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内閣府食品安全委員会事務局

食品安全委員会専門調査会等専門委員の改選について

食品安全委員会では、専門調査会（１２）及びワーキンググループを設置し、専門分野に

関する調査審議を行っています。

今般、専門調査会の専門委員（２１６名のうち1６０名）の任期満了に伴い、平成２７年

１０月１日付けで内閣総理大臣より専門委員を委嘱しました。

各専門調査会等の専門委員の名簿は別添のとおりです。なお、専門委員の数及び女性比率

等は下記の表のとおりとなっております。

(単位：人、％)
男 女 計 女性比率

専門委員合計 152 76 228 33.33

専門調査会名 男 女 計 女性比率
企画等 11 12 23 52.2
添加物 12 7 19 36.8
農薬 37 11 48 22.9
動物用医薬品 12 4 16 25.0
器具・容器包装 9 5 14 35.7
汚染物質等 21 9 30 30.0
微生物・ウィルス 13 6 19 31.6
プリオン 10 4 14 28.6
かび毒・自然毒等 9 4 13 30.8
遺伝子組換え食品等 9 4 13 30.8
新開発食品 9 5 14 35.7
肥料・飼料等 11 7 18 38.9
栄養成分WG 10 4 14 -
アクリルアミドWG 11 6 17 -

薬剤耐性菌ＷＧ 10 2 12 -
※今回非改選の専門委員を含む。

※※複数の専門調査会等を兼任することがあるため、各専門調査会

等の人数の和が合計と一致しない。



【本件連絡先】

内閣府食品安全委員会事務局

総務課
前原、竹之内

電話 03-6234-1074、1077

食品安全委員会について

食品安全委員会（委員長：佐藤洋（さとう・ひろし ）は、食品中に含まれる農薬や）

食品添加物などが健康に及ぼす影響を科学的に評価する機関（リスク評価機関 。7名）

の委員で構成され、12の専門調査会及びワーキンググループにおいて、２００名を超

える専門委員の協力により、企画等、添加物、農薬、動物用医薬品、器具･容器包装、

汚染物質等、微生物･ウイルス、プリオン、かび毒･自然毒等、遺伝子組換え食品等、

新開発食品、肥料･飼料等その他の分野のリスク評価等を行っています。



食品安全委員会専門調査会

専門委員名簿

平成２７年１０月



ふりがな 所属・役職

有路　昌彦 ありじ　まさひこ 近畿大学農学部水産学科准教授

＊ 有田　芳子 ありた　よしこ 主婦連合会会長

＊ 井川　洋子 いかわ　ようこ ＪＡ全国女性組織協議会理事

石川　広己 いしかわ　ひろみ 公益社団法人日本医師会常任理事

＊ 今川　みどり いまがわ　みどり
サントリービジネスエキスパート株式会社お客様リレーション本部
課長

＊ 大倉　志保子 おおくら　しほこ
福岡女学院大学非常勤講師、精華女子短期大学非常勤講師　※
公募委員

大澤　幸弘 おおさわ　ゆきひろ 株式会社イトーヨーカ堂ＱＣ室食品担当総括マネージャー

鬼武　一夫 おにたけ　かずお 日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進部部長

＊ 神村　裕子 かみむら　ゆうこ 医療法人社団三圭会川越医院副院長

川西　徹 かわにし　とおる 国立医薬品食品衛生研究所所長

＊ 河野　康子 こうの　やすこ 一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長

小西　寛昭 こにし　ひろあき 雪印メグミルク株式会社取締役執行役員（研究開発部長）

＊ 迫　和子 さこ　かずこ 公益社団法人日本栄養士会専務理事

髙岡　慎一郎 たかおか　しんいちろう 一般社団法人日本フードサービス協会副会長

＊ 戸部　依子 とべ　よりこ
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員
協会消費生活研究所所長

