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中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害判定小委員会等名簿 

                                 平成 29 年６月 28 日現在 

石綿判定小委員会委員名簿 

区  分 氏  名 現   職 専門 

委員長 

(委員） 
岸本 卓巳 

独立行政法人労働者健康安全機構 

 岡山労災病院副院長 
臨床  

臨時委員 田村 猛夏 
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 

 副院長 
臨床 

臨時委員 廣島 健三 
東京女子医科大学附属八千代医療センター 

病理診断科教授 
病理 

専門委員 石川 雄一 
公益財団法人がん研究会がん研究所副所長、    

病理部部長 
病理 

専門委員 大林 千穂 奈良県立医科大学病理診断学講座教授、病院病理部長 病理 

専門委員 岡 輝明 
公立学校共済組合関東中央病院 

臨床検査科・病理科部長 
病理 

専門委員 武島 幸男 広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授 病理 

専門委員 栗原 泰之 聖路加国際病院放射線科部長 放射線 

専門委員 酒井 文和 埼玉医科大学国際医療センター画像診断科教授 放射線 

専門委員 畠山 雅行 
独立行政法人労働者健康安全機構奈良産業保健総合 

支援センター 相談員 
放射線 

審査分科会委員名簿 

区  分 氏  名 現   職 専門 

専門委員 相田 真介 学校法人国際医療福祉大学三田病院病理部教授 病理 

専門委員 井内 康輝 
NPO 法人総合遠隔医療支援機構理事長  

株式会社病理診断センター代表取締役社長 
病理 

専門委員 河原 邦光 

地方独立行政法人大阪府立病院機構  

大阪はびきの医療センター  

医務局長 兼 病理診断科主任部長 

病理 

専門委員 清川 貴子 東京慈恵会医科大学 病理学講座 教授 病理 

専門委員 塚本 吉胤 宝塚市立病院 病理診断科 主任部長 病理 
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専門委員 濵﨑 慎 福岡大学病院病理部講師 病理 

専門委員 眞能 正幸 
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 

臨床検査診断部長 
病理 

専門委員 村上 知之 
独立行政法人国立病院機構関門医療センター 

病理診断科医長 
病理 

専門委員 亀井 敏昭 
PCL 福岡病理細胞診センター 

所長 兼 細胞診断部長 
病理細胞診 

専門委員 青江 啓介 
独立行政法人国立病院機構 

山口宇部医療センター内科系診療部長 
臨床 

専門委員 市岡 正彦 東京都立広尾病院 副院長 臨床 

専門委員 稲瀬 直彦 
国立大学法人東京医科歯科大学大学院      

統合呼吸器病学分野教授 
臨床 

専門委員 太田 千晴 豊川市民病院 呼吸器内科部長 臨床 

専門委員 岡田 守人 
国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 

 ゲノム疾患治療研究部門腫瘍外科研究分野教授 
臨床 

専門委員 玄馬 顕一 公立学校共済組合中国中央病院 腫瘍内科部長 臨床 

専門委員 戸島 洋一 
独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院 

呼吸器内科 部長 
臨床 

専門委員 藤本 伸一 
独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 

 腫瘍内科部長 
臨床 

専門委員 由佐 俊和 
独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院 

 アスベスト疾患センター長 
臨床 

専門委員 芦澤 和人 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学

講座 臨床腫瘍学分野教授、  

長崎大学病院 がん診療センター長 

放射線 

専門委員 氏田 万寿夫 立川綜合病院放射線科医長 放射線 

専門委員 楠本 昌彦 
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 

放射線診断科 科長 
放射線 

専門委員 佐藤 功 香川県立保健医療大学学長 放射線 

専門委員 篠崎 健史 自治医科大学 放射線医学教室 講師 放射線 

専門委員 髙橋 雅士 医療法人友仁会 友仁山崎病院 病院長 放射線 

専門委員 西本 優子 天理よろづ相談所病院放射線部 放射線 
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専門委員 星 俊子 
社会福祉法人埼玉慈恵会 

埼玉慈恵病院放射線科 医師       
放射線 

専門委員 八木橋 国博 
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

放射線科副部長 
放射線 

専門委員 篠原 也寸志 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

環境計測管理研究グループ上席研究員 
計測 

専門委員 藤木 正昭 
独立行政法人労働者健康安全機構  

岡山労災病院 中央検査部 病理診断科 
計数 

 石綿肺等審査分科会委員名簿 

区  分 氏  名 現   職 専門 

専門委員 岡本 賢三 
独立行政法人労働者健康安全機構 

 北海道中央労災病院病理診断科部長 
病理 

専門委員 宇佐美 郁治 
独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 

 副院長 
臨床 

専門委員 徳山 猛 
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 

呼吸器・リハビリテーション部長 
臨床 

専門委員 加藤 勝也 
川崎医科大学総合医療センター 放射線科 部長  

川崎医科大学 放射線医学（画像診断２） 教授 
放射線 

専門委員 桑平 一郎 
東海大学医学部内科学系呼吸器内科学教授 

付属東京病院呼吸・循環器センター長 
呼吸機能 

専門委員 宮本 顯二 
独立行政法人労働者健康安全機構 北海道中央労災

病院 院長 
呼吸機能 

専門委員 黒澤 一 東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野 教授 呼吸機能 

専門委員 髙田 礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教授 計測 

 


