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お申込み方法

日程
（全8日間）

会場

講師

受講料

早稲田大学　早稲田大学　
早稲田キャンパス内教室早稲田キャンパス内教室
※教室は受講決定者に通知※教室は受講決定者に通知

早稲田大学在学生 ： 無 料早稲田大学在学生 ： 無 料
社会人 ： 10,000円 社会人 ： 10,000円 
※応募者多数の場合は選考の上通知します※応募者多数の場合は選考の上通知します

コーディネーター ： 竹山 春子 コーディネーター ： 竹山 春子  早稲田大学理工学術院教授 早稲田大学理工学術院教授

                    講  師    ： 高月 峰夫講  師    ： 高月 峰夫

　一般財団法人化学物質評価研究機構（Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan(CERI)）は、化学物質
およびそれを用いた製品に関する試験、検査、評価、研究、開発等を行うことにより、産業の健全な発展と国民生活の
向上に寄与することを目的として活動している機関です。
　現在の情報社会では、食や生活の安全に関する情報があふれていますが、これらの情報を正しく理解しているかは
疑問です。
　そこで、CERIと早稲田大学との協力により、安全問題においては最前線で活躍されている先生をお迎えし、我々の
生活と切り離すことの出来ない化学物質に関する情報を正しく理解し、安心で豊かな生活を送るための方法を考えて
いきます。
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募集要項

応募資格
早稲田大学の学部または研究科に正規生として在籍する者　および　社会人（他大学生）

※振込方法については募集期間終了後にご連絡します。メール記載の支払期限までにお手続きください。
※単位を付与しない教育プログラムです。
※登録後の取り消しはできません。事前によく検討の上、申し込んでください。

早稲田大学　
早稲田キャンパス内教室
※教室は受講決定者に通知

早稲田大学在学生 ： 無 料
社会人 ： 10,000円 
※応募者多数の場合は選考の上通知します

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 
規範科学総合研究所 研究院客員教授    他
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 
規範科学総合研究所 研究院客員教授    他

コーディネーター ： 竹山 春子  早稲田大学理工学術院教授
          講  師    ： 高月 峰夫

9/30  10/7, 14, 21  11/11, 18, 25    12/2
土曜  13:00～14:30、 14:45～16:15

9/30  10/7, 14, 21  11/11, 18, 25    12/2
土曜  13:00～14:30、 14:45～16:15

講座ホームページ「申込みフォーム」
よりお申込みください
講座ホームページ「申込みフォーム」
よりお申込みください
講座ホームページ「申込みフォーム」
よりお申込みください

会場
早稲田大学　早稲田キャンパス内教室
（教室は受講決定者に通知します）
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1

交通
東京メトロ東西線 早稲田駅3a出口より徒歩10分
都バス 学02(学バス) 高田馬場駅ー早大正門 下車すぐ
都電荒川線 早稲田駅より徒歩5分
ＪＲ山手線 高田馬場駅より徒歩20分

お問い合わせ
早稲田大学CERI連携プログラム事務局
E-mail： w-chem@list.waseda.jp

International trends of chemicals risk assessmentInternational trends of chemicals risk assessmentInternational trends of chemicals risk assessment

化学物質リスク評価の国際動向化学物質リスク評価の国際動向化学物質リスク評価の国際動向

お問い合わせ

講座ホームページ＞募集要項：【学外連携プログラム】受講生募集（2017） 「化学物質リスク評価の国際動向」＞申込みフォーム

w-chem@list.waseda.jp早稲田大学CERI連携プログラム事務局

早稲田　CERI
早稲田　CERI

対象 受講料 受付期間 受講手続方法

早稲田大学在学生

社会人

無料

10,000円

2017年6月9日(金)
～9月12日(火)

2017年6月9日(金)
～9月12日(火)

ホームページの申込フォーム
から登録

(1)ホームページの申込フォーム
　 から登録
(2)受講料を振り込む



講義計画（予定） 講師紹介

博士（農学、九州大学）、認定トキシコロジスト（日本
毒性学会）。専門は生態毒性学。現在は、主に内分泌
かく乱物質の魚類試験法開発に従事。OECD　Fish　

Drafting　GroupのメンバーとしてOECDテストガイド
ライン等の作成に貢献。著書に『Medaka：Biology,　
Management,　and　Experimental　Protocols』
（WILEY-BLACKWELL、分担執筆）、『生物応答を用い
た排水評価・管理手法の国内外最新動向（エヌ・ティ
ー・エス、分担執筆）』がある。