中村　重信 なかむら　しげのぶ 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課長

＊ 夏目　智子 なつめ　さとこ 全国地域婦人団体連絡協議会幹事

＊ 野口　知恵 のぐち　ちえ 管理栄養士、シニア野菜ソムリエ　※公募委員

食品安全委員会　企画等専門調査会　専門委員

氏名



ふりがな 所属・役職

食品安全委員会　企画等専門調査会　専門委員

氏名

藤原　英憲 ふじはら　ひでのり 公益社団法人日本薬剤師会常務理事

松谷　和重 まつたに　かずしげ
日本労働組合総連合会副会長（日本食品関連産業労働組合総連
合会会長）

＊ 宮野　廣美 みやの　ひろみ 伊奈オリーブ薬局薬剤師

山内　正孝 やまのうち　まさたか 公益社団法人日本獣医師会理事

＊ 山本　唯子 やまもと　ゆいこ 一般財団法人消費科学センター理事

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員



氏名 ふりがな 所属・役職

石井　邦雄 いしい　くにお 学校法人北里研究所北里大学薬学部薬学科教授

＊ 石塚　真由美 いしづか　まゆみ 北海道大学大学院獣医学研究科教授

＊ 伊藤　清美 いとう　きよみ 武蔵野大学薬学部教授

宇佐見　誠 うさみ　まこと
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター薬理
部第四室長

梅村　隆志 うめむら　たかし
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理
部第一室長

＊ 久保田　紀久枝 くぼた　きくえ 東京農業大学総合研究所教授

＊ 佐藤　恭子 さとう　きょうこ 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長

祖父江　友孝 そぶえ　ともたか 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座環境医学教授

髙須　伸二 たかす　しんじ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理
部第一室主任研究官

髙橋　智 たかはし　さとる 名古屋市立大学大学院医学研究科実験病態病理学教授

塚本　徹哉 つかもと　てつや 藤田保健衛生大学医学部病理診断科Ⅰ准教授

頭金　正博 とうきん　まさひろ
名古屋市立大学大学院薬学研究科医薬品安全性評価学分野教
授

＊ 戸塚　ゆ加里 とつか　ゆかり
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所発がん・予防研
究分野ユニット長

