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ILSI Japan活動報告＜22＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2010年3, 4月度 
食

品

安

全

委

員

会 

食品微生物研究部会 ① 2010年度活動内容の議論 
部会全体会議（3/3, 13:00～16:00）、国立衛生研・春日先生訪問

（4/13, 15:00～17:00）、缶詰協会・駒木所長への講演依頼 
・厚生労働科学研究：参加継続。取り組み内容は後日具体化。 
・毒性学教育講座：講座内容を製本化する。 
・新規テーマ①微生物試験法のグローバル動向に関する情報発信 

春日先生を講師役として勉強会をスタートさせる（7月予定）。 
・新規テーマ②食品・飲料の危害微生物に関する情報発信 

駒木氏講演会を開催して情報収集を開始する（5/20予定） 
②毒性学教育講座（食品リスク研究部会と共催） 
・第10回開催（4/8, 14:00～16:00, 講師：鎌滝先生） 
次回部会全体会議：5/20, 15:00～17:00を予定 

食品リスク研究部会 ① 10年第2回運営会議開催（4/12, 13:30～17:00, ILSI事務局） 
・食品汚染物質に関わる評価情報の収集 

第72回JECFAのサマリーレポート、IARCに関する食安委セ
ミナー、食安委のリスク評価進捗について共有化した。 

・リスクアセスメントにおける許容量評価の手法の確認 
・ 毒性学教育講座についての進捗報告 

② リスク評価に関する部内勉強 
Food and Chemical Toxicology 48 (2010) Supplementで特集
されたMOE手法の解説および評価事例について把握するため、
総論を次回の部会までにメンバーで分担し日本語要約すること
とした。 

③ 毒性学教育講座（食品微生物研究部会と共催）第10回開催 
（4/8, 14:00～15:30, かながわ女性センター） 

講師：北海道大学名誉教授 鎌滝哲也先生 
テーマ：生活習慣病の予防、参加者25名  

＜次回運営会議：4/12, 10:00～12:00（サントリー）＞ 
食品アレルギー研究部会 ①医療機関との共同研究：提供を受けた食物アレルギー患者への負

荷試験データについて統計的解析を進めた。医療機関の小児食物

アレルギー専門医を訪問し、解析結果について意見を伺った。 
香料研究部会  

 
食品安全調査研究部会  

 
食品安全研究会全体  

 
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
会 

植物研究部会 第1回幹事会開催。今年度の方針討議：具体案は未定。状況をみる。 
部会を6月中には開催。微生物分科会の検討。 

  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 
国立医薬食品衛生研究所の手島部長訪問：現状を確認し、バイオ部

会での講演を依頼。 
  組換え体検知法分科会 農水省・FAMICへ、2月12日開催のポスト ISOGM検知ワークシ

ョップの報告書作成・送付。 
バイオテクノロジー研究会全体 消費者庁とのコンタクトを検討予定：表示拡大について。 
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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て活動を開

始する予定。 
  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予定。 
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 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、それに伴い、会員等へ別刷を配布した。 
これにより果糖分科会活動終了。 

茶類研究部会・茶情報分科会 茶情報分科会実施。第4回国際O-CHA学術会議への参加に関し、

スタッフ様によるご説明に続き ILSI Japanセッションの構成内容

について議論。お茶に関する武田先生、原先生との共同研究の進捗

報告、O-CHA 学術会議内容の「イルシー」誌における報告の進め

方について確認。（4/16）。 
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 継続中（「オレオサイエンス」第10号掲載に向け）。 

 
  食事の量分科会 継続中。 

 
食品機能性研究会 ・第1回食品機能生研究会部会幹事会開催。今年度方針の検討。６

月2日に第4回研究部会開催予定。 
C 
H 
P 

Project PAN 
（Physical Activity and Nutrition） 

◇テイクテン（TAKE10!®） 
 3/3~5 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） 

4/1 平成 22 年度墨田区介護予防事業委託「すみだテイクテン」

契約締結 
4/28 NHK「ためしてガッテン」（熊谷先生出演）において、

「TAKE10!®」冊子の中の10品目チェックシートを紹介 
 

◇リズムテン（LiSM10!®） 
  4/11 第3期介入研究に関する論文「Effect of a worksite-based 

intervention program on metabolic parameters in 
middle-aged male white-collar workers: a randomized 
controlled trial 」が American Journal of Preventive 
Medicine誌にアクセプトされた 

 4/21 事業推進報告会（出席者：丸山千寿子教授、荒尾孝教授、

ニチレイ・益田氏、石川氏他9名 於：ILSI Japan会議室） 
Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

3/25  JICAとNIN（ベトナム）の間で二国間協定覚書に署名 
4/1    JICA と ILSI Japan の間で業務委託契約を締結、Project 

SWAN2 スタート。 
4/8    Kickoff Meeting（MOH, NIN, Central Governmentによ

る Policy making のための Working team、27 名、於: 
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Hanoi） 
4/27   Kickoff Meeting（Province, District, コミューンのhealth 

section からなる Support team の合同会議、35 名、於: 
Hanoi） 

4/28   Kickoff Meeting（Namdinh省のSupport team、25名、

於: Namdinh） 
Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

3月 Philippines Premix鉄強化擬似米のライン稼動 
4月 Cambodia 鉄強化魚醤評価プログラム データ照合 
   Vietnam 鉄強化米 ベースライン調査 

CHP全体 
 

ニューズレター（日本語版）発行（No.12） 
3/12  2009年度活動報告会 

国際協力委員会 
 

①第2回国際協力委員会開催（3/4） 
②EAP打ち合わせ会合（3/15, 4/14） 
②EAP Project Work Shop 開催（4/29：ルポール麹町、163名） 
③EAP Project 最終報告書農水省提出（4/1） 

情報委員会 ・委員会開催2回（3, 4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3号（通巻68号）の翻訳・監修・編集作業進行中 
18巻4号（通巻69号）の翻訳作業進行中 

・ニュースレター第4号作成中 
  編集部会 ・「イルシー」誌101号の編集作業中 

 
 
【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  

 
事務局 
 

特になし 
 

 


