
国際医療救援事業派遣歴一覧

※黄色部分は2023年3月8日現在の派遣中職員です。

事業名 事業の種類 派遣形態 派遣国 派遣地域 役職 事業での職種 名前 派遣開始日 派遣終了日 日数

116 トルコ・シリア地震救援事業 救援事業 二国間 トルコ共和国
アンカラ・

ガジアンテップ

感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部

長
医師 古宮伸洋 2023/2/26 2023/3/7 10

115
国際赤十字・赤新月社連盟 中東・北アフリカ

地域事務所
緊急保険支援 連盟 レバノン共和国 ベイルート 看護部 兼 国際医療救援部 看護師 連盟中東・北アフリカ地域事務所緊急保健要員 小笠原佑子 2022/10/13 2023/4/3 173

114 南スーダン紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC 南スーダン共和国 ジュバ 看護部 第一外来 看護師長 兼 国際医療救援部
ICRC医療要員

(病院プロジェクトマネージャー）
吉田千有紀 2022/2/15 2022/6/27 133

113 ハイチ地震救援事業（国際赤十字・赤新月社連盟） ERU 連盟 ハイチ共和国 レカイ
薬剤部 病棟業務課 第一病棟業務係長

薬剤師
薬剤師 榊本 亜澄香 2021/10/4 2021/11/22 50

112 世界保健機関パプアニューギニア国事務所 WHO WHO パプアニューギニア独立国 ポートモレスビー等 感染症内科部 兼 第一救急科部
新型コロナウイルス感染症に対す

る緊急対応コンサルタント
小林謙一郎 2020/9/15 2020/11/24 71

111
国際赤十字・赤新月社連盟アジア大洋州地域

事務所・ロジスティクス要員
連盟 マレーシア共和国 クアラルンプール 経理部 医事業務課 主事 ロジスティクス要員 寺尾のぞみ 2022/5/10 2023/4/3 329

国際赤十字・赤新月社連盟アジア大洋州地域

事務所・ロジスティクス研修
連盟 マレーシア共和国 クアラルンプール 経理部 医事業務課 主事 ロジスティクス研修員 寺尾のぞみ 2020/2/1 2020/5/15 105

110 モザンビークサイクロン救援事業 救援事業 二国間 モザンビーク共和国 ベイラ市
感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部副部長
医師 古宮伸洋 2019/4/24 2019/5/30 37

109 パレスチナ赤新月社医療支援事業 支援事業 二国間 レバノン共和国 ベイルート 救急科・集中治療部　兼　消化器外科部　兼　精神科部 医師 益田充 2023/1/10 2023/4/6 87

パレスチナ赤新月社医療支援事業 支援事業 二国間 レバノン共和国 ベイルート 外科部 兼 外傷救急部 医師 益田充 2021/8/30 2021/10/7 39

パレスチナ赤新月社医療支援事業 支援事業 二国間 レバノン共和国
ベイルート

（オンライン派遣）
外科部 兼 外傷救急部 医師 益田充 2021/10/8 2021/11/30 54

支援事業 二国間 レバノン共和国
ベイルート

（オンライン派遣）
外科部 兼 外傷救急部 医師 益田充 2021/4/1 2021/8/29 151

パレスチナ赤新月社医療支援事業 支援事業 二国間 レバノン共和国 ベイルート 外科部 兼 第一救急科部 医師 益田充 2019/2/15 2019/6/13 119

108 インドネシア・スラウェシ島地震救援事業 救援事業 二国間 インドネシア共和国 パル市等 感染症内科部 兼 第一救急科部 医師 医師 小林謙一郎 2018/11/22 2018/12/28 37

インドネシア・スラウェシ島地震救援事業 救援事業 二国間 インドネシア共和国 パル市等
感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部
医師 古宮伸洋 2018/10/22 2018/11/15 25

107 バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 支援事業 二国間 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 感染症内科部 兼 第一救急科部 医師 小林謙一郎 2019/11/12 2019/11/29 18

バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 支援事業 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 看護部 本館9階A病棟 看護師 兼 国際医療救援部 看護師 平田こずえ 2019/4/5 2019/6/28 85

バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 支援事業 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 経理部 医事業務課 主事 事務管理要員 林優子 2019/2/12 2019/5/15 93

バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 支援事業 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 小児科部 兼 感染症内科部 兼 第一救急科部 医師 医師 水野真介 2018/7/17 2018/8/24 39
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106 パキスタン医療支援事業 支援事業 ICRC パキスタン・イスラム共和国 ペシャワール 看護部看護師長 兼 国際医療救援部

ICRC医療要員

(病院プロジェクトマネージャー/ヘルス・

プログラム・ マネージャー)

吉田千有紀 2018/6/8 2020/2/17 620

105 中東地域紛争犠牲者支援事業（ヨルダン） 保健事業 連盟 ヨルダン・ハシミテ王国 アンマン 看護部 本館7階A病棟 看護師 兼 国際医療救援部 保健要員 小笠原佑子 2017/12/6 2018/12/20 380

