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メッセージ 

iGHP センター長として、iGHPのミッションである、１）グローバルヘルス政策のエビデンス構

築、２）国内外のヘルスケアシステムに関する研究、３）グローバルヘルス政策研究に携わる

人材育成、4）国内外への政策提言を、精力的に進めてゆきます。 

 

略歴 

1982     筑波大学医学専門学群卒業 医籍登録（第 269423 号） 

1986     筑波大学大学院医学研究科博士課程環境生態系専攻修了 医学博士 

1988     米国ミネソタ大学大学院修士課程公衆衛生学疫学専攻修了  

公衆衛生学修士（Fulbright Program 奨学生） 

1988-1990  大阪府立成人病センター集団検診Ｉ部 技術吏員 

1990-1993   筑波大学講師 社会医学系 

1993-2002   筑波大学助教授 社会医学系 

1996-1997   米国ハーバード大学医学部客員准教授 

（文部省海外の中核的研究拠点への派遣研究者） 

2002-2004    筑波大学教授 社会医学系 

2004-2006    筑波大学大学院教授 人間総合科学研究科社会健康医学 

2005-現在  大阪大学大学院教授 医学系研究科公衆衛生学 

2013-2015    大阪大学医学系研究科 副研究科長 

2019-現在  国立国際医療研究センター グローバルヘルス政策研究センター 

 センター長 

文科省大学院教育改革支援プログラム実施責任者（2007-2010） 

大阪大学医学系研究科公衆衛生修士プログラム実施責任者（2007-現在） 

環境省エコチル調査 大阪ユニットセンター長 (2011-現在) 

厚労働省戦略研究 研究リーダー（2013-2017） 

日本学術振興会 大学の世界展開力強化事業（キャンスアジアプログラム）実施責任者（2016-

2020） 



学会活動：日本公衆衛生学会理事長 日本疫学会前理事長 日本循環器予防学会理事 日本脳

卒中学会幹事 日本高血圧学会評議員 日本動脈硬化学会評議員、他  

賞罰：大阪代大学賞 日本医師会医学賞 日本心臓財団予防賞 日本心臓財団奨励賞受賞 日本

公衆衛生学会奨励賞受賞、他 
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