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 令和3年の新春にあたり、ヒューストン日本

商工会の皆様方に新年のご挨拶を申し上げ

ます。旧年中は、当総領事館の活動にさま

ざまなご支援やご協力、激励などを頂き誠に

ありがとうございました。この一年間は、米国大統領選挙をはじめとして本

当に様々な予想外の出来事や展開がありましたが、何と言ってもコロナ禍

が我々の生活や仕事を一変しました。商工会の活動も大きく制約をうける

なかで、地元日本人医師の方々のご協力によりコロナ対策セミナーを実

施し、また地元ヒューストン市やハリス郡への浄財を集めこれを寄付してく

ださったことは何よりも高く評価されております。ともすれば下を向きがちな

状況にあってこうした前向きな取り組みを主導してくださった商工会の気

概に深く敬意を表したく存じます。 

 コロナ禍にあって、これまで以上に頻繁に聞くようになった「強靭」

resilienceという言葉があります。単に強いというだけでなく、しなやかで粘り

強いという意味のようです。つまりコロナのような未曾有の外敵が襲ってき

てたとえ一時的に大きな打撃を受けたとしても、これを人類の英知を結集

して克服し、のみならずそこを逆手にとってこれまで以上の経済社会変革

を遂げていくという考え方。米新政権が標榜するBuild Back Better「より良

い復興」というのもこうした考えからきているのでしょう。そういえば旧年末

に我らがヒューストンの野口聡一・宇宙飛行士をのせて打ち上げられたス

ペースXミッションの名前もまた「強靭」でした。 

 ビヨンド・コロナ、つまりコロナを超えた向こうにある世界は、今年から本

格的に切り拓かれます。より持続可能で強靭な社会を創っていく鍵は技術

と英知であり、これこそが日本企業が当地で貢献できる強みでもあります。

ヒューストン日本商工会がこうした貢献をさらに進めることで地元コミュニ

ティとの絆をいっそう深化されんことを期待して、年頭のご挨拶とさせてい

ただきます。                                                                                                          

                                                        令和3年 正月吉日 

                                            

                                      

 

    新年あけましておめでとうございます。皆

様におかれましては、健やかに新春を迎え

られたことと、お慶び申し上げます。 

 令和三年は丑年（うしどし）です。十二支で

一番歩みの遅い丑の年は、先を急ぐことなく、一歩一歩着実に物事を進

めることが大切な年といわれています。着実な歩みでコロナ禍を乗り越え、

その先に希望を持ち進んでいける年になるように祈っております。 

 昨年は新型コロナウイルスへの対応として、ヒューストン在住の日本人医

師の方々に2回にわたるご講演会を通じて大変貴重なアドバイスを頂きま

した。また、会員の皆様を対象とした募金活動を通じて、合計5万ドルの支

援を医療関係者等に行うことができました。本活動に対して、ヒューストン

日米協会からHouston-Japan Friendship Awardを頂いております。 

 ヒューストンでもワクチンの投与が医療関係者から始まっています。コロ

ナ禍の最前線で活躍されている医療関係者の皆様に改めて心から感謝

を申し上げたいと思います。 

  スポーツイベント、商工会活動も多くが中止となった一年でしたが、ゴル

フにおいては日本からヒューストンの大会に参加された松山選手は2位、

渋野選手は4位という活躍がありました。会員の皆様、ご家族においても長

引く在宅勤務やオンライン授業が継続され、ストレスも溜まる中、大きな勇

気をもらったのではないでしょうか。本年は東京オリンピックが開催され、

世界に明るいニュースを届けてくれるものと信じています。 

  ヒューストンは全米2位の人口増加が続いており、ヒューレットパッカード

社を始め大手企業の進出もあり、多様性のある人材の宝庫です。昨年12

月にはターナー市長の日本バーチャル訪問、及び「米国ヒューストンビジ

ネスウェビナー」を通じて、日本の多くの方にヒューストン市の魅力を伝え

ることができました。本年も商工会の活動を通して、地元コミュニティ・日米

関係団体と協力し、皆様の御支援・御指導を頂きつつ、工夫して活動を

行って参りたいと考えています。 

   会員各社の皆様にとって、素晴らしい一年となりますことを祈念し、年頭

のご挨拶とさせて頂きます。                                           

                                                         令和3年 正月吉日 

                                              

 

 

 ヒューストン日本商工会会長 

 北米三菱商事  

相澤 稔 

ヒューストン日本商工会名誉会長 

ヒューストン日本国総領事  

福島秀夫 

ヒューストン日本商工会 理事委員会 

着実に歩みを進める年に 我ら共に「強靱」たらん  
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令和2年度（2020-2021）12月度 商工会理事委員会 議事録 

令和3年度幼稚部入園児童・小学部入学児童募集

のお知らせ 

 ヒューストン日本語補習校・令和3年度幼稚部入

園児童、及び、小学部入学児童を募集していま

す。 
 

幼稚部入園・小学部入学募集対象児童 

・入園適齢児: 平成27年4月2日～ 

          平成28年4月1日までの誕生児 

・入学適齢児: 平成26年4月2日～ 

          平成27年4月1日までの誕生児 

入園・入学面接日時（集合時間は別途連絡） 

・幼稚部: 令和3(2021)年1月23日(土)13:00～16:00 

・小学部: 令和3(2021)年1月30日(土)14:10～14:45

面接会場 

・三水会センター会議室        

入園・入学面接に関する問い合わせ 

・ヒューストン日本語補習校公式サイト  

会員限定 

https://www.jeihouston.org
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1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 カルソフト・システムズは1994年に創業した企業向けITシステムの総合イン

テグレータです。ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、ダラス、東京、中国の

各拠点に合計約100名の社員を有し、全米の日系企業を始めとする300社以

上のお客様にサービスを提供してきました。お客様の業界は、流通・卸売、製

造、物流、旅行、小売、サービス業など多岐にわたります。最近ではヒュースト

ンを始めとするテキサス州にもお客様が増えサービスを提供しております。 

 弊社は特に企業における会計処理や在庫・生産・物流管理などを効率化す

るソフトウェアの導入と保守を得意としています。またシステム導入前のコンサ

ルティングから始まり、ITインフラの導入・保守も含めた一貫したサービスを行

える事も特長です。 

 またITの世界では次から次へと新しい技術が出てきますが、最近流行りの

人工知能（AI）の活用やあらゆるモノのインターネット接続（IoT）、そしてロボッ

トアプリによるデータ入力業務の自動化（RPA）などの新しいご要望にも私共

はお応えする事ができます。 

 なお弊社のお客様のうち85%以上が日系企業であり、弊社は在米日系企業

向け基幹業務システム（ERP）の導入数においてトップシェアを持っておりま

す。また多くの社員が日本語を話すだけでなく、日本での業務経験があるメン

バーを積極的に集めており、日系企業のお客様に必要とされる高品質の

サービスを多言語でご提供できる事も大きな特長です。 

 ここヒューストンにおいても日系企業の皆様の業務が効率化され最高の業

績を上げられるよう微力ながら貢献してまいりたいと思います。 

2．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 もう随分前になりますが、ダラスに短期駐在していた際にヒューストンに初め

