
年度 イベント 日程 演者（イベント開催時の所属） 講演タイトル 参加者

キックオフミーティング 平成19年11月13日（火） 元内閣官房副長官　古川 貞二郎氏 「日本の医療をよくするための女性医療人の役割　－女性医療人がきらめくために-」 248名

第1回学生交流会 平成20年1月25日（金） 福岡県女性財団理事長　稗田慶子先生 「これからの医療人に望むもの」 50名

テルモ・ハート社長兼CEO 野尻知里先生 「医師、研究者、企業人、そして母としての半生」

東北大学大学院医学系研究科　教授　大隅 典子先生 「スピード・変化・自由：基礎研究の楽しさ」

広島市議会議員・地域看護専門看護師　馬庭 恭子先生 「看護の視点を地方議会で生かす」 188名

福岡県医師会男女共同参画部会担当・かもりクリニック　家守千鶴子先生 「医師会の男女共同参画への取組」

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター　内科部長　片渕律子先生 「腎臓専門医として、家庭人として」

女性医療人きらめきプロジェクト特任助教・歯科医師　吉住潤子先生 「働き方の選択」

林美穂歯科医院院長　林美穂先生 「医療人としての女性のあり方」

九州大学大学院医学研究院保健学部門　看護学科　川本理恵子先生 「看護教育と我が人生」 64名

大阪厚生年金病院 院長・岡山大学名誉教授　清野佳紀 先生 「女性医師支援から全職員のワークライフバランスへ」

(財)野中東皓会 静風荘病院 特別顧問　天野惠子 先生 「患者に優しい医療をめざして：性差医療との出会い」

萩市民病院 看護部長・認定看護管理者　原田 博子 氏 「いきいきと働き続けられる職場づくり  ～ワーク・ライフ・バランス」

(医)近森会近森病院 看護部長・認定看護管理者　久保田聰美 氏 「働き方を選ぶ仕組み創り～語る場の創造からみえてくるもの」 103名

九州大学理事・副学長　水田祥代先生 「まさかの坂をえっこらしょと超えて・・・」

九州大学大学院歯学研究院　准教授　冲本公繪先生 「女性医療人の先輩から・・・」

九州大学病院　看護部部長　中畑高子氏 「私の歩んできた道-臨床・教育・行政-」 63名

きらめきプロジェクト講演会・学生交流会　開催記録

平成19年
（文科省推進事業）

平成20年
（文科省推進事業）

第2回講演会 平成20年6月6日（金）

第2回学生交流会 平成20年11月28日（金）

平成21年
（文科省推進事業）

第3回講演会 平成21年 6月 24日(水)

第3回学生交流会 平成21年 11月 24日(火)



第1回講演会　 平成22年７月８日（木） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座　教授　片岡仁美先生 「女性医療人キャリア支援とその未来－岡山の取組より－」 93名

九州大学病院 眼科 講師　大島裕司先生 「子育て奮闘記～ただいま育児研修中」

九州歯科大学頭頚部構造解析学分野　准教授　後藤哲哉先生 「私のカナダ流育児＆研究法」

九州大学病院 総合診療科 教授　林　純先生 「私が求め続けるもの」 110名

第2回講演会 平成23年６月７日（火） 認定NPO法人女子教育奨励会(JKSK)理事長 木全ミツ氏 「心から慕われ、期待され、   尊敬される健全な社会になるために」 68名

第2回学生交流会 平成23年11月25日（金） 福岡エクレール法律事務所　代表弁護士　春田久美子先生 「離婚裁判から見えてきた”結婚”の真実～裁判官として、弁護士として～」 87名

第3回講演会 平成24年7月11日（水） 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座　教授　尾形裕也先生 「医療提供体制の将来像と医療人材の養成・確保」 80名

第3回学生交流会 平成24年11月28日（水） ファイナルステージを考える会代表世話人　岩崎瑞枝先生 「きっかけは『余命6ヶ月から読む本』」 80名

第4回講演会 平成25年6月28日（金） 在福岡アメリカ領事館広報担当領事　兼　福岡アメリカン・センター館長 マイケル・チャドウィック氏 「アメリカ人の働き方」 65名

第4回学生交流会 平成25年11月28日（木） ロンドンパラリンピック金メダリスト　浦田理恵氏 「夢を追い続けて」 80名

第5回講演会 平成26年7月11日（金） 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学分野　教授　加藤聖子先生 「キャリアアップへのヒント」 64名

第5回学生交流会 平成26年12月2日（火） 色と心理の研究家/プロカラーセラピスト　上村ワタル氏 「～あなたの知らない・・・本当の色の世界～『色と心理を知れば、人生が100倍変わる！』」 85名

