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TICAD7公式サイドイベント 
保健人材への投資： 

UHC達成と経済発展のカギ

保健人材への戦略的な投資は、経済的に負担可能で、質の高い保健・医療サービスの需要に持

続的に対応していくことに貢献し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成を後押しする。

また、保健人材への投資を通じた保健指標の改善は、雇用機会の創出や社会的保護の強化、ひい

ては国の経済発展に寄与し、持続可能な開発目標における健康と福祉（SDG 3）のみならず、質

の高い教育（SDG 4）や、ジェンダー平等（SDG 5）、働きがいのある人間らしい仕事と経済成長

（SDG 8）などの達成にも貢献する。しかし、これだけ多様な利益を生み出すにも関わらず、世界は

未だ深刻な保健人材の不足に陥っており、サハラ以南アフリカにおけるUHC達成の主要な問題の

一つとなっている。

本サイドイベントでは、サハラ以南アフリカ諸国、米国、および日本から国際識者を迎え、次のこと

を議論する。

• グローバルヘルスの変化する現状

• 保健人材開発への国際的および国内における投資

• UHCの計画における人材データの活用

• 人材データの質と可用性を改善するための投資

•	保健人材の開発とUHC、ジェンダー平等、および包括的な成長の関連性
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プログラム

開会挨拶 

武見 敬三 参議院議員、（公財）日本国際交流センター（JCIE）シニアフェロー 

基調講演 

クウェク・アジマン＝メーヌ ガーナ共和国保健大臣

サハラ以南アフリカにおけるストーリーの共有 

パネリスト
サムソン・オラム ウガンダ共和国保健省人事管理部長代理
ジャネット・ムリウキ イントラヘルス・インターナショナル ケニア共和国保健人材プログラム 

副局長 
永井 真理 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター（NCGM）国際医療 

協力局連携協力部国際連携専門職

ディスカッサント
自見 はなこ 参議院議員
ジェラール・シュメッツ 世界保健機関（WHO）ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ／ライフコース

コーディネーター
前田 明子 医療経済学者、医療政策分析家

対談： アフリカにおける保健人材開発の未来への展望 

フランシス・オマスワ グローバルヘルスと社会変革のためのアフリカセンター（ACHEST）所長、
第3回野口英世アフリカ賞（医療活動分野）受賞者 

パップ・ガイ イントラヘルス・インターナショナル理事長兼最高経営責任者
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TICAD7 OFFICIAL SIDE EVENT 

H E A LT H  W O R K F O RC E  I N V E S T M E N T 
A S  A  D R I V E R  O F  

U N I V E R S A L  H E A LT H  CO V E R AG E 
A N D  E CO N O M I C  D E V E LO P M E N T

Strategic investment in the health workforce addresses the need for quality and 
affordable health services in achieving universal health coverage (UHC), while also 
driving economic development and social protection by creating job opportunities, 
particularly for women. Investments in this area contribute to achieving not only 
Sustainable Development Goals (SDGs) 3, health and well-being, but also SDGs 
4, quality education; 5, gender equity; and 8, decent work and inclusive growth. 
However, despite the wide-ranging benefits of health workforce development, the 
world’s critical shortage of health workers remains one of the major bottlenecks to 
UHC in sub-Saharan Africa. 

This side event will convene leading global experts from sub-Saharan African 
countries, the United States, and Japan, to:

• Explore the changing landscape of global health

• Advocate for international and domestic investments in health workforce 
development

• Highlight the importance of using human resource data for planning for UHC

• Discuss the need for investments in improving the quality and availability of 
human resource data

• Highlight the relevance of health workforce development to UHC, gender 
equality, and inclusive growth.
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AG E N DA

Opening Remarks

Prof. Keizo Takemi Member, House of Councillors (LDP), Japan; Senior Fellow, Japan 
Center for International Exchange (JCIE)

Keynote Speech

Hon. Kwaku Agyaman-Manu Minister of Health, The Republic of Ghana

Stories from Sub-Saharan Africa

Panelists
Dr. Samson Olum Acting Head of Human Resource Management, Ministry of Health, 

The Republic of Uganda
Dr. Janet Muriuki Deputy Chief of Party and Technical Director, HRH Kenya 

