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塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る検討経緯について 

（環境省有害大気汚染物質に関する健康リスク評価調査等委託業務における 

学識経験者会合の開催状況） 

 

＜塩化メチル＞ 

平成２７年９月１６日 平成２７年度第１回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価について 

 

平成２８年９月９日 平成２８年度第１回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価について 

 

平成２９年１月２０日 平成２８年度第２回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価について 

 

平成２９年１０月１３日 平成２９年度第１回有害大気汚染物質健康リスク評

価等専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価に係る論点整理（案）について 

 

平成２９年１２月２２日 平成２９年度第２回有害大気汚染物質健康リスク評

価等専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価について 

 

平成３０年２月９日 平成２９年度第３回有害大気汚染物質健康リスク評価等

専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルに係る健康リスク評価について 

 

平成３０年７月２６日 平成３０年度第１回有害大気汚染物質健康リスク評価

等専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価書案について 

 

平成３０年１０月１１日 平成３０年度第２回有害大気汚染物質健康リスク評

価等専門委員会ＷＧ 

・塩化メチルの健康リスク評価書案について 

 

 

参考資料７ 
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＜アセトアルデヒド＞ 

平成２４年８月２７日 平成２４年度第２回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・アセトアルデヒドの健康影響評価について 

 

平成２７年９月１６日 平成２７年度第１回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・アセトアルデヒドの環境目標値について 

 

平成２８年３月８日 平成２７年度第２回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・アセトアルデヒドの健康リスク評価について 

 

平成２８年９月９日 平成２８年度第１回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・アセトアルデヒドの環境目標値について 

 

平成２９年３月１４日 平成２８年度第３回健康リスク総合専門委員会ＷＧ 

・その他（今年度の検討物質の健康リスク評価について） 
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（別 紙） 

 

平成 24 年度 健康リスク総合専門委員会ワーキンググループ 名簿 

区分 氏  名 職  名  等 

委員 青木 康展 独立行政法人国立環境研究所 環境リスク研究センター  
副センター長 

委員 東  賢 一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室 講師 

座長 内山 巌雄 京都大学 名誉教授 

委員 圓藤 陽子 独立行政法人 労働者健康福祉機構 
関西労災病院 産業中毒研究センター長 

委員 川本 俊弘 産業医科大学医学部産業衛生学講座 教授 

委員 武 林  亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授 

委員 塚原 照臣 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座 講師 

委員 中杉 修身 元上智大学大学院地球環境学研究科 教授 

委員 中館 俊夫 昭和大学医学部衛生学 教授 

委員 西 脇  祐 司 東邦大学医学部衛生学教室  教授 

委員 松 本  理 独立行政法人国立環境研究所 環境リスク研究センター 

主任研究員 
（五十音順、敬称略） 
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平成 27 年度 健康リスク総合専門委員会ワーキンググループ 名簿 

区分 氏  名 職  名  等 

委員 青木 康展 国立環境研究所 環境リスク研究センター フェロー 

委員 東  賢 一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室 准教授 

座長 内山 巌雄 京都大学 名誉教授 

委員 圓藤 陽子 独立行政法人 労働者健康福祉機構 関西労災病院 
産業中毒研究センター センター長 

委員 川本 俊弘 産業医科大学医学部長 産業衛生学講座 教授 

委員 鈴木  規之 国立環境研究所 環境リスク研究センター センター長 

委員 武 林  亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授 

委員 塚原 照臣 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座 講師 

委員 中杉 修身 元上智大学大学院地球環境学研究科 教授 

委員 西脇  祐司 東邦大学医学部衛生学  教授 

委員 野見山哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座 教授 

委員 松 本  理 国立環境研究所 環境リスク研究センター研究調整主幹 

（五十音順、敬称略） 
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平成 28 年度 健康リスク総合専門委員会ワーキンググループ 名簿 

区分 氏  名 職  名  等 

委員 青木 康展 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター フェロー 

委員 東  賢 一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室 准教授 

委員 内山 巌雄 京都大学 名誉教授 

委員 圓藤 陽子 圓藤労働衛生コンサルタント事務所 代表 

委員 川本 俊弘 産業医科大学医学部長 産業衛生学講座 教授 

委員 鈴木  規之 国立環境研究所 環境リスク研究センター センター長 

委員 武 林  亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授 

委員 塚原 照臣 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座 講師 

委員 中杉 修身 元上智大学大学院地球環境学研究科 教授 

委員 西脇  祐司 東邦大学医学部衛生学  教授 

委員 野見山哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座 教授 

委員 広瀬  明彦 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 
安全性予測評価部 部長 

（五十音順、敬称略） 
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平成 29 年度 有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会ワーキンググループ名簿 

区分 氏  名 職  名  等 

委員 青木 康展 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター フェロー 

委員 東 賢一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室 准教授 

座長 内山 巌雄 京都大学 名誉教授 

委員 島  正之 兵庫医科大学医学部公衆衛生学講座 教授 

委員 川本 俊弘 産業医科大学医学部長 産業衛生学講座 教授 

委員 鈴木 規之 国立環境研究所 環境リスク研究センター センター長 

委員 武林 亨 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学 教授 

委員 塚原 照臣 信州大学医学部産業衛生学講座 教授 

委員 中杉 修身 元上智大学大学院地球環境学研究科 教授 

委員 西脇 祐司 東邦大学医学部衛生学  教授 

委員 新田  裕史 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター フェロー 

委員 野見山哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学教室 教授 

委員 広瀬  明彦 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 
安全性予測評価部 部長 

（五十音順、敬称略） 
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平成 30 年度 有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会ワーキンググループ名簿 

区分 氏  名 職  名  等 

委員 青木 康展 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター フェロー 

委員 東 賢一 近畿大学 医学部環境医学・行動科学教室 准教授 

座長 内山 巌雄 京都大学 名誉教授 

委員 島  正之 兵庫医科大学 医学部公衆衛生学講座 教授 

委員 川本 俊弘 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 所長 

委員 鈴木 規之 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター センター長 

委員 武林 亨 慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学 教授 

委員 中杉 修身 元上智大学 大学院地球環境学研究科 教授 

委員 西脇 祐司 東邦大学 医学部衛生学  教授 

委員 新田  裕史 国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター フェロー 

委員 野見山哲生 信州大学 医学部衛生学公衆衛生学教室 教授 

委員 広瀬  明彦 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 
安全性予測評価部 部長 

委員 松本  理 国立環境研究所  環境リスク・健康研究センター シニア研究

員 
（五十音順、敬称略） 

 


