
  「ヒト胚ゲノム編集について広範な研究者・市民の参加による討議の場を設置に関する要望書」 

賛同者リスト 202 名+1 団体 

 

秋山信孝   東大和市在住 

朝倉輝一 東洋大学 東京都在住 

浅野敏勝                                      埼玉県富士見市在住 

芦野 純子 人形作家、子供の美術教室 秋田県 

足立 敏啓   静岡県 

阿部勝   狭山市在住 

阿部 明徳   東京都 

粟屋かよ子 環境物理学者 四日市市在住 

安藤泰至 鳥取大学医学部   

飯島 博   認定 NPO法人アサザ基金 代表理事   

飯島 定幸 山形新庄大豆畑トラスト消費者事務局   

石川均 種子の会 栃木県壬生町在住 

伊丹ルリ子 キープフーズ 兵庫県神戸市在住 

伊藤 達朗 合同会社、野菜がともだち 兵庫県 

井上駿 技術士事務所井上農研代表   

井野博満   東京都在住市民 

井上 浩子   岐阜県 

岩田 京子   埼玉県 

印鑰 智哉  講演家   

上田 貴亮    岡山県北部在住  

宇田川 榕一郎 アニメイション映画「ヒロシマ・夏のバラ」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会: 鎌倉市在住市民 

宇田川 エリ子   鎌倉市在住 

内田聖子 NPO法人アジア太平洋資料センター（PARC)共同代表   

卯月 玲子   東京都 

堂前 雅史 和光大学教員 神奈川県 

榎本 清 自由と人権   東大和市 

遠藤 和生 八王子協同エネルギー 東京都 

大木有子 小林大木企画 埼玉県飯能市在住） 

大谷いづみ   立命館大学教授 

大沼淳一 環境問題研究者 名古屋市在住 

大野和興 農業ジャーナリスト   

岡田幹治 ジャーナリスト 東京都在住 

岡田よりたか 無肥料栽培家   

岡山輝明 元都立高校教員 武蔵村山市在住 

岡田孝一   練馬区在住 

岡田靖雄 精神科医療史研究者・国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会

   