てドライブで訪れる機会がありました。その時の印象は「海があって自然が豊

かで住みやすそう！」でした。次のヒューストン来訪の機会はカリフォルニアか

らフロリダまで車で大陸横断する途中でした。久々に大都会の活気に触れ何

やらほっとしたのを覚えています。またその後仕事でよく来るようになってから

のヒューストンの印象は「とにかく広い」と「有料道路が多い」でした。当時はま

だレンタカーでのタグの利用が限られていたので、よく事情を知らない私は空

港から客先まで高速と下道を行ったり来たりで凄い時間を費やした事もありま

した。（今では笑い話ですが）    

 今のヒューストンの印象は「粘り強い街」です。ハリケーンや洪水、原油価格

や政治的な影響にも負けず、しっかりと復活を繰り返す街と人々のパワーに

感動しています。  

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 私は愛知県出身で、大阪、東京での生活を経て、

アメリカでは17年間働いております。今では2人の息

子の父ですが、自分の趣味であるオフロードのオー

トバイはしっかり楽しんでいます。特にメキシコのサボ

テン地帯を走る体験は最高です。一方もう一つの趣

味である和太鼓は少々休止中です。 

 また親子共に天体や宇宙船に大変興味を持って

おり、ヒューストンでお仕事をできるご縁に感謝して

います。今度ともどうぞよろしくお願い致します。 

会 社 紹 介 

ヒューストン市長、初のバーチャル訪日団 

ついに実現 

ウェビナー 

 12月8日、シルベスター・ターナー市長とグレーター・ヒューストン・パートナー

シップのボブ・ハーベイ会長を団長とするバーチャル訪日団がオンラインで日

本を“訪問”した。ターナー市長が2020年1月からの2期目、最初の外遊先に選

んだのが日本。当初、20年春の桜の美しい季節とヒューストンから初めて乗り

入れる羽田空港への初便に合わせ訪日する予定だったが、新型コロナの影

響で延期に。それでも市、GHP側から「日本は重要。まずはバーチャルでも訪

日し来年に繋げたい」との計画が浮上した。当商工会、さらに在ヒューストン日

本国総領事館、JETROヒューストンらも協力し、約2か月の準備を経て当日を

迎えた。 

 当日はターナー市長ら約20名の団員が、ANAの羽田行き特別機にバー

チャルで“搭乗”、キャプテンを務めた名川特命理事からの「当機はこれから羽

田に参ります。シートベルトをしっかりお締めください」の粋なアナウンスに機内

は和やかな雰囲気に。機内食や、日本の名所のビデオ鑑賞をバーチャルで

体験するうち、あっという間に羽田に“到着”。その後訪日団は姉妹都市である

千葉市の熊谷俊人市長と長年の温かい交流の継続を確認し、その後JETRO

本部の曽根一朗理事との面談などに臨んだ。 

 訪日団のハイライトは、ターナー市長、ハーベイ会長が自ら日本企業に

ヒューストンでのビジネスの魅力を訴える米国ヒューストンビジネスウェビナー。

当商工会が、総領事館、ヒューストン市、GHP、JETROヒューストンと共催で行

い登録者数は日米双方より530人に上った。 

 会の冒頭、福島秀夫総領事からは「日本の友だちヒューストン」と題し、「市

も、地元ビジネスも、コミュニティも、みんながフレンドリー」と当地の生活者目

線も交えて熱いメッセージを日本の聴講者に向けて発信頂いた。 

 ターナー市長は基調講演で「経済と文化の両面で強い絆があることで、

ヒューストンと日本の関係を特別なものに」「1836年に一つの港として始まった

この町は、いまや世界のエネルギー首都であり、生命科学、製造業、航空宇

宙など多様な産業の集積地へ進化した」と紹介。特にエネルギーに関しては、

「世界のエネルギー・トランジションを主導する」「革新的なエネルギー企業

“Energy2.0”を2025年までに50社創造する」など、絶え間なく進化し続ける

ヒューストンの姿を日本企業聴講者に強く印象付けた。 

 締めは、日系企業を代表して当商工会の相澤稔会長から。ヒューストンでの

日系企業の活躍、そして商工会として日本企業の更なる進出を歓迎するメッ

セージを頂き閉会した。 

 当商工会とヒューストン市は、当地での企業活動はもとより、2017年ハリケー

ン・ハービー時の義援金、2020年の新型コロナ救済基金への寄付や病院への

お弁当寄付など草の根での交流も続いている。今回のバーチャル訪日団の準

備を通して、商工会、市、GHPの関係は実務的にも今までに増して強力なタッ

グを組める関係になった。市長をはじめ今回の訪日団は「組むならやはり日

本」との意を強くされたと確信してる。ヒューストンと日本、今後ますます面白く

なってきそうだ。 

▲ ヒューストン発・羽田行きバーチャル特別機 ターナー市長交え和やかなフライト模様  

（文責: 名川 譲 特命担当理事（他団体担当）/ANA 

     桜内政大 企画・調査委員長/JETROヒューストン）  

Calsoft Systems  
（カルソフト・システムズ）  

準会員 梅村 康夫 さん 



4 

 

Vol.46 No.4 January2021 Gulf    Stream 

生活・情報委員長  
＜お助けマップ・読み聞かせ・あそぼーかい＞ 
 

近鉄インターナショナル（U.S.A.）, Inc.  

根本真樹子 

Part 3 

新理事委員紹介 

職務内容: 商工会の運営状況や行事、総領事館からの連絡や日本語補習校の

活動状況、会員に役立つ記事などを取りまとめた月刊誌「ガルフストリーム」の編

集委員長をしています。 

抱負: 広報委員長を務めさせて頂くのも3期目となりました。毎月JOGMECの事

務所で行っていた編集会議もWeb開催となってしまいましたが、ボランティアで参

加して頂いている編集委員の皆様に、強力にリードして頂きながら、毎月の発行

を継続しています。各種の商工会行事が中止になる中、皆様にご興味を持って

頂けるように様々な新企画を取り入れつつ、ビジネス関連の記事の充実も図っ

て、商工会広報誌として12ページの誌面を1年間、しっかり皆様にお届けしたいと

思います。 

自己紹介: 初めての海外駐在、しかも単身という事で最初は不安でしたが、 さす

がに2年半近く経ちましたので、単純ながらも軌道に乗った生活を送ることが出来

るようになり、一番の不安だった料理もレパートリーが増えました。こちらに来てか

ら週末にテニスを始めたのですが、新型コロナの影響で最近は参加できておら

ず、今は黙々と走っています。本号が発行される頃には、3度目のヒューストンマ

ラソンを、バーチャルで無事に完走している予定です。 

広報委員長  
＜ガルフストリーム＞ 
 

Japan Oil, Gas and Metals National  
Corporation (JOGMEC)  