中江　大 なかえ　だい 東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科教授

西　信雄 にし　のぶお
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国際産学連携セ
ンター長

北條　仁 ほうじょう　ひとし
一般財団法人残留農薬研究所毒性部生殖・発生毒性研究室室
長

松井　徹 まつい　とおる 京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻教授

＊ 森田　明美 もりた　あけみ 甲子園大学栄養学部教授・学部長

＊ 山田　雅巳 やまだ　まさみ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異
遺伝部第一室長

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

食品安全委員会　添加物専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

＊ 石見　佳子 いしみ　よしこ
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所食品保健機能研究部長

＊ 伊吹　裕子 いぶき　ゆうこ 静岡県立大学食品栄養科学部環境生命科学科教授

上西　一弘 うえにし　かずひろ 女子栄養大学栄養生理学研究室教授

宇佐見　誠 うさみ　まこと
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター薬理部
第四室長

梅村　隆志 うめむら　たかし
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部
第一室長

合田　幸広 ごうだ　ゆきひろ 国立医薬品食品衛生研究所薬品部長

柴田　克己 しばた　かつみ 滋賀県立大学人間文化学部　生活栄養学科教授

祖父江　友孝 そぶえ　ともたか 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座環境医学教授

髙須　伸二 たかす　しんじ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部
第一室主任研究官

＊ 瀧本　秀美 たきもと　ひでみ
国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所栄養疫学研究部長

頭金　正博 とうきん　まさひろ
名古屋市立大学大学院薬学研究科医薬品安全性評価学分野教
授

松井　徹 まつい　とおる 京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻教授

＊ 横田　恵理子 よこた　えりこ
慶応義塾大学薬学部
薬学教育研究センター准教授

吉田　宗弘 よしだ　むねひろ 関西大学化学生命工学部教授・学部長

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

食品安全委員会　栄養成分関連添加物ワーキンググループ　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

相磯　成敏 あいそ　しげとし
中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センター病理検
査部長

赤池　昭紀 あかいけ　あきのり
名古屋大学大学院創薬科学研究科教授　兼
京都大学大学院薬学研究科客員教授

浅野　哲 あさの　さとし 国際医療福祉大学薬学部衛生化学部門教授

＊ 上路　雅子 うえじ　まさこ 一般社団法人日本植物防疫協会理事長

太田　敏博 おおた　としひろ 東京薬科大学生命科学部教授

小澤　正吾 おざわ　しょうご 岩手医科大学薬学部教授

小野　敦 おの　あつし
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性
予測評価部第一室室長

＊ 加藤　美紀 かとう　みき 名城大学薬学部准教授

川口　博明 かわぐち　ひろあき 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科病理学分野特任准教授

＊ 桑形　麻樹子 くわがた　まきこ
一般財団法人食品薬品安全センター秦野研究所毒性部病理学研
究室室長

腰岡　政二 こしおか　まさじ 日本大学生物資源科学部生命農学科教授

三枝　順三 さえぐさ　じゅんぞう 公益社団法人日本実験動物学会事務局長

佐々木　有 ささき　ゆう
八戸工業高等専門学校物質工学科教授　兼
姫路獨協大学薬学部客員教授

佐藤　洋 さとう　ひろし 岩手大学農学部共同獣医学科特任教授

＊ 篠原　厚子 しのはら　あつこ 清泉女子大学人文科学研究所教授

＊ 代田　眞理子 しろた　まりこ 麻布大学獣医学部教授

＊ 杉原　数美 すぎはら　かずみ 広島国際大学薬学部教授

清家　伸康 せいけ のぶやす
国立研究開発法人農業環境技術研究所有機化学物質研究領域
主任研究員

食品安全委員会　農薬専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

食品安全委員会　農薬専門調査会　専門委員

高木　篤也 たかぎ　あつや
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部
動物管理室長

玉井　郁巳 たまい　いくみ 金沢大学医薬保健研究域薬学系薬物動態学研究室教授

田村　廣人 たむら　ひろと 名城大学農学部生物環境科学科教授

＊ 中島　美紀 なかじま　みき 金沢大学医薬保健研究域薬学系教授

永田　清 ながた　きよし 東北薬科大学環境衛生学教室教授

中塚　敏夫 なかつか　としお
国立研究開発法人日本医療研究開発機構産学連携部医療機器
研究課主幹

長野　嘉介 ながの　かすけ
長野毒性病理コンサルティング代表
（元中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センター副所
長）

中山　真義 なかやま　まさよし
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構花き研究所
花き研究領域長

