であるというわけだ。ここで重要になるのは経験の長さという
よりは、問題の本質を見抜く洞察力と論理的思考力、
「なぜできないのか」を延々と解説しがち
になるその道の専門家よりはむしろ素朴な疑問で問題を突破する多様な人材、そして経験だけ
で権威を振り回す輩に対して、なぜなのかという質問を通じて相手の固定観念に対して異論を
唱える勇気ということになる。
企業経営で言えば「答えのない時代」への挑戦のためには、トップは「前例のない未知の課
題解決には社内の同質の人間だけではなく異質の人間を入れる方がよい」
「その際、経験年数あ
るいは学歴などによる上下関係あるいは単一の専門知識で問題解決を主導するのではなく多様
な考え、意見を課題解決の推進力にできる論理的思考が必要となる」
「ひとりの考えよりも多様
な集団の創出する力の方が有効であることが多い」ということを理解する必要がある。
さて目を医療・医学の世界に移してみよう。医療技術あるいは生命科学分野の進化だけでなく、
超高齢化という構造変化、あるいは病院経営、医療マネジメントの分野でも前例のない新たな
課題に直面している。医療を今後の日本の成長産業にしたいという試みも医療・医学界にとっ
ては新たな挑戦だ。このような未知の課題、前例のな
い問題にどう対処したらよいのか、果たして医学界以外
の多様な意見を受け入れる土台はできているのだろうか。

う

宇田 左近

前例のない課題解決のために
今必要なこと

あるいはそれを適当に調整することであらたなサービスや商品を提供するという古きよき時代

だ

を推進力に転換する挑戦を「自分事」として考える必要
があるのではないかと思う。
日米医学医療交流財団の中で、医師でないにもかかわ
らず理事という大役を仰せつかった私の役割は、あえて

さ

異論を唱え多様な視点をぶつけることと解釈し、今後も

こん

宇田左近氏

医療・医学界は今企業経営が直面している異論と多様性

医療・医学界の成長発展に微力ながら役立ちたいと考え
ている。

主な略歴

害賠償・廃炉等支援機構参与（東京電力調達委員
会委員長）。

著書に『なぜ、
「異論」のでない組織は間違うのか』
（日本医療政策機構代表理事・黒川清解説、PHP

東京大学工学部建築学科卒業、同工学系研究科修

これまでインフラ系企業の企業変革、および金融

研究所、2014年）、『プロフェッショナルシンキン

士課程修了（工学修士）
。シカゴ大学経営大学院

機関の企業変革・組織改革に従事。また医療機関

グ――未来を見通す思考力』（大前研一監修、平

修了（MBA）
。マッキンゼー・アンド・カンパニー

における医療経営革新を継続的に支援。東京電力

野敦士カール・菅野誠二共著、東洋経済新報社、

等を経て、現在ビジネス・ブレークスルー大学経

福島原子力発電所事故調査委員会調査統括等を歴

2015年）など。

営学部長。株式会社荏原製作所取締役、原子力損

任。
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第51回日本小児外科学会学術集会
会長／濵田

会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
主催：日本小児外科学会

・サテライトセミナー 2題

術集会と位置づけ、主題を「小さな命への新たなる一歩
Next First Step for Sick Children」とした。

2014年5月 8日（木）
2014年5月 9日（金）
2014年5月10日（土）

後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

吉則（関西医科大学外科学講座小児外科）

本学術集会は、次の50年に向けての新たな一歩となる学

日時：第1日目
第2日目
第3日目

本学術集会での各種講演や研究発表、討論が、小児外科
学の今後の発展に繋がるものと確信している。

これまでの50年間で積み重ねられてきた実績をもとに、日

医療関係者のみならず、関連企業・団体の方々や大学・学

本の小児外科医療のさらなる発展をめざす会にするため、欧

会関係者など多くの方々のご尽力のもと、第51回学術集会を

米の著名な小児外科医を多数招聘し、活発な討論が行われた。

盛会裡に終了できたことに深く感謝申し上げる次第である。

また、小児外科教育も学術集会の大きな目的のひとつと捉



（濵田）

え、若い小児外科医はもちろんのこと、外科医を志望してい
る卒後初期臨床研修医や医学生に対しても、さまざまなシン
ポジウム、ワークショップ、パネルディスカッションをはじめ、
学会主催の各種の教育セミナーなどを企画した。
当日は、1,008名もの参加をいただいた。最終演題数は
702題で、内訳は以下のとおりである。
・特別演題・指定演題：45題
・公募演題：651題（口演174題、ポスター 477題）
・当日発表キャンセル：7題
・スポンサードセミナー 7セッション11題

2014 団体助成セミナー（2）

第32回日本肥満症治療学会学術集会
会長／柏木

2014年7月4日（金）
2014年7月5日（土）

会場：滋賀県立
県民交流センターピアザ淡海
主催：日本肥満症治療学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

