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 年 次 氏 名 所 属 

1 1984-85 田中 慶司 公益財団法人結核予防会結核研究所顧問 

2 1985-86 藤井  充 山梨県峡東保健福祉事務所所長 

3 1986-87 丸井 英二 人間総合科学大学 人間科学部教授 

4 1987-88 大前 和幸 慶応義塾大学医学部衛生学 公衆衛生学教室教授 

5 1988-89 上原 鳴夫 東北大学名誉教授（2014 年 9 月逝去） 

6 1989-90 小林 廉毅 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室教授 

7 1990-91 津谷喜一郎 東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学教授 

8 1991-92 門司 和彦 長崎大学大学院国際健康開発研究科長 

9 1992-93 吉田  亨 群馬大学大学院保健学研究科地域健康推進学教授 

10 1994-95 三好 知明 国立国際医療研究センター国際医療協力局 派遣協力第 2 課 課長 

11 1994-95 高橋  泰 
国際医療福祉大学大学院医療福祉経営専攻 

医療経営管理分野教授 

12 1995-96 平山  恵 明治学院大学国際学部国際学科准教授 

13 1995-96 金川 修造 
国立国際医療研究センター 

国際感染症センタートラベルクリニック医長 

14 1996-97 星  北斗 星総合病院理事長、福島県医師会副会長 

15 1996-97 中村 安秀 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

16 1997-98 穂積 大陸 

Senior technical Advisor for Health Systems and Policy, 

Immunization Solutions Program,  

PATH (Program for Appropriate Technology in Health) 

17 1997-98 沼澤 勝美 元日本医師会地域医療第一課長 

18 1998-99 足立  基 三重県立総合医療センター小児科医長 

19 1998-99 能登 裕二 日本医師会国際課長 

20 1999-00 今村 英仁 公益財団法人慈愛会 理事長 

21 1999-00 坂本なほ子 順天堂大学医学部公衆衛生学教室助手 

22 2000-01 木本 絹子 大阪ガス（株）人事部大阪ガスグループ健康開発センター 

23 2000-01 小野 道夫 社会福祉法人高瀬会 老人保健施設あじさい苑医師 

24 2001-02 神馬 征峰 東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教授 

25 2001-02 小坂  健 
東北大学大学院歯学研究科副研究科長、国際歯科保健学分野教授 

東北大学 災害科学国際研究所 災害医学研究部門 教授 

26 2002-03 小林  肇 株式会社日本アルトマーク メディカルディレクター 
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27 2002-03 山本 太郎 長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野教授 

28 2003-04 内藤 典子 地域医療機能推進機構（JCHO）企画経営部医療課長 

29 2003-04 清田 明宏 国連パレスチナ難民救済事業機関 医療局長 

30 
2004-05 

2005-06 
永田 高志 九州大学大学院医学研究院災害・救急医学分野助教 

31 2004-05 小山内泰代 国立国際医療研究センター国際医療協力局派遣協力第 1 課 

32 2005-06 佐瀬恵理子 
東京大学大学院医学系研究科非常勤講師、日本グローバルヘルス

研究センター理事、日本医師会総合政策研究機構客員研究員 

33 2005-06 杉浦 康夫 国立国際医療研究センター国際医療協力部派遣協力第二課 

34 2006-07 近藤 尚己 東京大学大学院医学系研究科保健社会行動学分野准教授 

35 2006-07 柳生 文宏 中国科学院微生物研究所中日連合実験室 

36 2007-08 井出 博生 千葉大学医学部附属病院高齢社会医療政策研究部 

37 2007-08 清水真由美 東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室客員研究員 

38 
2007-08 

2008-09 
武見 敬三 自民党参議院議員 

39 2008-09 浜本美英子 日本医師会国際課係長 

40 
2008-09 

2009-10 
細田満和子 星槎大学副学長 

41 2008-09 太田亜里美 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科准教授（旧姓：佐々木） 

42 2009-10 崎坂香屋子 中央大学全学連連携教育機構特任准教授 

43 2009-10 依田 健志 香川大学医学部公衆衛生学教室助教 

44 2010-11 富塚 太郎 
京都大学学際融合教育研究推進センター 

健康長寿の総合医療開発ユニット（LIMS） 

45 2010-11 野崎威功真 国立国際医療センター国際医療協力局 

46 2010-11 白井こころ 琉球大学法学部人間科学科准教授 

47 2011-12 酒井 理恵 順天堂大学医学部医学教育研究室 小児科・思春期科学教室助教 

48 2012-13 後藤 あや 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座准教授 

49 2012-13 堀 和一郎 三重大学医学系研究科医学・看護学教育センター助教 

50 2012-13 内山 周作 日本医師会総合研究政策機構（日医総研）主査 

51 2013-14 冨岡 慎一 産業医科大学 公衆衛生学教室 博士課程 

52 2013-14 馬場真利香 国立保健医療科学院国際協力研究部 主任研究官 

53 2014-15 田沼 順子 国立国際医療研究センターエイズ治療研究開発ｾﾝﾀｰ専門外来医長 

54 2014-15 金森 将吾 東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学教室客員研究員 



  

55 2014-15 橋本  健 国際保健コンサルタント 

56 2015-16 棟居 徳子 金沢大学人間社会学域法学系 准教授 

57 2015-16 豊川 貴生 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 内科医長 

 