納屋　聖人 なや　まさと
国立研究開発法人産業総合研究所安全科学研究部門客員研究
員

西川　秋佳 にしかわ　あきよし 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長

＊ 根岸　友惠 ねぎし　ともえ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科准教授

八田　稔久 はった　としひさ 金沢医科大学医学部教授

林　真 はやし　まこと 公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター名誉理事長

平塚　明 ひらつか　あきら 東京薬科大学薬学部医療薬学科教授

福井　義浩 ふくい　よしひろ
徳島大学大学院医歯薬学研究部医科学部門機能解剖学分野教
授

藤本　成明 ふじもと　なりあき 広島大学原爆放射線医科学研究所准教授

細川　正清 ほそかわ　まさきよ 千葉科学大学薬学部長

堀本　政夫 ほりもと　まさお 千葉科学大学危機管理学部動物危機管理学科教授

本多　一郎 ほんだ　いちろう 前橋工科大学工学部生物工学科教授



氏名 ふりがな 所属・役職

食品安全委員会　農薬専門調査会　専門委員

本間　正充 ほんま　まさみつ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺
伝部長

増村　健一 ますむら　けんいち
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺
伝部第三室長

松本　清司 まつもと　きよし 信州大学学術研究院教授

森田　健 もりた　たけし
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性
予測評価部第三室長

山崎　浩史 やまざき　ひろし 昭和薬科大学薬物動態学研究室教授

山手　丈至 やまて　じょうじ 大阪府立大学生命環境科学研究科獣医学専攻教授

＊ 山本　雅子 やまもと　まさこ 麻布大学獣医学部獣医学科教授

與語　靖洋 よご　やすひろ 国立研究開発法人農業環境技術研究所研究コーディネータ

義澤　克彦 よしざわ　かつひこ 関西医科大学病理学第二講座講師

＊ 吉田　充 よしだ　みつる 日本獣医生命科学大学応用生命科学部食品科学科教授

＊ 若栗　忍 わくり　しのぶ
一般財団法人食品薬品安全センター秦野研究所代替法試験部研
究員補

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。



ふりがな 所属・役職

青木　博史 あおき　ひろし 日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科准教授

青山　博昭 あおやま　ひろあき 一般財団法人残留農薬研究所業務執行理事・毒性部長

＊ 石川　さと子 いしかわ　さとこ 慶應義塾大学薬学部准教授

＊ 石塚　真由美 いしづか　まゆみ 北海道大学大学院獣医学研究科教授

＊ 小川　久美子 おがわ　くみこ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部
長

島田　章則 しまだ　あきのり 麻布大学生命・環境科学部臨床検査技術学科教授

＊ 須永　藤子 すなが　ふじこ 麻布大学獣医学部獣医学科准教授

辻　尚利 つじ　なおとし 北里大学医学部教授

寺岡　宏樹 てらおか　ひろき 酪農学園大学獣医学群教授

能美　健彦 のうみ　たけひこ
国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬支援戦略部東日
本総括部創薬コーディネーター

舞田　正志 まいた　まさし 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授

宮田　昌明 みやた　まさあき 独立行政法人水産大学校食品科学科教授

山崎　浩史 やまざき　ひろし 昭和薬科大学薬物動態学研究室教授

吉田　和生 よしだ　かずお
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研
究所国際重要伝染病研究安全管理役

吉田　敏則 よしだ　としのり 東京農工大学農学研究院動物生命科学部門准教授

渡邊　敏明 わたなべ　としあき 大阪青山大学健康科学部健康栄養学科教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。

氏名

食品安全委員会　動物用医薬品専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

井口　泰泉 いぐち　たいせん
大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所岡
崎統合バイオサイエンスセンター教授

＊ 石原　陽子 いしはら　ようこ 久留米大学医学部公衆衛生学講座主任教授

＊ 尾崎 麻子 おざき　あさこ
大阪市立環境科学研究所 調査研究課食品保健グループ研究主
任

小野　敦 おの　あつし
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性
予測評価部第一室長

＊ 小林　カオル こばやし　かおる 千葉大学大学院薬学研究院准教授

＊ 曽根　秀子 そね　ひでこ
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センター曝露
計測研究室室長

田中　亮太 たなか　りょうた 公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター常務理事

中江　大 なかえ　だい 東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科教授

＊ 那須　民江 なす　たみえ 中部大学生命健康科学部スポーツ保健医療学科教授

能美　健彦 のうみ　たけひこ
国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬支援戦略部東日
本統括部創薬コーディネーター

松永　民秀 まつなが　たみひで 名古屋市立大学大学院薬学研究科臨床薬学分野教授

六鹿　元雄 むつが　もとお 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第三室長

横井　毅 よこい　つよし 名古屋大学大学院医学系研究科教授

吉永　淳 よしなが　じゅん
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻准
教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。

食品安全委員会　器具・容器包装専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

青木　康展 あおき　やすのぶ
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センターフェ
ロー

穐山　浩 あきやま　ひろし 国立医薬品食品衛生研究所食品部長

＊ 浅見　真理 あさみ　まり 国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官

＊ 遠藤　裕子 えんどう　ゆうこ 農林水産省動物医薬品検査所検査第二部総括上席研究官

＊ 圓藤　陽子 えんどう　ようこ
独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院産業中毒セン
ター長

太田　茂 おおた　しげる 広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授

香山　不二雄 かやま　ふじお 自治医科大学医学部環境予防医学講座教授

＊ 苅田　香苗 かりた　かなえ 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授

川西　徹 かわにし　とおる 国立医薬品食品衛生研究所所長

＊ 河原　純子 かわはら　じゅんこ
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センター曝露
計測研究室主任研究員