松澤 進一 

企画・調査委員長  
＜商工会主催の各種セミナー＞ 
 

JETROヒューストン  

桜内 政大  

職務内容:  商工会主催の各種セミナーを企画、運営しています。 

抱負: 昨年度は新型コロナの感染拡大を受け、当地日本人医師の感染症専門医

の先生のご協力を得て、オンラインでのコロナ勉強会などを開催しました。開催

後、会員の方以外に、そのご家族から反響を伺い「家でも気軽に聞けるオンライン

方式は、ご家族含めて有益」と実感しました。今年もオンラインを中心に、幅広い

方々のお役に立てる企画を考えたいと思います。 

 2019年10月の着任当初、商工会会員の多くの皆様からたくさんのご恩を頂戴し

ました。これからは少しずつでもお返ししていければと思います。 

自己紹介: 出身は仙台、育ちは新潟。ＪＥＴＲＯでは医療機器の海外展開支援や、

安倍総理の1期目、2期目の2回、内閣官房で仕事をさせて頂くなどしました。ワシ

ントンＤＣ駐在の2005年、大リーグ全30球団のスタジアムで野球観戦した記録あ

り。週末はテキサス独立戦争の史跡めぐり、州内醸造所を訪れてのウィスキー収

集、州内のハンバーガー、パイ食べ比べなど、新型コロナ下でも安全そうなところ

で活動中です。  

職務内容: 日本商工会と日本人会共催のピクニックの主幹事

を担当いたします。ピクニックは、毎年初夏にヒューストン郊外

の観光牧場で約1,000人が参加する盛大なイベントです。子どもたちお楽しみの

ゲーム、バウンスアトラクション、子供動物園、各団体でのバーベキュー、豪華賞

品のラッフル抽選と、盛りだくさんの一日です。当日の運営を、副幹事の三井物産

様、また毎年輪番制で担当いただく幹事会社様、商工会事務局の方々と行いま

す。入場時駐車場案内、会場パトロール、キッズアトラクション、予算管理などが仕

事です。 

抱負: 多くの日本人家族がヒューストンの初夏の大空の下で集い楽しむ 一大イベ

ントを安全に運営し、それぞれのご家族がお帰りになる時に「今年も楽しかった

ね！」と言っていただけるようなイベントにしたいと思います。ただ、残念ながら他

のイベントと同様、開催はコロナが終息することが前提です。開催できることを切に

願っております。 

自己紹介: 南西郊外クリアレイクに住んでおります。 最近、家の周りの身近な自然

に目が行くようになりました。モナークバタフライ、ハミングバード、カージナル、オ

スプレイ。ゴルフコースで、アルマジロ、アリゲーターに遭遇することもあります。  

文化委員長  
＜ピクニック主幹事＞ 
 

Kuraray America, Inc.  （クラレアメリカ ） 

鈴木 一  

職務内容: 運営委員会メンバー・教職員の方々と協力して、日本語補習校の財政

管理、教職員の人事対応（採用・報酬など）、現地教育委員会・現地校との折衝

（校舎借用契約ほか）、安全管理、広報（補習校行事のガルフストリームへの寄稿

など）、学校運営全般に関する学校長との相談などの業務を行っています。 

抱負: COVID‐19パンデミックを受けて、補習校は、対面授業になるべく近いレベ

ルでのリモート授業を提供することを目標にして、教職員の方々はたいへんな努

力を積み重ねておられます。今後も生徒の皆様が安心して、楽しく勉強や学校生

活をできるように関係者と協力して学校を運営していきたいと思っております。 

自己紹介: 2度目の米国にて、Houston生活は17年4月から3年半になります。（前

回はPittsburgに住んでいました。）全米トップクラスの大都市でありながら、とても

緑が多く、また、散歩やジョギングにてすれ違う人同士がにこやかに挨拶するこの

街の居心地の良さを楽しんでおります。商工会や補習校の仕事に携わったおか

げで多くの方々との出会いの機会を頂きました。また、宇宙セミナー、航空教室、

工場見学、お茶会など、商工会や日本人会の皆様に補習校への様々なサポート

を頂いていることに深く感謝しております。 

 

 
 

教育委員長  
＜日本語補習校 運営委員長＞ 
 

Sumitomo Corporation of Americas  

（米国住友商事）  

松野 忠久  

職務内容: 「お助けマップ」、 「読み聞かせの会」、 「あそぼーかい」 の3つのグ

ループの活動を行っています。 

抱負: 3つの活動に加え、生活情報委員会では「古本市」も開催しております。古

本市はおかげさまで毎年恒例の行事となり、うれしく思っております。これもひと

えに皆様の御支援の賜物と深謝申し上げる次第です。古本市の収益金は3つの

活動で使用しているキッズルームの設備、ショーイングジャパンの運営や活動、

図書館を充実させるための備品や新しい本の購入に充てさせていただいており

ます。次回の古本市は予約制を取り入れ、引き続き皆様が心待ちにしてくださる

イベントになるように、色々な工夫を取り入れて、ボランティアの方々と準備してま

いります。 

自己紹介: 全日空のヒューストン・成田間 で直行便が就航 、日本航空のダラス・

成田間で直行便が再開した2015年にニュージャージー州よりヒューストンにまい

りました。冬は雪や氷と戦っておりましたが、ヒューストンは寒くなるときはあるもの

の、ニュージャージーほど寒さの影響が厳しくなく、年間過ごしやすい土地での

生活を満喫致しております。 

 



他団体便り 

Gulf    Stream 5 Vol.46 No.4 January 2021 

 

 

 

組織図 ヒューストン日米協会52nd Anniversary  

Virtual Celebration報告  

 ヒューストン日米協会（JASH）は、12月3日（木）に52nd Anniversary Virtual Celebration を開催しました。2020年は、日本が初めて1860年に米国

へ公式に使節団を派遣してから160年目、第2次世界大戦終戦75周年、さらに今日の日米同盟の基軸となる日米安全保障条約調印60周年という

3つの記念すべき年に当たることにちなみ、今回のテーマを「FORGING A Resilient ALLIANCE」とし、ロゴには、気候の変化や自然災害にも強

く、強い生命力を持つ縁起の良い樹木とされている銀杏を用い、COVID-19パンデミック禍でも引き続き日本と米国の友好関係のさらなる発展を

願う思いを込めました。 

 夜7時15分からの

プレショーに続き、

7時半より「Friend‐ 

ship」、「Resilience」

「、「The Future」の

3つのパートで構成

されたプログラムが

始まりました。第1

部「Friendship」は、

“Celebrating  Resil-
ient Business Ties 

”をテーマに、ドラン

JASH 会 長 が The 

Friedkin Group 社

屋より、日本とテキ

サスの長年の良好

なビジネス関係の

象徴する日本から

輸入した1970年代

製造のトヨタトラック

と現在サンアントニ

オで製造されてい

る最新のトヨタトラックと共に、アメリカ、そしてテキサス州における日本企

業の重要性と貢献について、JASHスポンサー企業各社から提供を受け

た実際の企業活動の映像を交えて紹介しました。そして第3回ヒューストン

- 日 本 友 好 賞 が 、

ヒューストン日本商

工 会 の50年 も の

ヒューストン地域で

の貢献に対して授

与されることが発表

され、同会を代表し

て相澤稔会長より

受賞のご挨拶を頂

きました。  
  

 続 い て 第2部

「Resilience」 は 、

“Celebrating Resili-

ent Cultural Ties”を

テ ー マ に 、 ド ラ ン

JASH会長より、テ

キサス州で最初の

日米間の市民レベ

ル交流を担う機関

として設立された

JASHの活動が、在

ヒューストン日本領

事館の多大なる支

援を受け行 われ

てきたことが紹介

さ れ る と 共 に 、

2018年 に 着 任 さ

れて以来、人と人

との交流を大切に

され、自ら先頭に

た っ て 熱 心 に 活

動に参加されてい

る 福 島 秀 夫 在

ヒューストン日本

総領事へ、第3回

ジェー・トーマス・

シーファー・リー

ダーシップ賞が授

与されることが発

表され、福島総領

事より受賞のご挨

拶を頂きました。                                   

   
 

  

  最後の第3 部「The Future」は、Celebrating The  Future  of  U.S.-Japan   

Relations”をテーマに、2021年春にも国際宇宙ステーション（ISS）に長期

滞在予定の星出彰彦宇宙飛行士から、1980年代からNASAとJAXAが

ISSプロジェクトを通じての長年の強靭な絆と、自身の体験から「人と人と

が互いに協力し合えば、困難な時であっても素晴らしいことが達成できる

と信じている。Sky is not the limit!」との力強いメッセージがありました。 

 

   この他にもターナー・ヒューストン市長、ハーベイ・グレーターヒュースト

ンパートナシップ会長、日本より元駐米大使で現在は（財）日米協会会

長の藤崎一郎氏からもメッセージが寄せられました。 

 

  初めてのバーチャル開催でしたが、38の企業、団体、個人の方々から

温かいご支援を賜りましたこと、そして当日は多くのヒューストン日本商工

会員の皆様にもご参加頂きましたことに、深く感謝申し上げます。今後も

ヒューストン日本商工会との連携を密にし、ヒューストン地区での日米の

文化、教育、ビジネス交流に一層貢献できるよう活動をして参りますの

で、引き続きご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 
  

   当日、ご参加できなかった方、JASHの活動にご興味のある方は、下記

のリンクよりバーチャルセレブレーションの様子をご覧いただけます。

（https://www.youtube.com/watch?v=rB_GuCTP2tU&feature=emb_title） 

 今回の収益金はすべて、JASHの教育・文化・ビジネス等の活動、並び

にテキサス州と日本との友好、交流、そして協力のために使用させて頂

きます。JASHのイベントや活動についてはウエブサイトを是非ご覧くださ

い。 
 

第3回ヒューストン-日本友好賞  

 

 
 

 

第3回ジェー・トーマス・シーファー・リーダーシップ賞 

オープニング 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB_GuCTP2tU&feature=emb_title
https://www.jas-hou.org/
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コロナ渦におけるニューノーマル 

変化する従業員の「働く意識」 
 新型コロナウイルスは、従業員が求める働く意味を大きく変えた。これ

までは、従業員への評価として、雇用主は「昇給・昇格」などのインセン

ティブで働く意味を示す事ができたが、コロナ禍においてはこれだけで

は不十分となっている。従業員は雇用主からの「共感」を得ることによっ

て、働く意味を見出そうとしているのである。 

 例として、昨年10月、ロサンジェルス・レイカーズの優勝で幕を閉じた

NBAバスケットボールのプレイオフがある。コロナ禍においてNBAの

シーズンは一時中断となったが、リーグそのものや各チームへの経済的

影響を懸念し、徹底した感染予防対策のもとプレイオフの実施をするこ

ととなった。オーランドのディズニーワールド内に、選手とスタッフを集

め、家族を含めた外界との接触を断った「バブル」と呼ばれる完全隔離

空間を作り、プレイオフは実施された。しかし、感染を懸念し、プレイオフ

の参加を辞退した選手もいた。またBlack Lives Matter活動において、

「黒人の命が虐げられている中でバスケットをするなど間違いである」と、

プレイオフの中止を訴える選手も続出した。プレイオフでの活躍は、選

手生命を左右する大きなイベントであるにもかかわらず、フリーエージェ

ント資格のある選手においても参加辞退があった事は、従業員の意識

変化の表れといえる。 

図1  共感と団結の関係 

 

