
各審議会，委員会等について Committee Members List in Fiscal Year２０１０

○厚生労働省

薬事・食品衛生審議会：西島正弘，大野泰雄，山本茂貴

薬事分科会：西島正弘，大野泰雄

日本薬局方部会：四方田千佳子，奥田晴宏，福原

潔

医薬品第一部会：檜山行雄，手島玲子

血液事業部会安全技術調査会：内田恵理子

医療機器・体外診断薬部会：石井明子，松岡厚子

医薬品再評価部会：四方田千佳子，新見伸吾

生物由来技術部会：西島正弘，新見伸吾，松岡厚

子，手島玲子

動物用組換えDNA技術応用医薬品調査会：新見

伸吾，五十君靜信

一般用医薬品部会：阿曽幸男

化粧品・医薬部外品部会：西島正弘，奥田晴宏，西

村哲治，栗原正明

医薬品等安全対策部会：大野泰雄，新見伸吾，小島

肇

安全対策調査会：大野泰雄

一般用医薬品のリスク区分の検証に関するワーキ

ンググループ：合田幸広

医療機器安全対策部会：西島正弘，内田恵理子，松

岡厚子，�島由二
医療機器安全対策調査会：松岡厚子

指定薬物部会：花尻（木倉）瑠理，関野祐子

毒物劇物部会：大野泰雄，奥田晴宏，栗原正明，菅

野 純

取扱技術基準等調査部会：西村哲治，森田 健

毒物劇物調査会：奥田晴宏，栗原正明，森田

健，関田清司，石田誠一

化学物質安全対策部会：西島正弘，西村哲治

化学物質調査会：西川秋佳，菅野 純，高木篤

也，能美健彦

PRTR対象物質調査会：森田 健，菅野 純

家庭用品安全対策調査会：西村哲治，伊佐間和

郎，高木篤也，鹿庭正昭

動物用医薬品等部会：合田幸広，袴塚高志

動物用抗菌性物質調査会：松田りえ子，児玉幸夫

動物用一般用医薬品調査会：袴塚高志，児玉幸夫

動物用医薬品残留問題調査会：松田りえ子，児玉

幸夫，能美健彦

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：松田りえ子，五十君靜信，小西良子

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，五十君靜信，小西良

子

添加物部会：河村葉子，佐藤恭子，山崎 壮，鎌田

洋一，小川久美子

農薬・動物用医薬品部会：大野泰雄，松田りえ子，

西川秋佳

器具・容器包装部会：西島正弘，松岡厚子，河村葉

子，六鹿元雄，野田 衛

新開発食品調査部会：大野泰雄，手島玲子

表示部会：手島玲子

食品表示調査会：手島玲子

厚生科学審議会：大野泰雄，山本茂貴，菅野 純

科学技術部会：西島正弘

健康危機管理部会：大野泰雄，山本茂貴

医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験出題基準改定部

会：手島玲子

平成２２年度厚生労働省獣医系技術職員採用試験問題（専

門）作成委員：五十君靜信，吉田 緑，高木篤也

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

健康危機管理調整会議：森川 馨

再生医療における制度的枠組みに関する検討会：鈴木和

博

水道水質検査精度管理検討会：久保田領志，杉本直樹

水質検査の信頼性確保に関する取組検討会：西村哲治，

杉本直樹

水質基準逐次改正検討会：西村哲治，広瀬明彦

水道水質検査法検討会：西村哲治

水道における微生物問題検討会：西村哲治

薬剤師試験委員会：山崎 壮

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

化学物質安全性評価委員会：宮島敦子，宇佐見誠，梅村

隆志，山田雅巳，増村健一，広瀬明彦，小野 敦

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：宮島敦子，宇佐見 誠，梅村隆志，増村健一，鎌田

栄一，本間正充，山田雅巳，広瀬明彦，小野 敦

家庭用品専門家会議：伊佐間和郎，西村哲治，森田

健，高木篤也

家庭用品専門家会議吸入事故等分科会：鹿庭正昭

家庭用品安全確保マニュアル検討会：森田 健，鹿庭正

昭

家庭用品安全確保マニュアル（洗浄剤・漂白剤）検討

会：森田 健，鹿庭正昭

化学物質GLP評価会議：西川秋佳，宇佐見 誠，宮島

敦子，本間正充，山田雅巳，小野 敦
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検討委員会：北嶋 聡，宮島敦子，宇佐見 誠，梅村隆