川村　孝 かわむら　たかし 京都大学環境安全保健機構副機構長兼健康科学センター長

熊谷　嘉人 くまがい　よしと 筑波大学医学医療系教授

桑村　充 くわむら　みつる 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科准教授

齋藤　嘉朗 さいとう　よしろう 国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部長

＊ 關野　祐子 せきの　ゆうこ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター薬理部
部長

祖父江　友孝 そぶえ　ともたか 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座環境医学教授

髙橋　智 たかはし　さとる 名古屋市立大学大学院医学研究科実験病態病理学教授

田中　亮太 たなか　りょうた 公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター常務理事

食品安全委員会　汚染物質等専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

食品安全委員会　汚染物質等専門調査会　専門委員

＊ 野原　恵子 のはら　けいこ 国立研究開発法人国立環境研究所環境健康研究センター長

長谷川　隆一 はせがわ　りゅういち
独立行政法人医薬品医療機器総合機構新薬審査第五部テクニカ
ルエキスパート

広瀬　明彦 ひろせ　あきひこ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性
予測評価部長

福島　哲仁 ふくしま　てつひと 福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座教授

増村　健一 ますむら　けんいち
国立医薬品食品衛生研究所安全生物試験研究センター変異遺伝
部第三室長

宮川　宗之 みやがわ　むねゆき 帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科教授

村田　勝敬 むらた　かつゆき 秋田大学大学院医学系研究科教授

＊ 村山　典惠 むらやま　のりえ 昭和薬科大学薬物動態学研究室講師

＊ 吉田　充 よしだ　みつる 日本獣医生命科学大学応用生命科学部食品科学科教授

吉永　淳 よしなが　じゅん
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻准
教授

吉成　浩一 よしなり　こういち 静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授

鰐渕　英機 わにぶち　ひでき 大阪市立大学大学院医学研究科教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。



氏名 ふりがな 所属・役職

浅井　鉄夫 あさい　てつお 岐阜大学大学院連合獣医学研究科教授

＊ 安藤　匡子 あんどう　まさこ
鹿児島大学 共同獣医学部 獣医学科 病態予防獣医学講座 准教
授

大西　貴弘 おおにし　たかひろ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第四室長

＊ 大西　なおみ おおにし　なおみ 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター助教

岡部　信彦 おかべ　のぶひこ 川崎市健康安全研究所所長

小坂　健 おさか　けん 東北大学大学院歯学研究科副研究科長・教授

＊ 甲斐　明美 かい　あけみ 東京都健康安全研究センター微生物部主任研究員

木村　凡 きむら　ぼん
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科海洋科学系食品生産
科学部門教授

＊ 
工藤　由起子
 くどう　ゆきこ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第二室長

小関　成樹 こせき　しげのぶ 北海道大学大学院農学研究院准教授

＊ 鈴木　孝子 すずき　たかこ
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構上席研究
員

砂川　富正 すながわ　とみまさ 国立感染症研究所感染症疫学センター第二室長

田村　豊 たむら　ゆたか 酪農学園大学獣医学群教授・獣医学研究科長

豊福　肇 とよふく　はじめ 山口大学共同獣医学部獣医学科教授

野崎　智義 のざき　ともよし 国立感染症研究所寄生動物部部長

野田　衛 のだ　まもる 国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部第四室長

＊ 皆川　洋子 みながわ　ひろこ 愛知県衛生研究所所長

吉川　泰弘 よしかわ　やすひろ 千葉科学大学副学長・教授

脇田　隆字 わきた　たかじ 国立感染症研究所副所長

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

食品安全委員会　微生物・ウイルス専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

＊ 門平　睦代 かどひら　むつよ 帯広畜産大学畜産フィールド科学センター教授

筒井　俊之 つつい　としゆき
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研
究所ウイルス・疫学研究領域長

堂浦　克美 どううら　かつみ
東北大学大学院医学系研究科附属創生応用医学研究センタープ
リオン病コアセンター神経化学分野教授

＊ 永田　知里 ながた　ちさと 岐阜大学大学院医学系研究科教授

＊ 中村　優子 なかむら　ゆうこ 国立感染症研究所細胞化学部主任研究官

中村　好一 なかむら　よしかず 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門教授

＊ 八谷　如美 はちや　なおみ 東京医科大学医学部医学科病態生理学分野教授

福田　茂夫 ふくだ　しげお
地方独立行政法人北海道立総合研究機構畜産試験場基盤研究
部生物工学グループ研究主任

眞鍋　昇 まなべ　のぼる 大阪国際大学教授（学長補佐）

水澤　英洋 みずさわ　ひでひろ
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院長　兼
東京医科歯科大学特任教授