厳しい影響を受けた特定の人々を認識する  
 例えば、コロナ禍に書かれた研究論文の発表数は、男性と比較して女

性の数が圧倒的に下がったというデータがある。これは、学校の閉鎖など

によって発生する家事の負担を女性が担っていたのが原因と言われてい

る。また、大手コンサルティング会社McKinsey & Companyによると、女性

はアメリカの雇用の46％を占めるが、コロナ禍による失業者の54％は女性

であった。 

 雇用主は、新型コロナウイルスによってより厳しい影響を受けたグルー

プの存在を理解しなければならない。女性社員からリモート勤務やスケ

ジュール調整などの便宜を求められた場合、このような情報を持たない雇

用主は、女性の特別扱いは法的問題になると慎重な姿勢を示す事にな

る。中には、男性社員と比較して、この要求は単なる我儘と判断し、便宜

を与えることを拒否する雇用主もいるだろう。しかし、上記の情報を雇用

主が共有している場合は、女性社員の要望の扱いに迷う事になるのでは

ないだろうか。ここが、ポストコロナのニューノーマルの難しさである。当

然、従業員の全ての要望に応える事はできない。しかし、少なくとも女性

社員の状況を把握せずに単なる我儘と認識はできない。十分な対話をせ

ずに要求を拒否した場合は、共感どころか「全く理解がない」と当該社員

から反感を買う事になる。 

 「雇用主の理解がない」という気持ちが、差別訴訟などの引き金になる

事は多い。たとえ従業員の些細な請求の訴えに雇用主が勝訴したところ

で、従業員から取れるものもない。雇用主にとっては、労務訴訟は「訴え

られたら負け」となるのだ。特に、ポストコロナの回復を目指す上で、労務

トラブルは避けなければならない。女性が新型コロナに受けた甚大な被

害は、EEOC（雇用機会均等委員会）等の行政機関も意識している。男女

間における不当な格差に対して、EEOCの風当たりは来年度以降、さらに

厳しくなる事を雇用主は予測しておく必要がある。 

新ソーシャルメディアを介した従業員の団結 
 コロナ禍において、雇用主は、ソーシャルメディアを通した従業員のエ

ンパワーメントの動きにも配慮する必要がある。たとえば、労働組合は対

面式活動からソーシャルメディアにその活動を移行させ、活発化してい

る。これにより、情報の拡散がより迅速かつ効果的となり、従業員が自分

たちの権利を理解する機会が増えている。また、“PepTalkHer”といった

女性の為の賃金格差対策アプリなどが人気となり、アプリを通して性差別

や同一賃金法に関する知識を得られる仕組みができている。 

 筆者は、コロナ禍において従業員が便宜を求めるメールを依頼者から

見せてもらう事があるが、その内容から明らかに従業員が団結し交渉に

臨んでいるのが分かる。メールは個別送信となっているが、従業員同士

が事前に就業規則を読み込み、相談しながら雇用主対策をしているの

だ。このように、自分達にかかる法律を理解し、知識武装をし、団結をし

ている従業員が増えている事もコロナ禍のニューノーマルとなる。言わず

とも、従業員との対話は今まで以上に慎重にしなければならない。法律

を誤って解釈したり、就業規則の内容の理解不足があると、従業員の主

張を強化する事になるので、注意しなければならない。 

「団結と共感」が企業を救う  
   「ワークライフバランス」の観点から見ると雇用主と従業員は、公平性に

関する考えが相反関係にある。雇用主にとっての公平が、従業員にとっ

ては不公平となるという考えから、数々の法律が施行され、従業員の権

利を考慮するよう雇用主は調整を求められてきた。だが、今回のコロナ

禍は、雇用主と従業員の相反関係に割り込む形で、両者に不条理な環

境を与えた。雇用主は、以下の図に示すように、コロナ禍によって変化

する関係縮図を意識しなければならない。図１のように新型コロナウイル

スを機に「共感と団結」によって雇用関係を強化できる企業と、図２のよう

に共感の欠如から「相反関係」の意識を増強させてしまう企業の差は大

きい。共感が得られないと感じた従業員が、訴訟などの労務トラブルを

起こす事は、コロナ禍から回復を目指す企業の計画に支障をきたす。訴

訟に至らなくとも、共感のなさからくる優秀な従業員の離職や、団体交渉

などの労使問題になると、やはり企業は足下をすくわれる事となる。 

 実は、2020年度

の連邦裁判所に

提訴された訴訟

の数は減少傾向

と な っ て い る。だ

が、この減少傾向

は、①コロナ禍に

よって裁判所の手

続きに影響があっ

た 事、② 原 告 弁

護士が現状は企

業を訴えるベスト

タイミングではな

いと判断した事か

ら 来 る。従 っ て、

訴訟傾向に関し

ては、今は嵐の前

の静けさと見るべ

きであろう。 

 

共感を生むメッセージの発信 
 他方、雇用主が従業員との対話を通して図１の関係構築ができると、従

業員は「共感」を得たと考え、信頼と安心をもって仕事をする。新型コロナ

という共通の敵を得る事で、雇用主は今まで以上に従業員の忠誠心を獲

得し団結を図る機会を得るのだ。安心して働ける場所は、従業員にとって

今もっとも価値のある要素といえる。その為にも、雇用主は正しいメッセー

ジを発する事に努めなければならない。上記の情報、法律の流れ、社会

的課題の取り組みや従業員の心境の変化に目を向けずして、ポストコロ

ナのニューノーマルを乗り越える事は難しい。そして共感を生むメッセー

ジとは、強いリーダーシップに他ならない。 

 次回（最終回）では、ポストコロナのニューノーマルに求められるリー

ダーについて解説をする。（2月号に続く）   

                                       (文責： Moses & Singer 弁護士 内藤博久） 

企業に求められる 
「ニューノーマル」とは (2/3) 

COVID-19 

従業員 

共感 団結 

雇用主 

 