志，山田雅巳，増村健一，広瀬明彦，鎌田栄一，小野

敦

後発医薬品等の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

次世代医療機器評価指標検討会：松岡厚子

化審法GLP査察専門家：本間正充，山田雅巳，増村健

一，安井 学

治験のあり方に関する検討会：西島正弘

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議：川

西 徹，西川秋佳

未承認薬使用問題検討会議：川西 徹

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：鈴木孝昌，松岡厚子，�島由二，植松美幸，宮島
敦子，迫田秀行，石川 格，澤田留美，加藤玲子

医薬部外品原料規格検討委員会：五十嵐良明，坂本知昭

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

依存性薬物検討会：合田幸広

一般用漢方処方に関する検討会：合田幸広

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，西川秋佳，関野祐子

第９版食品添加物公定書作成検討会：四方田千佳子，合

田幸広，河村葉子，佐藤恭子，山崎 壮，平原嘉親

食品添加物等安全性評価検討会：河村葉子，西川秋佳，

菅野 純，小川久美子，能美健彦，広瀬明彦，関野祐子

残留農薬等公示分析法検討会：松田りえ子，根本 了，

坂井隆敏

残留農薬等分析法検討会：松田りえ子，根本 了，坂井

隆敏

加工食品中の残留農薬等分析法検討会：松田りえ子，根

本 了，坂井隆敏

「健康食品」の安全性確保に関する検討会：大野泰雄

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

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：本間正充

レセプト情報等の提供に関する有識者会議：頭金正博

安衛法GLP査察専門家：梅村隆志，能美健彦，山田雅

巳，小野 敦

化学物質のリスク評価検討会：西川秋佳

ヒトに対する有害性が明らかでない化学物質に対する労

働者ばく露の予防的対策に関する検討会：菅野 純

保健医療専門審査員：大野泰雄

殺虫剤指針等の改訂に関する検討委員会：檜山行雄，坂

本知昭，平林容子

食品健康影響評価依頼物質選定検討会：大野泰雄

公衆衛生情報研究協議会：森川 馨

健康危機管理支援情報システム運営委員会：森川 馨

がん原性試験指示検討委員会：西川秋佳

食肉衛生技術研修会において審査員：山本茂貴，小西良

子

医薬品添加物規格検討委員：阿曽幸男，坂本知昭，佐藤

恭子

○人事院

国家公務員採用�種試験（理工�）試験専門委員：手島
玲子，関野祐子

○内閣府

BT（バイオテクノロジー）戦略推進官民会議：西島正弘

日本学術会議会員：春日文子

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

緊急時対応専門調査会：春日文子，山本 都

添加物専門調査会：頭金正博，梅村隆志，山田雅巳

農薬専門調査会：西川秋佳，高木篤也，吉田 緑，本

間正充，増村健一

動物用医薬品専門調査会：頭金正博，小川久美子，能

美健彦

器具・容器包装専門調査会：河村葉子，能美健彦，広

瀬明彦

化学物質・汚染物質専門調査会：広瀬明彦

化学物質・汚染物質専門調査会清涼飲料水部会：広

瀬明彦

化学物質・汚染物質専門調査会鉛ワーキンググル

ープ：河村葉子，広瀬明彦

微生物・ウイルス専門調査会：春日文子，工藤由起子

プリオン専門調査会：山本茂貴

かび毒・自然毒等専門調査会：合田幸広，小西良子，

山田雅巳

カビ毒汚染実態調査検討会：小西良子

遺伝子組換え食品等専門調査会：山崎 壮，五十君靜

信，手島玲子

新開発食品専門調査会：山崎 壮，菅野 純，本間正

充

新開発食品・添加物専門調査会合同ワーキンググル

ープ：頭金正博，吉田 緑

肥料・飼料専門調査会：高木篤也，宮島敦子

食品安全委員会参考人：鈴木穂高，鎌田洋一

消費者委員会

新開発食品調査部会：大野泰雄，手島玲子

新開発食品評価第一調査会：山崎 壮

各審議会，委員会等について ３９７



食品表示部会：手島玲子

事故情報分析タスクフォース：松田りえ子

高濃度にジアシルグリセロールを含む食品に関するワー

キンググループ：吉田 緑，梅村隆志

