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ILSI Japan活動報告＜21＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2010年1, 2月度 
食

品

安

全

委

員

会 

食品微生物研究部会 ① 2010年度活動計画の具体化 
・厚生労働科学研究 10 年度への参画の具体化（メール等による意

見交換）。 
②毒性学教育講座（食品リスク研究部会と共催） 
・第9回開催（1/18, 14:00～17:00, 講師：鎌滝先生） 
＜次回部会全体会議：3/3, 13:00～ 新規テーマの具体的な進め方、

厚生労働科学研究の議論を予定＞ 
食品リスク研究部会 ① 10年第1回運営会議開催（2/15, 13:30～16:30, 於ILSI事務局） 

・食品汚染物質に関わる評価情報の収集について 
JECFA, Codexによる汚染物質評価情報のリスト化を行い、議

題に応じて内容を深く追うこととした。 
・汚染物質評価の勉強会開催について 
  取り上げる議題は第72回JECFAの内容およびIARC, Codexに

おける評価とし、具体案を検討することとした。 
・毒性学教育講座について 
② 毒性学教育講座（食品微生物研究部会と共催）第9回開催 

（1/18, 14:00～17:00, 於サントリー） 
講師：北海道大学名誉教授 鎌滝哲也先生 
テーマ：薬物代謝の基礎（第3回）、参加者32名  

＜次回運営会議：4/12, 13:30～16:30（於 ILSI事務局）＞ 
食品アレルギー研究部会 ①医療機関との共同研究、食物アレルギー患者への負荷試験データ

の統計学的解析（最大無作用量の推定）を継続中。 
香料研究部会 活動なし 

 
食品安全調査研究部会 活動なし 

 
食品安全研究会全体 ①2009～2010食品安全研究会部会長会議開催（2/2 13:30-16:30） 

・各部会の2009活動状況、2010の活動計画の討議・共有化を実施。 
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
会 

植物研究部会  
 

  環境リスク評価分科会  
 

  アレルギー性タンパク質の分析 

  方法分科会 
 
 

  組換え体検知法分科会  
 

バイオテクノロジー研究会全体 ・2010年2月9-11日開催の第2回ISOおよびAOAC共催Sampling 
Detection Method（ISO/TC34/SC16）国際会議に出席。 

・2010年2月9-11日開催の第2回ISOおよびAOAC共催Sampling 
Detection Method（ISO/TC34/SC16）国際会議の ILSI Japan
主催、IFBiCおよびCLI共催、農林水産省、FAMIC、食品総合

研究所後援ポストワークショップ「GMO 検知技術の国際動向」

2月12日に開催 
栄

養

健

栄養研究部会 2011年10月頃に ILSI Japanの 30周年記念事業を兼ねて行う予

定の第6回「栄養とエイジング」国際会議の開催に向けた活動を徐々

に開始する。 
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康

研

究

会 

  肥満タスクフォース 新規テーマとして、「バランスの良い食事研究」－メタボ、若年女

性、高齢者を対象として－の活動を今後、開始する計画を立てた。 
炭水化物研究部会 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、活動を進めてきた。ダイエット分科会は活動のまと

めとして投稿した論文の掲載をもって終了した。 
  GRプロジェクト GRリング試験とりまとめ継続中。 

 
  果糖分科会 果糖分科会の活動のまとめとしての総説が「日本食品新素材研究会

誌」2009 年 12 月 15 日発行の同誌に掲載された。これに伴い、会

員へ別刷を配布した。 
茶類研究部会・茶情報分科会 茶情報分科会実施。原先生による南部アフリカの茶事情のご紹介、

ILSI 茶成分データベース構築における武田先生、原先生とのコラ

ボ進捗の件および第四回国際会議お茶学術会議への参加対応の件

について議論。三井農林鈴木様による“茶の取引に関わる標準化の

世界的な潮流”のご紹介（2/5）。 
日本の食生活と肥満研究部会 3分科会ごとにとりまとめた内容を、雑誌へ投稿すべく継続進行中。 

 
  発酵製品の多様性分科会 継続中 

 
  脂質の種類分科会 オレオサイエンス雑誌の特集号への投稿の形で継続中。 

 
  食事の量分科会 継続中 

 
食品機能性研究会 ・第3回食品機能生研究会部会開催準備 

・食品機能性研究会活動報告をイルシー誌へ寄稿（末木） 
C 
H 
P 

Project PAN 
（Physical Activity and Nutrition） 

・1/26 ILSI本部総会Japan Sessionにて「Progress of Project PAN 
in Japan」を発表（発表者：木村美佳、プエルトリコ） 
・2/22  ILSI Japan第5回ライフサイエンスシンポジウムにて

