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○厚生労働省
薬事・食品衛生審議会
薬事分科会：西島正弘，大野泰雄
日本薬局方部会：合田幸広，棚元憲一，奥田晴宏
医薬品第一部会：川西　徹，澤田純一，中澤憲一
血液事業部会：山口照英
安全性技術調査会：山口照英
医療機器・体外診断薬部会：山口照英，土屋利江
医薬品再評価部会：川西　徹，山口照英
指定薬物部会：合田幸広，花尻（木倉）瑠理
生物由来技術部会：西島正弘，山口照英，土屋利江，澤
田純一
日本薬局方原案審議委員会生物試験法委員：室井正志
一般用医薬品部会：川西　徹，合田幸広
化粧品・医薬部外品部会：西島正弘，井上 達，西村哲
治，奥田晴宏
医薬品等安全対策部会：新見伸吾，中澤憲一，小島　肇
医薬品等安全対策調査会：中澤憲一
伝達性海綿状脳症対策部会：山本茂貴
伝達性海綿状脳症対策調査会：井上　達，山口照英，棚
元憲一，澤田純一
医療機器安全対策部会：西島正弘，内田恵理子，土屋利
江，蓜島由二
医療機器安全対策調査会：土屋利江
毒物劇物部会：大野泰雄，菅野　純
毒劇物調査会：奥田晴宏，中澤憲一，梅村隆志
化学物質安全対策部会：西島正弘，土屋利江，徳永裕
司，江馬　眞
化学物質調査会：菅野　純，高木篤也，林　真，江馬
眞
PRTR対象物質調査会：山本　都，菅野　純，林　真，
江馬　眞
家庭用品安全対策調査会：土屋利江，鹿庭正昭，徳永裕
司，山本　都，中澤憲一，江馬　眞
取扱技術基準等調査会：徳永裕司
動物用医薬品部会：井上　達，合田幸広
動物用一般用医薬品調査会：袴塚高志，村山三徳，児玉
幸夫
動物用医薬品残留問題調査会：村山三徳，児玉幸夫，今
井俊夫，林　真
動物用組換えDNA技術応用医薬品調査会：山口照英，
鈴木和博，澤田純一
動物用抗菌性物質調査会：村山三徳，児玉幸夫
動物用医薬品再評価調査会：村山三徳
中央薬事審議会：紅林秀雄
食品衛生分科会：西島正弘，大野泰雄，山本茂貴