食品中に含まれるヘテロサイクリックアミンの安全性評

価情報に関する調査委員会委員：西川秋佳

○消費者庁

栄養成分表示検討会：畝山智香子

○環境省

中央環境審議会

環境保健部会：菅野 純

環境基準健康項目専門委員会：広瀬明彦

土壌農薬部会

農薬小委員会：吉田 緑

平成２２年度内分泌かく乱作用に関する検討会：菅野 純

平成２２年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会：吉

田 緑

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会：松田

りえ子

化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会委員：西川

秋佳

大気経由農薬暴露吸入毒性部会委員：小川久美子

○農林水産省

農業資材審議会

飼料分科会：小西良子

安全性部会：小西良子

農林物資規格調査会：手島玲子

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，新見伸吾，鈴木和博，松岡厚子，五十君靜信，手島

玲子

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１３条第１項の規定に基づ

く拡散防止措置の確認に先立ち意見を聞く学識経験者：

新見伸吾，鈴木和博，五十君靜信

新需要創造対策に係る外部有識者検討会：合田幸広

新需要創造対策に係る審査委員会：合田幸広

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業研究課

題評価分科会：山本茂貴

政府米のカビに関する科学委員会：小西良子

東アジア食品産業海外展開支援事業推進委員：穐山 浩

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：山本茂貴，小西良子

平成２２年度獣医事審議会専門委員：五十君靜信

○経済産業省

化学物質審議会

審査部会：吉田 緑

内分泌かく乱作用検討小委員会：菅野 純

安全対策部会：吉田 緑

日本工業標準調査会：西島正弘

標準部会医療用具技術専門委員会：松岡厚子

医療機器開発ガイドライン検討会：松岡厚子

「２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発現データ

セットの開発」研究成果の実用化等検討委員会：北嶋

聡

試薬 JIS 改正原案作成委員会：坂本知昭

○文部科学省

科学研究費補助金における評価に関する委員会評価者：

西島正弘

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：春日文子

○国土交通省

固体ばら積み貨物査定検討ワーキンググループ委員：森

田 健

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構

運営評議会：西島正弘

審査・安全業務委員会：西島正弘

日本薬局方原案審議委員会総合委員会：川西 徹，四方

田千佳子，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，奥田晴宏，合田幸広，坂本知昭，伊豆津健一，

山崎 壮

日局標準品委員会：川西 徹

化学薬品委員会�：香取典子，坂本知昭，加藤くみ子，
奥田晴宏，小出達夫

化学薬品委員会�：檜山行雄，花尻（木倉）瑠理，奥田
晴宏，福原 潔

化学薬品小委員会：香取典子，奥田晴宏

試薬検討会（化学１）：奥田晴宏

抗生物質委員会：香取典子

生薬等A委員会：合田幸広，袴塚高志

生薬等B委員会：合田幸広，袴塚高志

製剤委員会：川西 徹，四方田千佳子，伊豆津健一

製剤WG：川西 徹，四方田千佳子，伊豆津健一

国際調和検討委員会：川西 徹，四方田千佳子
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理化学試験法委員会：四方田千佳子，花尻（木倉）瑠理

理化学試験法委員会近赤外WG：坂本知昭

理化学試験法委員会クロマトグラフィーWG：四方田千

佳子，香取典子，花尻（木倉）瑠理

理化学試験法委員会質量分析法WG：四方田千佳子，原

園 景，花尻（木倉）瑠理，�島由二
生物薬品委員会：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：阿曽幸男，宮崎玉樹，佐藤恭子