Mechanism, IntraHealth International
Dr. Mari Nagai Senior Expert, Division of Global Networking, Department of Global 

Network and Partnership, Bureau of International Medical 
Cooperation, National Center for Global Health and Medicine 
(NCGM)

Discussants
Dr. Hanako Jimi  Member, House of Councillors (LDP), Japan
Dr. Gerard Schmets Coordinator of Universal Health Coverage and Life Course, World 

Health Organization (WHO)
Dr. Akiko Maeda Health Economist and Health Policy Analyst

Dialogue on the Future of Health Workforce Development in Africa 

Prof. Francis Omaswa Executive Director, African Center for Global Health and Social 
Transformation (ACHEST); Third Hideyo Noguchi Africa Prize 
Laureate

Mr. Pape Gaye President and CEO, IntraHealth International
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OPENING REMARKS

武見 敬三
参議院議員、（公財）日本国際交流センター（JCIE）シニア・フェロー
1974年慶應義塾大学法学部政治学科卒業、76年同大学法学研究科修士課程修了。80年
東海大学政治経済学部政治学科助手、87年助教授、95年教授就任。同年参議院議員に初
当選。現在5期目（東京選挙区）。1984年～87年、テレビ朝日CNNデイウォッチ、モーニング
ショーのキャスターを務める。公務では外務政務次官、参議院外交防衛委員長、厚生労働
副大臣、政務では自民党総務会長代理、参議員自民党政策審議会長を歴任。国連事務総
長の下で国連制度改革委員会委員、同じく母子保健改善の為の委員会委員、世界保健機関

（WHO）研究開発資金専門家委員会委員、保健医療部門の雇用と経済成長に関する国連
ハイレベル委員会委員、等を務めた。2007年～09年、ハーバード大学公衆衛生大学院研究
員。2019年、WHOのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）親善大使に就任。現在、自民
党総務会副会長、国際保健戦略特別委員会委員長、海洋総合戦略小委員会委員長、日本国
際交流センター（JCIE）シニア・フェロー、長崎大学及び福島医科大学にて客員教授を務め
る。

Keizo Takemi
Member, House of Councillors, Japan; Senior Fellow, JCIE
Keizo Takemi is a Liberal Democratic Party (LDP) member of the house of council-
lors of the National Diet of Japan. He serves as chair of the parliamentary caucus on 
the Stop TB partnership and the Asian Forum of Parliamentarians on Population and 
Development. In 2016, he was appointed to the UN High Level Commission on Health 
Employment and Economic Growth, and in 2018, to the UHC Financing Advisory 
Committee for the G20 2019. He has served as Senior Vice Minister for Health, Labour 
and Welfare, and State Secretary for Foreign Affairs, where he led the initiative to 
establish the UN Trust Fund for Human Security. Within the LDP, he is chairperson of 
Special Committee on Global Health Strategy of LDP Policy Research Council. He has 
been a senior fellow with the Japan Center for International Exchange since 2007, 
where he is chair of the Executive Committee of the Global Health and Human Security 
Program. In June 2019, he was appointed WHO Goodwill Ambassador for UHC.

KEYNOTE SPEECH

クウェク・アジマン＝メーヌ　
ガーナ共和国保健大臣
トヨタ・ガーナ等の民間企業で財務部長等を務めた後、国会議員に選出され、現在3期目。国
内外からその卓越したリーダーシップと能力を称賛され、ガーナ国内における公共会計委員
会の議長等の役職のみならず、西アフリカ公会計委員会協会（WAAPAC）、連邦会計委員会
連合（CAPAC）、アフリカ地域公会計委員会（AFROPAC）をはじめ、数々の地域組織の委員
を兼任する。これまでにガーナ通商産業省、内務省、財務省、経済計画省、交通輸送省、通信
省などの副大臣、国民健康保険局の最高責任者を歴任。また、過去には国連エイズ合同計画