厚典（社会医療法人誠光会草津総合病院）

「包括的肥満症管理の最前線－From Bedside to Bench－」

日時：第1日目
第2日目

また治療薬にて肥満が誘導され、心血管合併症発症にも関係

というテーマのもとに、300名の医療職が集まり、2日間の充

することが危惧されています。高度肥満者への減量手術によ

実したプログラムを無事終了しました。

る血糖改善機構には多くの不明な点がありますが、その有用

医療現場においては、肥満症治療は多岐に渡り、内科的治
療、外科的治療の役割、食事指導等の生活習慣の改善、また、

性は明らかです。
一方、最近の臨床的検討から高度肥満者に対する減量手術

それらに係る各職種の役割が明確になっているとなかなか言

前後で肥満をきたさない血糖・血圧管理、多職種連携チーム

い難い状況があります。

医療による心理・認知・行動療法の重要性が明らかにされて

特に肥満を伴う糖尿病患者の管理には多くの困難を伴い、

います。
本学術集会は日頃肥満症の診療に携わっている方々を含め
て多くの医療関係者が一堂に会して、最新の肥満治療の現状、
Metabolic Surgeryの臨床的有用性と今後の肥満治療の展望
に関して理解と興味を持っていただける集会になるように構
成いたしました。
その内訳は、シンポジウム4題、ワークショップ1題、ポス
ターセッション88題、加えて、招待講演、特別企画2題、さ
らに一般市民向けに市民講座も開催いたしました。参加者も
約500名となり、盛会にて終了いたしました。
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第14回呼吸療法セミナー
in湘南2014
大会長／渡部

和巨（米国呼吸療法学会国際部会日本責任者、湘南鎌倉総合病院副院長外科）

米国よりLonny Ashworth教授を招聘し、米国の呼吸療

日時：第1日目
第2日目

2014年7月19日（土）
2014年7月20日（日）

場所：湘南藤沢徳洲会病院
主催：日本医工学治療学会呼吸器分科会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団
特定非営利活動法人
日本呼吸ケアネットワーク

器疾患認定審査を経て60人弱の認定看護師が誕生しました。

法士が受けている実践的教育の提供と、認定士の質向上を目

関係医学会6学会（日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日

的に始めたこのセミナーも今回で14回目です。呼吸療法認定

本麻酔科学会、日本呼吸療法医学会、日本集中治療医学会、

士60名限定のコースとして行っています。

日本生体医工学会）が後援する「呼吸療法専門臨床工学技士

こ の 会 は2006年 か らNational Board for Respiratory

認定制度」は2012年からスタートしました。

Care（NBRC）から認定されています。日本でも呼吸ケア

3学会合同呼吸療法認定士は1996年に始まり2014年12月

チーム加算が付き、看護協会認定慢性呼吸器疾患看護が認定

の時点で3万4,113人の合格者がいます。日本呼吸ケア・リハ

看護師のひとつに加わり、2013年の1月に行われた慢性呼吸

ビリテーション学会は新しい制度として呼吸ケア指導士制度
という資格を医師、歯科医師、看護師、准看護師、理学療法
士、作業療法士、栄養士・管理栄養士、薬剤師、放射線技師、
言語聴覚士、臨床工学技士、臨床検査技師、介護福祉士、そ
の他の呼吸ケア領域で専門職種として活動できる立場の人を
対象にして検討し、導入後初級・中級・上級コースを設けて
スキルアップを図れるよう計画しています。
対外的には日本の多くの組織を横断的・包括的にまとめた
組織すなわち日本呼吸療法学会を作っていきたく、今年こそ
（渡部）

はその端緒を作る所存です。

2014 団体助成セミナー（4）

第17回日本臨床脳神経外科学会
会長／沖野

光彦（医療法人社団おきの会旗の台脳神経外科病院理事長）

第17回日本臨床脳神経外科学会は、
「専門性を超えて進化
する脳神経外科領域」をテーマに開催されました。参加者総

日時：第1日目
第2日目

2014年7月19日（土）
2014年7月20日（日）

会場：東京国際フォーラム
主催：日本臨床脳神経外科学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

年ぶりの医療法改正の骨子を説明されました。
市民講座「心と体について語りましょう」では「心臓は語る」

数807名、医師97名、コメディカル416名、医学生3名、お

（南淵明宏先生）
、
「法医学現場からみた事件・事故の真相」
（押

きの会関係者52名でした。今回特別なテーマとして、医師の

田茂實先生）
「
、受験の神様が語る心と体」
（和田秀樹先生）
「
、認

教育改革、救急救命士の院内雇用促進、麻酔看護師の法制化

（熊谷頼佳先生）の
知症予防対策のトピック−最新知見−」

への運動展開を掲げました。

ユーモアあふれる講演をいただきました。

医師の教育改革のシンポジウムでは、山形大学の嘉山孝正

おかげさまで、洗練されていて有意義な学際的学会と多数

教授が医師育成と医療学の2つのテーマで講演されました。

の方から高評価をいただくことができました。改めて関係各

現在「恩師のいない教育により、フリーター医師が増え、時

位に厚く御礼申し上げます。
（沖野）

間を売る労働者と化した」ことをとりあげ、大学医学部での
臨床技能習得の案を提唱された。
河北総合病院河北博文理事長は、医学と医療の守備範囲を
明確にされながら、地域包括ケアの充実を目指す時代的要請
を踏まえ、高齢者の尊厳を重視し、医師の良心と使命と併せ
て、パブリックマインドの発揮ができる医師養成を示唆され
ました。
医療行政面では、厚生労働省医政局の佐々木昌弘室長が8
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第29回日本乾癬学会学術大会
会長／佐野

栄紀（高知大学医学部皮膚科学講座）

「乾癬、もっと深く―Psoriasis, more than skin deep―」
をテーマにしたのは、いろいろな意味で深淵なる病であると
考えたからです。
病態・病因についてはメタボリック症候群や、自己免疫性