医薬品名称委員会：川崎ナナ，合田幸広，内田恵理子，

山崎 壮，奥田晴宏，栗原正明，中野達也，正田卓司

生物試験法委員会：菊池 裕

物性試験法委員会：阿曽幸男，宮崎玉樹

医薬品一般名称に係る専門協議：川崎ナナ，橋井則貴，

内田恵理子，山崎 壮，奥田晴宏，中野達也，小島 肇

ガスの改正に係る検討会：香取典子，奥田晴宏，

GLP評価委員会：西川秋佳，菅野 純，関田清司，小

川久美子，能美健彦，広瀬明彦，関野祐子

医療機器GLP評価委員会：松岡厚子，�島由二，西川
秋佳，菅野 純，関田清司，関野祐子，小川久美子，能

美健彦，広瀬明彦

医療機器の不具合評価体制に関する検討会：松岡厚子

医療機器承認基準等審議委員会：鈴木孝昌，�島由二
発がん性検討会：西川秋佳

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

協議：鈴木和博，能美健彦

日本薬局方溶出試験WG：四方田千佳子，伊豆津健一

日本薬局方インハレーションWG：四方田千佳子

専門委員：西島正弘，大野泰雄，川西 徹，四方田千佳

子，檜山行雄，香取典子，阿曽幸男，宮崎玉樹，伊豆津

健一，坂本知昭，小出達夫，加藤くみ子，川崎ナナ，橋

井則貴，石井明子，新見伸吾，小林 哲，日向昌司，合

田幸広，袴塚�志，花尻（木倉）瑠理，鈴木和博，内田
恵理子，佐藤陽治，鈴木孝昌，松岡厚子，�島由二，中
岡竜介，神野透人，五十嵐良明，佐藤恭子，山崎 壮，

菊池 裕，奥田晴宏，福原 潔，正田卓司，栗原正明，

齋藤嘉朗，手島玲子，森川 馨，頭金正博，中野達也，

西川秋佳，菅野 純，小川幸男，関田清司，高木篤也，

中澤憲一，小川久美子，梅村隆志，吉田 緑，能美健

彦，本間正充，鹿庭正昭，鹿庭なほ子，小島 肇，児玉

幸夫

○独立行政法人

国民生活センター商品テスト分析・評価委員会：合田幸

広

国民生活センター商品テスト分析・評価委員会臨時委

員：伊佐間和郎

物質・材料研究機構生体材料研究センターVAMAS・

TEMPS国内委員会：松岡厚子，�島由二
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

科学技術振興機構平成２２年度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「食料・生物生産

研究」タスクフォース委員：大野泰雄

科学技術振興機構科国際科学技術協力推進委員：松岡厚

子，菅野 純

科学技術振興機構知財活用促進ハイウェイ評価委員会外

部専門委員：西川秋佳

日本学術振興会科学研究費委員会：小西良子，手島玲子

日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際事

業委員会書面審査員：能美健彦

日本スポーツ振興センター平成２２年度学校における食の

安全に関する実態調査委員会：春日文子

医薬基盤研究所基盤研運営評議会委員：西島正弘

医薬基盤研究所基盤的研究等外部評価委員：西島正弘

医薬基盤研究所基盤的研究評価委員会本委員：西島正弘

医薬基盤研究所基礎的研究評価委員会専門委員：鈴木和

博，内田恵理子，佐藤陽治，奥田晴宏

医薬基盤研究所実用化研究評価委員会専門委員：内田恵

理子，佐藤陽治，奥田晴宏

医薬基盤研究所トキシコゲノミクス・インフォマティク

スプロジェクト運営委員：西川秋佳

医薬基盤研究所霊長類医科学研究センター共同利用施設

運営委員会：菅野 純

農林水産消費安全技術センター ISO／TS２１０９８国内専門

委員：手島玲子

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

農業・食品産業技術総合研究機構運営費交付金プロジェ

クト研究の評価委員：小西良子

産業技術総合研究所ナノテクノロジー標準化国内審議委

員会環境安全分科会委員：松岡厚子

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「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：鎌田

