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化審法見直し合同委員会 委員名簿（統合版） 

 

（敬称略 五十音順） 

 

赤松 美紀  京都大学大学院農学研究科准教授 

浅田 聡   日本自動車工業会環境委員会化学物質管理分科会長 

有田 芳子  主婦連合会環境部長 

板倉 ゆか子 消費生活アナリスト 

井上 達   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 

内山 巌雄  京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授 

江馬 眞   産業技術総合研究所安全科学研究部門招聘研究員 

大塚 直   早稲田大学法学部教授 

織  朱實  関東学院大学法学部教授 

加藤 順子  三菱化学安全科学研究所技師長 

 神山 美智子 弁護士 

亀屋 隆志  横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

河内 哲   日本経済団体連合会環境リスク対策部会長 

菅野 純   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 

毒性部長 

北野 大   明治大学大学院理工学研究科応用化学専攻教授 

北村 卓   化成品工業協会技術委員会顧問 

吉川 肇子  慶應義塾大学商学部准教授 

小出 重幸  読売新聞東京本社編集局科学部長 

後藤 卓雄  日本化学工業協会環境安全委員会委員長 

佐藤 洋   東北大学大学院医学系研究科社会医学講座環境保健医学分野 

教授 

実平 喜好  電機・電子４団体環境戦略連絡会議長 

 城内 博   日本大学大学院理工学研究科医療・福祉工学専攻教授 

白石 寛明  国立環境研究所環境リスク研究センター長 

城山 英明  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

関澤 秀哲  日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会委員長 

辰巳 菊子  日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事 

環境委員会委員長 

徳永 裕司  医薬品医療機器総合機構品質管理部 

中杉 修身  上智大学大学院地球環境研究科教授 

中地 重晴  有害化学物質削減ネットワーク理事長 
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中西 準子  産業技術総合研究所安全科学研究部門長 

新美 育文  明治大学法科大学院教授 

西原 力   兵庫医療大学薬学部長 

林  真   食品農医薬品安全性評価センター技術統括部長 

増沢 陽子  名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

御園生 誠   製品評価技術基盤機構理事長 

宮田 満   日経ＢＰ医療局主任編集委員 

森田 昌敏  愛媛大学農学部生物資源学科教授 

安井 至   科学技術振興機構研究開発戦略センターシニアフェロー 

吉岡 義正  大分大学教育福祉科学部教授 

若林 明子  淑徳大学国際コミュニケーション学部人間環境学科教授 
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厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の 

見直しに関する専門委員会 委員名簿 

 

      （敬称略 五十音順） 

 

板倉 ゆか子 消費生活アナリスト 

井上 達   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 

江馬 眞   産業技術総合研究所安全科学研究部門招聘研究員 

神山 美智子 弁護士 

菅野 純   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 

毒性部長 

吉川 肇子  慶應義塾大学商学部准教授 

後藤 卓雄  日本化学工業協会環境安全委員会委員長 

徳永 裕司  医薬品医療機器総合機構品質管理部 

西原 力   兵庫医療大学薬学部長 

林  真   食品農医薬品安全性評価センター技術統括部長 

宮田 満   日経ＢＰ医療局主任編集委員 

吉岡 義正  大分大学教育福祉科学部教授 
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産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会 

委員名簿 

 

      （敬称略 五十音順） 

 

赤松 美紀  京都大学大学院農学研究科准教授 

浅田 聡   日本自動車工業会環境委員会化学物質管理分科会長 

有田 芳子  主婦連合会環境部長 

加藤 順子  三菱化学安全科学研究所技師長 

 神山 美智子 弁護士 

亀屋 隆志  横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

河内 哲   日本経済団体連合会環境リスク対策部会長 

北野 大   明治大学大学院理工学研究科応用化学専攻教授 

北村 卓   化成品工業協会技術委員会顧問 

小出 重幸  読売新聞東京本社編集局科学部長 

後藤 卓雄  日本化学工業協会環境安全委員会委員長 

実平 喜好  電機・電子４団体環境戦略連絡会議長 

 城内 博   日本大学大学院理工学研究科医療・福祉工学専攻教授 

城山 英明  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

関澤 秀哲  日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会委員長 

辰巳 菊子  日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事 

環境委員会委員長 

中西 準子  産業技術総合研究所安全科学研究部門長 

新美 育文  明治大学法科大学院教授 

 林  真   食品農医薬品安全性評価センター技術統括部長 

増沢 陽子  名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

御園生 誠   製品評価技術基盤機構理事長 

安井 至   科学技術振興機構研究開発戦略センターシニアフェロー 
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中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会 

委員名簿 

 

      （敬称略 五十音順） 

 

浅田 聡   日本自動車工業会環境委員会化学物質管理分科会長 

有田 芳子  主婦連合会環境部長 

内山 巌雄  京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授 

大塚 直   早稲田大学法学部教授 

織  朱實  関東学院大学法学部教授 

亀屋 隆志  横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

北野 大   明治大学大学院理工学研究科応用化学専攻教授 

北村 卓   化成品工業協会技術委員会顧問 

小出 重幸  読売新聞東京本社編集局科学部長 

後藤 卓雄  日本化学工業協会環境安全委員会委員長 

佐藤 洋   東北大学大学院医学系研究科社会医学講座環境保健医学分野 

教授 

城内 博   日本大学大学院理工学研究科医療・福祉工学専攻教授 

白石 寛明  国立環境研究所環境リスク研究センター長 

中杉 修身  上智大学大学院地球環境研究科教授 

中地 重晴  有害化学物質削減ネットワーク理事長 

新美 育文  明治大学法科大学院教授 

林  真   食品農医薬品安全性評価センター技術統括部長 

増沢 陽子  名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

森田 昌敏  愛媛大学農学部生物資源学科教授 

吉岡 義正  大分大学教育福祉科学部教授 

若林 明子  淑徳大学国際コミュニケーション学部人間環境学科教授 

 