食品規格部会：米谷民雄，宮原　誠，五十君靜信，小西
良子，西川秋佳
食中毒部会：山本茂貴，五十君靜信，小西良子
乳肉水産食品部会：山本茂貴
添加物部会：米谷民雄，棚元憲一，佐藤恭子
農薬・動物用医薬品部会：大野泰雄，米谷民雄
器具・容器包装部会：西島正弘，土屋利江，棚元憲一，
河村葉子，菅野　純
表示部会：米谷民雄，棚元憲一
食品表示調査会：米谷民雄
新開発食品調査部会：大野泰雄，米谷民雄，手島玲子
新開発食品評価第一調査会：山崎　壮
新開発食品評価第二調査会：合田幸広，春日文子
厚生労働科学審議会：西島正弘，大野泰雄，山口照英，
山本茂貴，山本　都
化学物質制度改正検討部会：西島正弘，土屋利江
科学技術部会：西島正弘
健康危機管理部会：大野泰雄，山本　都
遺伝子治療臨床研究に係る生物多様性影響評価に関する
作業委員会：山口照英
ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会：山口照英
変異原性試験等結果検討委員：西川秋佳，林　真，本間
正充
依存性薬物検討会：合田幸広
既存化学物質安全性点検事業におけるピアレビュー委員
会：簾内桃子，宮島敦子，今井俊夫，能美健彦，本間正
充，山田雅巳，江馬　眞，鎌田栄一，広瀬明彦
平成19年度厚生労働省獣医系技術職員採用試験問題作成
委員会：山本茂貴，五十君靜信，春日文子，小西良子，
工藤由紀子
医薬品の成分本質に関するワーキンググループ：合田幸
広，花尻（木倉）瑠理
生物学的同等性試験ガイドライン委員会：四方田千佳
子，鹿庭なほ子
皮膚適用製剤生物学的同等性試験ガイドライン検討委員
会：四方田千佳子，香取典子，坂本知昭，鹿庭なほ子
殺虫剤指針等の改訂に関する検討委員会：井上　達，檜
山行雄，坂本知昭，徳永裕司，平林容子
保険医療材料組織　保健医療専門審査員：大野泰雄，棚
元憲一，澤田純一
薬価算定組織：大野泰雄，棚元憲一，澤田純一
保険医療材料専門組織：棚元憲一
医療用医薬品溶出試験規格検討会：四方田千佳子
労働安全衛生法GLP評価会議委員：能美健彦
労働安全衛生法GLP査察専門家：能美健彦
安衛法GLP査察専門家：今井俊夫，能美健彦，鎌田栄一
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安衛法変異原性試験結果検討委員会：本間正充
安衛法GLP評価会議委員：今井俊夫，林　真
化審法GLP評価委員会委員：林　真，本間正充
化審法GLP査察専門家：本間正充，山田雅巳，増村健一
化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価
検討会：江馬　眞
化学物質GLP評価会議：西川秋佳，林　真，本間正充，
鎌田栄一
健康危機管理支援情報システム運営委員会：森川　馨
健康危機管理調整会議：森川　馨
残留農薬等分析法検討会：米谷民雄，根本　了，松田り
え子，村山三徳 
残留農薬等公示分析法検討会：米谷民雄，根本　了，村
山三徳
食品添加物安全性評価検討会：井上 達，米谷民雄，棚
元憲一，菅野　純，中澤憲一，西川秋佳，林　真，江馬 
眞
食品健康影響評価依頼物質選定検討会：大野泰雄，米谷
民雄
食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度
に係る技術研修会：村山三徳
食品に関するリスクコミュニケーションにおけるパネリ
スト：山本茂貴
水質基準逐次改正検討会：西村哲治，江馬　眞，広瀬明
彦
水道水質検査精度管理検討会：西村哲治，久保田領志
水道水質検査法検討会：西村哲治
水道水源等における生理活性物質の測定と制御に関する
検討会：西村哲治，久保田領志
特別用途食品（個別評価型病者用食品）評価検討会：米
谷民雄
薬剤師試験委員会：山崎　壮
がん原性試験指示検討委員会：西川秋佳，林　真
がん原性試験の評価を係る専門検討委員：西川秋佳
創薬基盤推進研究事業（ヒトゲノムテーラーメード研究）
事前評価委員会：澤田純一
治験のあり方に関する検討会：西島正弘
全国食品衛生監視員研修会において審査員：宮原　誠，
山本茂貴
食肉衛生技術研修会において審査員：村山三徳，山本茂
貴，五十君靜信
未承認薬使用問題検討委員会：川西　徹
医薬部外品原料規格検討会：坂本知昭
健康食品による健康被害事例検討会：合田幸広
日本医療機材工業会承認基準原案作成委員会：土屋利江
次世代医療機器評価指標検討委員：土屋利江
日本医療機材工業会JIS原案作成委員会：蓜島由二

次世代医療機器評価指標作成審査ワーキンググループ事
務局：土屋利江，佐藤道夫，石川　格，蓜島由二，植松
美幸，中岡竜介，迫田秀行，澤田留美，加藤玲子
副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価
委員会委員：奥田晴宏
公衆衛生情報研究協議会：森川　馨
IFCS関係省庁連絡会議：森田　健
危険物等海上輸送国際基準検討委員会：森田　健
内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会：菅野 
純
産業構造審議会臨時委員：林　真
国立成育医療センター　成育ステートメント検討委員
会：江馬　眞
ナノマテリアルの安全対策に関する検討会：長谷川隆
一，菅野　純
リン酸オセルタミビルの基礎的調査検討のためのワーキ
ンググループ：大野泰雄，中澤憲一
医薬部外品原料規格検討委員会：坂本知昭，徳永裕
司，五十嵐良明
化学物質安全性評価委員会：宮島敦子，今井俊夫，本間
正充，山田雅巳，簾内桃子，江馬　眞，広瀬明彦
家庭用品による製品事故対策検討委員会：鹿庭正昭，徳
永裕司，森田　健，高木篤也
化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価
検討会：江馬　眞