栄一

製品評価技術基盤機構製品からのVOC等放散事故原因

究明技術強化委員：神野透人

新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO技術委

員：大野泰雄

国立環境研究所平成２２年度有害大気汚染物質の健康リス

ク評価手法等に関するガイドライン策定検討会：能美健彦

各審議会，委員会等について ３９９



○国際機関

FAO／WHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）

分析法サンプリング部会：渡邉敬浩

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：春日文子，野田 衛

FAO／WHO合同食品添加物専門家委員会（JECFA）：

河村葉子，小西良子，梅村隆志

FAO／WHO合同食品微生物学評価専門家委員会

（JEMRA）：春日文子

FAO／WHO合同農薬専門家委員会（JMPR）：吉田 緑

OECD : Expert group on toxicokinetics：齋藤嘉朗

OECD : Expert group on genotoxicity：能美健彦，本間

正充

OECD : Expert group on transgenic rodent in vivo gene

mutation assays：能美健彦，本間正充

OECD高生産量化学物質初期評価会議：広瀬明彦

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：川崎ナナ，

奥田晴宏

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 International Pharmacopoeia，Pharmaceutical

preparation パネルメンバー：川西 徹，奥田晴宏

WHO International Programme for Chemical Safety

Programme Advisory Committee：森川 馨

ICH Q３D「金属不純物ガイドライン」専門作業部会：

四方田千佳子，広瀬明彦

ICH Q１１「原薬の開発と製造ガイドライン」専門作業部

会：奥田晴宏

ICHM３「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

ICH S２動物実験代替法バリデーション委員会：小島

肇

ICH S６「バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床にお

ける安全性評価に関するガイドライン」専門作業部会：

平林容子

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

IPCS／WHO Peer review board of International Chemical

Safety Cards（ICSCs）：森田 健

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

ICCR Nanotechnology Joint Working Group on Safety

Approaches メンバ－：広瀬明彦

OIE BSEステータス評価アドホックグループ委員：山

本茂貴

OECD／EDTA―AG（Endcrine Disruptors Testing and

Assessment Advisory Group）専門委員：菅野 純

OECD／IPCS Toxicogenomics 専門委員：菅野 純

WHO／IPCS Cancer Risk Assessment Framework 専門

委員：菅野 純

WHO／IPCS DDT Expert Meeting 臨時委員：菅野 純

FHH Standing Committee：合田幸広

FHH Sub―committee I：合田幸広

VICH急性参照用量ワーキンググループ：小川久美子

EFSA Scientific Committee Working Group on

Nanotechnology メンバー：広瀬明彦

○都道府県

東京都食品安全審議会：畝山智香子

東京都食品安全情報評価委員会：河村葉子，春日文子，

広瀬明彦

東京都薬物情報評価委員会：合田幸広

東京都健康安全研究センター研究評価会議：西島正弘

神奈川県科学技術会議研究推進委員会：鹿庭正昭

富山県薬事研究所外部評価委員会：合田幸広

滋賀県食の安全対策委員会：小西良子

○ヒューマンサイエンス振興財団

常任理事：大野泰雄

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：大野泰雄

○その他

ISO／TC３４／SC９国内対策委員：五十君靜信

ISO／TC１５０／SC７国際幹事：中岡竜介

幹事国業務（ISO／TC１５０／SC７）委員会：松岡厚子，中

岡竜介，迫田秀行

ISO／TC１５０／SC１，SC４，SC５，SC７国際規格回答原

案調査作成委員会：中岡竜介

ISO／TC１４７国際標準規格回答原案作成委員会：西村哲

治

ISO／TC１９４国内委員会：松岡厚子，�島由二，中岡竜
介，加藤玲子，五十嵐良明，菊池 裕

ISO／TC１９８ヘルスケアー製品の滅菌 国内委員会：菊

池 裕

ISO／TC３４／SC１６遺伝子組換え体等規格専門分科会：穐

山 浩

ISO／TC２１５健康医療情報専門委員会：袴塚高志
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ISO／TC２４９中国伝統医学（仮題）専門委員会：袴塚高

志

ISO／CD１３０２２（ヒト組織製品の安全性規格）国内特別

作業班班員：佐藤陽治

国際規格回答原案作成等調査 ISO／TC１０６分科会：�島
由二

香港生薬標準国際諮問委員会：合田幸広

危険物等海上運送国際基準検討委員会危険物UN対応部

会：森田 健

危険物等海上運送国際基準検討委員会危険性評価試験部

会：森田 健

各審議会，委員会等について ４０１