日時：第1日目
第2日目

2014年9月19日（金）
2014年9月20日（土）

会場：高知市文化プラザかるぽーと
主催：日本乾癬学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

の経緯もあり、今回は松澤先生に特別講演をお願いしました。
また、日本を代表する基礎免疫学の先生方（石井優先生、
竹田潔先生、三宅健介先生）及び高知大学の眼科教授（福島
敦樹先生）には、psoriasis more than skin deep（PMSD）

関節症・炎症性腸炎を含むTh17病との関連や自然免疫の役割

シンポジウムにおいて、乾癬にからむ「皮膚の下の病態」を

など、多くの謎が残っています。我々は平成18年の本学会に

解明していただきました。加えて、乾癬の遺伝学そして原因

おいて、松澤佑次住友病院院長のご指導のもと日本で初めて

遺伝子が明らかになった汎発性膿疱性乾癬のシンポジウム

「メタボリック症候群としての乾癬」を提唱いたしました。こ

やセミナーでは海外の乾癬エキスパート（Menter、Kalb、
Koo、Gilliet先 生 ）及び 関 節 炎 エキスパートでGRAPPA
presidentのMease先生に講演をしていただきました。
新たな企画として、日本を代表する現場の皮膚科の先生
方による「乾癬についてのディープな本音トーク」をお願
いしました。昨年に引き続き若手乾癬専門医養成のための
J-PEARLSプログラムも行われ、患者さんを加えてのジョイ
ントセッションでは、生物学的製剤登場以降の乾癬患者の
QOLについて皮膚科医、乾癬学会がどう関与していくかな
（佐野）

どを論じていただきました。

2014 団体助成セミナー（6）

日本臨床麻酔学会第34回大会
大会長／尾㟢

すために連日3列の部屋では、何らかのワークショップやハ

2014年11月1日（土）
2014年11月2日（日）
2014年11月3日（月）

会場：グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール
主催：日本臨床麻酔学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

眞（東京女子医科大学麻酔科学教室主任教授）

今回の学会では、臨床麻酔学会であることを全面に押し出

日時：第1日目
第2日目
第3日目

紙製手のひらサイズプログラム集にしましたが、こちらもア
プリの方が良かったでしょうか？

ンズオンセミナーが開催されました。経食道エコーそして末

今回の第34回大会に参加いただきました皆様方より、率直

梢神経ブロックへの応用で切っても切れない麻酔科医の道具

な感想をいただければと考え、大会終了を宣言することと合

となった超音波エコーですが、救急領域での体表エコーの応

わせて、しばらく問い合わせメールの窓口を開けたままにし

用のワークショップが初めて行われました。

ておきました。

もちろん学会のテーマはDiversityなのですが、性差の

学会における究極のDiversityは開催者側の思い・考えだ

問題や労働環境よりは麻酔科医が活躍する場面としての

けではなくて、参加者の皆さんの感想にあるのですから！

Diversityの広がりが、各シンポジウムや特別講演の内容に

ありがとうございました！（尾㟢）

反映しているような結果となりました。また、北米、アジア、
ヨーロッパの先生方からは日本国内では聞けない幅広いお話
を聞かせていただきました。
一般演題については、偶然に興味深いポスターを通りすが
りに目にすることができる利点を重んじて、アナログの従来
通りの紙のポスター発表にしました。ePosterの方が良かっ
たでしょうか？
また流行りのアプリプログラムは止めて、一覧性に優れた
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第51回日本小児アレルギー学会
会長／藤澤

2014年11月8日（土）
2014年11月9日（日）

会場：四日市市文化会館
四日市都ホテル
主催：日本小児アレルギー学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

隆夫（国立病院機構三重病院副院長）

第51回日本小児アレルギー学会を開催し、2,000名を超え

日時：第1日目
第2日目

けたことは、大変喜ばしいことでした。

る先生方のご参加により盛会のうちに終了いたしましたこと

これを機に、かぶせ茶など美味しい名産品もあります四日

をご報告申上げます。一般演題も264題（日本語246、英語

市に、さらに伊勢志摩など風光明媚な観光地に恵まれた三重

18）と過去最高数のご発表をいただき、各会場では熱いディ

県に、またお越しいただければと思います。誠にありがとう

スカッションが行われました。

ございました。
（藤澤）

今回は50年の区切りを経て新たな一歩を踏み出す第51回
として、
「新しい小児アレルギー学をめざして：患者によりそ
うサイエンス」とのテーマを掲げて開催いたしました。
そして、文字どおり、患者さんによりそう医療をしっかり
したサイエンスに立脚して、日々実践しておられる全国の先
生方が、その素晴らしい成果をこのたびの学会に持ち寄って
くださいました。皆様のお力により、日本の小児アレルギー
学はさらに高いレベルに到達できたと確信しております。
開催地である三重県四日市市はかつて「四日市公害」に
苦しみながらも、サイエンスと患者の立場に立つ心でこれを
克服し、今は新しい環境対策の先鞭を担っております。本学
会を通して、皆様方にそうした四日市のことを知っていただ
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第59回日本未熟児新生児学会・
学術集会
会長／梶原