（UNAIDS）理事会議長を務めた他、最近では、Gaviワクチンアライアンス西アフリカ英語圏
の代理委員にも選出された。ガーナ大学より経済学および統計学学士号を取得、ロンドン会
計学校より管理会計士を取得。
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Kwaku Agyaman-Manu
Minister of Health, The Republic of Ghana
Kwaku Agyeman-Manu is minister of health for the Republic of Ghana and a member 
of parliament (MP) for Dormaa Central in the Brong Ahafo region.  He has been MP 
for Dormaa West and Central for two terms and is now serving his third term. From 
2001-2009, he served as deputy minister of trade and industry, interior, finance and 
economic planning, roads and transport, and communication and also served briefly 
as the acting chief executive of the National Health Insurance Authority. Agyeman-
Manu is an executive member of the West African Association of Public Accounts 
Committee (WAAPAC), the Commonwealth Association of Public Accounts Committee 
(CAPAC) and the African Region Public Accounts Committee (AFROPAC). He was the 
Board Chairman for the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS PCB) 
headquartered in Geneva.  He has recently been elected an Alternate member of GAVI 
(Global Alliance for Vaccines and Immunisation) representing Anglophone West Africa.

STORIES FROM SUB-SAHARAN AFRICA

サムソン・オラム
ウガンダ共和国保健省人事管理部長代理
ウガンダ出身。2004年に警察庁に入庁し、公務員としてのキャリアをスタート。過去15年間
にわたり、保健省を含む様 な々省庁で人事管理の経験を持つ。2015年、保健省人事管理部
副部長に就任。現在は同部長代理を務め、職員34人、技術協力員6人とともに、人事システム
の機能確保、人事計画、採用、中央及び地方政府レベルにおける医療従事者の配置・トレー
ニングなど、人事機能の調整及び監督を担う。マケレレ大学（ウガンダ）開発学科卒業後、ソウ
ル大学校で行政学修士号を取得。ウガンダ経営学学院修了。

Samson Olum
Acting Head of Human Resource Management, Ministry of Health, 
The Republic of Uganda
Samson Olum has over 15 years’ experience in human resource management in the 
public service working in various ministries, including three at the ministry of health, 
where he serves as the acting head of the human resource management department. 
Olum coordinates and supervises human resource functions, which includes ensuring 
the functionality of human resource systems, human resource planning, recruitment, and 
deployment and training of health workers at both the central and decentralized levels.

ジャネット・ムリウキ
イントラヘルス・インターナショナル ケニア共和国保健人材プログラム副局長
ケニア出身。医師、公衆衛生専門家として15年間保健分野に従事。前職では、パスファイン
ダー・インターナショナルにおいて、同組織によるプロジェクト（APHIA II Nairobi-Centralお
よびAPHIAplus Nairobi-Coast）の下、質改善顧問およびエイズ・結核・家族計画・性と生
殖に関する健康・母子および青少年の保健に関する保健サービス専門家を歴任。その後、イン
トラヘルス・インターナショナルに参画。保健人材キャパシティ・ブリッジおよびキャパシティ・ケ
ニア・プロジェクトの技術部長および副局長を歴任し、現職に至る。保健システム強化、地方お
よび国レベルでの保健人材、医療施設への研修提供、現職研修の伝統的かつ革新的手法、
公共・民間・宗教奉仕セクター等のあらゆるセクターにおける保健サービス改善、政策の立案
と実行、質向上システム、ドナーおよび政府間の関係構築などで、豊富な経験を持つ。
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Janet Muriuki
Deputy Chief of Party and Technical Director, HRH Kenya Mechanism, 
IntraHealth International
Janet Muriuki is a medical doctor and public health specialist with over 15 years of 
experience in the health sector. She is deputy chief of party for IntraHealth’s USAID- 
funded Human Resources for Health (HRH) Kenya mechanism. Muriuki has extensive 
experience in health systems strengthening, human resources for health at national 
and county levels, traditional and innovative approaches for in-service training, im-
provement of health service delivery in the public, private, and faith-based sectors, and 
donor and government relations.

