
第 5 回邦人医療支援ネットワーク（ジャムズネット）世界会議 

5th JAMSNET WORLD MEETING 

議事録 

 

日時：２０１８年 10 月 6 日（土）９：００am－１１：００am 

会場：ニューヨーク日系人会 49West 45th street, 11th Floor, New York NY 10036 

司会：本間代表 

書記：ロウズまさみ 

 

１．冒頭挨拶 9:00am – 9:15am 

（1）本間代表から 

（2）石塚領事部長から 

－現在 NY 周辺では約 8 万人以上の邦人が在住、年間 30 万人の日本人旅行者が NY を訪れてい

るが、それはハワイ州に次いで全米第二位の数である。それら邦人の大多数が平穏に暮らす中

でも、医療、精神、子供育児教育、DV の問題を抱えている人は多く、その支援のニーズは高

い。ニーズに対して領事館は直接対応できるわけではなく、相談を受けた内容に応じて

JAMSNET 傘下の各メンバー団体に効率的に対応してもらい、領事館と JAMSNET の連携が有効に

機能している。（例：メンタルヘルスネットワーク、Japan Education Center、Womankind） 

－領事館としては、定期的に行われる JAMSNET 定例会議がＮＹ総領事館で開催され、団体に場

所を提供している。領事館としても各グループの活動などが把握できる良い機会であり、有効

に機能している。 

－JAMSNET の東日本大震災など活動の支援、進化／深化に感銘を受けている。 

－領事館として JAMSNET の広がりが世界中に広がりを心強く感じる、またこれからも進化／深

化し続ける事を願う。 

 

2．ジャムズネット各地の活動報告（各 15 分）9:15am – 10:15am 

＊各地区の活動と問題点、経理・会計、活動費用などについて 

（1）東京（仲本氏） 

－今回の東京からの来場者：古閑比斗志（理事長）、井上孝代（理事）、岡田慎一郎（事務

局） 

－現在会員数 125 名、JAMSNET 東京は会員の会費で主な運営費を賄っているため、会費をウェ

ブで納めることが出来るように調整中。会費を三年未払いの場合、退会となる。 



主な活動  

－新ホームページの立ち上げ（一週間に一度ほど医療相談あり、仲本先生が対応している）、

講演会の開催（基本的に会員向けだが一般も参加可）、感染症などの情報提供   

－市民公開講座 2016 年「スポーツと健康」オリンピック、パラリンピック開催決定に伴い開催 

       2017 年「異国での生と死 」 

       2018 年「医療難民を救う」熊谷晋一郎（小児科医）講演、国内でも障害者が医

療アクセスに苦労している 

－会費の収集法として日本のクレジットカードで決済出来るようにした。 

－JAMSNET アジアと共同で PFA サイコロジカルファーストエイド、心の支援の教育を橋口先生

協力のもと、シンガポールで 1 月 6 日に行った。次回は 12 月 14 日に開催予定。 

今後の課題  

－運営資金としてファンドレージングを考えている。（ホームページ上に寄付のページを設

け、企業、個人からの寄付を募る）そして会員が一方的な受者になりやすいので、今後は講演

会などの演者／スピーカーになってもらいたい。 

－武井先生（会計）、池田みどりさん（実務）、市川弘道さん（事務局長） 

－企業からの寄付として春日部さくら病院（月 5 万円）、その中から事務局に支払っている。 

－現時点では特殊法人などの届け出るつもりはない。 

－JAMSNET ドイツ馬場先生より、確定ではないが来年のジャムズネットワールドはドイツ、ベ

ルリンにて 7 月か 9 月開催可能かもしれないと連絡あり。 

 