眞人（愛媛県立中央病院前院長）

まずは、第59回学術集会を無事終了できましたこと、心よ
り御礼申し上げます。
会員の皆様のお陰で、一般会員及び役員を含め1,100人を

日時：第1日目
第2日目
第3日目

2014年11月10日（月）
2014年11月11日（火）
2014年11月12日（水）

会場：ひめぎんホール
（愛媛県県民文化会館）
主催：日本未熟児新生児学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

この場をお借りして松山での学術集会開催にご支援をくだ
さったすべての皆様方に、心から御礼を申し上げたいと存じ
ます。

超える方々に参加をいただき、500題を数える一般演題の応

2つの特別講演、4つの海外からの招待講演、そして13の

募をいただきました。また、関係する企業の皆様のご協力で

教育講演、13の教育セミナー、それぞれ密度の濃い、大変充

多くの教育セミナーを開催させていただくとともに、多数の

実した内容でした。演者の先生方に感謝申し上げます。

医療機器等の展示をいただきました。

運営を振り返ってみますと反省点も多々ありますが、それ
らを今後の学術集会に生かせるよう、しっかりと次期会長、
次々期会長に繋ぎたいと存じます。
また、第59回日本未熟児新生児学会・学術集会では学会
初の試みとして、スマートフォン・タブレット用のアプリを
導入し、キーワード検索、参加者自身のスケジュールを組む
ことができるようにしました。講演会場をナビで探したり、
抄録を見ることができたことも好評でした。
安全な医療を追究してきた日本の新生児医療の伝統を、少
しでも次の世代へ引き継ぐことができましたならば幸いに存
じます。
（梶原）
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2014 団体助成セミナー（9）

第51回日本腹部救急医学会総会
会長／谷

徹（滋賀医科大学バイオメディカル・イノベーションセンター特任教授）

第51回日本腹部救急医学会総会は、一世紀の後半のスター
トと捉え、
「基本に立ち戻って」という標語のもと、腹部救急

日時：第1日目
第2日目

2015年3月5日（木）
2015年3月6日（金）

会場：国立京都国際会館
主催：日本腹部救急医学会
後援：公益財団法人
日米医学医療交流財団

Chaudryには出血性ショックの病態についてご講演をいただ
きました。

において最も根本的な病因及び病態となる「出血と感染の制

会期中は天候にも恵まれ、2,000名を超える多数のご参加

御」をメインテーマに、関連する重要な知見や手技を後世代

をいただき、
盛会裡に全プログラムを終了いたしました。
（谷）

に繋ぐべく学術発表を行い、活発な議論を深めました。
総演題数は1,140題となり、テーマに沿った特別講演から
シンポジウム、ワークショップ等のプログラムを組み、従来
からこの学会の重要な目的である若い医師の登竜門としての
「研修医の医学生セッション」
、前回大会で好評であった「ド
クター G」の企画も継続して実施いたしました。
また、特別企画として2名のプロフェッショナル、1名は騎
手の武豊氏、もう1名は“日本データ”として名高い本学名
誉教授の上島弘嗣先生からビッグデータについてご講演をい
ただきました。我々と同じプロとしての意気込み、手法、ま
たその生き様や他分野のホットな動向など、大変興味深い
お話を伺いました。海外ゲストのProf. PolkとSusan夫妻に
は外科系の研修とTrauma Surgeryの教育について、Prof.

● 2015年医学留学セミナーのご案内

Where to Go？ 留学はどこへ？
日
会
主
共
後

時：2015年10月3日
（土）
12:30〜18:00（11:30受付開始）
場 : 順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス 10号館1階105号室
催：公益財団法人日米医学医療交流財団
催：順天堂大学
援：文部科学省、
厚生労働省、
（公社）日本医師会、
（公社）日本看護協会、
（公社）日本薬剤師会
＝予定＝

［本セミナー開催の趣旨］
留学先、といえば米国を真っ先に思い浮かべるのが一般的でしょう。しかしその一方で、米国以外への留学を経験し、
帰国後活躍されている先生が多くいらっしゃるのも事実です。
本セミナーでは、第一部で米国への臨床留学に必要なUSMLE合格に向けた最近の話題を、第二部では米国以外の
地域に留学し、帰国後各方面で御活躍されている先生方から、その留学経験についてお話していただく予定です。多く
の方のご参加をお待ちしております。
●コーディネーター
稲葉 博隆（JANAMEF fellow ／順天堂大学浦安病院心臓血管外科学教授）
小池
薫（JANAMEF理事／京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学教授）
［参加申込み・問合せ先］
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公益財団法人日米医学医療交流財団

URL：http://www.janamef.jp

※財団HP「セミナーのお知らせ」のお申込フォームに必要事項を入力の上お申込みください。
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第3回賛助会員交流会