「健康食品」の安全性確保に関する検討会：大野泰雄
免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業事前評価委員
会移植医療分野小委員会：山口照英
免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業中間・事後評
価委員会移植医療分野小委員会：山口照英
創薬基盤推進研究事業（生物資源研究）事前評価委員会：
山口照英
創薬基盤推進研究事業（生物資源・創薬モデル動物研究）
中間・事後評価委員会：山口照英
中国産冷凍食品による薬物中毒事案の実態把握に関する
検討会：大野泰雄，米谷民雄
加工食品中の残留農薬等分析法検討会：米谷民雄，松田
りえ子，根本　了，村山三徳
GHS関係省庁連絡会議：森田　健
GHS分類結果検討委員会：森田　健
獣医系技術職員採用試験問題作成委員：今井俊夫
野菜等健康食生活委員会委員：西川秋佳
労働安全衛生法第57条の３第１項第２号の確認に係る有
害性の評価等に関する検討会：西川秋佳
審議参加と寄付金等に関する基準策定ワーキンググルー
プ：西島正弘
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○内閣府
食品安全委員会かび毒・自然毒等専門調査会：合田幸広，
小西良子，高鳥浩介
食品安全委員会新開発食品専門調査会：穐山　浩，菅野 
純，山崎　壮，能美健彦
食品安全委員会新開発食品専門調査会ワーキンググルー
プ（体細胞クローン家畜由来食品）：澤田純一，手島玲
子
食品安全委員会動物用医薬品専門調査会：頭金正博，今
井俊夫，能美健彦，吉田　緑，林　真，江馬　眞
食品安全委員会微生物・ウイルス専門調査会：春日文子，
工藤由紀子
食品安全委員会肥料・飼料専門調査会：高木篤也
食品安全委員会器具・容器包装専門調査会：河村葉子，
能美健彦，広瀬明彦
食品安全委員会緊急時対応専門調査会：春日文子，山本 
都
食品安全委員会農薬専門調査会：高木篤也，中澤憲一，
江馬　眞，西川秋佳，吉田　緑，小島　肇
食品安全委員会残留農薬専門調査会：林　真
食品安全委員会プリオン専門調査会：山本茂貴
食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会：山崎 
壮，五十君靜信，澤田純一，手島玲子
食品安全委員会食品添加物専門調査会：大野泰雄，頭金
正博，西川秋佳，梅村隆志，林　真，江馬　眞
食品安全委員会参考人：穐山　浩，鈴木穂高
食品安全委員会リスクコミュニケーション専門調査会：
山本茂貴
食品安全委員会汚染物質専門調査会：奥田晴宏，長谷川
隆一，広瀬明彦
食品安全委員会食品添加物の複合影響に関する委員会：
西川秋佳，林　真
食品安全委員会カビ毒汚染実態調査検討会：小西良子
食品安全委員会農薬の複合評価法に関する文献調査検討
会：小澤正吾
食品安全委員会JMPR専門家会合：高木篤也
食品安全委員会第67回JECFA：西川秋佳
食品安全委員会ECVAMワークショップ：林　真
食品安全委員会食品添加物リスク評価ガイドラインを構
築するための基礎的調査委員会：江馬　眞
食品安全委員会新機能性食品専門委員会：本間正充
総合科学技術会議バイオテクノロジー戦略推進官民会
議：西島正弘
総合科学技術会議基本政策専門調査会：菅野　純
総合科学技術会議　iPS細胞研究ワーキング・グループ
メンバー：土屋利江
日本学術会議会員：春日文子

○環境省
中央環境審議会：菅野　純，林　真，江馬　眞
健康リスク評価検討会（日本エヌ・ユー・エス）：菅野 
純
健康リスク総合専門委員会ワーキンググループ：江馬
眞
ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会：米谷
民雄
環境測定分析統一精度管理調査に係る環境測定分析検討
会統一精度管理調査部会：西村哲治
化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会：井上　達

「ジフェニルアルシン酸の毒性試験に関するワーキング
チーム」検討会：井上　達
未査定液体物質査定検討会：江馬　眞
新規POPs等研究会：江馬　眞
PRTR対象化学物質見直し検討会：山本雅也
水質分析法（未規制物質）検討委員会：西村哲治
水質分析法（公定分析法）調査検討委員会：西村哲治
カドミウム農地汚染簡易測定技術検討調査業務に関する
検討会：米谷民雄
農薬登録保留基準に係る公定分析法設定技術検討会：西
村哲治
中央環境審議会待機環境部会健康リスク総合専門委員
会：江馬　眞
ペットボトルを始めとした容器包装のリユース・デポジ
ット等の循環的な利用に関する研究会：西川秋佳