図2  相反関係  

ガイドライン 

感染予防 

生活・命の 

安全性確保 

VS 

COVID-19 

従業員 雇用主 

https://www.japanbacktowork.com/


？ アメリカ人スタッフは 自主的に報告をあげてこないの 

 皆様はアメリカでお仕事をされる中で、アメリカと日本で上司への報

告について、習慣の違いがあることに気付かれたかも知れません。 

 アメリカではトップが下した判断によってスタッフが業務を遂行すると

いう、完全なトップダウンによる意思決定となっています。上司への報

告も基本的に上司からの要求をもとになされます。日本では上下関係

を重んじる傾向があるため、アメリカ人は日系企業における意思決定

プロセスも、アメリカのようにトップダウンであると思いがちです。でも、

日系企業の実際の意思決定プロセスは、多くの場合、組織の下方か

らトップに対してなされる報告書や業務の状況報告がもとになっていま

す。実質的には「ボトムアップによる意思決定プロセス」となっていると

いえます。 

 弊社のセミナーに参加された日本人マネージャーからいただいた質

問です。 「私のチームの部下は私に何の報告もしてきません。なぜで

しょうか？」当日、アメリカ人と日本人社員の両方が参加する合同研修

が行われていたので、弊社の講師が別室で彼の部下に理由を尋ねた

ところ、「上司からいちいち報告するように言われたことがないから」と

いう答えが返ってきました。 

 上記のボトムアップの意思決定プロセスの例でも見られるように、日

系企業ではトップが決断を下すのにも、組織の下方からの報・連・相

が欠かせません。そのため日本人マネージャーは、部下に何も言わな

くても報告があがってくるものとして待っていました。しかしアメリカ人ス

タッフにとっては、報告は部下自らが必要性を判断して行うことではな

く、上司から要求されて初めて行う作業だったのです。 

 さらに、アメリカ人スタッフが自主的に報

告をしない理由がもう一つあります。  

 日本では、部下が上司に対して業務の

全課程を通してフォーマル又はインフォー

マルな形で進捗状況（過程）を報告するこ

とが一般的です。アメリカでは、どちらかと

いうと過程よりも結果を重視する傾向があり、業務が終了したとき（結

果）、または自分達で解決できない問題が生じたときのみ、上司に報

告するのがより一般的なのです。 

 もしアメリカ人スタッフから十分な報告があがってこないようでしたら、

まずトップダウン方式で、必要に応じて部下に直接進捗状況を確認す

ることをおすすめします。 

 また、報・連・相に慣れていないアメリカ人にとって、頻繁に報告する

のは面倒臭く感じられるかも知れません。部下から情報を得られるよう

なインフォーマルな機会を自分から積極的に作るようにしましょう。例

えば一緒にランチやコーヒーブレークをとるときなどに、必要な情報を

聞いたり顧客のことについて話したりしてもよいでしょう。 

 報告や情報共有の習慣の違いにみられるような文化的相違は、職

場で双方への誤解や不信感を生む可能性があります。ジャパン・コン

サルティング・オフィスのセミナーでは、アメリカ人同僚や顧客と一緒に

より効果的に働くためのノウハウを具体的な事例と共に多数ご紹介し

ています。 

     （文責: Japan Consulting Office ヴァン ベネデン オリヴィエ）  

第196回 佐藤 紀子さん 

駐妻のヒューストン日記 

 今はググるよりもタグれと言われているそうで、#(ハッシュタグ)を検索す

れば知りたい情報が出てくる時代だそうです。 

 2018年8月に主人が先に渡米し、追ってその年の10月から8歳と6歳の

二人の息子と共に家族4人でのヒューストン生活が始まりました。それま

で客室乗務員としてアメリカ国内をはじめ、フランスやイタリア、ドイツな

どのヨーロッパ、近距離はシンガポールや香港などのアジア圏へ毎日フ

ライトをしており、長い間月の3分の2は海外という生活を続けていました

が、海外に居住するのは今回が初めてです。海外経験が初めてという

わけでは無いので大抵のことでは驚きませんが、今現在知りたい生活

情報は主にInstagramを利用しています。 

 Instagramは写真やハッシュタグを通して様々な情報を手に入れ易く、

非常に直感的で便利な反面、SNSなので個人情報が流出しやすい面も

あり抵抗のある方も多いと思います。ただ私にとっては自分の環境に近

い方と様々な情報交換が出来る点や、ヒューストンの自宅にいながらに

してアメリカ各地や遠く離れた日本の情報をリアルタイムで入手出来る

点でコロナ禍で外出が出来ない今、非常に有難い存在です。 

 私のInstagramには日々の生活を綴ったり、以前

ソムリエとして働いていたこともありトレーダージョー

ズやH-E-Bを中心にセントラルマーケットやSpec’s

などで気軽に購入出来るアメリカワインの記録を載

せています。アメリカは美味しいワインがどこでも手

に入り、その種類も豊富でワイン選びが非常に楽

しい国です。個人的な備忘録としてワインの特徴な

どを写真と共に投稿していたところ、ご縁があり住むことになったアメリカ

でワインとの出会いがあったけれど日本語で学べるワインスクールは無

いし、ワインの書籍も気軽に手に入らない...そんな思いをしている方が

とても多いように感じました。ワインは銘柄も価格帯も多岐に亘り、ある程

度の知識が無いと自分の好みの味わいに近い物を探すのは少々難し

いと思います。そこで10ドルから20ドルの範囲で気軽に手に入るワイン

の特色について味わいやワインの造られたバックグラウンドについて

シェアすることにしました。 

 本来ワインは難しいことにとらわれたりマナーなどを気にすることも無

く、気軽に味わうことが一番だと個人的に考えています。なぜならワイン

は一流レストランだけで飲むものでは無く、家族や気の合う仲間と美味

しい料理やチーズなどと合わせるなど色々な楽しみ方とシチュエーショ

ンがあるからです。ワインの本場、ヨーロッパでは水よりも安く手に入れる

ことが出来、ワインをコップに入れてみんなでわいわいと楽しんでいます

(今となってはみんなでわいわいとワインを飲むなんて贅沢に思えてしま

いますが...)。 

 日本でソムリエ資格を取ったのはもう15年以上も前のことで、のちにソ

ムリエの上位資格も取得したのですが、それも10年以上前のこと。その

後航空会社を退職してからは個人的に楽しむに留まっていましたが、

ヒューストンに住むようになり、新しいワインとの出会いが沢山ある中でそ

の良さを今以上に学び、もう少し掘り下げて皆さまにお伝え出来るように

なりたいと思っています。 

 ワインについての投稿は始めたばかりではあ

りますが、日々の生活とともに、@noriko_uslife 

に載せています。もしワインをお試しになられた

方がいらしたら是非Instagramでその様子を

シェアしてくださいね! 
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 昨年までは、まだまだドラえもんの「未来の世界」の出来事のように感じられ

