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座長 穐山 浩 

 

 

第９版食品添加物公定書作成検討会報告について 

 

 

第９版食品添加物公定書の作成について、本検討会において審議を行った結果を別添の

とおりとりまとめたので、これを報告する。 

 

  



 

第９版食品添加物公定書作成検討会 

 

１．開催年月日 

 

平成２２年 ７月１４日  第１回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２２年１０月２０日  第２回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２３年 １月１２日  第３回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２３年 ３月２３日  第４回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２３年 ７月 ４日  第５回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２４年 ３月２１日  第６回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２４年 ７月１０日  第７回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２４年 ９月１１日  第８回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２４年１１月３０日  第９回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２５年 １月２９日  第１０回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２５年 ３月 １日  第１１回第９版食品添加物公定書作成検討会 

平成２６年 １月１０日  第１２回第９版食品添加物公定書作成検討会 

 

  



２．第９版食品添加物公定書作成検討会構成員 

（50音順、○は座長） 

 

（１）第１回検討会～第４回検討会 

 氏 名 役     職 

 石井 里枝 埼玉県衛生研究所 専門研究員 

 井部 明広 東京都健康安全研究センター 専門参事 

 加藤 善昭 日本食品添加物協会 技術委員 

○ 河村 葉子 国立医薬品・食品衛生研究所 食品添加物部長 

 岸 弘子 神奈川県衛生研究所 主任研究 

 合田 幸広 国立医薬品・食品衛生研究所 生薬部長 

 佐藤 恭子 国立医薬品・食品衛生研究所 食品添加物部第一室長 

 白須 由治 日本食品添加物協会 技術担当部長 

 高橋 仁一 日本食品添加物協会 常務理事 

 棚元 憲一 武蔵野大学 教授 

 寺田 久屋 名古屋市衛生研究所 食品部部長 

 西島 基弘 実践女子大学生活科学部 教授 

 平原 嘉親 国立医薬品・食品衛生研究所 食品添加物部第三室長 

 堀江 正一 大妻女子大学家政学部食物学科 教授 

 米谷 民雄 静岡県立大学 客員教授 

 彌勒時 義治 日本香料工業会 食品香料委員会副委員長 

 山崎 壮 国立医薬品・食品衛生研究所 食品添加物部第二室長 

 山田 隆 日本食品添加物協会 顧問 

 四方田 千佳子 国立医薬品・食品衛生研究所 薬品部第一室長 

 

 

 

 



（２）第５回検討会～第６回検討会 

 

 

○ 

氏 名 役     職 

穐山 浩 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部長 

 石井 里枝 埼玉県衛生研究所 専門研究員 

 
植松 洋子 

東京都健康安全研究センター 食品化学部食品添加物研

究科長 

加藤 喜昭 日本食品添加物協会 技術委員 

 河村 葉子 国立医薬品食品衛生研究所 食品部 

岸 弘子 神奈川県衛生研究所 主任研究員 

 合田 幸広 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長 

佐藤 恭子 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第一室長 

高橋 仁一 日本食品添加物協会 常務理事 

 棚元 憲一 武蔵野大学 教授 

 寺田 久屋 名古屋市衛生研究所 食品部部長 

西島 基弘 実践女子大学生活科学部 教授 

 堀江 正一 大妻女子大学家政学部食物学科 教授 

 

 
米谷 民雄 静岡県立大学 特任教授 

彌勒地 義治 日本香料工業会 食品香料委員会副委員長 

六鹿 元雄 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第三室長 

村田 義文 日本食品添加物協会 技術担当部長 

山崎 壮 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第二室長 

山田 隆 日本食品添加物協会 顧問 

四方田 千佳子 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部第一室長 

 

 

 

 

 



（３）第７回検討会～第１１回検討会 

 

 

○ 

氏 名 役     職 

穐山 浩 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部長 

 石井 里枝 埼玉県衛生研究所 主任研究員 

 伊藤 澄夫 日本食品添加物協会 技術委員 

 
植松 洋子 

東京都健康安全研究センター 食品化学部食品添加物研

究科長 

 河村 葉子 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部 

岸 弘子 神奈川県衛生研究所 主任研究員 

 合田 幸広 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長 

佐藤 恭子 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第一室長 

高橋 仁一 日本食品添加物協会 常務理事 

 棚元 憲一 武蔵野大学 教授 

 寺田 久屋 名古屋市衛生研究所 食品部部長 

西島 基弘 実践女子大学生活科学部 教授 

 堀江 正一 大妻女子大学家政学部食物学科 教授 

 

 
米谷 民雄 静岡県立大学 特任教授 

彌勒地 義治 日本香料工業会 食品香料委員会副委員長 

六鹿 元雄 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第三室長 

村田 義文 日本食品添加物協会 技術担当部長 

山崎 壮 実践女子大学生活科学部 教授 

山田 隆 日本食品添加物協会 顧問 

四方田 千佳子 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部第一室長 

 

 

 

 

 



（４）第１２回検討会 

 

 

○ 

氏 名 役     職 

穐山 浩 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部長 

 石井 里枝 埼玉県衛生研究所 主任研究員 

 伊藤 澄夫 日本食品添加物協会 技術委員 

 
植松 洋子 

東京都健康安全研究センター 食品化学部食品添加物研

究科長 

 河村 葉子 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部 

岸 弘子 神奈川県衛生研究所 主任研究員 

 合田 幸広 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長 

佐藤 恭子 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第一室長 

高橋 仁一 日本食品添加物協会 常務理事 

 棚元 憲一 武蔵野大学 教授 

 寺田 久屋 名古屋市衛生研究所 食品部部長 

西島 基弘 実践女子大学生活科学部 教授 

 堀江 正一 大妻女子大学家政学部食物学科 教授 

 米谷 民雄 静岡県立大学 特任教授 

 彌勒地 義治 日本香料工業会 食品香料委員会副委員長 

 六鹿 元雄 国立医薬品食品衛生研究所 食品添加物部第三室長 

 村田 義文 日本食品添加物協会 技術担当部長 

 山崎 壮 実践女子大学生活科学部 教授 

 山田 隆 日本食品添加物協会 顧問 

 