104
バングラデシュ南部避難民救援事業

○第6班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 感染症内科部 兼 第一救急科部 医師 医師 小林謙一郎 2018/3/16 2018/6/20 97

バングラデシュ南部避難民救援事業

○第6班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 検査部 臨床検査技師 事務管理要員 髙橋朱加 2018/3/16 2018/5/8 54

バングラデシュ南部避難民救援事業

○病院支援
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 看護部　手術室　看護師 看護師 田中愛弓 2018/3/16 2018/4/19 35

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第5班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 小児科部　医師 医師 水野真介 2018/3/1 2018/3/23 23

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第5班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール

感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部
医師 古宮伸洋 2018/2/16 2018/3/28 41

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第5班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 看護部　本館11階病棟　看護師 看護師 久保明日香 2018/2/16 2018/3/28 41

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第4班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 外科部　医師 医師 益田充 2018/1/5 2018/2/28 55

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第4班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 専任教師 兼 国際医療救援部 助産師 畑下眞守美 2018/1/5 2018/2/28 55

バングラデシュ南部避難民救援事業 救援事業 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール
感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部
医師 古宮伸洋 2017/12/14 2017/12/27 14

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第2班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 薬剤部薬事課医薬品情報係長 薬剤師 榊本亜澄香 2017/10/20 2017/12/14 56

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第2班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール 看護部　救急外来　看護係長 看護師 大谷香織 2017/10/20 2017/12/6 48

バングラデシュ南部避難民救援事業

〇第1班
ERU 連盟 バングラデシュ人民共和国 コックスバザール

感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部
医師 古宮伸洋 2017/9/22 2017/11/1 41

103 ソマリア・コレラ救援事業 救援事業 連盟 ソマリア共和国 ソマリランド
感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部
医師 古宮伸洋 2017/6/30 2017/8/10 42

102 中東地域紛争犠牲者支援事業（ヨルダン） 保健事業 連盟 ヨルダン・ハシミテ王国 アンマン 看護部　本館9階A病棟　看護師 保健要員 平田こずえ 2017/4/25 2017/12/28 248

101 中東地域紛争犠牲者支援事業（ギリシャ） 救援事業 連盟 ギリシャ共和国
ヘルソー及び

ネオカバラ

感染症内科部副部長兼国際感染症

事業部副部長兼国際医療救援部
医師 古宮伸洋 2016/9/12 2016/10/27 46

100
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ

感染症内科部長兼国際感染症事業部長

兼国際医療救援部副部長
チームリーダー 大津聡子 2016/8/1 2022/3/31 2069

99
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2016/6/12 2016/6/25 14

98
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2016/4/26 2016/5/5 10
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97 南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 ナミビア共和国
ウイントフック・

カティマムリロ
感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2016/3/10 2016/3/16 7

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 マラウィ共和国 リロングウェ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2016/3/17 2016/3/19 3

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 南アフリカ共和国 プレトリア 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2016/3/20 2016/3/24 5

96 シエラレオネ共和国への派遣 事業評価 連盟 シエラレオネ共和国 フリータウン 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部 医師 古宮伸洋 2016/3/5 2016/3/14 10

95
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2015/12/6 2015/12/13 8

94 南スーダン紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC 南スーダン共和国 マイウート郡 看護部 第ニ外来看護師長 兼 国際医療救援部
ICRC医療要員

(病院プロジェクトマネージャー)
吉田千有紀 2015/10/26 2016/9/20 331

93 南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 レソト王国 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2015/9/26 2015/9/29 4

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 スワジランド王国 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2015/9/30 2015/10/2 3

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 ボツワナ共和国 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2015/10/3 2015/10/8 6

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 レソト王国 薬剤部 薬剤師 薬剤師 榊本亜澄香 2015/9/26 2015/9/29 4

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 スワジランド王国 薬剤部 薬剤師 薬剤師 榊本亜澄香 2015/9/30 2015/10/2 3

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 ボツワナ共和国 薬剤部 薬剤師 薬剤師 榊本亜澄香 2015/10/3 2015/10/8 6

92 ハイチ　コレラ衛生促進事業 衛生促進事業 連盟 ハイチ共和国 ポルトープランス等 看護部 本館7階A病棟 看護師
日赤事業管理要員

(看護師・保健）
小笠原佑子 2015/7/1 2017/2/28 609

91
ネパール地震救援事業

○第2班
ERU 連盟 ネパール連邦民主共和国 メラムチ 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(医師)
古宮伸洋 2015/6/2 2015/7/23 52

ネパール地震救援事業

○第2班
ERU 連盟 ネパール連邦民主共和国 メラムチ 看護部 救急外来 看護師

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
大谷香織 2015/6/2 2015/7/23 52

ネパール地震救援事業

○第2班
ERU 連盟 ネパール連邦民主共和国 メラムチ 薬剤部 薬剤師

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(薬剤師)
榊本亜澄香 2015/6/2 2015/7/23 52