深めようJANAMEFネットワークを

日時：2015年3月14日
（土）18:00〜21:00
場所：日本教育会館9F 喜山倶楽部
主催：公益財団法人日米医学医療交流財団

日米医学医療交流財団では、当財団を支えていただ

いている会員の皆様の交流の場を開き、会員の親睦を
深めるとともに、当財団関係者との意見交換・情報交
流を図ることを目的に定期的に交流会を催しておりま
す。

2015年3月14日
（土）開催の「第3回JANAMEF賛助

した。今回は、一般社団法人日本専門医機構の池田康

夫理事長から特別講演を賜るとともに、JANAMEF
輝いている女性

の皆様からお話をいただき大変好評でした。

歓談では、会員の皆様、JANAMEFフェローと当財

団関係者との交流の輪が深まりました。次回も皆様の
ご参加をお待ちしております。

◆来賓挨拶
財務省事務次官
厚生労働省医政局長
文部科学省高等教育局学生・留学生課長

会員交流会」には、約100名の方々が参加くださいま

フェローの帰国報告は全員女性！

賛助会員交流会式次第
香川 俊介

二川 一男

渡辺 正実

◆特別講演
「日本におけるこれからの専門医制度のあり方」
一般社団法人日本専門医機構理事長

池田 康夫

◆JANAMEFフェロー報告
順天堂大学医学部付属順天堂醫院看護師 山 田
御代田中央記念病院看護師
北海道大学大学院放射線医学分野講師
国立駿河療養所皮膚科医務官
順天堂大学浦安病院放射線科准教授

長澤

優

和

真鍋 徳子

四津 里英

齋藤アンネ優子
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JANAMEFフェローレポート

University of Torontoでの3年間
― Clinical Fellowshipと
Graduate Schoolで学んだこと

青山

紘子

研修先：1．Schwartz-Reisman Emergency Centre, Mount Sinai Hospital,
Department of Family & Community Medicine, University of Toronto
2．Graduate School, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
期

間：2011年7月1日〜2014年6月30日

2011年7月開始のFamily Medicine Department

卒業までのカリキュラムを作る。一講座に生徒は10

Fellowとして採用された。Mount Sinai Hospital

ものは皆無、生徒同士でプレゼンテーションして

JANAMEF Fellow report

に属するEmergency MedicineプログラムにClinical

内 のSchwartz-Reisman Emergency Centreは

Family Medicine Departmentが 管 轄 す るERで、
年間約50,000名のWalk-in患者と約10,000 台の救
急車を収容する（2011年）
。ParamedicsがFamily

Physicianの管理を必要とすると判断した患者、つ
まり、重症度は軽症〜中等症レベル、軽症外傷や精

〜20人ということがほとんどで、レクチャー形式の
ディスカッションし、個々に論文を複数作成して
Gradeをもらう。Speaking面で最も苦労するかと
思っていたが、何よりAcademic Writingという部
分で非常に苦労し、ネイティブスピーカーの大学院
生も一緒に通う英語の補修を併行して学習した。

辛いことも多かったが、やればやるほど自分の無

神疾患および悪性腫瘍を有する患者、長期的な内科

知を知る、そんな楽しさを感じる2年であった。

Nursesによるトリアージ順序に従って患者を診療

ントへ渡ったため、自己のキャリアプランに対する

ことはなかったが、診療スピードや他科との連携の

日米医学医療交流財団からの助成により光が射すよ

管理を要する患者等が大半を占める。原則、Triage
していく。学問的には日本でのトレーニングで劣る
仕方、救急医療システムに慣れるのに多少の時間を

要した。1年間のプログラムであったが、様々なラ
イフステージの女性医師が生き生きと活躍している
こと、医療従事者の、患者側の自立性を重んじた高

夫の留学を契機に、最初はサポート役としてトロ

強い不安と焦りで自分を見失った時期もあったが、
うにチャンスを獲得することができ、極めて貴重な

キャリアアップに繋がったことに心から感謝してい
る。

いコミュニケーション能力、さらに、患者および患
者家族の、自己の人生を舵取る強い「選択力」に非
常に強い感銘を受けた。

Clinical Fellowship終 了 後、Medical Education

を専攻するUniversity of Torontoの大学院に進学
した。自分の興味は、研修医のためのカリキュラム

作成や教育システムそのものよりも、医師−研修医
や 医 師−患 者 関 係 に お け るCommunication、
Educationにあった。例えば、認知行動療法に基づ

く「行動変容: Behavior Change」をどのように起

こして、良好なQOLやOutcomeを引き出すかといっ
た点である。

大学院のカリキュラムは、決まったものが一つあ

るわけではなく、入学後に自分で情報収集しながら

自分の興味に合った講座を必要な単位数分選択して
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私たちは、JANAMEFを
応援します

Donation

2014年4月1日より2015年3月31日までにご支援くださった寄附者・賛助会員は以下の方々です。厚くお礼を申し上
げます。医学医療の国際交流支援のため有効に使わせていただきます。
（50音順・敬称略）

JANAMEFの事業を応援いただいた団体寄附者・団体賛助会員一覧
（株）INBESTI

第一三共（株）

池野医院

大正富山医薬品（株）

浦和税理士法人

大日本住友製薬（株）名古屋支店

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
（学）大阪医科大学

たんぽぽ薬局（株）
（株）ツムラ

（医）白報会
橋本市民病院
（株）はる書房
フィールズ（株）
久光製薬（株）名古屋支店

小野薬品工業（株）

（公財）テルモ科学技術振興財団

科研製薬（株）名古屋支店

（医）天神会

富士電機ITソリューション（株）

北綾瀬クリニック

（公財）天理よろづ相談所病院

丸文通商（株）

（有）ビッグレッドファーム

（株）キュール

東海大学医学部

（学）三嶋学園杉の子幼稚園

（株）京都科学

東急ウェルネス（株）

（株）メディカルアソシア

（株）クリニカルパス

東京エスピーシーマネジメント（株）

（株）啓愛義肢材料販売所
慶應義塾大学医学部
（医）啓仁会
建装工業（株）
サクラグローバルホールディング（株）
（医）至髙会たかせクリニック

（学）東京女子医科大学

（株）雄飛堂

トウショウ産業（株）

（株）ロングライフ

東洋リネンサプライ（株）
（医）徳洲会東京本部
トヨタカローラ三重（株）
（株）トラベルパートナーズ

（学）慈恵大学

（株）ドリームエクスチェンジ

清水建設（株）関東支店
（医）修世会木場病院
獣徳動物医療センター
昭和大学
（医）仁愛会浦添総合病院
（公財）杉浦地域医療振興財団
泉工医科工業（株）
（医）蘇西厚生会松波総合病院