（2）カナダ（傳法氏） 

今回のカナダからの来場者：岡田由佳（Momiji Health Care、看護師）、八田潤也（フィジカ

ルセラピーPhD キャンディデート、コロンビア大学）、菅野武（東北大学医学部非常勤講

師） 

活動  

－JAMSNET カナダでは年に一回主要都市にて総会・カンファレンスを開催。トロントまたは

バンクーバーにて会議を開催してほしいとの声もある。 

－ホームページに寄付のページを設け、2017 年に法人化、慈善団体登録したので＄10 以上の

寄付の場合 Tax レシートを即座に出すことが出来る。寄付はドナーボックス（非営利団体）、

ストライプでのクレジット決済ですることが出来る。これにより二か月で約 30 万円の寄付を

集めた。 



JAMSNET カナダ第１回総会 2014 年はトロント総領事館で行われ、オタワから仲本先生と秘

書が来場。スピーカー安福和弘医師（最先端医療と科学技術－ロボットによる肺癌に対する超

低侵襲手術）、第２回総会 2015 年日本国大使館で行われ、白石医務官が調整にあたった。講

師は柴田隆典医師（乳癌の最新治療とモントリオールアカデミークラブの歴史） 

第 3 回総会 2016 年はマギール大学のヘルスセンター、キャンサーファンデーションで行わ

れ、スピーカーは、和歌山県の小野善郎児童精神科医師（子供のメンタルヘルスと児童精神医

学の Cross Talk の講演。 

第４回総会 2017 年はエアドリー、アルバータにて、講師岡田由佳さん（認知症サポータート

レーニング） 

第 5 回総会 2018 年はトロントジャパンファンデーションにて、ＪＳＳの公家孝典カウセラ

ー、吉田常孝医師、菅野武医師、安福和弘医師、徳原純子看護師の講演。盛会に終わった。 

キャラバンメイト養成講座 2013 年 10 月 21 日 トロント総領事館にて開催。54 名の参加者

が集まり、オタワ大使館医務官仲本先生、Origami Therapy Association 小林利子氏講演。2014

年 9 月 21 日バンクーバー総領事館にて 50 名の参加者が集まった。 

認知症サポーター養成講座 2015 年 3 月 29 日トロント日系会館にて、2015 年 12 月、2016 年

1，2 月トロント日加学園にて、2017 年 7 月 23 日カルガリー日系会館にて開催。 

JAMSNET カナダ現態勢（2018 年 10 月 5 日現在）  

議長（事務局）：傳法（トロント）、セクレタリー：前田（トロント）、トレジャラー：中村

（トロント）、名誉議長：柴田医師（オタワ）、副議長：高野、（モントリオール）、理事：

吉田昌義（オタワ）、理事：橋本（バンクーバー・ＢＣ）である。プレーリー・準州からは欠

員。 

現状 法人化を契機にメーリングリスト登録会員の継続確認を取り 65 名が継続、3 名が休会と

なった。総会では過半数の定足数を大きく超える(90%)出席と委任状を確保。10 月 4 日現在会

員数は 71 名と増えている。法人化を契機に顧問弁護士、公認会計士との関係は良好である。 

 

課題 １）JAMSNET カナダでは各領事館との関係は良好であるが、赴任医務官や領事担当官

の考え方に左右されることが多く、異動が多い中、継続的な関係を築くのに苦労を要する。 

２）各地域に担当理事を置き、総会は各地で持ち回りで行っているが、現在事務局は議長のそ

ばに置かざるを得ない、セクレタリーとトレジャーを安定的に確保するのが難しいなど、事務

局の態勢の確立が課題である。地域の活動がバンクーバー中心に興ってきている為、トロント

とバンクーバーとで交互に総会を開催する案も出ている。 



３）メンバーシップ（会員費）を中心に財政を確保したいが、現在あまり収集できていない。

会員費：企業＄250、非営利団体$100、個人：なし（寄付のみ）。個人からの寄付に対して、

クレジットで決済できるシステムをつくったので、この価値は大きい。 

４）NAJC(全カナダ日系人協会)と協力関係を強める方針をとっている。行動旅費等の活動の資

金を確保すること、全国的な活動展開をするために NAJC の全国理事会の選挙に、ＮＡＪＣの

エドモントン支部及びトロント支部の有志から推薦を受けて出馬し、議長の傳法がデイレクタ

ーになった。 

 

世界各地によってジャムズネットの働きはちがう。場所によって形が違い、それによって違っ

た協力体制を作ることは、非常に重要な課題である。（本間） 

 