「Project PANの活動について」を発表（発表者：木村美佳、昭和

女子大学)） 
・2/22 墨田区介護予防サポーター養成講座「介護予防概論」講義

（講師：木村美佳） 
 
◇テイクテン（TAKE10!®） 

1/8, 12, 13, 14, 21, 26 「すみだテイクテン フォローアップ教室」

（墨田区6会場） 
2/4, 5, 9, 10, 18, 23 「すみだテイクテン フォローアップ教室」

（墨田区6会場） 
 2/8~9 益田市介護予防リーダー養成講習 
 （講師：木村美佳、島根・益田市） 

Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

・1/20  Industry Council for Development にて「Project SWAN 
-A community-based participatory approach in Vietnam」を発表 

（発表者：戸上、パリ） 
・1/22  ILSI本部総会Branches meetingにて「Project Concept of 
Global SWAN - Is Project SWAN applicable to other countries」
を発表（発表者：戸上、プエルトリコ） 
・1/26  ILSI 本部総会 Japan Session にて「Project SWAN -A 
community-based participatory approach in Vietnam」を発表 

（発表者：戸上、プエルトリコ） 
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Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

・1/11~14 フィリピン鉄強化米プロジェクト中間評価会議を開催 

（マニラ） 
・1/23  ILSI本部総会Asian Branches meetingにて「Progress of 
Project IDEA 」を発表（発表者：戸上、プエルトリコ） 
・1/25~30 マーケットトライアルの 24 か月後評価を実施（シエム

リアップ、カンボジア） 
・2/15~19  Aguilar 精米所にエクストルーダ機を設置。試運転、

プレミックスの試作を実施（マニラ、フィリピン） 
CHP全体 
 

 

国際協力委員会 
 

①2010年度第1回委員会開催（2/4 14:00-17:00）ILSI Japan 
・総会報告 
・EAPプロジェクト対応 
②EAP Workshop（3/29）開催準備。 
③次回委員会 3/4 開催（14：00～ILSI Japan） 

情報委員会 ・委員会開催1回（2月） 
・日常業務としてのホームページ更新。会員専用対応検討 
・「栄養学レビュー」誌 

18巻2号（通巻67号）の発刊 
18巻3号（通巻68号）の翻訳・監修・編集作業進行中 

・ニュースレター第3号発行 
  編集部会 ・「イルシー」誌100号の発行 

・101号編集作業中 
 
【講演会･シンポジウムご案内】 
講演会名 案内 担当研究部会 
 
 

  

 
 

  

 
【事務局からのお知らせ】 
ILSI Japan総会 平成22年度通常総会が2月22日に開催された。 

 
１．議長選任 
 出席した正会員から岩本茂夫氏が議長に選任された。 
 
２．議事録署名人選出 
 議事録署名人として、大石進氏と岡村弘之氏が選任された。 
 
３．審議の経過の概要および議決の結果 
 第1号議案 平成21（2009）年度事業報告書案承認の件 
   議案 1 資料「平成 21（2009）年度事業報告書案」に基づき事

業報告を行い、採決に入り、同議案は承認された。 
 第2号議案 平成22（2010）年度事業計画書案承認の件 
   議案 2 資料「平成 22（2010）年度事業計画書案」に基づき事

業計画が説明された。この中で、国際会議と ILSI Japan の 30
周年記念事業を兼ねて2011年に開催する第6回「栄養とエイジ

ング」国際会議に対する会員の協力が呼びかけられ、採決に入り、
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同議案は承認された。 
 第3号議案 平成21（2009）年度決算報告書案承認の件 
   議案 3 資料「平成 21 年度特定非営利活動に係わる事業会計収

支計算書、同貸借対照表、同財産目録および収益事業損益計算書」

に基づく決算報告の後、監査報告があり採決を行った結果、同議

案は承認された。 
 第4号議案 平成22（2010）年度収支予算書案承認の件 
   議案 4 資料「平成 22 年度収支予算書案」に基づいて予算案の  

内容が説明され、この予算案に関しては６月を目標に財務的継続  

性を意識してILSI Japanの活性化ワーキンググループで予算内  

容を見直すことを条件で理事会の承認を得たことが報告され、採  

決に入り同案は承認され、議長がこれをもって審議事項は全て終  

了した事を宣言した。 
 

４．報告事項 
 平成21年度の定款の変更に伴い、2月16日に開催された理事会で

下記の役員が選出されたことが報告された。 
   （敬称略） 
 理事 
 （再任） 
  岩元 睦夫、上野川 修一、木村 修一、桑田 有、 
  小林 修平、坂田 隆、戸上 貴司、西山 徹、福島 昭治 
 （新任） 
  髙瀬 光德、辻村 英雄、益田 和明、松山 旭、安川 拓次 
 監事 
  町田千恵子（再任） 青山敏明（新任） 

事務局 
 

特になし 

 