90 フィリピン保健医療支援事業 保健医療支援事業 二国間 フィリピン共和国 オーロラ州 看護部 看護師
日赤事業管理要員

(看護師）
久保明日香 2015/3/20 2015/10/8 203

89
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2015/3/16 2015/8/31 169

88 ウガンダ北部医療支援事業 医療支援事業 二国間 ウガンダ共和国 カロンゴ 外科部長 日赤医療要員(医師) 宇山志朗 2014/10/25 2015/3/6 133

87 フィリピン保健医療支援事業 保健医療支援事業 二国間 フィリピン共和国 オーロラ州 看護部 看護師
日赤事業管理要員

(看護師・保健）
堀本知春 2014/9/25 2015/4/16 204
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86
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2014/9/1 2014/9/15 15

世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2014/9/20 2014/10/2 13

85
世界保健機関

（エボラ出血熱対応）
WHO WHO リベリア共和国 モンロビア 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部 コンサルタント 古宮伸洋 2014/8/24 2014/9/19 27

84
世界保健機関カンボジア事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO カンボジア王国 プノンペン 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部 コンサルタント 古宮伸洋 2014/7/22 2014/7/30 9

世界保健機関カンボジア事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO カンボジア王国 プノンペン 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2014/7/26 2014/8/1 7

世界保健機関カンボジア事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO カンボジア王国 プノンペン 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2014/8/17 2014/8/21 5

世界保健機関カンボジア事務所

（新興感染症対応）
WHO WHO カンボジア王国 プノンペン 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部 コンサルタント 古宮伸洋 2014/8/17 2014/8/21 5

83 リベリア　エボラ出血熱救援事業 救援事業 連盟 リベリア共和国 モンロビア 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部
連盟現地調査・調整チーム

(FACT・保健)
古宮伸洋 2014/4/26 2014/6/4 40

82
世界保健機関ベトナム事務所

（H7N9）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2014/4/14 2014/5/31 48

81 フィリピン保健医療支援事業 保健医療支援事業 二国間 フィリピン共和国 オーロラ州 看護部 本館7階A病棟 看護師
日赤事業管理要員

(看護師・保健）
小笠原佑子 2014/3/27 2014/10/24 212

80 南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 スワジランド王国 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2014/3/22 2014/3/24 3

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 マラウィ共和国 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2014/3/25 2014/3/26 2

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 南アフリカ共和国 ヨハネスブルグ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2014/3/27 2014/3/31 5

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 スワジランド王国 看護部 看護師 看護師 堀本知春 2014/3/22 2014/3/24 3

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 マラウィ共和国 看護部 看護師 看護師 堀本知春 2014/3/25 2014/3/26 2

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 南アフリカ共和国 ヨハネスブルグ 看護部 看護師 看護師 堀本知春 2014/3/27 2014/3/31 5

79
世界保健機関ベトナム事務所

（H7N9）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2014/2/20 2014/2/28 9

78 イラク紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC イラク共和国 ナジャフ 看護部 第三外来看護師長 兼 国際医療救援部
ICRC医療要員

(PHC担当看護師)
吉田千有紀 2013/11/22 2014/12/11 385

77
フィリピン中部台風救援事業

○第１班
ERU 連盟 フィリピン共和国 マニラ・セブ等 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(医師)
大津聡子 2013/11/13 2014/1/6 55

フィリピン中部台風救援事業

○第２班
ERU 連盟 フィリピン共和国 セブ等 看護部 救急外来 看護師

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
大谷香織 2013/12/16 2014/1/16 32
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フィリピン中部台風救援事業

○第３班
ERU 連盟 フィリピン共和国 セブ等 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(医師)
古宮伸洋 2014/1/7 2014/2/18 43

76 感染症対策強化プロジェクト JICA JICA エチオピア連邦民主共和国 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部 コンサルタント 古宮伸洋 2013/11/1 2013/12/15 45

75 北イラク・クルド地域戦傷外科実地研修 医療研修 二国間 イラク共和国 エルビル 看護部 手術室 看護師
日赤事業管理要員

(看護師・保健）
田中愛弓 2013/10/19 2013/12/24 67

74
世界保健機関ベトナム事務所

（新興感染症対策）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2013/9/25 2013/10/3 9

73 インド・ネパール洪水救援事業 救援事業 連盟 インド共和国 ニューデリー等 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 日赤現地調査・調整員 大津聡子 2013/6/24 2013/7/12 19

72
世界保健機関西太平洋地域事務局

（新興感染症対応）
WHO WHO フィリピン共和国 マニラ等 感染症内科部副部長 兼 国際医療救援部 コンサルタント 古宮伸洋 2013/5/6 2013/8/1 88

71
世界保健機関ベトナム事務所

（H7N9）
WHO WHO ベトナム社会主義共和国 ハノイ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2013/4/14 2013/4/30 17