第6回講演会 平成27年7月2日（木） JCHO大阪病院（旧大阪厚生年金病院） 外科医長　河野恵美子先生 「ワーク（外科医）・ワーク（家事、育児）・バランス」 56名

第6回学生交流会 平成27年11月30日（月） 福岡女子大学国際文理学部　准教授　和栗百恵先生 「キャリアデザインで輝く自分に！」 60名

第7回学生交流会 平成28年4月28日（木） きらめきプロジェクト所属　第三内科　志賀典子先生 「学校では教えてくれない女医さんのヒミツ～女医さんと結婚するかもしれない男子のみなさまにも～」 140名

国立病院機構九州がんセンター乳腺科部長  徳永えり子先生 第１部　きらめきプロジェクト活動報告：「きらめき女性医師・歯科医師」の生の声の発表

きらめきプロジェクト所属　全身管理歯科　今村貴子先生 第１部　きらめきプロジェクト活動報告：「きらめき女性医師・歯科医師」の生の声の発表

九州大学男女共同参画担当理事　青木玲子先生 第２部　記念講演：座長

九州大学大学院医学研究院長　住本英樹先生 第２部　記念講演：座長

福岡学園　福岡歯科大学 理事長　水田祥代先生 第２部　記念講演：「輝いて美しく：女性医療人へのエール」

沖縄科学技術大学院大学 副学長　久保真季先生 第２部　記念講演：「男女共同参画は大学グローバル化のキーポイント」

社会福祉法人　恩賜財団 母子愛育会 会長　古川貞二郎先生 第２部　記念講演：「豊かな社会と女性の活躍」 165名

平成22年

第1回学生交流会 平成22年11月5日(金)

10周年記念講演会 平成28年9月20日（火）

平成28年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年



第8回講演会 平成29年7月7日（金）
社会福祉法人　福岡障害者支援センター
児童発達支援センターこだま　園長　緒方よしみ先生

発達障害と共に生きる～子供からおとなまで～ 109名

株式会社Medtech JP 代表取締役／循環器内科医／女医コン主宰
大分県人会インターナショナル代表　薬師寺忠幸先生

第１部　講演「１００人１００色の生き方 ～きらめく人生を送るためのTips～」
第２部　パネルディスカション：パネリスト

きらめきプロジェクト所属　循環器内科　西坂麻里先生 第２部　パネルディスカション：ファシリテーター

きらめきプロジェクト所属　呼吸器内科　神尾敬子先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

きらめきプロジェクト所属　産科婦人科　安藤真理子先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

きらめきプロジェクト所属　歯周病科　天村美穂先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト 72名

　＜歯学部＞
　第9回学生交流会

平成30年4月10日（水） きらめきプロジェクト所属　義歯補綴科　桑鶴利香先生 「歯科医師として働き続けるためのライフプランニング」 42名

　＜医学部＞
　第9回学生交流会

平成30年4月26日（木） きらめきプロジェクト所属　循環器内科　西坂麻里先生 「持ってて良かった医師免許　あって良かった海外経験」
77名

（懇親会22名含む）

九州大学大学院 医学研究院長 住本　英樹先生 第１部　基調講演：座長

長崎大学 副学長／ダイバーシティ推進センター長
長崎大学病院 メディカル・ワークライフバランスセンター長　伊東　昌子先生

第１部　基調講演「医師のための働き方見直し～ワークライフバランスとダイバーシティの観点から～」
第２部　パネルディスカション：パネリスト

九州大学病院 病院長／きらめきプロジェクト センター長 赤司　浩一先生 第１部　講演：座長

九州大学男女共同参画推進室 副室長　玉田　薫先生
第１部　講演「本学の男女共同参画の取り組みについて」
第２部　パネルディスカション：パネリスト

医学研究院生殖病態生理学 教授　加藤　聖子先生 第２部　パネルディスカション：座長

保健学部門長／きらめきプロジェクト 副センター長　樗木　晶子 第２部　パネルディスカション：座長

九州大学病院産科婦人科　井上　修作先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

医学研究院保健学部門看護学分野 准教授　寺岡　佐和先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

歯学研究院歯学部門口腔顎顔面病態学 助教　森山　雅文先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

歯学研究院歯学部門口腔機能修復学 助教　佐野　朋美先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

薬学研究院臨床薬学部門臨床薬学 准教授　廣田　豪先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

薬学研究院創薬科学部門医薬化学 准教授　麻生　真理子先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

生体防御医学研究所個体機能制御学部門脳機能制御学 助教　土本　大介先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト

生体防御医学研究所研究推進ユニット 技術専門職員　木庭　絵美子先生 第２部　パネルディスカション：パネリスト 223名

平成29年

第8回学生交流会 平成29年11月20日（月）

平成30年

第９回講演会 平成30年10月15日（月）



　＜医学部＞
　第10回学生交流会

平成31年4月25日（木） 福岡県医師会 理事/JCHO久留米総合病院　院長　田中 眞紀先生 「世の役に立つ医師をめざして」 97名

　＜歯学部＞
　2019年度学生交流会

令和元年5月8日（水） 原三信病院　歯科部長　小野田 慈美先生 「「女性歯科医師」という生き方を考える～私の場合:何に迷い、何を選択してきたか…～」 70名

社会医療法人財団 白十字会 理事長　富永 雅也 先生　 『「働きやすい病院」と言われるために努力していること』

社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 包括診療部 部長　園田 幸生 先生 『多職種協働によるチーム医療と働き方改革～病院総合医によるマネジドケア～』

九州大学病院きらめきプロジェクト 副センター長　樗木 晶子 『きらめきプロジェクトの12年間』 49名

令和２年 交流会(WEB） 令和3年3月2日（火） 順天堂大学医学部附属浦安病院放射線科　准教授　齋藤アンネ優子　先生 世界の医師の働き方についてきいてみよう！！（第1回） 28名

令和３年度講演会
(WEB）

令和3年7月8日（木）
九州大学生体防御医学研究所
細胞機能制御学部門炎症制御学分野　教授　池田 史代先生

「小分子ユビキチンによる炎症反応制御機構」 59名

＜歯学部＞
令和３年度学生交流会

（WEB)
令和3年10月25日（月） 鳥谷歯科医院　桑鶴利香先生 「歯科医師として働くための未来予想図を描くには？」 56名

＜医学部＞
令和３年度学生交流会

(WEB)
令和3年11月24日（水） 九州大学大学院医学研究院神経内科学　教授　磯部 紀子先生 「自分にブレーキを掛けないで！あなたのキャリアを応援します！」 69名

医学研究院国際交流企
画(WEB）

令和4年2月2日（水）
国立国際医療研究センター国際医療協力局
藤田 則子先生/小原ひろみ先生/春山　怜　先生

「女性の健康のための国際経協力：
これまでとこれから～開発途上国とグローバルレベル、そして日本～」

51名

九州大学大学院 医学研究院長　北園　孝成　先生 第１部　基調講演：座長

医療法人 あおばクリニック　小児科医　伊藤  瑞子　先生 第１部　基調講演 「育児の共有について」

九州大学病院きらめきプロジェクト　顧問　樗木　晶子　先生 第２部　パネルディスカッション：座長

九州大学病院
きらめきプロジェクトプロジェクト責任者　加藤　聖子　先生

第２部　パネルディスカッション：発表
「女性医師の働いていた環境、またどうやって乗り越えたのか

九州大学病院
きらめきプロジェクト副プログラム責任者　永吉  絹子　先生

第２部　パネルディスカッション：発表
「女性医師の働いていた環境、またどうやって乗り越えたのか

歯学研究院歯学部門口腔常態制御学  准教授　安河内 友世　先生 第２部　パネルディスカッション：パネリスト

薬学研究院創薬科学部門薬物分子設計学分野   助教　寄立 麻琴　先生 第２部　パネルディスカッション：パネリスト

生体防御医学研究所システム免疫学統合研究センター
アレルギー防御学　准教授　伊藤 美菜子　先生

第２部　パネルディスカッション：パネリスト 76名

＜歯学部＞
令和４年度学生交流会

（WEB)
令和４年１０月１７日（月） 鳥谷歯科医院　桑鶴 利香　先生 「歯科医師として働くための未来予想図を描くには？」 49名

九州大学環境発達医学研究センター　特任准教授　落合 正行　先生 学生時代に考えておきたいキャリアと子育て

九州大学大学院医学研究院保健学部門　講師　宮田 潤子　先生 私が働き続け（られ？）る理由 40名

令和４年

令和４年度講演会 令和4年9月20日（火）

＜医学部＞
令和４年度学生交流会

(ハイブリット)
令和4年12月2日（金）

令和３年

令和元年

第10回講演会 令和元年11月7日（木）

注1）

注1） 令和２年度女性医療職等の働き方支援事業
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注2）

医学部及び歯学部学生交流会は新型コロナウイルス

感染拡大のため開催中止

注2）

注1） 令和２年度女性医療職等の働き方支援事業