メリックスコンサルタンツ（株）

東芝メディカルシステムズ（株）

（株）シェーンコーポレーション

（株）シニアホーム相談センター

メドピア（株）

中北薬品（株）天白支店
中村工業（株）
ニプロ（株）長野営業所
（公社）日本看護協会
日本光電工業（株）
日本臓器製薬（株）
（一社）日本臨床衛生検査技師会
（公社）日本薬剤師会
ノーザンファーム（吉田勝己）
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JANAMEFの事業を応援いただいた個人寄附者・個人賛助会員一覧
赤尾 弘志

岩井千賀子

神尾 明君

塩川

恵

長坂健二郎

二木 良夫

秋山

徹

岩田 信恵

儀宝由希子

島崎

肇

中里美千代

古屋 一裕

阿久津靖子

上塚 芳郎

楠本 勝美

嶋田 正文

中島 康雄

本田 俊雄

浅井 浩司

上原 由紀

熊倉 純子

清水 一功

中村 郁代

牧野 治郎

浅井

徹

宇田 左近

汲田 宏司

清水

豊

中村 知夫

松尾 泰一

朝海 直子

遠藤 直哉

黒岩 範子

白井 敬祐

中村 尚生

松木 隆志

朝海 廣子

大宜見 力

黒川 幸史

末廣晃太郎

中山 郁恵

松永

浅野 広視

大塚 教子

黒木 春郎

鈴木 康之

名取洋一郎

松村 理司

新井 英介

大西 由華

小池

薫

関

一平

鍋谷 欣市

松本 哲也

有田 武史

大沼 一也

小出 治男

関

隆教

新津 健裕

松本 理器

有田 祐起

岡嶋

馨

古賀晋一郎

髙倉 公朋

錦見 尚道

松山 康久

安藤 彰香

緒方 博子

小崎健次郎

髙嶌 恒男

西中 一幸

丸山

徹

飯島

治

岡田 守功

小島 誠人

髙田 和生

西村

水島

洋

池田 俊也

岡本 康裕

小平

進

髙橋

沼野 敦子

水野 智美

池田 尚敬

小川 徹也

児玉

孝

髙橋 博身

野村

実

南方 謙二

石川 和信

奥村 憲二

小玉 正智

髙本 眞一

橋本 正良

宮内 亮輔

石河 正樹

奥山 佳子

小塚

竹下 克志

服部満美子

宮下

石川美津子

織田

豊

後藤 真実

竹中

洋

花田 諭史

三輪百合子

石黒

洋

落合 武徳

小林 祥泰

多田 博行

濱島 夕子

甕

昭男

石坂 信和

折田 薫三

小林

立川 幸治

葉山 琢磨

森

宣

石澤 哲郎

香川 敏之

小林 泰俊

田中

伴 信太郎

母里

誠

石塚 万貴

鍵本 伸二

呉屋 朝幸

丹

伴

森

泉

美貴

掛川興太郎

小山

勇

津久井宏行

疋田

井田 真司

影本 容子

湖山 泰成

土橋 信明

久持 邦和

師田 信人

井手 義雄

笠原 健一

西城 卓也

鶴田 靖人

兵庫 秀幸

矢﨑 義雄

井樋 栄二

片岡

亨

齋藤アンネ優子

徳田 安春

平野 悌志

山城 清二

伊藤 彰洋

加地 辰美

酒井 康光

鳥羽

董

平松総一郎

山田 雅晶

伊藤 純一

加藤 直子

阪井 裕一

富永 隆治

平山 勝代

山田 理香

伊藤 拓緯

金澤 香里

坂上 正人

友納 康二

平山

登

山本

伊藤 信彦

金谷恵理子

榊

外山

深尾

立

湯浅 美鈴

稲葉 博隆

加納 宣康

阪下 和美

鳥井 晋造

福重淳一郎

吉岡 哲也

井上 大輔

上條 瑠美

坂本 美佐

永井

徹

福島 俊英

依田 晋一

井上 信明

神谷

亨

桜井 楊子

長岡 武彦

藤崎 浩行

渡部 明義

井上 美帆

川堀 真志

佐川 俊世

氷川 淳子

藤田 満穂

渡邉 直子

今井

川村 隆枝

佐々本研二

中川

藤戸 香理

渡辺 洋一

裕

裕

誠

茜

力

充
勝弘

宏

洋

基

浩和
賢

森本

ご寄附、賛助会費のお願い
本財団の事業は、各位の絶大なご厚情・ご協力に支えられており、皆様のご支援なくしては所期の目的を達成で
きません。本財団は2012年8月に公益財団法人に移行し、ご寄附及び賛助会費に対しては免税措置が講じられます
ので、なにとぞ格段のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
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役員等新体制のご報告