70 北イラク・クルド地域戦傷外科実地研修 医療研修 二国間 イラク共和国 エルビル 看護部 本館7階A病棟 看護師
日赤事業管理要員

(看護師　保健)
小笠原佑子 2013/3/1 2013/5/8 69

69 ウガンダ赤十字社母子保健事業 母子保健事業 二国間 ウガンダ共和国 アチョリ地域 看護部 看護師
日赤事業管理要員

(看護師)
平田こずえ 2013/2/19 2014/4/30 436

68
世界保健機関西太平洋地域事務局

（新興感染症対応）
WHO WHO フィリピン共和国 マニラ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2012/12/3 2012/12/14 12

世界保健機関西太平洋地域事務局

（新興感染症対応）
WHO WHO フィリピン共和国 マニラ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2013/1/8 2013/2/1 25

67 南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 ナミビア共和国 ウイントフック 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2012/11/24 2012/11/27 4

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 レソト王国 マセル 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2012/11/28 2012/11/29 2

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 ボツワナ共和国 ハボロネ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2012/11/30 2012/12/2 3

66 シエラレオネ　コレラ救援事業 救援事業 連盟 シエラレオネ共和国 フリータウン 看護部看護師長 兼 国際医療救援部
連盟事業管理要員

(助産師・保健)
吉田千有紀 2012/9/26 2013/4/12 199

65 シエラレオネ　コレラ救援事業 ERU 連盟 シエラレオネ共和国 フリータウン 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長
連盟ERU医療要員

(医師)
大津聡子 2012/8/30 2012/9/19 21

64 北イラク・クルド地域戦傷外科実地研修 医療研修 二国間 イラク共和国 アルビル 看護部 本館7階A病棟 看護師 日赤医療要員(看護師) 熊野耕 2011/11/24 2012/2/24 93

63 南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 南アフリカ共和国 ヨハネスブルグ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2011/11/10 2011/11/12 3

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 マラウィ共和国 リロングウェ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2011/11/13 2011/11/14 2

南部アフリカ地域感染対策事業 事業評価 連盟 スワジランド王国 マンジニ 感染症内科部長 兼 国際医療救援部副部長 医師 大津聡子 2011/11/15 2011/11/21 7
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62 北イラク・クルド地域戦傷外科実地研修 医療研修 二国間 イラク共和国 アルビル 看護部 看護師 日赤医療要員(看護師) 平田こずえ 2011/9/1 2011/12/6 97

61 イラク紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC イラク共和国 スレイマニーア 看護部看護師 兼 国際医療救援課 ICRC医療要員(看護師) 松近真紀 2011/5/25 2011/8/3 71

60 パキスタン北部紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC パキスタン・イスラム共和国 ペシャワール 看護部看護師長 兼 国際医療救援部 ICRC医療要員(助産師) 吉田千有紀 2011/3/22 2012/3/21 366

59 ハイチ大地震被災者支援事業（コレラ支援） コレラ救援 連盟 ハイチ共和国 ポルタピマン 看護部 看護師
連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
平田こずえ 2011/3/14 2011/7/11 120

58 ニュージーランド地震にかかるこころのケア支援 こころのケア 二国間 ニュージーランド クライストチャーチ 専任教師 兼 国際医療救援部
日赤事業管理要員

(医療要員)
畑下眞守美 2011/2/27 2011/3/23 25

57 母子病院人材能力向上支援（JICA事業） JICA JICA リベリア共和国 モンロビア 看護部看護師長 兼 国際医療救援部
JICAリベリア短期派遣

専門家(医療)
吉田千有紀 2011/1/14 2011/2/17 35

56
ハイチ大地震被災者支援事業（コレラ支援）

○第１班
コレラ救援 連盟 ハイチ共和国 ポルトープランス等 専任教師 兼 国際医療救援部

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
畑下眞守美 2010/11/15 2010/12/27 43

55 パキスタン洪水災害救援事業 ERU 連盟 パキスタン・イスラム共和国 ムルタン 専任教師 兼 国際医療救援部
連盟フランス赤基礎保健ERU

チームメンバー(助産師)
畑下眞守美 2010/8/26 2010/10/1 37

54 母子病院技術協力事業（JICA事業） JICA JICA リベリア共和国 モンロビア 看護部看護師長 兼 国際医療救援部
JICAリベリア短期派遣

専門家(医療)
吉田千有紀 2010/6/18 2010/10/12 117

53 母子保健準備調査派遣（JICA事業） JICA JICA バングラデシュ人民共和国 モンロビア 看護部看護師長 兼 国際医療救援部
JICAリベリア短期派遣

専門家(医療)
吉田千有紀 2010/1/14 2010/2/17 35

52
ハイチ大地震被災者救援事業

○第１班
ERU 連盟 ハイチ共和国 ポルトープランス 国際医療救援部長

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(医師)
藪本充雄 2010/1/17 2010/3/5 48

ハイチ大地震被災者救援事業

○第１班
ERU 連盟 ハイチ共和国 ポルトープランス 専任教師 兼 国際医療救援部

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(助産師)
畑下眞守美 2010/1/17 2010/3/5 48