1

高月 峰夫

オリエンテーション 本講座の目的、意味づけ、講義概要を説明します。また社会人と学生のアイスブレー
キングを実施します。 ファシリテーター：金子 怜司（早稲田大学アカデミックソリューション所属）

2 化学物質リスク評価の歴史

化学物質は我々の豊かな日常生活に欠かすことができませんが、一方で、人の健康
に悪影響を及ぼした事例も少なくありません。このような環境中の生物や人の健康に
悪影響を与える可能性にある化学物質に対して、我々はどのように対応し、どのように
国際的な協力に基にこれらを規制してきたのかを振り返ります。このことにより、今後
化学物質と上手に付き合う方法を考えます。

3 柴田 重信 体内時計と健康安全学

4 茅島 孝和 生分解性試験・濃縮度試験・
環境分布予測

CASに登録されている化学物質は1憶種を超えており、その適切な利用により、私達
は快適な生活環境を手に入れています。本講義では、現在、直面している化学物質に
よる環境問題、国内（化審法）における化学物質の管理制度やそれに必要とされる試
験方法等について解説します。

薬はいつ飲めば一番効果がでて、副作用を軽減できるかなど、薬を飲む一番適切な
タイミングを調べる学問「時間薬理学」のほか、体内時計の仕組みを解明することで、
発達障害、時差ぼけ、躁うつ病、痴呆症、睡眠障害などの精神疾患の解明・治療薬につ
いて解説、生体リズムを整えるのに適した食事や栄養の摂取方法を明らかにし、生活
習慣病の発症原因も探ります。

5 関 雅範 生態系に影響を与える化学物質
環境中の生物は、それぞれが生態系を構成する重要な存在です。本講義では、生態系
を構成する生物に対して化学物質がどのような影響を及ぼすのかを紹介し、それら
の影響を評価するための方法や考え方について解説します。

6 中井 誠 人の健康への影響を
どのように評価するのか

化学物質は我々の豊かな日常生活に欠かすことができませんが、一方で、人の健康
に悪影響を及ぼした事例も多く存在します。本講義では、化学物質が人の健康へ及ぼ
す影響を評価する試験について紹介します。また、このような試験で得られたデータ
の信頼性を確保するための制度についても解説します。

7 片桐 律子 化学物質のリスク評価の概要と
消費者製品のリスク評価

私たちが日々使用している消費者製品中には、多くの化学物質が含まれており、日常
生活の中で、これらの化学物質へのばく露により、健康へ悪影響を及ぼす懸念（リス
ク）が考えられる場合があります。本講義では、化学物質の有害性、ばく露及びリスク
評価の概要並びに消費者へのばく露評価における経路ごとのばく露量等の見積り方
法について解説します。

8 大竹 久夫 化学物質の資源リサイクル

肥料としてよく知られ、安価に供給されるリン。私たちの口に入る食品やバイオマス
はリンに支えられており、自動車や電子部品などの工業製品の製造もリンを必要とし
ます。さらに私たちの体内でも欠かせない命を支える元素でもあります。リンを100％
輸入に頼る日本では、リン資源の使い捨てをやめ、リサイクルの方法を確立する必要
があります。本講義では、リンの持続的利用のあり方について考えます。

9 吉岡 修 食品安全に関する
リスクアナリシス

食品の安全性を向上させるためには、農場から食卓までをカバーして、科学に基づい
て未然防止することが大事です。その基本的な枠組みであるリスクアナリシスについ
て、わかりやすく説明します。

10 五十嵐 卓也 工業ナノ材料の安全性問題

一次粒子径が100ナノメートル以下になるように設計された多様な工業材料、いわゆ
る工業ナノ材料が既に身の回りの製品に意図的に使用されています。新たな特性を
もった材料には新たな有害性があるかもしれないという懸念について、さらに、その
懸念に政府や国際機関はどのように対応しているかを紹介します。