ていたテレビ画面を通じての授業。準備もそこそこに始まり、一気に「未来」に

投げ込まれてしまったような中で、走りながら考え軌道修正する、文字通り試

行錯誤の連続です。戸惑いも焦燥もありますが、対面授業の良さとそこでしか

得られないものがあるように、リモート授業でしか得られないものもあるはずで

す。例えば、中学部では、リモート環境を活かして日本にいる方に講師となっ

ていただく講演会を実施しました（ガルフストリーム8月号「リモート授業の可能

性」で紹介）。今までと違うから「できない」「やれない」ではなく、「未来」に向

けて大きな一歩を踏み出したこの状況を好機ととらえ、意欲的に前向きに取り

組んでいきたいと思います。                                 （文責： 補習校中学部） 

 中学部が他の学部と大きく違うのは、リモート授業を始めた当初からグー

グルクラスルームという学習用プログラムを利用していることです。教科担

当制である中学部では、教員によっては学年をまたいで複数のクラスを担

当しているので、クラスごとの課題や宿題、成績の記録の整理が大変で

す。そこで、リモート授業と並行してグーグルクラスルームの利用を始めま

した。 

 各教員は自分が担当しているクラスごとに、招待された人しか入れない

部屋（クラスルーム）をグーグルのクラスルームホルダーの中に作ります。

教員は宿題、課題プリント、資料などをその部屋にタイミングよくアップロー

ドします。生徒は、学校から指定された自分のアカウントを使って、ワーク

シートや宿題などをダウンロードして印刷したり、宿

題を提出したりします。宿題は、期限を過ぎての提

出や未提出の記録も残るので管理がしやすいという

利点があります。教員は、提出された宿題を点検・採

点して返却。提出物の右側には、採点欄とコメント欄

があり、互いにコメントを書いて通信することもできま

す。 

 また、教員はグーグルフォームを使用して単元テストや定期テストを作成

し、グーグルクラスルームを使って授業時間中にテストを行います。テスト

は、選択式から記述式まで、教科や教材の内容に合った形式で作ること

ができます。終った生徒がテストを提出すると、自動

的にグーグルクラスルームに集められます。選択式

のテストなら、採点を自動的に行う設定にしておけば

生徒がすぐに結果を見ることもできます。反対に、

じっくり採点しコメントをつけて返す場合もあります。

これらはすべてグーグルクラスルームの中で完結し

ます。 

●ブレイクアウトルームでのグループ活動  

 グループ活動は、対面授業でもよく使われる形態のひ

とつです。リモート授業では、小学部同様ブレイクアウト

ルームを使い、問題や課題についてグループで話し合

う活動の時間を設けています。課題によってはひとつの

グ ル ー プ の 人 数 を 変 え た り、メ ン

バーを変えたりして、活発な話し合いができるように工

夫しています。話し合いが進まないグループには、先生

がヒントを与え、話し合いに加わることもあります。話し合

いの結果は、メインルームに戻っての発表となります。  

●リモートならではの授業の進め方   

〈数学科〉 

・現在、対面授業再開後も使用できる機能や技術も、教

員として多く学べていると思う。しかし、同時双方向の授

業形態、多様な意見を授業中に交換することに関して

はまだまだ課題が有り、今後も協働して学習に取り組む

機会を充実させていきたい。 

・補習校でのリモート授業は、双方向型であるという利点はあるが、使用

するデバイスやインターネット環境により、トラブルが生じることがあること、

緊張感を保ちにくいなどの欠点が挙げられる。一方、同一画面を共有で

きることから、資料の提示、音声データの活用が簡単にできることはリモー

ト授業の良さであると言える。 

〈国語科〉 

 グーグルの機能であるクラスルーム、スライドやジャムボードの活用は実

践的で応用の幅は広いと思う。 

 対面授業と同様、リモート授業でも各教科の特徴や教員の考え方やスキ

ルによって、使用するPCソフトや会議室の機能の使い方に違いがありま

す。それぞれの教科に合った方法を、各教員が模索しています。 

〈数学科〉 

・毎週、授業の始めに復習ミニテストを行い、チャット

機能を使って回答、その場で答え合わせをしている。 

・授業はパワーポイントと、白板の併用。白板は画面

で見えにくいことと、個々の板書を写すスピードが把

握しにくいこともあり、時間を決めて次に進み、板書内

●グーグルクラスルームの活用  容とパワーポイントは同日に「本日の学習」としてクラスルームに掲示して

いる。これは写すだけに没頭せずに、授業をしっかり聞き、メモをとる練習

にもつながっている。 

・図形の授業は動画アプリを導入し、より鮮明で分かりやすい視覚に訴え

るプレゼンテーションを作成。 

〈国語科〉 

・毎週、授業の始めに漢字テストを行い、書いた漢字を

写真またはスキャンで提出してもらい、手書きアプリを

使って添削をして返却。 

・授業は、生徒に配布したワークシートと同じ内容のパ

ワーポイントを適宜使用しながら進めている。パワーポイ

ントには模範解答が用意されているが、生徒の発言内

容はチャットにタイプしながら記録している。 

・グループ活動の発表は、Wordで記録用紙を作ってグ

ループごとに内容をタイプしている。発表が時間切れで

途中に終わった場合は、その時間までの発表分をグー

グルクラスルームに掲示して生徒が閲覧できるようにし

ている。 

・授業に関連した動画や音声をシェアし、意見や感想を述べてもらう。 

 今年度、ヒューストン日本語補習校では予定より2週遅れではありましたが4月中にリモートで授業を始めることができました。初めて取り組むリモート授業の

様子は、前回までに幼稚部と小学部を取り上げてきましたが、中学部は教科担当制ということで教科ごと・担当教員ごとに、それぞれ工夫しながら授業に取り

組んでいます。また、中学生ともなると現地校でもコンピュータソフトを使った学習形態をとっている為か、自分だけで端末の操作を行うことができ、リモート授

業やそれに付随するコンピュータでのやりとりにも慣れていてスムースです。受ける側の生徒の体制が整っていたこともあり、中学部ではコンピュータの利点

をより積極的に取り入れてきました。  

●リモート授業の課題と展望  

～ 「できない」·「やれない」ではなく、 

  「未来」に向けて ～     
中学部の取り組み 
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 先月初旬、私たちは息子の手術と検査を受ける為に朝から晩まで病院に滞在しました。第4弾の今回は、

ヒューストンの病院での日帰り手術や、その前後の出来事、COVID-19対策も含めてご紹介させて頂きます。 
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 世界中で再び感染が拡大している今、日本では急を要さない手術は先延ばしにされるケースが少なくないと聞きました。息子の手術も急を要すものではありま