（３）アジア（吉田氏） 

－2013 年 7 月 JAMSNET アジア設立。在タイ大使館の協力の下、タイ、バンコクのバムルン

ラート病院の百武加恵医師を代表世話人として設立。在タイ大使公邸で設立レセプションも開

催された。アジアとその周辺地域で活躍する邦人医療関係者間の情報交換・連携。また、アジ

アとその周辺地域在留邦人の医療支援。「つなぐ」をキーワードに、ジャムズネット東京と連

携しながら、アジア・環太平洋で「国境を跨いで活躍する日本人」を支援することを目的とし

て活動している。2017 年 9 月から、シンガポールのニホンプレミアムクリニックの橋口宏医師

が代表世話人を務める。事務運営は、35 カ国 75 人の世話人の合議で行っている。また、2018

年 8 月からは、厚生労働省医務技監である鈴木康裕氏に顧問を務めて頂いている。ジャムズネ

ットや、そのサブグループであるバンコク・メンタルヘルスネットワーク（2013 年 12 月設

立）の運営に関しては、ジャムズネット（ニューヨーク）の経験を活かした。2018 年 8 月に

は、国別地域グループとして、ジャムズネット・タイランドが活動を開始した。（前代表世話

人の百武加恵医師が代表） 

アジアでは国によって医療制度や文化も違うため、NY で培ってきたものを、そのまま活用で

きないこともある。できる限り、顔の見える関係を保ちつつ、ニューヨークで培った

JAMSNET ブランドの信頼を利用してネットワークが拡大した。設立当初は 60 名だった会員

数も、2018 年 9 月現在、41 カ国３３４名が参加している。 

－JAMSNET アジアは NPO 法人ジャムズネット東京の提供するネットワークであり、医療ツ

ーリズムが盛んなアジア地域の医療に関する情報共有と発信を行っている。 

－JAMSNET アジアの範囲は、トルコ、イスタンブールを境に、中東、オセアニア（大欧

州）、米西海岸、南米太平洋側、極東ロシアも含む 41 か国に及ぶ。 



－JAMSNET アジアは参加者が広範囲にわたる為、総会を開催することが難しい。そのため、

イベントを兼ねてタイやシンガポールで不定期に総会をしてきた。また、アジアで初めて開催

したサイコロジカル・ファスト・エイド（ＰＦＡ）ファシリテータ研修（2013 年 7 月）をはじ

め、これもアジアで初めての開催となる「認知症キャラバンメイト・サポーター」研修（2015

年）を開催し、アジアにおけるその事業の事務局を参加団体である「バンコクこころの電話」

に置いた。（※現在、「こころのでんわ」は、この事業を十分に担えていない事が問題点）そ

の他、ジャムズネット・アジア主催の講演会等をほぼ毎年企画し、実行してきた。 

－活動費用 JAMSNET アジアは会費を徴収しない。ジャムズネット東京が提供する事業体で

あり、各国の医療情報を提供する事が会費の代わりとなることとしている。それゆえ、ジャム

ズネット・アジアの参加者が、帰国した場合、ジャムズネット・アジアへの参加継続を希望す

る場合は、必ず JAMSNET 東京に参加する必要があり、以後はジャムズネット東京への参加費

が発生する。国を跨ぐため、JAMSNET アジアをいずれかの国の NPO 法人とする予定はない

が、ジャムズネット・タイランドの様に、各国のジャムズネット設立の援助はする。 

 

－JAMSNET オーストラリアについて。活動はしてなく設立目的から違うため、JAMSNET と名乗

るのはいかがか？ 本来はリーダーシップのある医師が出てきて、本来の JAMSNET の活動をし

てほしい。 

 

JAMSNET はブランドネームである。オーストラリアの様な趣旨と違うものは望ましくない為話

し合う必要がある。（本間） 

 

（４）ニューヨーク(本間代表) 