小口 広太  千葉商科大学 横浜市在住 

小野喜彦 化学兵器ネットワーク 東京都台東区 



小野澤 恵子   栃木県 

海渡雄一 弁護士 東京都在住 

香川知晶 山梨大学名誉教授   

加藤由紀子 公立中学校講師   

金子美登 霜里農場   

鎌仲ひとみ 映画監督 東京都在住 

川見公子 臓器移植法を問い直す市民ネットワーク 事務局長   

川口洋一   川崎市在住市民 

川嶋みどり 日本赤十字看護大学名誉教授   

川野安子   川崎市民 

川野安紀子   埼玉県飯能市 

河原健一  福祉施設職員                         大阪府三島郡島本町在住 

久保文彦    東京都在住 

久保田裕子   神奈川県在住 

黒河宏企   京都市在住  

黒河待子     京都市在住  

黒田 俊行 エンジニア 神奈川 

黒田ー木村純子 環境脳神経科学情報センター副代表 東京都在住 

黒田レオン 国際 NGO La RoSeHan 愛知県在住 

黒田ローザ 国際 NGO La RoSeHan 愛知県在住 

洪美珍 DNA問題研究会   

古賀 典夫  怒っているぞ！障害者きりすて！全国ネットワーク   

小金澤鋼一 東海大学工学部機械工学科 教授   

小園 小夜子  飯能市消費者団体連絡会 飯能市 

小園   徹  飯能市消費者団体連絡会 飯能市 

後藤智子 梅花女子大学教員 大阪府在住 

小林茂樹 小林大木企画 埼玉県飯能市在住） 

小松美彦  東京大学大学院教授   

近藤富男   宝塚市在住 

今野喜子 空知の給食を考える会代表 北海道滝川市在住 

佐々木園子 東海大学教養学部名誉教授（植物学、環境教育）   

佐々木克己 元高校教員 神奈川県在住 

佐々木 信夫 弁護士（神奈川県弁護士会所属） 神奈川 

佐々木 真紀   京都府 

佐々木奘堂 天正寺・住職  大阪市天王寺区 

佐藤輝美   埼玉県在住 

佐藤正子   清瀬市在住 

佐野哲郎 元中学校教員 大阪府 

澤 佳成 東京農工大学教員                     東京都府中市在住 

澤井 茂樹   東京都 

澤登 早苗 恵泉女学園大学教授   

重吉孝一郎   岡山市在住 



篠原睦治 和光大学名誉教授 子供問題研究会代表   

柴田 憲徳 食と農を守る会 代表     自然農農家 徳島県 

島田 卓 株式会社 インド・ビジネス・センター社長   

白崎 朝子 介護福祉士・ライター 東京都 

神野芳紀   川崎市在住生活者 

菅波完 高木仁三郎市民科学基金 事務局長   

杉山秀子   駒澤大学名誉教授   

杉原浩司 武器取引反対ネットワーク[NAJAT]代表   

鈴木 宣弘   東京都 

駿地眞由美 追手門学院大学   

瀬川嘉之   東京都新宿区在住 

瀬川 千恵   神奈川県 

瀬川 嘉之 高木学校 東京都 

関口長子       世田谷区在住市民  

関口昌甫   世田谷区在住市民 

関口美紀   パラオ国ｺﾛｰﾙ市在

住市民 

関根佳恵  愛知学院大学 名古屋市在住 

背戸柳勝也  秘密保護法を考える川崎市民の会 川崎市 

瀬野 佳子   福岡県 

高見元博  兵庫県精神障害者連絡会代表   

鷹觜 武寿 岩手県知的障害者福祉協会   

高橋久夫   板橋区在住 

高窪美穂子 家庭料理家 東京都在住 

高須次郎 緑風出版   

高野了己 林業問題研究者 静岡県浜松市 

滝沢美穂   東京都練馬区民 

田口淳子    千葉県市川市在住  

武井由起子   川崎市在住 

立川慎也 民宿経営 大分県由布市 

立岩真也 立命館大学教員   

舘野 淳    東京都三鷹市在住 

田中智彦  東京医科歯科大学（教養部・准教授）   

田中一郎 ちょぼちょぼ市民連合 東京都在住 

田中 恵美子  東京家政大学 東京都豊島区 

谷口吉光 秋田県立大学教授 秋田県秋田市 

玉井真理子  信州大学教員   

寺尾光身 名古屋工業大学名誉教授   

寺尾 寿芳 上智大学教員 埼玉県 

土井健司 関西学院大学神学部教授    

土井孝文  団体職員 滋賀県守山市在住  

堂前雅史 和光大学教員   



利光惠子  優生手術に対する謝罪を求める会／ｸﾞﾙｰﾌﾟ生殖医療と差別   

友田シズエ   西東京市在住 

長澤 真史 東京農業大学名誉教授 三重県 

中島紀一 茨城大学名誉教授 茨城県在住 

奈須りえ 大田区議会議員   

奈良本英佑   相模原市在住市民 

西沢いづみ  立命館大学生存学研究所客員協力研究員  京都在住 

西野武士  日本医科大学名誉教授   

西谷正 科学史研究者 名古屋在住市民 

西田誠子   奈良市在住 

西尾元   山梨県在住 

二宮孝富 大分大学名誉教 大分市 

野副 逹司 JFOR日本友和会･理事 神奈川県 

野田隆三郎 岡山大学名誉教授 静岡県 

野村修身   東京都在住市民 

橋本 健   富山県 

橋本 健聖   神奈川県 

長谷川浩  福島県有機農業ネットワーク   

八田 純人   一般社団法人農民連食品分析センター 東京都板橋区 

林田 力  患者の権利を守る会   

原田尚昭 全国青い芝の会 広島市在住 

秘密保護法を考える川崎市民の会    

福田忠雄    熊本県在住 

福岡秀治 武田問題対策連絡会 共同代表 鎌倉市在住 

藤田和丸   藤田医院 院長   

古沢広祐  環境・持続社会」研究センター代表理事 國學院大學客員教授 東京都在住 

本田涼子   熊本県 

本間 真二郎 七合診療所医師   

マッカーティン・ポールカトリック司祭 南足柄市在住 

増田 澄恵   神奈川県 

松下喜代子   長野県飯田市 

松村真美 子どもの未来を守る会   

三重野雄太郎  佛教大学社会学部講師   

水戸喜世子   高槻市市民 

三村洋明 吃音者   

三本 龍生  江戸川区在住市民 

三好達也  フリーライター 静岡市在住 

村上茂樹 DNA問題研究会   

村山加津枝   東京都目黒区在住 

盛永審一郎 ハンス・ヨナス研究者   

守田憲二 ジャーナリスト 枚方市在住市民 

安田節子 食政策センター・ビジョン２１代表   



山田耕作    京都府宇治市在住 

八巻俊憲 元高校理科教員 福島県在住市民 

山本眞理  精神障害者権利主張センター 絆 会員  

山口研一郎 やまぐちクリニック院長・現代医療を考える会代表 大阪府高槻市在住 

吉田真弓 福島県高校教員   

吉田容子   横浜市在住 

米津知子   東京都在住 

渡辺順子 神奈川県大磯町議会議員   

渡辺眞知子 キリスト者政治連盟  

渡辺真哉    横浜市在住 

 

 

他に氏名未公開者 30 名 

                                     以上 


