
2019～2020年度常任理事 

穐山 浩          (国立医薬品食品衛生研究所） 

石井里枝         (埼玉県衛生研究所） 

伊藤 誠 (山崎製パン(株)) 

川合祐史 (北海道大学大学院) 

黒田和彦  ((株)森永生科学研究所) 

寺嶋 淳  (岩手大学） 

平林容子 (国立医薬品食品衛生研究所) 

堀江正一        (大妻女子大学) 

宮下 隆 (キユーピー(株)) 

 

2019～2020年度組織・運営委員会委員 

 小西良子 (東京農業大学） 

 穐山 浩 (国立医薬品食品衛生研究所） 

 石井里枝 (埼玉県衛生研究所） 

 川合祐史 (北海道大学大学院) 

 高野伊知郎         (明治薬科大学) 

 平林容子 (国立医薬品食品衛生研究所) 

 寺嶋 淳 (岩手大学) 

 堀江正一        (大妻女子大学) 

 宮下 隆 (キユーピー(株)) 

 

2021～2022年度役員等選考委員会委員 

穐山 浩 (国立医薬品食品衛生研究所) 

石井里枝 (埼玉県衛生研究所） 

小西良子 (東京農業大学) 

貞升健志 (東京都健康安全研究センター) 

高野伊知郎         (明治薬科大学) 

 

2020年度学会賞等選考委員会委員 

朝倉 宏 国立医薬品食品衛生研究所 

梅垣敬三 昭和女子大学 

大森清美 神奈川県衛生研究所 

川崎 晋 (国研)農業・食品産業技術総合研究機構  

久田 孝 東京海洋大学 

合田幸広 国立医薬品食品衛生研究所 

笹本剛生 東京都健康安全研究センター 

永富康司 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ(株) 

野田晴美 (公社)日本食品衛生協会食品衛生研究所 

平井昭彦 相模女子大学 

藤田和弘 (一財)日本食品分析センター彩都研究所 

良永裕子 麻布大学 

 



2019～2020年度編集委員会委員 

石渡 智 (ホクレン農業協同組合連合農業総合研究所） 

上田泰人 (神戸市環境保健研究所） 

大西貴弘 (国立医薬品食品衛生研究所） 

大野浩之 (名古屋市衛生研究所） 

小関良宏 (東京農工大学大学院） 

川崎 晋 (農研機構 食品研究部門） 

北川陽子 ((独)大阪健康安全基盤研究所) 

後藤浩文 ((一財)日本食品分析センター 彩都研究所) 

近藤貴英 (さいたま市健康科学研究センター) 

笹本剛生 (東京都健康安全研究センター) 

新藤哲也 (東京都健康安全研究センター） 

高野伊知郎 (明治薬科大学) 

高橋 肇 (東京海洋大学 学術研究院) 

辻村和也 (長崎県環境保健研究センター) 

寺嶋 淳 (岩手大学) 

中島正博 (名古屋女子大学) 

藤田和弘 ((一財)日本食品分析センター 彩都研究所） 

松井 徹 (京都大学) 

宮澤眞紀 (神奈川県衛生研究所) 

渡辺卓穂 ((一財)食品薬品安全センター) 

 

2020年度情報委員会委員 

秋場高司 (アサヒグループ食品(株) 

今井浩一  (埼玉県衛生研究所 

大城直雅 (国立医薬品食品衛生研究所 

大塚健治 (東京都健康安全研究センター 

佐川岳人 (ヱスビー食品(株)) 

貞升健志 (東京都健康安全研究センター 

高畠令王奈 ((国研)農研機構 食品研究部門  

田中 孝 ((株)明治) 

土屋 禎 ((一財)日本食品分析センター) 

中山達也 (国立医薬品食品衛生研究所) 

松野一郎 (雪印メグミルク(株))  

六鹿元雄 (国立医薬品食品衛生研究所) 

森 哲也 ((一財)東京顕微鏡院)  

渡辺卓穂 ((一財)食品薬品安全センター                       

 

 

 

 



北海道・東北ブロック(5名) 東海・北陸ブロック(7名)

ブロック長 伊藤功一 秋田市保健所 金戸惠子 石川県保健環境センター

今中努志 ジーエルサイエンス(株) 口地眞智子 フジパングループ本社(株)

斎藤博之 秋田県健康環境センター 後藤智美 愛知県衛生研究所

西村一彦 北海道立衛生研究所 杉山千歳 常葉大学

西村泰樹 ジーエルサイエンス(株) ブロック長 堤内　要 中部大学

関東ブロック(29名) 増田修一 静岡県立大学

ブロック長 秋場高司 アサヒグループ食品(株) 南谷臣昭 岐阜県保健環境研究所

朝倉敬行 （一財）東京顕微鏡院 近畿ブロック(9名)

朝倉　宏 国立医薬品食品衛生研究所 井之上浩一 立命館大学

石田信一 高砂香料工業(株) 川岸昇一 三栄源エフ・エフ・アイ(株)

井田健太郎 サントリーMONOZUKURIエキスパート
(株)

ブロック長 神藤正則 堺市衛生研究所

今井浩一 埼玉県衛生研究所 戸澤孝大 江崎グリコ(株)

上田成子 宇都宮短期大学 鳥羽真由子 サントリーMONOZUKURIエキスパート
(株)

上村伸也 ネスレ日本（株）霞ヶ浦工場 福井直樹 (地独）大阪健康安全基盤研究所

大城直雅 国立医薬品食品衛生研究所 副委員長 藤田和弘 (一財)日本食品分析センター

大西貴弘 国立医薬品食品衛生研究所 三宅眞実 大阪府立大学大学院

門田智之 キリン（株） 山﨑裕康 神戸学院大学

工藤裕晃 キユーピー(株) 中国・四国ブロック(5名)

近藤貴英 さいたま市健康科学研究センター 浅川　学 広島大学大学院

佐藤吉朗 東京家政大学 豊福　肇 山口大学

杉木幹雄 東京都健康安全研究センター 中島安基江 広島県立総合技術研究所

高橋京子 横浜市衛生研究所 ブロック長 中野宏幸 広島大学大学院

高橋 肇 東京海洋大学大学院 松本拓也 (大)県立広島大学

瀧川義澄 アジレント・テクノロジー(株) 九州・沖縄ブロック(5名)

委員長 千葉隆司 東京都健康安全研究センター 副委員長ブロック長 荒川　修 長崎大学大学院

登田美桜 国立医薬品食品衛生研究所 梶原淳睦 福岡県保健環境研究所

長島裕二 新潟食糧農業大学 辻村和也 長崎県環境保健研究センター

中村宗知 (一財)日本食品分析センター 中山秀幸 佐賀県衛生薬業センター

野田晴美 （公社）日本食品衛生協会 宮本敬久 九州大学大学院

橋本博之 千葉県衛生研究所

林　孝子 神奈川県衛生研究所

林谷秀樹 東京農工大学

三宅司郎 麻布大学

六鹿元雄 国立医薬品食品衛生研究所

吉川聡一 東京都健康安全研究センター （ブロック別五十音順）

2019～2020年度学会活性化委員（60名）
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