－NY からの参加者の紹介 関久美子、高橋芳子、磯角有希、坂神けいこ、森まさ子、小林利

子、バーンズ静子、加納良雄、野田美千代、ロウズまさみ、柳沢ロバート 

－2005 年コミュニティサービスをする為に発足。NY では大きな日本人サポートがあったが重

複したものが多かったので、どのように効率的にしていくかが課題であった。JAMSNET は NPO

法人であり、領事館がアドバイザーとして参加している。このように官民一体となって活動す

るシステム（領事館、医務官が変わっても同じ活動が継続できる）は、吉田常孝医師が発案、

今も続いている。 

－活動 JAMSNET は 23 構成団体協力、活動している。個人がメンバーではなく、似た趣旨の

グループが集まり一つの団体となり JAMSNET のメンバーとして参加している。その団体の代表

が理事会に出席、JAMSNET をつくっている。 



－JAMSNET は会費はなく、企業のサポートで運営している。23 団体に年間＄１０００までのサ

ポートがあり、本間代表が米国日本人医師会会長時に JAMSNET が同医師会よりサポートを受け

られるシステムを構築した。JAMSNET は情報交換だけでなく、全員に対して金銭面でのサポー

トもしている。 

－ メンタルヘルスネットワークは東北の震災以降、現在も毎年東北に行き大学教員サポー

ト、新しい人材教育などを続けている。JAMSNET はその活動に年間＄5000 サポートをしてい

る。 

－学生のための新しい人材の育成、Japan Education Center の森さん、バーンズさんを中心に若

い子供のいる家庭へのサポートも行っている。 

－３か月に１回理事会、定例会を行っている。定例会は NY 総領事館にて行い、JAMSNET のパ

ーティーを大使公邸で開催するなど、領事館との関係も深い。 

－外務省では緊急時の連絡手段も課題となっており、JAMSNET のネットワークを通して米各地

に連絡を流すことができる。例：JB LINE(Japanese Bostonian Support Line,ボストンを中心にし

た団体)、Japanese Association Of Greater Philadelphia (フィラデルフィアを中心にした団体)、

米国日本人医師会、Young Japanese Breast Cancer Network(乳癌の団体) 

－JAMSNET WORLD 開催 

－ホームページ 新しいものを作ることを考えている。 

－外務省のホームページ、領事館の WEBPAGE にも JAMSNET が載っている為、外部の人々に

も信用できる団体だと捉えられる。ブランドネームを守ることも非常に重要な課題である。 

－春、秋ヘルスフェア：日系人会にてグループが一体となり開催。今年の秋の期間約 2000 人

来場。JAMSNET から＄５０００のサポートをしている。 

－東北地方のサポート：鈴木医師が岩手にて、柳澤医師が福島、相馬にて JAMSNET、JAPAN 

SOCIETY のサポートのもと、メンタルヘルスクリニックを開設。メンタルヘルスネットワーク

からバーンズさんが毎年出向き、大学教員のサポート、新しい人材教育をおこなっている。メ

ンタルクリニックは三輪医師が拠点となっている。 

－3.119.11 プログラム：柳澤医師が創立、9.11 テロ被害家族と 3.11 震災被害家族との交流を

こころみる。震災を風化させない様に続けていく予定である。 

－2012 年-現在 東北レジデントプログラム：今年 6 年目に入るプログラム。震災の後東北地

方に研修医が来なくなった為柳澤医師、鎌原医師が先頭になり立ち上げたプログラム。東北大

学ではじまり、宮城、福島、岩手より年間 2 回 10 人づつの研修医が 12 月に米大学にて 1 週

間過ごし、彼らに表彰状を渡すというもの。 



－2011-2015 年コロンビア大学にて本間代表、カーティス教授（ポリテイカルサイエンス）、

高村教授（ソーシャルワークデイーン）によるプログラム 

－2012-2015 年西村しんいちフェロープログラム：ジャムズネットの資金を使い三人の米学生

に日本での災害医療プログラムに参加してもらった。 

－ハーブ条約、国際結婚の調査では JAMSNET が協力し、407 人のアンケートが集まった。 

－活動費用、会計 個人、企業の寄付があり、伊藤園、本条社長とその家族が主な個人寄付

者。 

米国日本人医師会から 2 万ドルの寄付。加納真紀医師が代表である日本人コミュニテイサポー

トプログラムにより、毎年応募の中から選考委員会により選ばれた 10～15 組の NPO 組織が

＄1000 から＄4000 のサポートをもらえる。 

東北支援として JAPAN SOCIETY からは＄1.３million, またロックフェラー財団三菱地所社長から

800 万円寄付があった。 

会計、経理は加納良雄氏が担当、現在潤沢な資金がある。 

このように常に先を見て、同じグループをどの様に結びつけるか、同じミッションにどのよう

に進んでいくのかが大きな課題である。JAMSNET 一体となり、大使館、外務省と関係を深め、

ほかのグループとも協力体制を作って、JAMSNET WORLD と考える。 

－まとめ JAMSNET WORLD は健康と社会福祉の情報ネットワーク、外務省との協力は非常に重

要、世界中をつなぐネットワーク、紹介．相談のサポート、緊急時のサポート、 

常に JAMSNET はどのように繋がっているか接点を見極めながら自分たちのしたいことを考えて

いくのが重要である。（本間代表） 

 