11 本山 直樹 農薬の安全性確保

農薬は農作物を有害生物（病害虫・雑草）から保護して高品質・高収量の収穫を可能
にする植物薬ですが、医薬と異なり野外で大面積に使われるということと、収穫物は
食品として人の口に入るということから、環境に対する安全性、散布作業者に対する
安全性、消費者への安全性を確保する必要があります。実験動物を用いた急性・慢性
毒性試験や作物残留試験から得られた情報に基づいて、農薬の安全性がどのように
確保されているか議論します。
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13 奈良 志ほり
諸外国における
化学物質法規制の最新動向

「食品」は無意味に摂取する事はなく、食品になんら機能を持たないものは皆無で
す。食品の安全性と機能性を科学的に解明し、国民の「健康維持・美容・疾病リスク低
減」を食に求める事ができる食品の機能性を科学的に解説します。

14 竹山 春子 バイオ系における
最新の計測技術

生体で機能する様々な分子を最先端技術で計測することを通じて、生命現象を科学
することを紹介します。また、そのようなバイオ分野の知見が、生活の安全・安心にど
のように活かされるのかを解説します。

15
高月 峰夫
北野 大

グループ対話・POPRCの動向

本講座での学びや気づきについてグループで対話し、より深い理解へと繋げます。話
し合われた内容を確認しながら、化学物質を安全かつ安心して利活用する方法を講
師たちと議論します。必要に応じてストックホルム条約で国際的な規制が行われる残
留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants, POPs）に関する審査部会（POPs 
Review Committee, POPRC）における活動等の国際的動向の最新情報を提供しま
す。　ファシリテーター：金子 怜司（早稲田大学アカデミックソリューション所属）

16

元化学物質評価研究機構専務理事。理学博士（広
島大学）。内分泌撹乱物質に対する試験方法を開
発し、OECDテストガイドランに採択された。また、
化学物質のリスク評価手法を確立し、約150物質
の初期リスク評価を行った。

東京農工大学工学研究科物質生物工学専攻博士後
期課程修了。マイアミ大学海洋研究所研究員、東京
農工大学工学部物質生物工学科助手、助教授、教授
を経て、2007年4月より現職。早稲田大学ナノ・ライ
フ創新研究機構 規範科学総合研究所・所長、産総
研・早大 生体システムビッグデータ解析オープンイ
ノベーションラボラトリ・ラボ長、東京農工大学工学
府客員教授。博士（工学）。専門はマリンバイオテク
ノロジー、微生物ゲノム工学、バイオ計測工学。

高月 峰夫（たかつき みねお）
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構
規範科学総合研究所 研究院客員教授

竹山 春子（たけやま はるこ）
早稲田大学理工学術院教授

博士（工学、九州工業大学）。専門は、化学物質の生
分解性・濃縮性評価。現在は、化審法、安衛法、農取
法などの化学物質関連法規制に関するコンサルテ
ィング業務に従事。2014年度よりマルポール条約附
属書II 未査定液体物質査定検討会（環境省）の委員
を務める。

柴田 重信（しばた しげのぶ）
早稲田大学理工学術院教授

関 雅範（せき まさのり）
CERI久留米事業所  試験第四課長

長崎生まれ。1986年に農林水産省に入省。石川県
生産流通企画室長、農林水産省大臣官房技術調整
室長、大臣官房参事官を経て現職。現在、食品安全
に関するリスク管理と省内若手職員の研修を担当。

吉岡 修（よしおか おさむ）
農林水産省 
消費・安全局 食品安全政策課長

熊本生まれ。博士（工学、大阪大学）。専門分野は、生
物化学工学。現在、リン資源リサイクル推進協議会会
長を務め、人類の新たなグローバル問題-持続的リ
ン利用の問題に取組んでいる。著書に『リン資源枯
渇危機とはなにか』（大阪大学出版会）などがある。

千葉大学園芸学部卒業。名古屋大学大学院修士課
程修了。米国ノースカロライナ州立大学PhD課程に
留学、10年間農薬毒性学に関する研究に従事。55
年千葉大学園芸学部助教授。平成3年同大学教授。
現在、日本農薬学会評議員、農水省農業資材審議会
会長ならびに同農薬分科会会長。著書は『農薬学事
典』（編集、朝倉書店）など。

