
平成 20 年度小児環境保健疫学調査ワーキンググループ 委員名簿 

（敬称略、○は分野座長） 

 

横断的分野グループ 
基本設計分野 
稲垣 真澄   国立精神・神経センター精神保健研究所知的障害部部長 
奥山眞紀子   国立成育医療センターこころの診療部部長 
小野 雅司  国立環境研究所環境健康研究領域総合影響評価研究室長 
加藤 貴彦   熊本大学医学薬学研究部環境社会医学部門環境生命科学講座公衆衛

生・医療科学分野教授 
加藤 則子   国立保健医療科学院生涯保健部部長 
上島 通浩   名古屋大学大学院医学系研究科健康社会医学専攻社会生命科学講座環

境労働衛生学准教授 
香山不二雄   自治医科大学地域医療学センター環境医学部門教授 

○川本 俊弘   産業医科大学医学部衛生学講座教授 
岸 玲子     北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野教授 
齋藤 博久   国立成育医療センター研究所免疫アレルギー研究部長 
左合 治彦   国立成育医療センター周産期診療部長 
柴田 康行   国立環境研究所化学環境研究領域長 
白石 寛明   国立環境研究所環境リスク研究センター長 
高野 裕久   国立環境研究所環境健康研究領域長 
竹内 文乃   東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻生物統計学教室助教 
月森 清巳   九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学准教授 
仲井 邦彦   東北大学大学院医学系研究科環境保健医学分野准教授 
新田 裕史   国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
野見山哲生   信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授 
藤野 善久   産業医科大学医学部公衆衛生学講座准教授 
村田 勝敬   秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 
吉岡 英治   北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野助教 
吉益 光一   和歌山県立医科大学医学部衛生学教室准教授 

倫理安全分野 
奥山眞紀子   国立成育医療センターこころの診療部部長 
加藤 貴彦   熊本大学医学薬学研究部環境社会医学部門環境生命科学講座公衆衛

生・医療科学分野教授 
○香山不二雄  自治医科大学地域医療学センター環境医学部門教授 
川本 俊弘   産業医科大学医学部衛生学講座教授 
鈴木   元   国立保健医療科学院生活環境部長 
月森 清巳   九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学准教授 
新田 裕史   国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
福嶋 義光   信州大学医学部遺伝医学・予防医学講座教授 
村田 勝敬   秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 

資料 ４ 



試料分析分野 
飯田 隆雄  北九州生活科学センター理事長 
梶原 淳睦   福岡県保健環境研究所保健科学部生活化学課専門研究員 
川本 俊弘   産業医科大学医学部衛生学講座教授 
岸   玲子   北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野教授 

○柴田 康行  国立環境研究所化学環境研究領域長 
仲井 邦彦   東北大学大学院医学系研究科環境保健医学分野准教授 
新田 裕史   国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
藤本純一郎   国立成育医療センター副所長 成育医療臨床研究センター長 
村田 勝敬   秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 
吉永   淳   東京大学新領域創成科学研究科環境システム学専攻環境健康システム

学准教授 
データシステム分野 
今井 博久   国立保健医療科学院疫学部長 
小野 雅司   国立環境研究所環境健康研究領域総合影響評価研究室長 
川本 俊弘   産業医科大学医学部衛生学講座教授 
竹内 文乃   東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻生物統計学教室助教 

○新田 裕史   国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
村田 勝敬   秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 
 

専門別分野グループ 
妊娠・生殖分野   
有賀  正 北海道大学大学院医学研究科生殖発達医学講座小児科学分野教授 
大迫誠一郎  東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター・健康環境医工学

部門准教授 
大場  隆 熊本大学大学院医学薬学研究部産科学分野准教授 
上島 通浩 名古屋大学大学院医学系研究科健康社会医学専攻社会生命科学講座環

境労働衛生学准教授 
川本 俊弘 産業医科大学医学部衛生学講座教授 

○左合 治彦 国立成育医療センター周産期診療部長 
須藤 紀子 国立保健医療科学院生涯保健部主任研究官 
瀧本 秀美 国立保健医療科学院生涯保健部母子保健室長 
長  和俊 北海道大学病院周産母子センター准教授 
月森 清巳  九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学准教授 
新田 裕史 国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
村田 勝敬 秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 
渡辺 典芳 国立成育医療センター周産期診療部産科医員 