永井 真理
国立研究開発法人国立国際医療研究センター（NCGM）国際医療協力局連携協
力部国際連携専門職
過去20年にわたり、アジアやアフリカ地域の低所得国における公衆衛生改善のため、技術支
援を提供。性と生殖に関する健康、母子および青少年の保健や、ユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ（UHC）達成のための保健システム強化に尽力。現在は、アフリカ、中東、アジア地域の
移民及び難民に対する緊急人道対応の設計や実行、モニタリングのため、日本の外務省や
数々のNGO組織に技術支援を提供。また、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバル
ファンド）の技術評価委員として、事務局運営や資金提供事業の実績、協力機関とのパート
ナーシップ、感染症対策におけるグローバルファンドのインパクトに関する評価を行い、理事会
への提言・アドバイスを行う。東北大学を卒業後、ジョンズ・ホプキンズ大学より公衆衛生学修
士、名古屋大学より医学博士号を取得。

Mari Nagai
Senior Expert, Division of Global networking, Department of 
Global Network and Partnership, Bureau of International Medical 
Cooperation, National Center for Global Health and Medicine (NCGM)
Mari Nagai is a medical doctor with twenty years’ experience providing technical 
support to improve public health in low-income countries in Asia and Africa. She has 
contributed to reproductive, maternal, neonatal, and child health and health system 
programs to achieve universal health coverage. As deputy director, health systems 
team lead at the Bureau of International Health Cooperation, Nagai provides techni-
cal support to the Ministry of Foreign Affairs in Japan and various NGOs to develop, 
implement and monitor emergency humanitarian responses for refugees and internal 
migrant populations in Asia, the Middle East and Africa. She serves as a member of the 
Global Fund Technical Evaluation Reference Group (TERG), which ensures independent 
evaluation of the Global Fund business model, investments, and impact worldwide.
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自見 はなこ
参議院議員
小児科専門医・内科認定医でありながら、自民党参議院議員。2007年東大小児科入局、同
附属病院、青梅市立総合病院、虎の門病院などを経て、2010年から2013年まで国会議員秘
書。2015年自民党参議院比例区支部長、2016年参院選比例区から立候補し、当選。現在は
参議院厚生労働委員会理事、参議院災害特別対策特別委員会、参議院災害特別対策特別
委員会委員、国民生活・経済に関する調査会委員を務める。自民党党内では党厚生関係団体
委員会副委員長、党女性局長代理、党青年局次長を務める。また、日米国会議員連盟、日本
香港友好議員連盟、日中友好議員連盟の会員である。米マサチューセッツ州ブルックライン高
校を卒業し、筑波大学にて国際総合学類国際関係学を専攻後、東海大学医学部卒業。

Hanako Jimi 
Member, House of Councillors, LDP
Dr. Jimi is a first-term member of the House of Councillors. Born in 1976 in Nagasaki 
Prefecture, Jimi attended high school in Brookline, Massachusetts. She graduated from 
Tsukuba University’s College of International Relations and went to medical school 
at Tokai University. After working in pediatrics for several years, she worked as staff 
for a Diet member from 2010. She was elected to the House of Councillors in 2016. 
Dr. Jimi currently serves on the Committee on Health, Welfare and Labour (Director), 
the Committee on Rules and Administration, the Special Committee on Disasters 
and the Research Committee on National Life and Economy. She is a member of the 
Japan-US Parliamentary Association, the Japan–Hong Kong Parliamentary Friendship 
Association, and the Japan-China Parliamentary Friendship Association. Within the LDP, 
she is Deputy Director of the Committee on Organizations Involved with Health and 
Welfare, Deputy Director of the Women’s Affairs Division, and Deputy Director of the 
Youth Division.

ジェラール・シュメッツ
世界保健機関（WHO）ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ／ライフコース コーディ
ネーター
医療経済学者として、ルーヴァン大学でベルギーの保健分野における資金調達を分析した
後、1986年に国境なき医師団の一員としてマリに赴任し、同国の保健システム強化に尽力。
その後、保健コンサルタントとして民間企業に籍を移し、アフリカや太平洋島しょ、カリブ海、
東ヨーロッパ、アジア地域の保健システム強化や、ヨーロッパにおける病院改革と病院管理に
力を注ぐ。2004年、WHO欧州地域事務局に着任し、各国の保健システム部門を担当。2008
年、本部（ジュネーブ）の保健システム・ガバナンス／政策／支援有効性部門のコーディネー
ターに着任。同ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）共同作業チームのコーディネーター
も兼任する。