ハイチ大地震被災者救援事業

○第5班
ERU 連盟 ハイチ共和国 ポルトープランス・レオガン 看護部看護師 兼 国際医療救援部

連盟日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
松近真紀 2010/5/18 2011/2/16 275

51 フィリピン保健医療支援事業 保健医療支援事業 二国間 フィリピン共和国 キリノ州 看護部 看護師
日赤事業管理要員

(看護師・保健)
平田こずえ 2010/1/5 2010/7/23 200

50 インドネシア保健医療支援事業 医療支援事業 二国間 インドネシア共和国 ボゴール市 小児科部副部長
日赤事業管理要員

(医師・保健)
濱畑啓悟 2009/11/11 2009/11/27 17

49 パキスタン北部紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC パキスタン・イスラム共和国 ペシャワール 看護部看護師 兼 国際医療救援部 ICRC医療要員(看護師) 松近真紀 2009/6/30 2011/1/22 572

48 北イラク戦傷外科病院調査 事業調査 二国間 イラク共和国 アルビル 国際医療救援部長 医師 藪本充雄 2009/6/2 2009/6/25 24

47
ジンバブエ・コレラ救援事業

○第１班
ERU 連盟 ジンバブエ共和国 ハラレ 看護部看護師 兼 国際医療救援部

日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
松近真紀 2008/12/17 2009/1/22 37

ジンバブエ・コレラ救援事業

○第２班
ERU 連盟 ジンバブエ共和国 ハラレ 専任教師 兼 国際医療救援部

日赤基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
畑下眞守美 2009/1/9 2009/2/17 40

ジンバブエ・コレラ救援事業

○第３班
ERU 連盟 ジンバブエ共和国 ハラレ 国際医療救援部長

日赤基礎保健ERU

チームメンバー(チームリーダー)
藪本充雄 2009/2/2 2009/3/25 52
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46 ミャンマー連邦サイクロン被災者救援事業 救援事業 連盟 ミャンマー連邦 ヤンゴン 看護部第三外来看護師長 兼 国際医療救援部
連盟事業管理要員

(助産師・保健)
吉田千有紀 2008/7/10 2010/1/15 555

45
世界保健機関西太平洋地域事務局

（新興感染症対応）
WHO WHO フィリピン共和国 マニラ 国際医療救援部副部長 コンサルタント 大津聡子 2008/5/1 2011/3/31 1065

44 スマトラ島沖地震・津波復興支援事業 復興支援事業 連盟 スリランカ民主社会主義共和国 コロンボ 放射線科部 診療放射線技師 兼 国際医療救援部 日赤事業管理要員(事務職) 川村佳生 2008/1/23 2008/7/28 188

43 ケニア洪水救援事業 ERU 連盟 ケニア共和国 コースト州タナリバー県バンディ 第一救急部 兼 集中治療部 兼 腎臓内科部 医師
日赤基礎保健ERU

チームメンバー(チームリーダー)
大津聡子 2007/1/4 2007/3/13 69

ケニア洪水救援事業 ERU 連盟 ケニア共和国 コースト州タナリバー県バンディ 放射線科部 診療放射線技師
日赤基礎保健ERU

チームメンバー(管理要員)
川村佳生 2007/1/22 2007/2/28 38

42 スーダン紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC スーダン共和国 ジュバティーチングホスピタル 看護部第三外来看護師長 兼 国際医療救援部
ICRC医療要員

(助産師)
吉田千有紀 2006/9/8 2007/7/6 302

41 ジャワ島中部地震被災者救援事業 ERU 連盟 インドネシア共和国 ジョグジャカルタ 救急部兼第三外科部 兼 第二泌尿器科部 医師 医師 大津聡子 2006/5/30 2006/6/30 32

40 スマトラ島沖地震・津波復興支援事業 復興支援事業 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 救急部兼第三外科部 兼 第二泌尿器科部
事業管理要員

(医師・保健)
大津聡子 2006/1/30 2006/5/16 107

39
パキスタン北部地震救援事業

○先遣隊
先遣隊 ICRC パキスタン・イスラム共和国 ムザファラバード等 国際医療救援部長 初期調査班(医師) 藪本充雄 2005/10/9 2005/10/18 10

パキスタン北部地震救援事業

○第１班
ERU ICRC パキスタン・イスラム共和国 チナリ 専任教師 兼 国際医療救援部

ICRC基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
畑下眞守美 2005/10/11 2005/11/17 38

パキスタン北部地震救援事業

○第１班
ERU ICRC パキスタン・イスラム共和国 チナリ及びムザファラバード 看護部 看護師

ICRC基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
松近真紀 2005/10/11 2006/1/6 88