○農林水産省
農業資材審議会：小西良子，児玉幸夫
農薬分科会：米谷民雄
飼料分科会：小西良子
農林物資規格調査会：米谷民雄
先端技術を活用した農林水産研究高度化事業専門評価委
員会：米谷民雄，山本茂貴，小西良子
地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業評価委
員会：高鳥浩介
新需要創造対策事業外部有識者検討会及び審査委員会：
合田幸広
ISO/TC34/WG7遺伝子組換え分析法専門分科会：穐山 
浩
科学的食品表示検証技術確立推進委員会：渡邉敬浩
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律施行規則第10条の規定に基づく農林
水産大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者：西島正
弘，山口照英，土屋利江，澤田純一，鈴木和博
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○経済産業省
国際規格回答原案作成等調査ISO/TC106分科会：土屋
利江
日本医療機器産業連合会ISO/TC210 JIS原案作成委員
会：土屋利江
国内規格回答原案作成ISO/TC69/SC6国内委員会：林
譲
ISO TC150外科用インプラント国内委員会：土屋利江，
中岡竜介，迫田秀行，佐藤道夫
ISO TC194医療機器の生物学的評価 国内委員会：土屋
利江，蓜島由二，松岡厚子，中岡竜介，加藤玲子，五十
嵐良明，菊池　裕
化学物質審議会：菅野　純
化学物質評価研究機構　内分泌攪乱物質に対する検討委
員会：菅野　純，江馬　眞
日本工業標準調査会：西島正弘
日本工業標準調査会臨時委員：土屋利江
産業構造審議会：林　真
生物化学的測定研究会標準化検討委員会：松田りえ子，
堤　智明
JIS Z 8462-4原案作成委員会：林　譲
化管法指定物質のGHS分類調査委員会：森田　健，江馬 
眞
ISO TC147国内委員会：西村哲治
アセアン諸国における化学品安全情報管理支援委員会：
森田　健

○文部科学省
カビ対策専門家会合：高鳥浩介
国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会：高鳥浩介
高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損
傷事故に関する調査委員会委員：高鳥浩介
特別史跡キトラ古墳の保存・活用等に関する調査研究委
員会：高鳥浩介
文部科学省リーディングプロジェクト「ナノテクノロジ
ーを活用した人口臓器の開発」研究推進委員：土屋利江
文部科学省科学技術振興調整費プロジェクト「組織医工
学における材料・組織評価法の確立」運営委員会：土屋
利江
学校給食における衛生管理の改善・充実に関する調査研
究協力者会議：春日文子

○海上保安庁
油汚染事故に対する国家緊急時計画健康影響担当委員：
米谷民雄

○防衛省
生物剤検知関連技術に関する外部評価委員会：林　譲

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構
日本薬局方原案審議委員会総合委員会：吉岡澄江，棚元
憲一，奥田晴宏，合田幸広
総合小委員会：川西　徹，檜山行雄，四方田千佳子，香
取典子，阿曽幸男，奥田晴宏
国際調和検討委員会：川西　徹，吉岡澄江，棚元憲一，
川原信夫
化学薬品委員会：檜山行雄，香取典子，坂本知昭，奥田
晴宏，福原　潔，花尻（木倉）瑠理
生薬等委員会Ａ及びＢ：合田幸広，川原信夫
化粧品・医薬部外品：林　真
抗生物質委員会：香取典子
製剤委員会：川西　徹，四方田千佳子，伊豆津健一
標準品委員会：川西　徹，川原信夫
理化学試験法委員会：四方田千佳子，森川　馨
理化学試験法委員会近赤外WG：坂本知昭
生物薬品委員会：山口照英，川崎ナナ，石井明子，新見
伸吾，日向昌司，内田恵理子
医薬品添加物委員会：吉岡澄江，阿曽幸男，徳永裕司，
佐藤恭子，林　真
医薬品名称委員会：川崎ナナ，内田恵理子，山崎　壮，
奥田晴宏，栗原正明，中野達也，中澤憲一
日本薬局方原案審議委員会医薬品一般名称に関する専門
協議：川崎ナナ，内田恵理子，山崎　壮，奥田晴宏，中
野達也
生物試験法委員会：棚元憲一，室井正志
発がん性検討会：林　真
医薬品GLP評価委員会：井上　達，長谷川隆一，菅野 
純，児玉幸夫，中澤憲一，西川秋佳，林　真，江馬　眞
医療機器GLP評価委員会：井上　達，土屋利江，蓜島由
二，長谷川隆一，菅野　純，児玉幸夫，中澤憲一，西川
秋佳，林　真，江馬　眞
GLP適合性調査：中澤憲一
医療機器の不具合評価体制に関する検討会：佐藤道夫
医療機器承認基準等審議委員会：鈴木孝昌，土屋利江
専門委員：西島正弘，大野泰雄，川西　徹，四方田千佳
子，吉岡澄江，檜山行雄，香取典子，阿曽幸男，伊豆津
健一，土屋利江，松岡厚子，蓜島由二，佐藤道夫，棚元
憲一，佐藤恭子，山崎　壮，室井正志，澤田純一，斎藤
嘉朗，手島玲子，森川　馨，西川秋佳，梅村隆志，吉田 
緑，能美健彦，本間正充
運営評議会　審査・安全業務委員会：西島正弘
先天異常検討会：江馬　眞
遺伝子組換え医薬品の生物多様性影響評価に関する専門
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協議：山口照英，鈴木和博，澤田純一

