2007年 度 受 賞 者
モアザムアリ氏（東京大学大学院 医学系研究科国際保健計画学教室 助教）
受賞論文
Emergency medical services in Islamabad, Pakistan: a public-private partnership.
Public Health 2006 ; 120(1) : 50-57

藤屋 リカ氏（日本国際ボランティアセンターパレスチナ事業担当）
受賞論文
The influence of economic factors on the location of birth among Palestinian women
Bethlehem during the second Palestinian uprising. Tropical Doctor 2007 Jan ; 37(1) :
13-17

2008年 度 受 賞 者
永井 真理氏（国立国際医療センター国際医療協力局）
受賞論文
Reconstruction of health service systems in the post-conflict Northern province in Sri
Lanka Health Policy 83 (1): 84-93 (2007)

2009年 度 受 賞 者
川口 レオ氏（名古屋大学大学院医学系研究科）
受賞論文
Seroprevalence of Leptospirosis and Risk Factor Analysis in Flood-prone Rural Areas in
Lao.PDR. /The American journal of tropical medicine and hygiene. /2008/ /78(6):957-961.

野中 大輔氏（東京大学大学院医学系研究科）
受賞論文
Malaria education from school to community in Oudomxay province, Lao PDR. /
Parasitology International,/ 2008 57:76–82.

2010年 度 受 賞 者
小林 勉氏（岡山大学大学院環境学研究科 博士課程）
受賞論文
The survival of Vibrio cholerae in the natural environment of Zambia: Fish, the suspicious
gateway of cholera outbreak? Journal of International Health. 2010, 25(1):33-39.

関 なおみ氏（厚生労働省東京検疫所）
受賞論文
戦後日本の「蚊とハエのいない生活実践運動」－住民参加と国際協力の視点から.
Journal of International Health.2009,24(1):1-11.

2011年 度 受 賞 者
野崎 威功真氏（厚生労働省）
受賞論文
Social factors affecting ART adherence in rural settings in Zambia. AIDS Care. 2011;
23(7): 831-838.

2012年 度 受 賞 者
村井 真介氏（東北大学大学院医学系研究科）
受賞論文
Systemic factors of errors in the case identification process of the national routine health
information system : A case study of Modified Field Health Services Information System
in the Philippines. BMC Health Services Research2011，11：271

2013年 度 受 賞 者
秋山 剛氏（琉球大学熱帯生物圏研究センター）
受賞論文
schools healthy among Burmese migrants in Thailand, Health Promotion International, 28:
223-232, 2012.

江 啓発氏（名古屋大学大学院医学系研究科）
受賞論文
(1) Chiang C, Elshair IH, Kawaguchi L, Fouad NA, Abdou NM, Higuchi M, El Banna SR,
Aoyama A. Improvements in the status of women and increased use of maternal health
services in rural Egypt. Nagoya J Med Sci, 2012; 74: 233–240
(2) Chiang C, Labeeb SA, Higuchi M, Mohamed AG, Aoyama A. Barriers to the use of
basic health services among women in rural southern Egypt (Upper Egypt). Nagoya J Med
Sci, 2013; 75: in press

2014年 度 受 賞 者
高橋-松本 エミリー氏（研究所 熱帯医学・マラリア研究部）
受賞論文
地域住民への顕微鏡検査技師によるマラリア感染予防啓発活動を強化する因子の決
定：フィリピン・パラワン州における横断的研究
Determining the active role of microscopists in community awareness-raising activities for
malaria prevention: a cross-sectional study in Palawan, the Philippines

2015年 度 受 賞 者
宮野真輔氏（国立国際医療研究センター）
受賞論文
ザンビア国における国家 HIV エイズケアプログラムの地方部への展開とその結核プログ
ラムへの影響に関する研究

高橋競氏（東京大学高齢社会総合研究機構）
受賞論文
コロンビア共和国における地雷被災者支援の動向と課題

2016年 度 受 賞 者
齋藤順子氏（（公財）長寿科学振興財団 東京大学大学院 ）
受賞論文
アジア・アフリカ 9 か国の小中学校教科書における、たばこ使用予防教育

2017年 度 受 賞 者
駒田謙一氏（国立国際医療研究センター）
受賞論文
Seroprevalence of chronic hepatitis B, as determined from dried blood spots, among
children and their mothers in central Lao People’ s Democratic Republic: A multistage,
stratiﬁed cluster sampling survey