パキスタン北部地震救援事業

○第２班
ERU ICRC パキスタン・イスラム共和国 チナリ 国際医療救援部 救援課 主事

ICRC基礎保健ERU

チームメンバー(事務職)
中西英登 2005/11/3 2006/1/6 65

パキスタン北部地震救援事業

○第２班
ERU ICRC パキスタン・イスラム共和国 チナリ 国際医療救援部長

ICRC基礎保健ERU

チームリーダー(医師)
藪本充雄 2005/12/5 2006/1/25 52

パキスタン北部地震救援事業

○第３班
ERU ICRC パキスタン・イスラム共和国 チナリ 看護部看護師長 兼 国際医療救援部

ICRC基礎保健ERU

チームメンバー(看護師)
松尾文美 2006/2/13 2006/3/29 45

38 スマトラ島沖地震・津波復興支援事業 復興支援事業 連盟 スリランカ民主社会主義共和国 コロンボ 放射線科部 診療放射線技師 事業管理要員 川村佳生 2005/8/10 2006/2/24 199

37 スマトラ島沖地震・津波復興支援事業 復興支援事業 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 看護部第三外来看護師長 兼 国際医療救援部 日赤連絡調整員(看護師・保健) 吉田千有紀 2005/7/31 2006/2/24 209

36 インドネシア保健医療支援事業 保健医療支援事業 二国間 インドネシア共和国 ボゴール市 看護部 看護師 日赤連絡調整員(看護師) 松近真紀 2005/6/15 2005/9/28 106

35 スマトラ島沖地震・津波復興支援事業 復興支援事業 連盟 スリランカ民主社会主義共和国 コロンボ 救急部 兼 第三外科部 兼 第二泌尿器科部 医師 日赤連絡調整員(保健) 大津聡子 2005/4/4 2005/11/22 233

34 スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業 救援事業 連盟 スリランカ民主社会主義共和国 コロンボ 国際医療救援部 救援課 主事 日赤救護要員 中西英登 2005/3/7 2005/3/29 23

33
スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第１班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 専任教師 兼 国際医療救援部

連盟ERUチームメンバー

助産師
畑下眞守美 2004/12/29 2005/1/28 31
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国際医療救援事業派遣歴一覧

事業名 事業の種類 派遣形態 派遣国 派遣地域 役職 事業での職種 名前 派遣開始日 派遣終了日 日数

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第２班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 国際医療救援部長

連盟ERUチームメンバー

医師
藪本充雄 2005/1/19 2005/2/18 31

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第２班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 看護部看護師長 兼 国際医療救援部

連盟ERUチームメンバー

看護師
松尾文美 2005/1/19 2005/2/18 31

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第２班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 国際医療救援部 救援課 主事

連盟ERUチームメンバー

事務職
中西英登 2005/1/19 2005/2/18 31

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第３班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 救急部 兼 第三外科部 兼 第二泌尿器科部 医師

連盟ERUチームメンバー

医師
大津聡子 2005/1/25 2005/2/9 16

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第３班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 救急部 兼 第三外科部 兼 第二泌尿器科部 医師

連盟ERUチームリーダー

医師
大津聡子 2005/2/10 2005/3/16 35

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第４班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 放射線科部 放射線技術第一課 診療放射線技師

連盟ERUチームメンバー

事務職
川村佳生 2005/2/8 2005/3/8 29

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第５班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 専任教師

連盟ERUチームメンバー

看護師
西山恵理 2005/2/28 2005/3/31 32

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第６班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 国際医療救援部長

連盟ERUチームメンバー

医師
藪本充雄 2005/4/7 2005/5/2 26

スマトラ島沖地震・津波被災者救援事業

○第６班
ERU 連盟 インドネシア共和国 ナングル・アチェ・ダルサラム州 看護部 看護師

連盟ERUチームメンバー

看護師
田岡加代 2005/4/7 2005/5/2 26

32 スーダン紛争犠牲者救援事業 救援事業 ICRC スーダン共和国 ジュバティーチングホスピタル 看護部第三外来看護師長 兼 国際医療救援部 ICRC看護師 吉田千有紀 2004/5/21 2005/3/11 295

31
イラン南東部地震被災救援事業

○第１班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 国際医療救援部長

連盟ERUチームメンバー

医師
藪本充雄 2003/12/28 2004/1/24 28

イラン南東部地震被災救援事業

○第１班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 国際医療救援部 救援課 主事

連盟ERUチームメンバー

事務職
中西英登 2003/12/28 2004/1/20 24

イラン南東部地震被災救援事業

○第２班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 看護部看護師長 兼 国際医療救援部

連盟ERUチームメンバ

助産師
松尾文美 2004/1/17 2004/2/14 29

イラン南東部地震被災救援事業

○第３班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 放射線科部 放射線技術第一課長 兼 国際医療救援部

