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生年月日 1950 年（昭和 25 年）2 月 9 日 

本 籍 地 東京都 

職 名 教授 

所 属 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 

 

 

学歴 

1962 年（昭和 37 年）3 月 東京都練馬区立 豊玉小学校 卒業 

1965 年（昭和 40 年）3 月 東京都練馬区立 豊玉中学校 卒業 

1968 年（昭和 43 年）3 月 東京都立 西高等学校 卒業 

1972 年（昭和 47 年）4 月 東京大学医学部 保健学科 卒業 

1981 年（昭和 56 年）3 月 Rochester 大学医学系大学院博士課程修了 

1981 年（昭和 56 年）9 月 東京大学大学院医学系大学院 博士課程満期退学 

 

職歴 

1981 年（昭和 56 年）10 月 環境庁 国立公害研究所 環境保健部 研究員 

1984 年（昭和 59 年）7 月 同上 主任研究員 

1990 年（平成 2 年）4 月 同上 研究企画官（併任） 

1990 年（平成 2 年）7 月 環境省国立環境研究所（名称変更） 研究企画官

（併任） 

1992 年（平成 4 年）1 月 同上 環境健康部 病態機構研究室長 

1994 年（平成 6 年）10 月 同上       部長 

1997 年（平成 9 年）10 月 科学技術振興事業団「戦略基礎研究（内分泌かく

乱領域）」チームリーダー（併任） 

2000 年（平成 12 年）1 月 筑波大学大学院人間総合科学研究科  連 携 大

学院教授（併任） 

2001 年（平成 13 年）4 月 独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究領

域長 

2005 年（平成 17 年）1 月 東京大学大学院医学系研究科 教授 

2015 年（平成 27 年）3 月 東京大学を定年退職 

 

 



  

 

学位 

1981 年（昭和 56 年）5 月 8 日 Ph.D. （Rochester 大学） 

1987 年（昭和 62 年）1 月 28 日 医学博士（東京大学；医学博士第 8158 号） 

 

受賞 

1998 年（平成 10 年） 日本衛生学会 奨励賞 

2009 年（平成 21 年） 日本リスク研究学会 学会賞 

2010 年（平成 22 年） 日本衛生学会 学会賞 

2015 年（平成 27 年） 日本毒性学会 学会賞 

 

学会等における活動（役職等） 

1977 年～現在 日本衛生学会（前理事、評議員、理事長（2012 年～2015 年）） 

1985 年～2011 年 日本リスク研究学会 

1977 年～2005 年 日本産業衛生学会（評議員） 

1981 年～2008 年 日本微量元素学会（評議員） 

1984 年～2005 年 International Commission of Occupational Health

（Advisory Board on Toxicology of Metals） 

1984 年～現在 米国 Society of Toxicology 

1986 年～2013 年 日本生化学会 

1994 年～現在 日本トキシコロジー学会（評議員、前理事） 

1998 年～現在 日本内分泌かく乱化学物質学会（理事） 

2005 年～現在 分子予防環境医学研究会（評議員、前幹事） 

2012 年～現在 日本 DOHaD 研究会（顧問 2014 年～現在） 

2013年～現在  日本公衆衛生学会 

2015年～現在  日本医学会幹事；日本医学連合理事 

 

 

学会誌編集委員 

2000 年～2008 年 内分泌かく乱化学物質学会 [Environmental Sciences(日本

内分泌かく乱化学物質学会提携誌) ] 

2002 年～2012 年 米国 Neurotoxicology 学会 [NeuroToxicology] 

2003 年～2006 年 日本衛生学会 [Environmental Health and Preventive 

Medicine] および[日本衛生学雑誌] 前編集委員長 

2003 年～2015 年 米国 Society of Toxicology 学会 [Toxicological Sciences] 

 （Associate Editor） 



  

2005 年～2008 年 日 本 微 量 元 素 学 会  [Biomedical Research on Trace 

Elements] 

2006 年～現在 （独）労働安全衛生総合研究所 [Industrial Health] 

 

研究評価委員等 

1999 年～2000 年 工業技術院生命工学研究所外部評価委員 

1999 年～2004 年 筑波大学 TARA 外部評価委員 

1999 年～現在 学術審議会専門委員（科学研究費分科会；中断有り） 

2001 年～現在     (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 外部評価委員

（中断有り） 

2001 年 Research Evaluation Member for Irish Science 

Foundation 

2006 年 NEDO 専門評価委員 

2006 年～2008 年 ATHON 外部評価委員会委員（EU Research project） 

2007 年～2010 年 （独）労働安全衛生総合研究所 外部評価委員 

2007 年～2012 年 大学評価・学位授与機構 国立大学教育研究評価委員会

委員 

 

社会における活動 

1998 年 WHO Temporary Advisor for consultation on dioxin risk 

assessment 

1999 年～現在 環境省中央環境審議会環境保健部会専門委員会（複数）

委員 

2000 年～2002 年 地方公共団体環境関連専門委員会（福島県、八王子市） 

2001 年 Temporary Advisor for the WHO meeting on non-dioxin-

like PCBs (Berlin) 

2002 年 Temporary Advisor for the joint Expert Committee for 

Food Additives Meeting (Geneva) 

2002 年 Temporary Advisor for the EU/WHO meeting on dioxin-

like PCBs (Brussels) 

2003 年 Temporary Advisor for the Joint Expert Committee for 

Food Additives Meeting (Rome) 

2001 年～2005 年 Temporary Adviser for the Joint Expert Committee for 

Food Additives organized by FAO/WHO 

2003 年 厚生労働省薬事食品衛生審議会・毒性部会参考人 

2003 年 農作物等有害物質総合調査委託事業検討会参考人 



  

2004 年 Temporary Advisor for the WHO meeting on dioxin TEFs 

2003 年～2007 年 柏市第二清掃工場健康影響調査検討会委員 

2005 年～2007 年 東京都北区豊島地区ダイオキシン汚染問題専門家委員

会（座長） 

2003 年～2013 年 内閣府・食品安全委員会・汚染物質調査専門部会委員 

2005 年～現在 環境省「化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会」

委員 

2005 年～現在 環境省「Extend2005 作用・影響評価検討会」委員（座長） 

2008 年～2010 年 Temporary Advisor for the risk assessment of 

environmental chemicals (WHO) 

 