3．その他 10:15am – 11:00am（本間代表） 

今回の会議の印象 JAMSNET が世界中に参加者がいる―強み 

         JAMSNET インフラ、事務局が弱い―弱み 

これからの課題－南米、アフリカにも邦人がいる、拠点を作り広げるのも可能では？ 

経済的に効率よくするために、ソーシャルメデイア、ウェブをうまく使う。東京が一番進んで

いると思われ、それをつないでいくシステムを作らないといけない。ワールドオフィスなどを

作ることもよいと考える。外務省と繋がっているので、色々な国での法人のための制度改革な

ど日本でも海外に導くための制度改革など、政治的なパワーが使えるようになればいい。どの

団体でも 3，5，10 年後、どういう風になりたいか目標を決めて進んでいくことが重要である。 

（１）Future Vision : 3 年( W/オリンピック)、5 年そして 10 年後について 



外務省、総領事館との関係は重要で、仲本氏、吉田氏は JAMSNET を仕事の範囲と思っていた

が、そう捉えない領事、職員もいて徐々に浸透してほしい。その点について石塚領事にご意見

を聞きたい。（仲本氏） 

領事館としてこれまで邦人、在邦人支援の関係から考えて、JAMSNET を活用したいと考えてい

る。例としてかつて勤務地であったドイツでも在留邦人の高齢化。ドウッセルドルフ、ミュン

ヘン、ハンブルグ、フランクフルト各地に法人支援団体はあったが連携しておらず、ベルリン

に至っては邦人支援団体が存在していなかった。個別で相談で受けるがピンポイントで答える

システムがない。JAMSNET では相談を整理し、ピンポイントで対応できるシステムがあり

JAMSNET がしていることと、外務省、総領事館がしていることは密接に関係している。カナダ

の傳法氏から問題視されていた領事館との関係について、JAMSNET カナダとその時に抱えてい

る領事館の問題が一致していない為起こりうる問題である。それゆえにコミュニケーションを

とるのは非常に大事である。吉田先生が NY に持ってこられたように、カナダの領事担当の領

事は JAMSNET の理事になるというシステムを作ってはどうか？（石塚氏） 

領事など、人事異動人があると JAMSNET との繋がりが薄れてしまう。（仲本氏） 

医務官が関わることが重要で、医務官が領事に説明するのが良いと思われる。医務官採用時に

JAMSNET の事を仕事として説明するのもよいのでは？（吉田氏） 

2018 年 11 月にＮＹで行われる医務官会議にて、初めて JAMSNET を紹介する予定。世界各地に

いる法人の為、JAMSNET を活用し邦人支援をしていく。（仲本氏） 

キャラバンメイト研修の為の会場提供など、トロント領事館との関係はよかったが、オタワ大

使館より、ジャムズネットカナダの設立趣意書の中の会員の範囲に、在外公館担当官が入って

いること、連絡先に大使館医務班が入っていることが問題視され、昨年 6 月に大使館及び総領

事館との関係を改めることで合意した。また、カナダには日本語を話す医師等医療専門職が少

なかったため奨学金制度を作るための募金活動を内部の会員に提案した際に、大使館がファン

ドレージングーにまきこまれるのは好ましくないのではという意見が大使館内にあったようで

ある。現在は大使館、総領事館、医務官とは独立にジャムズネットカナダの活動を展開し、現

在各地域で関係を再構築中である。（傳法氏） 

ファドレージングをするときに大使館の名前を書くことはできない。（仲本氏） 

場所によってファンドレージングをしにくいところもあると思うので、全 JAMSNET に資金が行

き渡るように、システム化をして五年後をめどに JAMSNET WORLD にファンドレージングが出



来るように具体化していきたい。するのが良いかと思われる。サポートする企業としても「世

界中に強い繋がりがあり有効」と考えてもらえるのでは。（本間代表） 

（２）LOGO の変更について 

JAMSNE のロゴは正式に作られたことが無かったため夏ごろから検討した結果、今回決定した

物を正式なロゴとすることになった。いくつかの案の中から、ゴシック体（印刷物にはっきり

と出る）で JAMSNET のロングフォームがわかりやすく入ったものが選ばれた。（加納氏） 

 

JAMSET は世界に広がっているのでロゴにも共通点が無ければならないが、一つ一つの地域の特

徴を生かしたデザインがあってもよい。（本間代表） 

 

（３）世界邦人医療支援ネットワーク会則のアップデートについて（本間代表） 

JAMSNET WORLD の会則は三年前につくった。 

何か意見がある場合は、坂神さんに EMAIL を送信すること。 
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