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【部会･分科会活動報告】 2009 年 3, 4 月度
食 食品安全調査研究部会
e-mail 情報の発信：
品
・
「とさつにおけるピッシング行為の禁止について」
（3 月 26 日発
安
信）
全
・「新型インフルエンザに関する情報について」（4 月 28 日発信）
研 食品アレルギー研究部会
食品アレルギー研究部会・第１回例会 3/12
究
1. 2008 年活動報告（三栄源・鈴木）
会
2. アレルギー物質を含む食品の表示〜業者用パンフレットの改訂
学習会 3/10 の聴講報告（味の素・天明）
3. 国立相模原病院・今井先生との懇談報告（日本における食物ア
レルゲン閾値の推定）1/21（森永乳業・岩本）
4. 今期のテーマ討議
次回例会は 7 月予定、5/18 今井先生との 2 回目の懇談予定
食品微生物研究部会
1. 部会全体会議（4/13, 10:00-12:00, ILSI Japan 事務局）
・厚生労働科学研究についての 09 年度進め方の議論
→次回全体会議（5/25 予定）にて実験計画などの具体化予定
2. 毒性学教育講座（食品リスク研究部会と共催）
・第 4 回開催（4/13, 14:00-17:00, 講師：鰐淵英機先生）
食品リスク研究部会
1. 09年第2回運営会議開催
（4/20, 13:30-16:30, ILSI Japan事務局）
・勉強会のテーマ選定（i 食品中の砒素、重金属 ii アレルギー表
示に関る考え方、iii ナノテクノロジー素材の安全性の最新情
報・・・について検討を進める）
・情報収集のためのＵＲＬリストの作成⇒部会員専用サイトに掲載
・毒性学教育講座の出版原稿の準備⇒まずテープ起こしから開始
・ILSI Japan ホームページの活用⇒会員専用ページのパスワード等
の問題あり、事務局担当者に確認必要
・岩田 ILSI Japan 事務局次長の参画⇒今後とも参画いただける
2. 第 4 回毒性学教育講座（食品微生物部会と共催）開催 （4/13,
14:00-17:00, サントリー会議室）
講師：大阪市立大学医学部大学院教授 鰐渕英機先生
テーマ：肝毒性、参加者 33 名
〈次回運営会議:：6/22, 10:00-12:00, サントリー会議室〉
バイオテクノロジー研究部会
末木が ILSI 本部訪問、今後の連絡のスムーズ化のために名刺交換
が目的。3 月 13 日 植物分科会第 1 回勉強会開催。場所：事務局会
議室、参加者：16 名。
香料研究部会
活動なし。
食品安全研究会全体
栄 栄養研究部会
養
健
肥満タスクフォース
康
研

担当事務局次長交代（4 月度より峯→岩田）に伴う引き継ぎ等。
第 6 回「栄養とエイジング」国際会議の開催に向けて、今後検討を
開始することが、平成 21 年度第 1 回理事会にて確認された。
「日本人の肥満とメタボリックシンドローム−栄養、運動、食行動、
肥満生理研究−」の日本語版および CD-ROM 版での英文版が完成
した。販売を促進していく予定。
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究 炭水化物研究部会
会

GR プロジェクト
果糖分科会

ダイエット分科会
茶類研究部会

果糖についてのレビューに関して、分科会メンバーからの意見もふ
まえて修正・加筆した。この果糖についてのレビューは、食品新素
材研究会誌に 4 月 27 日に投稿した。
活動終了。Journal of Nutritional Science and Vitaminology に投
稿した総説のゲラ校正待ち。
活動なし。

発酵製品の多様性分科会

4 月 2 日（木）に第 15 回研究部会を開催。ライフサイエンス・シ
ンポジウム後の報告書作成について論議。分科会によって、報告者
作成についての認識（捉え方）の違いもあったが、最終的には、部
会としてまとめた報告書作成の方向で進めることとした。
次回会合（6 月 25 日）までに素案を作成。
特になし。

脂質の種類分科会

特になし。

食事の量分科会

特になし。

日本の食生活と肥満研究部会

食品機能性研究会

C
H
P

2009/05/13
GR プロジェクトと、2 つの分科会（果糖分科会、ダイエット分科
会）を中心に、活動を進める。炭水化物の摂取と健康（肥満、生活
習慣病）との関係を、ILSI Japan として明確にすることを目標と
している。
GR リング試験の結果をとりまとめ中である。

CHP 全体

3 月 13 日：BRAFO セミナー開催＜（独）国立健康栄養研究所と
の共同セミナー＞。会場：（独）国立健康栄養研究所、参加者：30
名。
4/14 2008 年度活動報告会

3/19 「すみだテイクテン」フォローアップ教室案内発送（対象 242
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 人）
4/20 「すみだテイクテン」ボランティアスタッフ説明会
4/24~27 「TAKE10!®」通信教育介入研究評価（北海道・日高町、
真狩村）
3
月
Project
SWAN 最終報告書完成
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
4 月 IEC プログラムの評価調査を実施
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination
Action）
国際協力委員会
活動なし
情報委員会

編集部会

委員会開催 2 回（3 月および,4 月）。
日常業務としてのホームページ更新。
「栄養学レビュー」誌 17 巻 3 号（通巻 64 号）の翻訳・編集作業進
行中。17 巻 4 号（通巻 65 号）の翻訳作業進行中。女子栄養大との
販売契約作業進行中。
Newsletter 2 号編集作業進行中。
「イルシー」誌 97 号編集作業。
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【講演会･シンポジウムご案内】
講演会名
案内

【事務局からのお知らせ】
事務局

担当研究部会

平成 21 年 4 月 1 日付けで、サントリー株式会社を退職された岩田
修二氏が ILSI Japan に勤務いただけることになりました。
岩田氏には食品安全研究会担当の事務局次長として食品安全調査
研究部会、食品アレルギー研究部会、食品微生物研究部会、食品リス
ク研究部会、香料研究部会をリードしていただくとともに、国際協力
委員会を担当していただきます。
なお、前食品安全研究会担当事務局次長でありました峯孝則氏に
は、引続き ILSI Japan のお手伝いを頂くことになりました。
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