○独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構有害性評価システ
ム開発推進委員会：林　真
新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO技術委員会：
西村哲治，林　真，江馬　眞
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業「高
機能簡易型有害性評価手法の開発」研究推進委員会：林 
真，江馬　眞
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業有害
性評価手法（遺伝子）開発推進委員会：林　真，江馬　
眞
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業人体
に影響を及ぼすおそれのある化学物質の簡易測定法の研
究開発委員会：菅野　純
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業「間
葉系幹細胞を用いた再生医療早期実用化のための橋渡し
研究」研究開発委員会：土屋利江
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業「再
生・細胞医療の世界標準品質を確立する治療法および培
養システム」研究開発委員会：土屋利江
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業「疾
患動物を用いた新規治療機器の安全性・有効性評価手法
の開発」研究開発委員会：土屋利江
新エネルギー・産業技術総合開発機構有害性評価手法開
発プロジェクト：林　真
物質・材料研究機構生体材料研究センター：組織工学製
品の標準化に関するVAMAS・TEMPS国内委員会：土
屋利江，伊佐間和郎
日本スポーツ振興センター学校給食衛生管理推進指導者
派遣・巡回指導委員会：春日文子
医薬基盤研究所基盤研基礎的研究評価委員会：西島正弘
医薬基盤研究所基礎的研究等外部評価委員会：西島正
弘，林　真
医薬基盤研究所成果管理委員会：西島正弘
医薬基盤研究所共同利用施設運営委員会：菅野　純
医薬基盤研究所実用化研究評価委員会：井上　達，山口
照英，内田恵理子，佐藤陽治，奥田晴宏
医薬基盤研究所基盤研運営評議会委員：西島正弘
中央労働災害防止協会がん原性試験の評価に係わる専門
家会議：西川秋佳
中央労働災害防止協会健康影響評価のためのタスクフォ
ース委員：能美健彦，江馬　眞
中央労働災害防止協会職場における化学物質のリスク評
価委員会：江馬　眞
中央労働災害防止協会生殖毒性試験の評価に係わる専門

家会議：江馬　眞
中央労働災害防止協会問題となる化学物質調査委員会：
西川秋佳，能美健彦
科学技術振興機構化学物質リンクセンタープロトタイプ
委員会：鎌田栄一
科学技術振興機構科学技術連携施策群化学物質の安全管
理・活用タスクフォース委員：菅野　純
科学技術振興機構科学技術連携施策群タスクフォース委
員会：大野泰雄
科学技術振興機構科学技術振興調整費審査作業部会委
員：土屋利江
国際協力機構インドネシア国医薬品供給システム強化及
び医薬品の適正使用推進プロジェクト短期派遣専門家