Personnel

平成27年6月12日、定時評議員会にて理事の改選が行われ、また、同日の臨時理事会等にて役付理事の選定、一部
顧問の選任及び各委員の選出が行われ、新しい体制が下記のとおりとなりました。一同、財団の事業に一層努力して
参る所存ですので、皆様のご指導ご支援を賜わりますようお願い申し上げます。

2015年度顧問・評議員・役員
顧 問（6名）
黒川
清（日本医療政策機構代表理事）
小玉 正智（滋賀医科大学名誉教授、前会長）
髙久 史麿（日本医学会会長）
鍋谷 欣市（杏林大学名誉教授、
元会長、
昌平クリニック院長）
牧野 治郎（日本損害保険協会副会長、元国税庁長官、元財務省理財局長）
横倉 義武（公益社団法人日本医師会会長）
評議員（7名）
石河 正樹（株式会社パソナメディカル特別顧問）
井上 大輔（日本医科大学千葉北総病院緩和ケア科臨床教授）
小林 恵一（ハワイ聖ルカ・クリニック院長、神戸大学医学部臨床教授）
呉屋 朝幸（杏林大学名誉教授、善仁会小山記念病院顧問）
鳥羽
董（百農社国際有限公司特別顧問（香港）
）
中島 康雄（聖マリアンナ医科大学放射線医学講座 講座代表教授）
渡辺 洋一（栄和興産株式会社取締役社長）
会 長
清水 一功（社会福祉法人ロングライフ小諸理事長、医療法人御代田中央記念病院理事長）

理事長
伴 信太郎（名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学分野教授、
日本医学教育学会理事長）
専務理事
髙瀬 義昌（医療法人社団至髙会たかせクリニック理事長）
理 事（8名）
宇田 左近（ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長、
教授）
遠藤 直哉（弁護士法人フェアネス法律事務所代表弁護士）
小池
薫（京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野教授）
小山
勇（埼玉医科大学国際医療センター病院長）
坂本 すが（公益社団法人日本看護協会会長）
髙本 眞一（社会福祉法人三井記念病院院長、元東京大学心臓血管外科教授）
野村
実（東京女子医科大学医学部麻酔科学教室教授）
山本 信夫（公益社団法人日本薬剤師会会長）
監 事（2名）
伊藤 信彦（浦和税理士法人代表社員）
髙倉 公朋（東京女子医科大学先端生命医科学研究所顧問、元東京女子医科大学学長）

委員会委員
（1）学術委員（18名）
委員長
髙本 眞一（社会福祉法人三井記念病院院長、元東京大学心臓血管外科教授）
委 員
池田 俊也（国際医療福祉大学薬学部薬学科教授）
井上 大輔（日本医科大学千葉北総病院緩和ケア科臨床教授）
上本 伸二（京都大学肝胆膵・移植外科教授）
宇田 左近（ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長、教授）
岡野 栄之（慶應義塾大学医学部長）
久保 惠嗣（地方独立行政法人長野県立病院機構理事長、元信州大学医学部長）
呉屋 朝幸（杏林大学名誉教授、善仁会小山記念病院顧問）
坂本 すが（公益社団法人日本看護協会会長）
髙田 和生（東京医科歯科大学国際交流センター教授）
田中雄二郎（東京医科歯科大学理事・副学長）
錦見 尚道（名古屋第一赤十字病院血管外科部長）
橋本 正良（埼玉医科大学総合診療内科学教授）
福田 国彦（東京慈恵会医科大学放射線医学講座教授）
古川 俊治（参議院議員、慶應義塾大学法科大学院教授・
医学部外科教授、TMI総合法律事務所弁護士）
宮﨑
隆（昭和大学国際交流センター長、歯学部長）
甕
昭男（YRP研究開発推進協会会長、元郵政省大臣官房技術統括審議官）
山本 信夫（公益社団法人日本薬剤師会会長）

（2）選考委員（10名）
委員長
小池
薫（京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野教授）
委 員
青木
眞（感染症コンサルタント）
赤津 晴子（スタンフォード大学内分泌内科准教授）
上塚 芳郎（東京女子医科大学医学部医療・病院管理学教授）
小林 恵一（ハワイ聖ルカ・クリニック院長、神戸大学医学部臨床教授）
阪井 裕一（国立成育医療研究センター「みんなの家」事業部長）
D.サターホワイト（前フルブライト・ジャパン事務局長）
中島 康雄（聖マリアンナ医科大学放射線医学講座 講座代表教授）
沼口 雄治（聖路加国際病院特別顧問）
橋本 正良（埼玉医科大学総合診療内科学教授）
（3）企画開発委員（6名）
委員長
野村
実（東京女子医科大学医学部麻酔科学教室教授）
委 員
宇田 左近（ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長、
教授）
遠藤 直哉（弁護士法人フェアネス法律事務所代表弁護士）
小池
薫（京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学分野教授）
小山
勇（埼玉医科大学国際医療センター病院長）
髙瀬 義昌（医療法人社団至髙会たかせクリニック理事長）