Gérard Schmets
Coordinator of Universal Health Coverage and Life Course, World 
Health Organization (WHO)
Gérard Schmets is a health economist who started his career as research assistant pro-
fessor in the University of Louvain, analysing the financing of the Belgian health sector. 
In 1986, he joined the NGO “Médecins Sans Frontières” in Mali for his first of several 
long term assignments abroad related to strengthening health systems. Subsequently, he 
pursued a career as a consultant for AEDES, a health consulting firm based in Brussels, 
for which he became deputy managing director; a position he held until 2004. 
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Since 1986, Gerard has worked intensively on health systems abroad in Africa, the 
Pacific Islands, the Caribbean’s, Eastern Europe and Asia, on long term and short term 
missions. He also worked on hospitals reform and hospitals management in Europe as 
managing director of Gemelli, a Belgian firm specialized in Hospital Management. 
Gerard joined the World Health Organization Regional Office for Europe in 2004, 
where he was in charge of the Division of Country Health Systems. In April 2008 he 
became coordinator of the Health Systems Governance, Policies and Aid Effectiveness 
Unit at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland. He is also coordinator of the WHO 
UHC Joint Working Team.

前田 明子
医療経済学者、医療政策分析家
30年にわたって国際開発に携わり、世界銀行、経済協力開発機構（OECD）、アジア開発銀行

（ADB）、国連児童基金（UNICEF）、国連開発計画（UNDP）で専門職及び総合職を歴任。
イエメンやカンボジア、タジキスタン等の現地事務所でも勤務経験がある。現在は、国際保健
人材ネットワーク（Global Health Workforce Network）の戦略諮問グループや、公正な
保健システムと普遍的アクセスのための知識共有や教育を実践する国際非営利組織 The 
Network: Toward Unity for Health の顧問委員を兼任。ジョンズ・ホプキンズ大学より医
療経済学博士号、ハーバード大学より生化学・分子生物学ならびに中東政治経済学修士号
を取得。

Akiko Maeda
Health Economist and Health Policy Analyst
Akiko Maeda is a Japanese health economist with 30 years’ experience in international 
development. She has held various technical and managerial positions at the World 
Bank, OECD, Asian Development Bank, UNICEF, and UNDP. Currently, she is a member 
of the Strategic Advisory Group for the Global Health Workforce Network and a mem-
ber of the advisory board for The Network: Toward Unity for Health, an international 
non-profit organization which serves as a community of practice to educate and share 
knowledge for universal access and equitable health systems.

DIALOGUE ON THE FUTURE OF HEALTH WORKFORCE 
DEVELOPMENT IN AFRICA

フランシス・オマスワ
グローバルヘルスと社会変革のためのアフリカセンター（ACHEST）所長、 
第3回野口英世アフリカ賞（医療活動分野）受賞者
ウガンダ出身。ロンドンで心臓外科医として活動後、ウガンダやケニアで診療と外科能力向
上に30年以上尽力。保健人材の支援と効果的活用、トレーニングのための国際システムの
開発において世界を牽引。2008年5月まで、WHO事務局長付特別顧問、世界保健人材連
盟（GHWA）初代事務局長。その前には、ウガンダ保健省で保健サービス事務局長を務め、
医療の質の担保や地方分権化を含む保健セクター改革及びコーディネーションを統率。グ
ローバルヘルスにおける彼の数々の功績や指導的役割は図り切れない。ストップTBパート
ナーシップ初代会長、後に同副議長、グローバルファンド立案者、同理事会におけるポート
フォリオ・調達委員長、保健関連MDGsハイレベルフォーラム運営委員を務め、援助効果にか
かるパリ宣言の草案作成に参画した。マケレレ医学校（ウガンダ）卒業。
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Francis Omaswa
Executive Director, African Center for Global Health and Social 
Transformation (ACHEST); Third Hideyo Noguchi Africa Prize Laureate
Francis Omaswa is the executive director of the African Centre for Global Health and 
Social Transformation (ACHEST), an initiative incorporated in Uganda and promoted 
by a network of African and international leaders in health and development. He was 
founding chair, and later served as vice chairman, of the global Stop TB partnership, 
was one of the architects of the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, and served 
as chair of the portfolio and procurement committee of the Global Fund board, was a 
member of the steering committee of the High Level Forum on health-related MDGs, 
and participated in the drafting the Paris Declaration on Aid Effectiveness. At TICAD7 
this year, he has been awarded the 3rd Hideyo Noguchi Africa Prize in Medical Services 
by The Government of Japan.

