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現職︓ 公益財団法⼈ 笹川記念保健協⼒財団 会⻑ 
 
学歴︓ 1965(昭 40)年 3 ⽉ 奈良県⽴医科⼤学医学部医学科卒業 

1966(昭 41)年 4 ⽉ 奈良県⽴医科⼤学⼤学院⼊学(1969<昭 44>年 12 ⽉退学) 
1991(平 3)年 11 ⽉ ⽶ Johns Hopkins ⼤公衆衛⽣⼤学院特別研修終了 

 
免許等︓ 1966(昭 41)年 4 ⽉ 第 40 回医師国家試験合格 医師免許証（第 189913 号） 

臨床検査専⾨医、⼩児専⾨医、⾎液認定医は海外勤務で資格放棄 
学位︓ 1976(昭 51)年 10 ⽉ 医学博⼠(奈良医⼤) 

 
職歴︓ 1966(昭 41)年 4 ⽉  奈良県⽴医⼤附属病院 ⼩児科医員 
 1970(昭 45)年 1 ⽉  国⽴⼤阪病院⼩児科 厚⽣技官 
 1973(昭 48)年 5 ⽉  奈良県⽴医⼤病態検査学助⼿ ⽂部教官 
 1977(昭 52)年 6 ⽉  ⽶ NIH/NIEHS 客員研究員 
 1981(昭 56)年 4 ⽉  奈良県⽴医⼤病態検査学講師 
 1982(昭 57)年 4 ⽉  奈良県⽴医⼤病態検査学助教授 
 1986(昭 61)年 4 ⽉  中国 中⽇友好病院検査医学(JICA)専⾨家 
 1988(昭 63)年 4 ⽉  国⽴国際医療センター国際協⼒部  厚⽣技官 
 1988(昭 63)年 11 ⽉  UNICEF アフガン事務所保健栄養部⻑ 
 1993(平 5)年 7 ⽉  Johns Hopkins ⼤公衆衛⽣⼤学院上級研究員(〜現在) 
 1997(平 9)年 7 ⽉  WHO（世界保健機関）緊急⼈道援助部フィールドサポートチーフ 
 2000(平 12)年 4 ⽉  早稲⽥⼤学⼤学院アジアｱ太平洋研究科客員教授(〜2008) 
 2000(平 12)年 9 ⽉  ⽇本⾚⼗字社国際部ヘルス・コーディネーター 
 2001(平 13)年 4 ⽉  ⽇本⾚⼗字九州国際看護⼤学 教授 
 2005(平 17)年 4 ⽉  ⽇本⾚⼗字九州国際看護⼤学 学⻑ 
 2013(平 25)年 4 ⽉  ⽇本⾚⼗字九州国際看護⼤学 名誉学⻑ 
 2013(平 25)年 4 ⽉      笹川記念保健協⼒財団 理事⻑ 
 2013(平 25)年 4 ⽉      笹川記念保健協⼒財団 会⻑ 現在に⾄る 
 
 
所属学会︓ 世界災害緊急医学会 (WADEM) ( 理事 1999〜2012) 

アメリカ公衆衛⽣学会  
国際開発学会 (JASID)  (理事 2000〜2015） 
⽇本国際保健医療学会  (理事 2000〜2012 監事/2012〜2014, 代議員/2014〜2018） 
⽇本在宅医療学会 
全国在宅療養⽀援診療所連絡会 
⽇本医療マネジメント学会 
⽇本評価学会 (理事 2000〜2014) 



⽇本公衆衛⽣学会         
⽇本オスラー協会  
⽇中医学協会  
⽇本ホスピス在宅ケア研究会  
アメリカ科学振興協会  
世界保健協議会  
ニューヨーク科学アカデミー  

 Global Health Council 
  
 
これまでの社会活動 :  

独⽴⾏政法⼈国⽴国際医療研究センター 顧問(2013〜) 
⼀般財団法⼈ 国際開発機構（FASID）評議員（2014〜） 
⼀般財団法⼈ ⽇本ドリームボード財団評議員（2014〜） 
東京都看護⼈材確保対策会議 委員(2017〜) 
内閣府アフガン⼥性⽀援委員会 委員 (2001〜2012) 
厚⽣労働省予防接種審議会 委員 (2002〜2008) 
公益社団法⼈ガールスカウト⽇本連盟 理事 (2002〜2008) 
JICA ⼥性のリプロダクティブヘルス諮問委員会 委員 (2002〜2010) 
福岡県福祉協議委員会 会員 (2005〜2013) 
社会福祉法⼈ 宗像市社会福祉協議会 理事 (2005〜2013) 
⽇本⾚⼗字社福岡県⽀部 評議員 (2005〜2013) 
福岡アジア⽂化賞委員会 委員 (2005〜2013) 
⼀般財団法⼈ ⽇本国際協⼒センター評議員（2005〜） 
「宗像･沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議 委員 (2005〜2013) 
財団法⼈ 福岡県⼥性財団 理事 (2007〜2013) 
学校法⼈ 福岡県⽴⼥⼦⼤学経営委員（2007〜2013） 
国⽴学校法⼈ 福岡教育⼤学学⻑選考会議議⻑ 経営協議会学が委員（2009〜） 
公益財団法⼈ プラン･ジャパン理事（2012〜） 
公益財団法⼈ 九州⽂化協会 評議員（2012〜） 
済⽣会保健医療福祉総合研究所基本構想検討委員会委員（2013〜2015） 
社会福祉法⼈ 恩師財団済⽣会 評議員（2013〜） 
名古屋⼤学⼤学院博⼠課程教育リーディングプログラム評価委員⻑（2015〜） 
⾮常勤講師︓ 名古屋⼤学⼤学院 京都⼤学⼤学院 九州⼤学医学部 岡⼭⼤学医学部  

広島⼤学医学部    
 

業績︓ 国際保健関係および新⽣児⾎液学と検査医学分野の学会発表、論⽂多数他、 
共著書など 

 
賞罰︓ 1987(昭 62)年    中国衛⽣部名誉教授 

1992(平 4)年 第 8 回国際保健医療学会感謝状 
1997(平 9)年 厚⽣⼤⾂感謝状 

(ペルー⼤使公邸⼈質事件における現地医療⽀援の功績) 
1997(平 9)年 外務⼤⾂感謝状（同上） 



2002(平 14)年 ⼤⼭健康財団奨励賞受賞 
2002(平 14)年 エイボン⼥性⼤賞受賞 
2003(平 15)年 国際ソロプチミスト千嘉代⼦国際⼤賞受賞 
2003(平 18)年 JICA 理事⻑表彰 
2008(平 20)年 医療功労賞受賞 
2008(平 20)年 モロッコ保健⼤⾂より感謝状 
2009(平 21)年 ⽶国務省 Women of Courage 在⽇⽶⼤使館推薦候補 
2011(平 23)年 第 10 回福岡県男⼥共同参画表彰 
2012(平 24)年 男⼥共同参画社会づくり功労者内閣総理⼤⾂表彰 
2013(平 25)年 外務⼤⾂表彰 

 
趣味︓ ネコ︕︕ 各⾔語によるネコ本および⺠芸猫グッズ収集 
 

以上 
 