連盟ERUチームメンバー

事務職
口井信孝 2004/2/9 2004/3/4 25

イラン南東部地震被災救援事業

○第３班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 専任教師

連盟ERUチームメンバー

看護師
西山恵理 2004/2/9 2004/3/4 25

イラン南東部地震被災救援事業

○第４班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 看護部副部長 兼 国際医療救援部

連盟ERUチームメンバー

助産師
高岸壽美 2004/2/27 2004/3/18 21

31
イラン南東部地震被災救援事業

○第５班
ERU 連盟 イラン・イスラム共和国 ケルマン州バム市 専任教師 兼 国際医療救援部

連盟ERUチームメンバー助産

師
畑下眞守美 2004/3/8 2004/4/1 25

30 スリランカ基礎保健衛生支援事業 保健衛生支援事業 連盟 スリランカ民主社会主義共和国 コロンボ等 救急部兼第三外科部 兼 第二泌尿器科部 医師 日赤事業管理要員 大津聡子 2003/10/27 2004/2/10 107

29 アフガニスタン医療復興支援事業 医療復興支援事業 ICRC アフガニスタン・イスラム共和国 北部タロカン 放射線科部放射線技術第一課長 兼 国際医療救援部 日赤・ICRC事業ICRC事業管理要員 口井信孝 2003/9/12 2003/12/25 105

28 スリランカ保健医療センター復興支援事業事前調査 事業調査 二国間 スリランカ民主社会主義共和国 コロンボ等 救急部 兼 第三外科部 医師 医師 大津聡子 2003/7/23 2003/8/13 22
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国際医療救援事業派遣歴一覧

事業名 事業の種類 派遣形態 派遣国 派遣地域 役職 事業での職種 名前 派遣開始日 派遣終了日 日数

27 アフガニスタン医療復興支援事業 医療復興支援事業 ICRC アフガニスタン・イスラム共和国 北部タロカン、クンヅス 看護部第三外来師長 兼 国際医療救援部 日赤・ICRC助産師 吉田千有紀 2003/6/4 2004/1/23 234

26 ジンバブエHIV/AIDS支援事業計画策定 事業調査 二国間 ジンバブエ共和国 ハラレ 救急部 兼 第三外科部 医師 医師 大津聡子 2003/2/18 2003/3/5 16

25 イラクでの人道危機調査チーム 事業調査 二国間 イラン・イスラム共和国 テヘラン 国際医療救援部副部長 医師 藪本充雄 2003/1/16 2003/1/23 8

24 南部アフリカ地域HIV/AIDS支援事業計画策定 事業調査 二国間 ジンバブエ共和国 ハラレ 国際医療救援部副部長 医師 藪本充雄 2002/11/2 2002/11/10 9

南部アフリカ地域HIV/AIDS支援事業計画策定 事業調査 二国間 ジンバブエ共和国 ハラレ 救急部 兼 第三外科部 医師 医師 大津聡子 2002/11/2 2002/11/10 9

23 イスラエル・パレスチナ紛争犠牲者救援事業 救援事業 ICRC パレスチナ自治区 ガザ地区 国際医療救援部副部長 ICRC外科医 藪本充雄 2002/7/15 2002/8/22 39

22
アフガニスタン地震救援事業

○第１班
ERU 連盟 アフガニスタン・イスラム共和国 バグラン州ナハリン地区 国際医療救援部副部長 連盟医師 藪本充雄 2002/4/22 2002/6/7 47

アフガニスタン地震救援事業

○第１班
ERU 連盟 アフガニスタン・イスラム共和国 バグラン州ナハリン地区 専任教師 連盟看護師 吉田千有紀 2002/4/22 2002/6/7 47

アフガニスタン地震救援事業

○第２班
ERU 連盟 アフガニスタン・イスラム共和国 バグラン州ナハリン地区

放射線課部放射線技術 兼 第一課長補佐 兼 放射線

技術第三係長事務取扱 兼 国際医療救援部
連盟調整員 口井信孝 2002/5/17 2002/7/4 49

21 アフガニスタン紛争被災者救援事業 救援事業 連盟 パキスタン・イスラム共和国 クエッタ・チャマン 救急部 医師 連盟内科医 大津聡子 2001/12/7 2002/9/11 279

20
インド西部地震被災者救援事業

○第１班
ERU 連盟 インド共和国 グジャラート州ブジ 国際医療救援部副部長 医師 藪本充雄 2001/1/27 2001/2/20 25

インド西部地震被災者救援事業

○第１班
ERU 連盟 インド共和国 グジャラート州ブジ 国際医療救援部兼看護部看護副部長 助産師 高岸壽美 2001/1/27 2001/2/20 25

インド西部地震被災者救援事業

○第１班
ERU 連盟 インド共和国 グジャラート州ブジ 国際医療救援部 救援課 兼 業務部 医事第一課主事 連絡調整員 中西英登 2001/1/27 2001/2/20 25

インド西部地震被災者救援事業

○第２班
ERU 連盟 インド共和国 グジャラート州ブジ 看護部看護師長 兼 国際医療救援部 助産師 松尾文美 2001/2/9 2001/3/9 29

インド西部地震被災者救援事業

○第３班（最終チーム）
ERU 連盟 インド共和国 グジャラート州ブジ 救急部長 医師 千代孝夫 2001/3/9 2001/3/30 22

19
エルサルバドル地震被災者救援にかかる

現地調査並びに救援活動
救援事業・調査事業 連盟 エルサルバドル共和国 サンサルバドル等 専任教師 助産師 吉田千有紀 2001/1/18 2001/1/29 12