パップ・ガイ
イントラヘルス・インターナショナル理事長兼最高経営責任者
セネガル出身。カリフォルニア大学ロサンゼルス校より経営学修士号を取得。保健人材、強靭
な保健システム、保健医療への公正なアクセスのためのアドボカシーに情熱を注ぐ。彼のリー
ダーシップの下、イントラヘルス・インターナショナルは、グローバルヘルスにおける保健人材
の議論への関心を高めてきた。グローバルヘルスおよび開発分野における過去30年にわたる
経験を生かし、現在40か国以上で保健人材および保健システム強化のプログラムを監督す
る。パートナーシップを基本理念に掲げ、保健省からプライベートセクター、地域の保健従事
者に至るまで、あらゆるステークホルダーと強固な協調関係を築きながら、低・中所得国の保
健課題に取り組む。彼の論説は、ハフィントンポストやデベックス、その他のメディアに頻繁に
掲載されている。

Pape Gaye
President and CEO, IntraHealth International
Pape Gaye is a native of Senegal and a lifelong advocate for health workers, strong 
health systems, and access to health care for all. Under his leadership as president 
and CEO of IntraHealth International, the organization has made human resources for 
health a crucial part of the worldwide conversation on global health. Gaye draws on 
three decades of leadership in international health and development as he oversees 
work in around 40 countries to strengthen their health workforces and health systems.



1970年設立。民間外交のパイオニアとして、非営利・非政
府の立場から、政策対話や人物交流、調査研究等を通じて、
日本の対外関係の強化、地球規模課題への貢献、社会の多
様性の促進に取り組む。2004年より、世界エイズ・結核・マ
ラリア対策基金（グローバルファンド、本部ジュネーブ）を支
援する日本の民間イニシアティブ「グローバルファンド日本
委員会」を運営する。2007年以降グローバルヘルスを主要
テーマに取り上げ、グローバルヘルスに対する支持基盤強
化と官民連携の推進や、日本の知見に基づく対外戦略策定
の後押し、人間の安全保障の視点に立ったグローバルヘル
スをめぐる国際対話の推進に取り組む他、「アジアの高齢化
と地域内協力」等の事業を実施している。

Founded in 1970, JCIE is one of Japan’s leading 
foreign policy institutes. It organizes legislative 
exchanges and policy dialogues that bring to-
gether key figures from diverse sectors of soci-
ety, both in Japan and overseas. Headquartered 
in Tokyo, JCIE works closely with its American 
affiliate, JCIE/USA, in New York, on a range of 
initiatives that strengthen US-Japan relations. 
It played a leading role in the 1990s in Japan’s 
adoption of human security as a pillar of its for-
eign policy, and this led to the launch of a series 
of major initiatives on global health, including 
the launch of the Friends of the Global Fund, 
Japan, in 2004 as well as the establishment of 
the Global Health and Human Security Program 
in 2008 to encourage Japan to play a leadership 
role in advancing global health, health system 
strengthening, and universal health coverage.

1979年設立。米国ノースカロライナに拠点を置き、100か
国以上でグローバルヘルスの活動を展開する非営利組織。
世界中の誰もが住んでいる地域や国に関係なく、必要な
保健医療を受けられる世界を目指し、保健人材のパフォー
マンスの改善とシステム強化に取り組む。政府や民間企業、
技術者、アーティスト、アクティビストなど多様なアクターと
協調して、持続的な成果をもたらす地に根ざした解決方法
を促し、次世代のグローバルヘルス課題に求められるパー
トナーシップの構築を目指す。イントラヘルスは、各国での活
動を通して、健全で力強く、豊かなコミュニティの構築に貢
献している。

IntraHealth International is a global health 
nonprofit that has worked in over one hun-
dred countries since 1979. IntraHealth works to 
improve the performance of health workers and 
strengthen the systems in which they work so 
that everyone everywhere has the health care 
they need to thrive. Because next-generation 
challenges in global health call for new and ex-
traordinary partnerships, IntraHealth joins forces 
with governments, businesses, technologists, 
artists, activists, and more to cultivate local solu-
tions with lasting results. IntraHealth’s programs 
generate long-term social and economic impact 
to keep communities around the world healthy, 
strong, and prosperous.

イントラヘルス・インターナショナル

（公財）日本国際交流センター（JCIE）