（医薬品分析）：徳永裕司
国際協力機構チリ食品安全国家プロジェクトHACCP検
討会委員：豊福　肇
環境研究所ダイオキシン類の動物実験評価検討委員会：
江馬　眞
産業技術総合研究所ナノリスク研究のあり方に関する識
者のご意見を伺う会：広瀬明彦
国立健康・栄養研究所栄養情報担当者（NR）制度のあ
り方検討委員会：森川　馨
海洋研究開発機構「地球シュミレータ産業戦略利用プロ
グラム」に関するアドバイザー：中野達也
製品評価技術基盤機構ハザードデータ評価委員会：吉田 
緑
製品評価技術基盤機構構造活性相関手法による有害性評
価手法開発研究開発推進委員会：西川秋佳
製品評価技術基盤機構視力補正を目的としないカラーコ
ンタクトレンズに関する調査委員会：土屋利江
製品評価技術基盤機構「化審法における監視化学物質リ
スク評価スキームに関する調査」のレビュー協力：林
真，鎌田栄一
産業技術総合研究所整形インプラントの力学的評価法に
関するJIS原案作成委員会：土屋利江
産業技術総合研究所金属系生体材料の疲労試験等に関す
るJIS原案作成委員会：土屋利江
日本学術振興協会科学研究費委員会：内山奈穂子，手島
玲子，能美健彦
農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所運営委
員会：山本茂貴
産業技術総合研究所：金属系生体材料の疲労試験等に関
するJIS原案作成委員会：土屋利江

○国際機関
FAO/WHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）
分析サンプリング部会：渡邉敬浩
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FAO/WHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）
食品衛生部会（CCFH）作業部会：豊福　肇
FAO/WHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）
魚類・水産製品部会（CCFFP）：豊福　肇
FAO/WHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）
食品衛生部会：豊福　肇
FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会（JECFA）：河
村葉子，小西良子，西川秋佳
OECD詳細レビュー文書案31番「セントランスフォーメ
ーションアッセイについて」改定のための専門家会合：
林　真
OECD：Expert group on toxic gas mixtures：森田
健
OECD高生産量化学物質初期評価会議：江馬　眞
OECD高生産量化学物質初期評価会議国内レビュー委員
会：林　真，江馬　眞
OECD‐EDTA（内分泌かく乱物質タスクフォース）バ
リデーションマネージメント委員会：小島　肇
WHO飲料水水質ガイドライン改定専門家会合：広瀬明
彦
WHO医薬品国際一般名称委員会臨時委員：奥田晴宏
WHO International Pharmacopoeia,Pharmaceutical 
preparationパネルメンバー：奥田晴宏
WHO International Programme for Chemical Safety 
Programme Advisory Committee：森川　馨
ICH遺伝子治療専門家委員会：山口照英
ICH Q8「製剤開発ガイドライン」専門作業部会：奥田
晴宏
ICH M3「非臨床試験のタイミングに関するガイドライ
ン」専門作業部会：大野泰雄，中澤憲一
ICH　S2動物実験代替法バリデーション委員会：小島
肇
国際食品微生物規格委員会（ICMSF）メンバー：春日
文子
国際酪農連盟国内委員会微生物・衛生専門部会：五十君
靜信
ISO ／ TC34 ／ SC9国内対策委員：五十君靜信
Peer review board of International Chemical Safety Cards 

（ICSCs）：森田　健
ISO ／ TC150国内対策委員：佐藤道夫
WHO食品由来疾病被害疫学レファレンスグループ：春
日文子
WHO Global Salm-Surv Strategic Planning meeting：
豊福　肇
WHO Ad Hoc Working Group member for the estab-
lishment of Asia FoodNet：豊福　肇
ISO TC194 医療機器の生物学的評価 国内委員会：菊池 

裕
ISO TC198 ヘルスケアー製品の滅菌 国内委員会：菊池 
裕
ICCR（化粧品の国際規制会議）動物実験代替法バリデ
ーション委員会：小島　肇

○都道府県
東京都薬物情報評価委員会：合田幸広
東京都食品安全情報評価専門委員会：春日文子，河村葉
子
東京都健康安全センターノロウイルス対策緊急タスクフ
ォース迅速検査システム検討部会：野田　衛
神奈川県科学技術会議研究推進委員会：鹿庭正昭
神奈川県化学物質等環境保全対策委員会：徳永裕司
富山県薬事研究所外部評価委員会：合田幸広
滋賀県食の安全委員会：小西良子
神奈川県衛生研究所評価委員会：西島正弘
東京都健康安全研究センター研究評価会議委員：西島正
弘
横浜市調査研究・試験機関のあり方検討会：合田幸広
東京都脱法ドラッグ専門調査委員会：川原信夫

○ヒューマンサイエンス振興財団
理事：大野泰雄
政策創薬総合研究事業評価専門家委員：澤田純一
資源供給審査委員会：林　真
政策創薬総合研究事業共同研究委員会：西島正弘
政策創薬総合研究事業先端技術情報委員会委員：大野泰
雄