＊50音順
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Activities

事務局だより

第4回賛助会員交流会の
お知らせ

日時：平成27年10月24日（土）18:00〜
（受付17:30〜）

ております。皆様には、別途ご案内申し上げますので、万障繰り合わせて

T E L：03−3292−5936

場所：学士会館 2階 210号室
東京都千代田区神田錦町3-28

次のとおり第４回日米医学医療交流財団賛助会員交流会の開催を予定し

ご参加くださいますようお願い申し上げます。

平成27年度 事業計画書

（2015年4月1日〜2016年3月31日）

編集
後記
12

第33回 日本肥満症治療学会
（於：千葉）
３）７月18日
（土）
〜19日
（日）
第18回 日本臨床脳神経外科学会
（於：兵庫）
４）時期未定 第15回 呼吸療法セミナー
in 湘南
（於：神奈川）
５）10月17日
（土）
〜18日
（日）
第41回 日本体外循環技術医学大会
（於：兵庫）
６）10月21日
（水）
〜23日
（金）
第35回日本臨床麻酔学会
（於：神奈川）
７）10月23日
（金）
〜25日
（日）
第60回日本未熟児新生児学会
（於：岩手）
８）11月13日
（金）
〜14日
（土）
第21回日本最小侵襲整形外科学会
（於：東京）
９）11月21日
（土）
第５回日本在宅看護学会
（於：東京）
10）11月21日
（土）
〜22日
（日）
第52回日本小児アレルギー学会
（於：奈良）
11）３月５日
（木）
〜６日
（金）
第51回日本腹部救急医学会総会
（於：京都）

訃報

１．４月 平成27年度 第１回賛助会費及
び寄附金の依頼
２．理事会・評議員会
１）
５月 平成27年度 第１回理事会
（於：東京）
２）
６月 平成27年度 第１回評議員会、
第２回理事会（於：東京）
３）
10月24日（土）
平成27年度 第２回評議員会、第３回
理事会（於：東京）
４）
３月12日（土）
平成27年度 第３回評議員会、第４回
理事会（於：東京）
３．委員会
１）
６月 企画予算委員会（於：東京）
２）
７月 学術委員会（於：東京）
３）
11月 企画予算委員会（於：東京）
４）
12月 学術委員会（於：東京）
５）
１月 企画予算委員会（於：東京）
６）
２月 学術委員会（於：東京）
４．個人助成
１）
４月25日（土）
平成27年度 JANAMEF留学助成（A
項・B項）の選考委員会（於：東京）
平成27年度 環太平洋アジアファンド
留学助成の選考委員会（於：東京）
２）
８月 医学部夏期集中医学英語研修
の助成（於：米国ハワイ）
３）
10月11日（日）〜17日（土）
第12回アメリカ短期看護研修の助成
（於：米国オレゴン）
４）
３月31日（木）
平成28年度 JANAMEF留学助成（A
項・B項）の応募締切り
平成28年度 環太平洋アジアファンド
留学助成の応募締切り
５．団体助成
１）
６月６日（土）〜７日（日）
ITヘルスケア学会第９回年次学術大
会（於：熊本）
２）
６月26日（金）〜27日（土）

おか

だ

もり かつ

岡田守功氏

６．セミナー
１）
５月 第１回 JANAMEFセミナー
（於：東京）
２）
７月 第２回 JANAMEFセミナー
（於：東京）
３）
10月３日
（土） 医学留学セミナー
（於：東京・順天堂大学）
４）
１月 第３回 JANAMEFセミナー
（於：東京）
７．8月 平成27年度 第２回賛助会費
及び寄附金の依頼
８．時期未定 茨城県指導医団国外派遣
事業
（米国・ハワイ）
９．10月24日
（土）
第４回賛助会員交流会
（於：東京）
10．12月 平成27年度 第３回賛助会費
及び寄附金の依頼
11．3月12日
（土）
第５回賛助会員交流会
（於：東京）
12．出版物の発行
１）
８月 JANANEFニュース Vol.44
発行
２）
９月 「医学留学へのパスポート」
（No.15）
の発行
３）
２月 JANAMEFニュース Vol.45
発行

JANAMEF 理事
全国老人保健施設協会顧問
社会福祉法人さいわい会理事長

1935 年生まれ。1960 年京都府立医科大学医学部卒業。61 年
フランスのツールーズ大学へ留学。帰国後は、名古屋大学医学
部整形外科教室入局・中部労災病院勤務を経て、69 年より岡
田整形外科開設。1997 年より全国老人保健施設協会理事、同
常務理事、同副会長を歴任。

当財団理事 ・ 全国老人保健施設協会顧問、 岡田守功先生が去る 6 月 21 日にご逝去
されました。ここに岡田守功先生のご冥福を心よりお祈りするとともに、保健医療
の向上に、そして設立時から財団の発展に尽くされた先生のご功績とその思いを私
どもの胸に深く刻みたいと思います。長い間ありがとうございました。

今事業年度の事業活動計画は上記のとおりです。これに
つきまして若干補足いたします。今年の3月に内閣府から変
更認定を受け、国・地方自治体等の公共的な機関からの依
頼に基づき、医学医療研修者の派遣・招聘事業の支援及び
医学医療に関する調査・研究事業の支援を行うこととしてお

ります。定款では従来から支援業務ができることになってお
りましたが、公益法人への移行認定時には予定しておりませ
んでした。今後は、公益目的事業の間口を広げ、医学医療
の国際交流を通じた国民の保健・医療の向上により積極的
に貢献して参りたいと考えております。
（事務局長 坂上正人）