大竹 久夫（おおたけ ひさお）
大阪大学名誉教授
早稲田大学リンアトラス研究所 客員教授

本山 直樹（もとやま なおき）
千葉大学名誉教授

1972年京都大学工学部卒業。1989年東京大学農学
博士。(財)相模中央化学研究所を経て、2002年より東
京海洋大学大学院特任教授。専門は、予防医学、ヘル
スフード科学、脂質栄養学、海洋微生物学、食品薬理
学。機能性おやつプロジェクトの「日本を健康にする！
」研究会会長をはじめ、多くの学会・NPOにて役員を
歴任。

薬学博士。九州大学薬学部助手、助教授、早稲田大
学人間科学部助教授、教授を経て、2003年より現
職。専門の「時間生物学」を背景としながら、近年、
研究が進んでいる「時間栄養学」を牽引。著書に、
『体内時計の科学と産業応用 (バイオテクノロジー
シリーズ)』（シーエムシー出版）、『時間栄養学―時
計遺伝子と食事のリズム』（女子栄養大学出版部、
共著）がある。

矢澤 一良（やざわ かずなが）

五十嵐 卓也（いがらし たくや）
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課
製造産業専門官（国際・水銀規制担当）

中井 誠（なかい まこと）
CERI安全性評価技術研究所 研究第一部長

博士(理学、九州大学)。現在は、主に内分泌かく乱化
学物質のin　vitro試験法開発と国際標準化、医薬品･
化学物質･農薬等の遺伝毒性評価業務、化学物質の
安全管理に係る調査及びオミクス技術を用いた研究
開発に従事。1994-1997年日本学術振興会特別研究
員。

本講座は、一般財団法人化学物質評価研究機構（CERI）からのご寄附に基づき運営される学外連携プログラムです。
生活の安全・安心について、なぜ身の回りに安全をおびやかす問題が起こるのか、その検査検出方法や問題のありかを
科学的にひもときながら、社会や生活のなかにどのように安全を担保していくのかを考えていきます。
また、パネルディスカッションとグループ討議の機会を設けるほか、最終発表を行う予定です。

矢澤 一良 食品の機能性

日本から海外へ化学品を輸出する際には、相手国の化学物質法規制の内容を踏まえ
た上での、輸入者への情報提供等の対応が必要です。本講義では、既存化学物質の
登録期限が2018年に迫ったEUのREACH、改正が予定されている米国のTSCA、整備
が進んできたアジア諸国の法制度の現状を中心に、各国の化学物質法規制の概要に
ついて解説します。

茅島 孝和（かやしま たかかず）
CERI化学物質安全センター 
営業企画部　営業企画第一課課長

1990年山口大学農学部農芸化学科卒業。
1990-1996年動物試験の投与液濃度確認等、
1996-2004年環境水中の微量成分分析に従事。
現在は、主に化学物質のリスク評価業務に従事。

片桐 律子（かたぎり りつこ）
CERI安全性評価技術研究所　
研究第二部　研究第四課副長

1981年通商産業省入省。化学兵器禁止条約、生物多
様性条約、POPs条約、PIC条約、OECDのEHSプログラ
ム等、化学物質管理政策やバイオ産業政策における
国際条約・国際機関対応業務に従事。2010年5月から
6年間、産業技術総合研究所安全科学研究部門にて工
業ナノ材料の安全問題を研究、OECD工業ナノ材料作
業部会及びISO/TC229ナノテク専門委員会の活動に
参加。

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構
規範科学総合研究所 研究院教授
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2002年東京大学大学院農学生命科学研究科修士課
程修了。現在は、主に化学物質の有害性評価、ばく露・
リスク評価業務、GHS関係省庁連絡会議事業におけ
るGHS危険有害性分類業務、SDS作成業務等に従事。

東京都立大学大学院博士課程修了。分析化学で博
士号を取得、専門は環境化学。経済産業省化学物質
審議会委員などを歴任。『資源・エネルギーと循環型
社会』（編著，三共出版）、『ドクター北野の地球なん
でも好奇心』（NHK出版）、『循環型社会への提言』
（共著，研成社）、『［図解］地球環境にやさしくなれる
本』（PHP研究所）など著書多数。

奈良 志ほり（なら しほり） 北野 大（きたの まさる）
秋草学園短期大学 学長CERI安全性評価技術研究所　

研究第二部　研究第三課副長

歴史価の 史歴史