村上　洋介 むらかみ　ようすけ 元帝京科学大学教授

山田　正仁 やまだ　まさひと 金沢大学医薬保健研究域医学系教授

山本　茂貴 やまもと　しげき 東海大学海洋学部水産学科食品科学専攻教授

横山　隆 よこやま　たかし
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研
究所企画管理部長

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。

食品安全委員会　プリオン専門調査会　専門委員



ふりがな 所属・役職

荒川　修 あらかわ　おさむ 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科教授

川原　信夫 かわはら　のぶお
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研
究センター長

＊ 久米田  裕子 くめだ　ゆうこ 大阪府立公衆衛生研究所感染症部細菌課長

合田　幸広 ごうだ　ゆきひろ 国立医薬品食品衛生研究所薬品部長

＊ 小西　良子　 こにし　よしこ 麻布大学生命・環境科学部食品生命科学科教授

杉山　圭一 すぎやま　けいいち
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺
伝部第二室長

鈴木　敏之 すずき　としゆき
国立研究開発法人水産総合研究センター中央水産研究所水産物
応用開発研究センター衛生管理グループ長

豊福　肇 とよふく　はじめ 山口大学共同獣医学部獣医学科教授

長島　裕二 ながしま　ゆうじ 東京海洋大学海洋科学部教授

宮﨑　茂 みやざき　しげる 一般財団法人生物科学安全研究所参与

＊ 矢部 希見子 やべ　きみこ 福井工業大学環境情報学部環境・食品科学科教授

山﨑　寛治 やまさき　かんじ
一般財団法人化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所副
所長

＊ 渡辺  麻衣子 わたなべ　まいこ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第三室長

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

氏名

食品安全委員会　かび毒・自然毒等専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

＊ 岡田　由美子 おかだ　ゆみこ 国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部主任研究官

小関　良宏 おぜき　よしひろ 東京農工大学大学院工学研究院生命機能科学部門教授

＊ 橘田　和美 きった　かずみ
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研
究所食品分析研究領域ＧＭＯ検知解析ユニット長

児玉　浩明 こだま　ひろあき 千葉大学大学院融合科学研究科教授

近藤　一成 こんどう　かずなり 国立医薬品食品衛生研究所生代謝化学部第二室長

澤田　純一 さわだ　じゅんいち 独立行政法人医薬品医療機器総合機構テクニカルエキスパート

柘植　郁哉 つげ　いくや 藤田保健医療大学医学部小児科　臨床教授

＊ 手島　玲子 てしま　れいこ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構テクニカルエキスパート

中島　春紫 なかじま　はるし 明治大学農学部農芸化学科教授

＊ 樋口　恭子 ひぐち　きょうこ 東京農業大学応用生物科学部生物応用化学科教授

飯　哲夫 めし　てつお 国立研究開発法人農業生物資源研究所植物科学研究領域長

山川　隆 やまかわ　たかし 東京大学大学院農学生命科学研究科（農学国際専攻）教授

和久井　信 わくい　しん 麻布大学獣医学部動物応用科学科准教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。

食品安全委員会　遺伝子組換え食品等専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

＊ 石見　佳子 いしみ　よしこ
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所食品保健機能研究部長

磯　博康 いそ　ひろやす 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学教授

梅垣　敬三 うめがき　けいぞう
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所情報センター長

漆谷　徹郎 うるしだに　てつろう 同志社女子大学薬学部医療薬学科教授

奥田　裕計 おくだ　ひろかず
中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センター試験管
理部技術専門役

尾崎　博 おざき　ひろし 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

＊ 小堀　真珠子 こぼり　ますこ
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研
究所食品機能研究領域上席研究員

＊ 佐藤　恭子 さとう　きょうこ 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長

清水　誠 しみず　まこと 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科教授

酒々井　眞澄 すずい　ますみ 名古屋市立大学大学院医学研究科教授

林　道夫 はやし　みちお NTT東日本関東病院糖尿病・内分泌内科部長

＊ 平井　みどり ひらい　みどり 神戸大学医学部附属病院薬剤部教授、薬剤部長

本間　正充 ほんま　まさみつ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺
伝部長

＊ 脇　昌子 わき　まさこ
静岡市立静岡病院副病院長兼内分泌・代謝内科長兼京都大学医
学部臨床教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

食品安全委員会　新開発食品専門調査会　専門委員



氏名 ふりがな 所属・役職

荒川　宜親 あらかわ　よしちか
名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学／耐性菌制御
学分野教授

＊ 石原　加奈子 いしはら　かなこ 東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門講師

今井　俊夫 いまい　としお
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所動物実験支援施
設長

今田　千秋 いまだ　ちあき 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授

＊ 植田　富貴子 うえだ　ふきこ
日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科疾病予防獣医学部門
衛生・公衆衛生学分野教授