せんでしたが、病院側が「少しでも早く」とスケジュールを設定し、万全の体制で迎え入れてくれました。また術後もアプリを使用して病院とやり取りすることがで

き、充実したサポートを受けることができました。今回の手術の為に、外科医、麻酔医、それぞれのサポートスタッフ、手術前後のケアの為のナース、スケジュー

ラー、通訳、たくさんの方が息子の為にご尽力くださり、私たちは幸せ者だなと感じています。 

ヒューストンは医療の最先端 
万全のCOVID-19対策で臨んた日帰り手術とその前後の出来事 vol.4 

 手術の予定が決まった時、PCR検査の予約も同時に行われました。息子の

病院では、病院の近くの系列施設でドライブスルー方式での検査を行ってい

ます。列に並ぶとスタッフから患者の情報を記入する紙を渡され、書き終えた

らダッシュボードに置くよう指示されます。検査は防護服を着たスタッフが患

者の情報を確認した後、綿棒を鼻の奥まで入れ、あっという間に終了。息子

は陰性でしたが、もし陽性だった場合

は病院から連絡が入り、手術はキャン

セルになるとのことでした。  

手術2日前にPCR検査 

PCR検査の会場入口。ダッシュボードの紙に
は患者名と予約時間を記入。会場の中は撮影
禁止。 

 実は事前の話では入院する予定でし

た。保護者の付き添いが許可されてい

た為、私も寝泊まりする準備をして来て

いたものの、手術が短時間の負担の少

ない内容であること、慣れた環境で静

養させてあげたいことから、できることな

ら今日のうちに帰宅できればいいなと

思っていました。すると、手術を終えた

外科医から「今日は帰宅して大丈夫で

す」とのお言葉。「もちろん、こちらの許

可が下りてからの帰宅になります」との

ことでしたが、日帰りの許可が下りたと

いうことは手術や術後の経過に問題が

ないという意味も込められていると思っ

たので、嬉しかったです。 

入院か日帰りか 

 バレーパーキングに車を預け（今回は手術の為費用は免除）、病院に到着

すると、全員必ず1階で検温とCOVID-19に関す

る質問を受けます。そこで問題がなければ、それ

ぞれの目的地へ向かうことを許可されます。今回

は手術だったので外科へ行き、待合室へ通され

た後、準備室と呼ばれる部屋に案内され、外科

医、麻酔科医、ナースと通訳を通して説明を受け

ました。 

バレーパーキングのチケット。今回は手術だったので、ナー
スに渡すと24時間無料になりました。 

手術当日 

 今までは手術室から出

てきた直後に対面するこ

とが可能でしたが、今回

はコロナ禍の影響で、麻

酔が切れ、呼吸の管理も

終え、「あとは目を覚ます

だけ」の状態になって初

めて対面することができま

した。帰宅許可が下りるた

めのチェックの一つに「自

力で飲食ができるようになる」があったので、少しずつ起き始め、出されたり

んごジュースを飲み終えるまでは時間を要しましたが、徐々に今までの姿に

戻っていく様子にとても安心しました。そして帰宅許可が下りるとナースがバ

レーパーキングに連絡を入れ、服に着替え、スタッフに連れられ車に戻り、

帰宅。長い一日を終えました。 

 我が家に戻ると息子もとても安心した

様子で、その日の夜は日中のストレス

や縫合の痛みなどで夜泣きなどもある

だろうと徹夜を覚悟していましたが、朝

までぐっすり眠っていました。  

術後初めての対面。麻酔が切れきっていないため、まだま
だぐっすり眠っていました。 

術後の対面、そして帰宅 

（文責: 安達 麻穂） 

 渡された手術着に息子を着替えさせ待っていると、麻酔科のスタッフたち

が迎えにきました。1人が息子を抱っこし、私も一緒に手術室へ向かおうとす

ると「ではお母さんは後ほど」と言われ、ポカンとしてしまいました。コロナ禍

までは手術室の入り口まで同伴できましたが、まさか準備室でのお別れにな

るとは予想外でした。突然の別れに嫌がるかと

思いきや、若い女性スタッフたちに囲まれてい

るからなのか、全く嫌がらず泣くこともない息子

の様子に早くも将来の不安を感じつつ、すっか

り忘れて取り損ねていたランチに向かいました。

ちなみにその日は帰宅するまで病院外へ出るこ

とを禁止されていたので（これもコロナ禍での新

ルール）、ランチは院内のカフェテリアで済ませ

ました。 

いよいよ手術室へ…と思ったら 

突然他人に抱っこされ一瞬驚くも、若くて美人なスタッフ
に全く嫌がらず（その後母には目もくれず）手術室へ。 

朝から絶食だったので、りんごジュースが止ま
りませんでした。よく頑張りました。 

外科の待合室。モニターには、どの先生がど
ういう状態なのか(待機中、手術中など)、一
覧が表示されています。  

カフェテリア横のショップには、子ども用のフェイスシールドも
販売されていました。  



2. 抗体–薬物複合体 (ADC) って何？ 
 ADC は、抗原に対して特異的に結合することができる抗体と極めて細

胞殺傷効果の高い薬物を化学的に結合させた複合体で、現状のがん治

療戦略あるいはレジメンを刷新し得る次世代医薬品として期待されていま

す。ADC における抗体は、分子標的の役割を担う乗り物のようなもので、

結合した薬物を安全にがん細胞に送達する役割を担っています。一方、

結合させる極めて細胞殺傷効果の高い薬物は、毒性/細胞殺傷効果が

高すぎてその薬物単独では摂取できないもの、いわば爆弾のようなもの

で、ADC においてがん細胞を殺す役割を担っています。ADC は抗体に

よる標的化能に加え、薬物の爆発的な細胞殺傷効果を組み合わせた医

薬品フォーマットで、正常細胞を傷つけることなくがん細胞を特異的に駆

逐することが可能になります。 
  
3. なぜ ADC なのか？ 
 ADC は、低分子抗がん剤と比較して、より高い治療効果と薬効の持続

性、さらに副作用の低減が期待できます。実際に、乳がんに対する ADC 

であるカドサイラは、低分子化合物カペシタビンと分子標的薬ラパチニブ

の併用療法と比較して生存期間を優位に延長させることが報告されてい

ます。また、カペシタビンのような低分子化合物は、一般的にがん細胞に

対する特異性は低く、正常細胞にも活性を発揮し、がん細胞と正常細胞

を区別することなく両細胞とも攻撃してしまいます。このため、しばしば副

作用が問題になります。 
 一般的ながん治療戦略は、外科的切除によりがんを体内から除去し、さ

らに、放射線治療や抗がん剤によるがん化学療法、分子標的薬による薬

物治療を併用します。一方、外科手術ができないケース (既に他の臓器

へ転移が認められる) では、放射線治療や抗がん剤によるがん化学療

法、分子標的薬による治療に頼らざるを得ません。薬物治療するなら、副

作用のリスクが低く、より治療効果が期待できる医薬品が好まれるのは当

然です。ADCは、まさにそれを叶える理想的な医薬品フォーマットの一つ

と言えます。 
  
4. ADC 研究の動向 
 実は、ADC の概念は、非常に古くから唱えられていました。しかしなが

ら、その分子構造の複雑さゆえ、ADC 研究は非常に難しく、最近になる

までほとんど成功例はありませんでした。しかし、近年の著しい科学の発

展・進歩に伴い抗体を作製する技術や分子の可視化技術が向上し、ま

た、臨床試験における成功率が高いことから、ADC開発・研究は目覚まし

い発展を遂げています。2000年に初めて米国食品医薬品局 (FDA) にマ

イロターグ (2010年に取り下げ、2017年に再承認) が承認されて以来、現

在執筆までに計9種の ADC が FDA に承認されています。さらに、100以

上の ADC が、治験段階にあり、今後のさらなる市場拡大が予想されま

す。 
  
5. 終わりに 
 ここまで、簡単に ADC について述べさせていただきましたが、いかがで

したか。私自身の研究についても触れたかったのですが、それはまたの

機会にさせていただけたらと思います。いつか私の作った化合物や ADC 

が、どこかの誰かに役立つことを願い、これからも日々研究に励みたいと

思います。最後まで私の稚拙な文章を読んでくださった方ありがとうござ

いました。また、このような執筆機会を与えてくださった皆様に感謝申し上

げます。 
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前回の山口藍子先生から創薬化学がご専門の穴見康昭先生にバトンが移りました。 

 

 皆様、初めまして。UTHealthで博士研究員をしております、穴見康昭と

申します。これまでに執筆されている先生方とは、少し異なったバックグラ

ウンドを持っているのではないかと思いますので、簡単に自己紹介させて

いただきます。私自身は、薬学部出身で、日本の薬剤師の資格を一応

持っております (実際に、臨床現場には出たことがなく、アルバイト程度で

しか活躍していません)。大学・大学院時代は、有機化学を基盤とした創

薬化学を専門に勉強、研究に没頭し、薬を創るための基礎研究をしてま

いりました。そして、現在所属のUTHealthでは、本トピックである抗体–薬

物複合体 (antibody–drug conjugate, ADC) の開発・研究に携わっており

ます。ADC は、抗がん剤の次世代医薬品として注目されており、多くの

製薬企業によって精力的に研究されています。本記事では、まだあまり聞

き慣れていないであろう ADC について簡単に紹介させていただきます。 
  
1. そもそも抗体って何者？ 
 ADC について述べる前に、ADC の構成要素である抗体ってそもそも

何者なのかについて簡単に紹介いたします。抗体は、我々人間の感染

防御機構において極めて重要な役割を担っているタンパク質です。特に

2020年は、COVID-19のパンデミックによって『抗体』という言葉を多く耳に

した方も多いのではないでしょうか。今まさに我々人類の脅威である

COVID-19を例にすると、ワクチン接種、あるいは感染することにより、

我々は体内で感染や再感染を防ぐ中和抗体を産生します。抗体は、抗

体が特異的に認識できる目印 (抗原) に結合します。その後、その抗原-

抗体複合体を白血球やマクロファージという細胞が認識・貪食し体内から

排除します。このように、異物 (抗原) を特異的に認識して感染防御機構

の一旦を担っています。この特異性こそが抗体の最大の武器になります。 
 また、2018年には、本庶佑先生 (京都大学) とジェームズ・P・アリソン先

生 (MD Anderson Cancer Center) がノーベル生理学・医学賞を受賞し、

小野薬品工業と共同開発したニボルマブ (オプジーボ) という抗体医薬

品も皆様の記憶に新しいのではないかと思います。この他にも、多くの抗

体医薬品が開発され、臨床応用されています。 
  

 次回は、脳神経科学をご専門に研究されているベイラー医科大学神経科学

部の大前彰吾先生です。大前先生とは、ヒューストンにいる研究者で毎月開

催されている勉強会『サイエンスを遊ぼうの会@ヒューストン』でご一緒して以

来、大変お世話になっております。どんな記事を書いていただけるか今から楽

しみです。  

第195回 

        次世代医薬品の抗体–薬物複合体   

UTHealth at Houston Postdoctoral Fellow, 

JSPS Overseas Research Fellow, 博士 (薬学) 穴見 康昭  
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＜この日は何の日？＞ 
■Feb 16 
Mardi Gras 
 直訳すると「太った火曜日」という意味のフランス

語で、イースターの47日前に当たるお祭りの日で

す。ニューオーリンズやガルベストンでは大規模

なパレードが行われ多数の観光客を引き寄せて

いるのですが、残念ながら今年はどちらも中止が

決まっています。YouTubeなどで検索すると山ほ

どヒットするので、気になる人は動画で雰囲気を味

わってください。来年に期待しましょう。 
     

＜営業情報＞ 
■～Jan 31 
The Ice powered by Green Mountain Energy  
@ Discovery Green 
 ダウンタウンの中心部にある公園に期間限定で

スケートリンクが出現しています。期間中はフィ

ギュアスケートの公演など様々なイベントも企画さ

れています。チケットは事前にオンラインでご購入

ください。曜日によって開いている時間が異なり、

平日は夕方5時からの営業なのでご注意くださ

い。 
  
＜展覧会情報＞ 
■～May 31 
Between Sea and Sky: Blue and White Ceram-
ics from Persia and Beyond  
@ The Museum of Fine Arts, Houston 
 白地に青で描かれた陶磁器と言えば中国の景

徳鎮やオランダのデルフトが有名ですが、この

展覧会ではラピスラズリやコバルトなど青色の

原料となった鉱石の産地ペルシャに着目し、さ

らには日本の有田焼など、世界に広がる青の

美を紹介しています。来館時は事前に時間指

定チケットを購入することが推奨されています。 
  
＜イベント情報＞ 
■毎週金曜日および土曜日 
Astronaut Experiences  
@ Space Center Houston 
 現在、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが

国際宇宙ステーションで活動中ですが、ヒュー

ストンでは毎週、宇宙飛行士に出会うチャンス

があります。ギャラリーで金曜と土曜の週2日、

午前11時と午後1時20分からの2回、宇宙での

体験を聞くことができます。入館に際しては事

前に時間指定チケットをご購入ください。なお

宇宙飛行士と一緒にお昼ご飯を食べるコース

は現在、コロナ影響で中止されています。 

内容は記事執筆時点の情報に基づいていま

す。変更になる場合もありますので、お出かけ

前に各自で最新の情報を主催者サイト等でご

確認ください。 

◎お出かけの際の感染予防 

・マスクを着用する 

・他のお客さんと6feet以上距離を 

 とる 

・こまめに手洗い・消毒をする 

  

        オンライン読み聞かせの会のご案内 

   
 日時：月一回の土曜日の午前10時 
 1月の開催：2021年1月16日 （土） 午前10時～ 
  アクセス方法：右のQRコードより  

   
読む予定の絵本（一部） 

3びきのくま トルストイ 作 バスネツォフ 絵 小笠原豊樹 訳 （福音館書店） 
おおきなおおきな おいも 赤羽末吉 作・絵 （福音館書店） 
とべ!ちいさいプロペラき 小風さち 作 山本忠敬 絵 （福音館書店） 
かさじぞう 瀬田貞二 再話 赤羽末吉 作・絵 （福音館書店） 

ピーカンキッズ今後の開催予定     
*スタッフは随時募集中です。 
   
あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com  
2月以降になります。HPにてご確認ください。 
    
読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com 

オンライン読み聞かせの会を月一回開催（上記参照）  

ピーカンキッズ  
「オンライン読み聞かせの会」へ向けての取り組み 
   
 新型コロナウイルスの流行により、人々が集まる機会が減って久しくなり

ました。ピーカンキッズ読み聞かせの会も、昨年の2月15日を最後に会を

開くことができない状況が続いています。それでも私たちは「子どもたち

に良い絵本を届けたい!」という思いを胸に、何か良い方法はないだろう

かと模索をしてきました。準備に長い時間がかかりましたが、1月から読み

聞かせの会をオンラインで再開しようと思っています。ぜひお子さんと一

緒に画面越しに絵本を楽しんでいただきたいと思います。 

 いま準備を進めているのはZoomを使った読み聞かせの会です。画面

に絵本を映し、スタッフが絵本の横で朗読します。以前とは違うことばかり

で正直に言うと不安でいっぱいですが、オンラインならではの利点も発

見しました。今までの会には適さなかった「挿絵が小さい本」が、カメラの

力で魅力的に読めることに気がついたのです。「おおきなおおきなおい

も」の挿絵では、かわいい子どもたち一人一人の表情までが画面上でよ

く見えます。今までとは違う観点で楽しむことができてワクワクしません

か。 

 準備にあたっては「オンライン読み聞かせの会」が法的に可能かどうか

の確認など、専門的な知識が必要になる場面もありました。著作権に関

しては出版社の許可も必要で、商工会の方々や弁護士の先生などたくさ

んの方のお力添えを頂きました。おかげさまでこれらの問題がクリアでき

たことに感謝しています。 

 1月の読み聞かせの会では、たくさんの人気絵本シリーズをもつ福音館

書店の絵本をピックアップしました。新しい素敵な絵本との出会いの場と

なれればと思いますので、どうぞZoomでアクセスしてみてください。 

                                 （文責： 西岡めぐみ）  

ビジネスウェビナー 

 1月の定例講演会は、北米三菱商事の武内ワ

シントン事務所長を講師に招き開催します。世

界中の注目を集めた大統領選挙でしたが、

ジョー バイデン氏が選挙人の過半数の票を獲

得し当選が確定しました。 

 トランプ政権からバイデン政権に移行するにあ

たり、今後世界がどう動いていくのか考察してい

きます。皆様のご参加をお待ちしております。 
   
日時： 2021年1月21日（木） 2:15 pm～3：15 pm 

講師： 武内三郎（たけうち さぶろう） 氏  

北米三菱商事 Senior Vice President ワシントン

事務所長 
   
お申込み： お申込みは商工会ホームページ

「会員専用ページ」 からどうぞ。  

お問合わせ先： ヒューストン日本商工会事務局              
Tel. (281) 493-1512  
Email: sansuikai@jbahouston.org 

 「新大統領の誕生と 

                    アメリカ政治の行方」  

（主催： ヒューストン日本商工会）  

https://www.discoverygreen.com/ice
https://www.mfah.org/exhibitions/between-sea-sky-blue-white-ceramics-persia-beyond
https://www.mfah.org/exhibitions/between-sea-sky-blue-white-ceramics-persia-beyond
https://spacecenter.org/astronaut-experiences/
mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
mailto:sansuikai@jbahouston.org
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By 
Kumiko 

 編  集  後  記 

 あけましておめでとうございます。激動の2020年が終わり、新し

い年が始まりました。今年もガルフストリームをよろしくお願いし

ます。 
 私は1年半ほど前から編集活動のお手伝いを始めるようになり、

Houston Walkerの記事を担当しています。昨年3月以降は紹介しよ

うと予定していたイベントが次々とキャンセルされ、ちょっとした

絶望感に襲われました。数回の休載を経てHouston Walkerは復活し

たものの、紹介できる案件は少なく、しかもWebでのイベントが多

く、まだまだHoustonの街はCovid-19と戦っている最中なのだな、

と実感させられます。 
 私個人としても滞米2年目となる昨年は全米各地を旅行してやろ

うと目論んでいたのが、気づけば1月に仕事でFort Worthに行ったの

み。残りはずっとHoustonに閉じこもる羽目になりました。その代

わり、家でゆっくりと読書する時間を得られたのは怪我の功名でし

た。英語で本を読むという無謀な企てに挑戦できたのも時間がたっ

ぷりあったから。一冊読むのに何十時間もかけて、それでも半分も

理解できてないんじゃないかという具合ですが、子供の頃、背伸び

して大人が読むような難しい本に挑戦したときもこんな感じだった

な、と懐かしい気持ちになりました。 
 まだしばらくは本が友達の状況が続きそうですが、昨年末にはワ

クチンが承認されるなど、明るい話題も聞こえるようになりまし

た。街が活気を取り戻して、また多くのイベントをHouston Walker

で紹介できるようになる日を心待ちにしています。皆さんにとって

も今年が実り多き1年となりますように。   （編集委員 鵜飼信） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

【未経験者大歓迎！】 レイアウト担当者急募！ 
 

ただ今ガルフストリームでは、私たちと一緒にガルフストリームを作るボラ

ンティアメンバーを募集しております。 
 

・初心者大歓迎！（メンバー全員、未経験からのスタートです） 
・打ち合わせや作業などは全て日本語です。 
・仕事・家事・育児の隙間時間に作業して頂ければOK。 
・ご都合に合わせて作業量を調整できます。 
 

【作業内容】 
用意された原稿を基に、事務局からのガイドラインにレイアウトを組み立

てながら従って誌面を仕上げていく作業です。難しい作業はありません。 
 

【こんな方大歓迎！】 
・コロナの影響により人と会う機会が減ったので、こんな状況下でもコミュ

ニケーションが取れる機会が欲しい！ 
・最近ほとんど外出できず退屈しているので、新しいことに

挑戦してみたい！ 
・ガルフの編集を通してヒューストンの事をもっと知りたい！ 
・日本で培ってきたスキルを発揮したい！ 
・誌面の作成に興味があるのでチャレンジしてみたい！ 
 

【こんなメンバーです】 
・仕事をしている方、お子さんが小さい方もたくさんいます。 
・駐在したばかりのニューカマーからヒューストン歴ウン十年のベテランも

います。 
 

【参加を迷っている方へ、メンバーからのメッセージ】 
ニュースレターのレイアウト作成という業務は全くの未経験でしたが、新し

い分野に挑戦することで自分の世界を広げたいと思い、思い切って参加

しました。レイアウトチームはじめ事務局や編集委員会の皆様には、大変

温かく迎えていただき、作業や会議を通じて、良い刺激を受けています。

マニュアルやスケジュールがきちんと整えられていて、わからないことは

丁寧に教えてもらえる上、作業量も調整可能なので、育児や仕事の合間

に無理なくスキルアップでき、大変充実しています。少しでも興味があれ

ば、質問等併せて、ぜひお問い合わせください！(Kより) 
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