先天異常分野   
有賀  正 北海道大学大学院医学研究科生殖発達医学講座小児科学分野教授 
上野 倫彦 北海道大学病院小児科助教 
大迫誠一郎  東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター・健康環境医工学

部門准教授 
○緒方  勤 国立成育医療センター研究所小児思春期発育研究部長 



加藤 則子 国立保健医療科学院生涯保健部部長 
川本 俊弘 産業医科大学医学部衛生学講座教授 
岸  玲子 北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野教授 
佐田 文宏 国立保健医療科学院疫学部社会疫学室長 
田口 智章 九州大学大学院医学研究院小児外科学分野教授 
長  和俊 北海道大学病院周産母子センター准教授 
月森 清巳  九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学准教授 
新田 裕史 国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
野々村克也 北海道大学大学院医学研究科高次診断治療学専攻外科治療学講座腎泌

尿器外科学分野教授 
福嶋 義光 信州大学医学部遺伝医学・予防医学講座教授 
堀川 玲子 国立成育医療センター第一専門診療部内分泌代謝科医長 
三渕  浩 熊本大学医学薬学研究部小児科学分野准教授 
村田 勝敬 秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 
横谷  進 国立成育医療センター第一専門診療部部長 

精神神経発達分野   
有賀  正 北海道大学大学院医学研究科生殖発達医学講座小児科学分野教授 
井上 祐紀 国立精神・神経センター精神保健研究所知的障害部診断研究室長 

○奥山眞紀子 国立成育医療センターこころの診療部部長 
笠原 麻里 国立成育医療センターこころの診療部育児心理科医長 
加藤 進昌 昭和大学医学部精神医学教室教授（昭和大学附属烏山病院長） 
川本 俊弘 産業医科大学医学部衛生学講座教授 
児玉 知子 国立保健医療科学院人材育成部国際保健人材室長 
小牧  元 国立精神・神経センター精神保健研究所心身医学研究部長 
白石 秀明 北海道大学病院小児科医員 
洲鎌 盛一 国立成育医療センター総合診療部小児期診療科長 
仲井 邦彦 東北大学大学院医学系研究科環境保健医学分野准教授 
新田 裕史 国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 
藤原 武男 国立保健医療科学院生涯保健部行動科学室長 
村田 勝敬 秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 
山形 崇倫 自治医科大学小児科学准教授 
山末 英典 東京大学大学院医学系研究科精神医学分野講師 
吉岡 英治 北海道大学大学院医学研究科予防医学講座公衆衛生学分野助教 
吉益 光一 和歌山県立医科大学医学部衛生学教室准教授 

免疫・アレルギー分野   
大矢 幸弘 国立成育医療センター第一専門診療部アレルギー科医長 
加藤 則子 国立保健医療科学院生涯保健部部長 
香山不二雄 自治医科大学地域医療学センター環境医学部門教授 
川本 俊弘 産業医科大学医学部衛生学講座教授 
西條 泰明 旭川医科大学医学部健康科学講座准教授 

○斎藤 博久 国立成育医療センター研究所免疫アレルギー研究部長 
高野 裕久 国立環境研究所環境健康研究領域長 
新田 裕史 国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長 



原  寿郎 九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野教授 
藤原 武男 国立保健医療科学院生涯保健部行動科学室長 
古江 増隆  九州大学大学院医学研究院皮膚科学教授 
村田 勝敬 秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 

代謝・内分泌分野   
井原 健二 九州大学病院総合周産期母子医療センター講師 
緒方  勤 国立成育医療センター小児思春期発育研究部長 
川本 俊弘 産業医科大学医学部衛生学講座教授  
瀧本 秀美 国立保健医療科学院生涯保健部母子保健室長 
新田 裕史 国立環境研究所環境健康研究領域環境疫学研究室長  
野見山哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授 
堀川 玲子 国立成育医療センター第一専門診療部内分泌代謝科医長 
村田 勝敬 秋田大学医学部社会環境医学講座環境保健学分野教授 

○横谷  進 国立成育医療センター第一専門診療部長 
横山 徹爾 国立保健医療科学院人材育成部長 

 


