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ILSI Japan活動報告＜27＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2011年1, 2月度 
食

品

安

全

研

究
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食品微生物研究部会  
 

食品リスク研究部会 ① リスクアセスメント評価指標に関する資料をメンバーで分担し
作成中（「遺伝毒性発がん物質のMOEアプローチ（Benford D. 
et al, Food Chem. Toxicol. 2010）日本語訳」、「リスク評価の
用語説明」、「評価指標一覧」）。原稿内容確認のため、国立
衛研、広瀬明彦先生訪問（1/28、2/10、2/22）。 

② 11年第1回運営会議開催（1/17, 10:00～12:30, 於サントリーお
台場会議室） 

  各スケジュールの状況把握、今後の課題検討 
③ 毒性学教育講座（食品微生物研究部会と共催） 
・第16回開催（1/17, 14:00～17:00, 於サントリー、37名参加） 
講師：㈶食品農医薬品安全性評価センター 林真先生 
テーマ：遺伝毒性（変異原性） 

＜次回運営会議：3/7, 13:30～16:30, 於 ILSI Japan事務局＞ 
食品アレルギー研究部会 “Euro Prevall”プロジェクトの文献翻訳のまとめ作成中。 

 
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  
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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 ・第4回部会開催（1/25）；2011年度の活動計画検討 
・ILSI本部総会に部会長が出席 
・第 9 回栄養とエイジング国際会議プログラム委員会（11/24）に

部会長が出席 
栄

養

健

康

研
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栄養研究部会 2011年に 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プログラム委員会

を9回開催した。プログラムの完成に向けて最終調整の会合を2月

24日に実施した。東京大学内の弥生講堂一条ホールにて、2011年

9月28～30日の3日間開催予定。1st サーキュラーを作成した。 
  肥満タスクフォース 次の活動に向けて計画中。 

 
炭水化物研究部会 GRプロジェクトが活動中。 

 
  GRプロジェクト GRリング試験とりまとめ実施中。 
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茶類研究部会・茶情報分科会 2月4日、茶情報分科会を実施、ILSI茶成分データベースの拡充方

針について議論を行った。世界の茶の成分データベース設計時のい

くつかの目的の中で、これまで地域ごとの成分の比較と分類を主目

的として進めてきたが、今後の主目的を、特定の機能成分に着目し

たデータベースの拡充とし、進め方について検討することとした。 
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。 

今後モノグラフ作成に向けて検討を開始する。 
  発酵製品の多様性分科会 日本調理科学会誌、Vol．43、No. 2、131-135 (2010) に論文が掲

載され、終了、今後モノグラフ化を進める。 
  脂質の種類分科会 オレオサイエンス雑誌に受理され、2010年10月号、383-392に掲

載され、終了、今後モノグラフ化を進める。 
  食事の量分科会 日本調理科学会誌へ投稿した内容が採択され、同誌44巻、No.1 、

79－84 (2011)に掲載され、終了した。今後はモノグラフ化を目指

す。また、INTERMAP Studyのまとめ継続中。 
食品機能性研究会 ・3 分科会（脳機能、免疫能、関節の運動機能）開催。脳機能分科

会はアカデミアと個々の会議を開始。 
・EUモノグラフ“Functional Foods；From Science to Health and 
Claims”翻訳版の最終化。 
・第 9 回栄養とエイジング国際会議プログラム委員会（11/24）に

幹事長が出席 
C 
H 
P 

Project PAN 
（Physical Activity and Nutrition） 

◇テイクテン（TAKE10!®） 
1/11, 12, 13, 14, 20, 25 墨田区介護予防事業「すみだテイクテン 
フォローアップ教室」（墨田区6会場） 
2/14 墨田区介護予防サポーター養成講座 講義「栄養改善」（講

師：木村美佳、墨田区女性センター） 
2/15~17 益田市シルバー人材センター「介護予防リーダー養成

講習」（講師：木村美佳、益田市・島根県） 
2/18 墨田区特定高齢者事業「口腔機能向上プログラム」 講義「食

べて生き生き術」（講師：木村美佳、墨田区役所） 
  2/3, 4, 8, 9, 10, 22 墨田区介護予防事業「すみだテイクテン フォ   

 ローアップ教室」（墨田区6会場） 
Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

1/21, 25, 27 コミューンにおけるプロジェクトのキックオフ・ミー

ティング （Tu Liem地区, Hanoi） 
1/22  2011年活動計画の策定（Nam Dinh） 
2/17  IEC活動に関する会議（Nam Dinh） 
2/18, 22 質問票を用いた住民の行動変容測定の事前調査（Nam 
Dinh & Tu Liem地区, Hanoi） 
2/24  水処理施設改造に関する会議（Thanh Tri地区, Hanoi） 
2/26  2011 年活動計画の策定（Hanoi） 

Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

1-2月 農水省MAFF事業「Zambales州の鉄強化米マーケットト

ライアル」継続実施（Philippines） 
2 月 小麦粉に鉄とリジンを強化するプログラムについて、A 社と

共同研究契約締結（India） 
2月 鉄強化魚醤、鉄強化醤油のカンボジア全土への展開の提案を

GAIN（Global Alliance for Improved Nutrition）が採択

（Cambodia） 
CHP全体 
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国際協力委員会 
 

・東アジアプロジェクト（東アジアの食品等の規格基準、分析方法

の調査と結果の共有化）第２期：韓国、中国、インドネシア、タ

イの食品規格基準および試験法に関する資料を入手 
・バンコク国際会議（3/4）準備：農水省と協同調整。プログラム

確定。セッティングは ILSI SEARが担当。農水省よりASEAN+3
およびAPECへアナウンス 

・受託事業【海外の栄養成分表示調査】：対象国（メルコスール加

盟国（アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ）、チ

リ、中国（本土、香港）、台湾、韓国、シンガポール、マレーシ

ア、タイ、およびコーデックス（その他可能であれば、ベネズエ

ラ、メキシコ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド））

の調査を開始、韓国、中国（本土、香港）、台湾、インド、メル

コスール加盟国より資料を入手 
・第3回BeSeTo会議準備：9/27都内ホテルにて開催予定 
・食品添加物評価書の英訳：有識者により監修中 
・部会（2011年度第1回（2/1）および第2回(2/17)）開催 

情報委員会 ・委員会開催1回（1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 

19巻2号（通巻71号）の発刊。 
19巻3号（通巻72号）の翻訳・監修・編集作業進行中。 

・ニューズレター第5号発刊。 
  編集部会 ・「イルシー」誌104号の編集作業中。 

・第6回「栄養とエイジング」国際会議・ILSI Japan30周年セミ

ナー1stサーキュラー作成支援 
 
 
【事務局からのお知らせ】 
ILSI Japan総会 平成23年度通常総会が2月22日（火）に昭和女子大学80年館オー

ロラホールで開催され、当日は出席26名、書面表決17名であった。 
 
第１号議案  平成22年度事業報告書案承認の件 
  議案１資料「平成 22 年度（2010）事業報告書案」に基づき事業

報告を行い、議長がこれに対する質疑および意見を求めた。 
  それに対して、部会活動の今後の方向性について質問があり、従

来は部会員により自主的に活動がなされていたが、今後は理事会も

含めた ILSI Japan全体で積極的なイニシアティブをとり部会活動

の活性化を図ることが活性化委員会の提言に入っているとの応答が

あり、その他に質疑および意見を求めたところ特に無く、直ちに採

決に入り、満場一致をもって本件を可決承認した。 
第２号議案  平成23年度事業計画書案承認の件 
  議案２資料「平成 23（2011）年度事業計画書案」に基づき事業

計画の内容が説明された。 
  それに対してシンポジウムを計画する際に、もう少し会員の協力

を含めた努力により、参加者の広がりを図るべきであるとの意見が

出た。 
  議長がその他に質疑及び意見を求めたところ、特に無く、直ち  

に採決に入り、満場一致をもって本件を可決承認した。 
第３号議案  平成22年度決算報告書案承認の件 
  議案３資料「平成 22 年度特定非営利活動に係わる事業会計収支
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計算書、同貸借対照表、同財産目録、及び収益事業損益計算書」に

基づき、決算報告があった。 
  引続き監事より監査報告を行い、必要な監査手続きにより監査し

たところ内容については適正妥当と認めるとの報告があった。 
  議長がこれらに対する質疑および意見を求めたが特に無く、採決

を行った結果、満場一致をもって本件を可決承認した。 
第４号議案  平成23年度収支予算書案承認の件 
  議案４資料「平成 23 年度特定非営利活動に係わる事業会計収  

支予算書案」に基づいて予算案の内容を説明した。 
  議長がこれに対して質疑、意見を求めたが特に無く、採決を行  

った結果、満場一致をもって本案が可決承認された。 
 

報告事項 
１．ILSI Japan 30周年記念 第6回「栄養とエイジング」国際会 
２．本部総会 
３．Bangkok Conference  

事務局 
 

特になし 
 

 