＊ 桑形　麻樹子 くわがた　まきこ
一般財団法人食品薬品安全センター秦野研究所毒性部病理学研
究室室長

小林　健一 こばやし　けんいち
独立行政法人労働安全衛生総合研究所健康障害予防研究グ
ループ主任研究員

＊ 下位　香代子 しもい　かよこ 静岡県立大学食品栄養科学部環境生命科学科教授

菅井　基行 すがい　もとゆき 広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授

髙橋　和彦 たかはし　かずひこ 横浜薬科大学健康薬学科教授

戸塚　恭一 とつか　きょういち 特定医療法人社団大坪会北多摩病院副院長

中山　裕之 なかやま　ひろゆき 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

細川　正清 ほそかわ　まさきよ 千葉科学大学薬学部長

＊ 宮島　敦子 みやじま　あつこ 国立医薬品食品衛生研究所医療機器部第二室長

宮本　亨 みやもと　とおる
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研
究所病態研究領域領域長補佐

＊ 山田　雅巳 やまだ　まさみ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺
伝部第一室長

＊ 山中　典子 やまなか　のりこ
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研
究所病態研究領域上席研究員（中課題推進責任者・領域長補佐）

吉田　敏則 よしだ　としのり 東京農工大学農学研究院動物生命科学部門准教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員
※　網掛けされている専門委員は、任期が平成28年3月31日までであり、今回の改選なし。

食品安全委員会　肥料・飼料等専門調査会　専門委員



ふりがな 所属・役職

青木　康展 あおき　やすのぶ
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センターフェ
ロー

＊ 浅見　真理 あさみ　まり 国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官

今井　俊夫 いまい　としお
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所動物実験支援施
設長

＊ 圓藤　陽子 えんどう　ようこ
独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院産業中毒セン
ター長

川西　徹 かわにし　とおる 国立医薬品食品衛生研究所所長

＊ 河原　純子 かわはら　じゅんこ
国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センター曝露
計測研究室主任研究員

川村　孝 かわむら　たかし 京都大学環境安全保健機構副機構長兼健康科学センター長

熊谷　嘉人 くまがい　よしと 筑波大学医学医療系教授

祖父江　友孝 そぶえ　ともたか 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座環境医学教授

田中　亮太 たなか　りょうた 公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター常務理事

＊ 野原　恵子 のはら　けいこ 国立研究開発法人国立環境研究所環境健康研究センター長

広瀬　明彦 ひろせ　あきひこ
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性
予測評価部長

増村　健一 ますむら　けんいち
国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺
伝部第三室長

＊ 村山　典惠 むらやま　のりえ 昭和薬科大学薬物動態学研究室講師

＊ 吉田　充 よしだ　みつる 日本獣医生命科学大学応用生命科学部食品科学科教授

吉成　浩一 よしなり　こういち 静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授

鰐渕　英機 わにぶち　ひでき 大阪市立大学大学院医学研究科教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

食品安全委員会　加熱時に生じるアクリルアミドワーキンググループ　専門委員

氏名



氏名 ふりがな 所属・役職

浅井　鉄夫 あさい　てつお 岐阜大学大学院連合獣医学研究科教授

荒川　宜親 あらかわ　よしちか
名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学／耐性菌制御
学分野教授

今田　千秋 いまだ　ちあき 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授

＊ 植田　富貴子 うえだ　ふきこ
日本獣医生命科学大学疾病予防獣医学部門衛生・公衆衛生学分
野教授

＊ 甲斐　明美 かい　あけみ 東京都健康安全研究センター微生物部主任研究員

菅井　基行 すがい　もとゆき 広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授

砂川　富正 すながわ　とみまさ 国立感染症研究所感染症疫学センター第二室長

田村　豊 たむら　ゆたか 酪農学園大学獣医学群教授・獣医学研究科長

戸塚　恭一 とつか　きょういち 特定医療法人社団大坪会北多摩病院副院長

豊福　肇 とよふく　はじめ 山口大学共同獣医学部獣医学科教授

細川　正清 ほそかわ　まさきよ 千葉科学大学薬学部長

吉川　泰弘 よしかわ　やすひろ 千葉科学大学副学長・教授

※　五十音順、敬称略
※　＊：女性委員

食品安全委員会　薬剤耐性菌に関するワーキンググループ　専門委員
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