18 インドネシア・スマトラ島地震救援事業 救援事業 連盟 インドネシア共和国 スマトラ島ベンクル 病棟係長 助産師 吉田千有紀 2000/6/12 2000/6/21 10

17 東ティモ－ル紛争犠牲者救援事業 紛争犠牲者救援事業 ICRC 東ティモール ディリ
放射線科部放射線技術第一課長補佐 兼

放射線技術第三係長事務取扱
診療放射線技師 口井信孝 2000/3/31 2000/7/11 103

16 アフガニスタン保健・医療事業 保健衛生支援事業 ICRC アフガニスタン・イスラム共和国 カブール 麻酔科部副部長 兼 第三外科部副部長 医師 鈴木隆雄 1998/9/24 1999/10/26 398

15 アフガニスタン地震救援事業 救援事業 ICRC アフガニスタン・イスラム共和国 ファイザーバード 麻酔科部副部長 兼 第三外科部副部長 医師 鈴木隆雄 1998/6/3 1998/6/11 9
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国際医療救援事業派遣歴一覧

事業名 事業の種類 派遣形態 派遣国 派遣地域 役職 事業での職種 名前 派遣開始日 派遣終了日 日数

14 カンボジア医療協力事業 開発協力事業 連盟 カンボジア王国 プノンペン 専任教師 助産師 松尾文美 1997/9/16 1998/3/31 197

13 カンボジア医療協力事業 開発協力事業 連盟 カンボジア王国 プノンペン 専任教師 助産師 松尾文美 1997/5/1 1997/7/31 92

12 ペル－人質事件救援事業 救援事業 ICRC ペルー共和国 リマ 麻酔科部副部長 兼 第三外科部副部長 医師 鈴木隆雄 1996/12/22 1997/5/8 138

11 ルワンダ帰還民救援事業 救援事業 連盟 タンザニア共和国 ヌガラ 専任教師 看護師 畑下眞守美 1996/12/9 1996/12/27 19

10 アフガン難民救援事業 救援事業 ICRC パキスタン・イスラム共和国 ICRCクエッタ病院 麻酔科部副部長 兼 第三外科部副部長 医師 鈴木隆雄 1996/3/21 1996/7/2 104

9 カンボジア医療協力事業 開発協力事業 二国間 カンボジア王国 プノンペン 助産師 助産師 吉田千有紀 1995/6/19 1996/1/12 208

8 アフガン難民救援事業 救援事業 ICRC パキスタン・イスラム共和国 クエッタ 麻酔科部副部長 医師 鈴木隆雄 1995/3/22 1995/7/5 106

7 カンボジア医療協力事業 開発協力事業 二国間 カンボジア王国 プノンペン 看護部 病棟係長 助産師 畑下眞守美 1994/1/31 1994/8/22 204

6 ス－ダン難民救援医療事業 救援事業 ICRC ケニア共和国 ロキチョキオ 放射線科部 同位元素技術係長 技師 口井信孝 1993/12/13 1994/3/28 106

5 ベトナム難民救援事業 救援事業 連盟 マレーシア国 ビドン島 放射線科部 同位元素技術係長 技師 口井信孝 1991/6/11 1991/12/27 200

4 アフガニスタン難民救援事業 救援事業 ICRC パキスタン・イスラム共和国 ペシャワール 麻酔科部副部長 医師 鈴木隆雄 1989/8/7 1989/10/12 67

3 ベトナム難民救援事業 救援事業 連盟 マレーシア国 ビドン島 放射線科部 診察放射線技師 技師 口井信孝 1989/8/1 1990/2/17 201

2 エチオピア干ばつ防災事業 災害対策事業 連盟 エチオピア連邦民主共和国 デジー 看護部 看護師 看護師 秦野環 1989/2/28 1990/2/21 359

1 エチオピア干ばつ被災者救援事業 救援事業 連盟 エチオピア連邦民主共和国 看護部 看護師 助産師 高岸壽美 1985/7/15 1986/1/30 200

述べ派遣職員数 177人 述べ派遣日数 19,827日

※現在派遣中の職員が任

期を満了すると想定して

・連盟 = 国際赤十字・赤新月社連盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）

・ICRC = 赤十字国際委員会（International Committee of the Red Cross）

・ERU = Emergency Response Unit（緊急対応ユニット：最長4ヶ月間、外部からの支援を受けることなく保健医療活動を継続す

るために、医師、看護師、事務職員から構成されるチームおよび医療資機材、発電機、テント、食料などを備えた資機材の総称。日

本赤十字社では「基礎保健ERU」を保有しており、近年では2015年にネパールで甚大な被害をもたらした地震に対する医療救援活動

のため出動している。

・WHO = 世界保健機関（World Health Organization）

・JICA = 独立行政法人　国際協力機構（Japan International Cooperation Agency）

日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部 10 / 10


