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ILSI Japan活動報告＜31＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2011年9, 10月度 
食

品

安

全

研

究

会 

食品微生物研究部会 ①部会全体会議 
-1 危害微生物の情報発信に関する活動 
・セミナー開催（12/5予定）に向けた準備 
・書籍出版に向けた原稿の最終確認 

-2 MALDI-TOFMS勉強会の具体化 
 ・日程と内容の具体化（11/15予定／川崎浩子氏（NITE）） 
②毒性学教育講座（食品リスク研究部会と共催）の開催 
・第19回を開催（9/21（水）14:00～17:00） 
・講師：大沢 基保先生（（財）食品薬品安全センター秦野研究所） 
・演題：免疫毒性（本来の免疫毒性の話から、皮膚吸収、 

食品アレルギーの話まで） 
・参加人数：19名 
次回部会全体会議：11/15, 16:00～ 

食品リスク研究部会 ① 栄養とエイジング国際学会（9/30） 
・MOE（Margin of Exposure）に関する調査内容発表 
・部会紹介ポスター発表 

② 毒性学教育講座（食品微生物部会と共催） 
・第19回開催（9/21,14:00～17:00,於サントリー,19名参加） 
 講師：(財)食品薬品安全センター・大沢基保先生 
 テーマ：免疫毒性、アレルギー 
・第20回特別講座準備、第1～9回の成書化作業 

③ リスクアセスメント勉強会開催（10/31,14:00-17:00, 於サント

リー, 35名参加） 
講師：国立衛研・広瀬明彦先生 
テーマ：食品リスクアセスメントの概要解説 

④ 11年第6回運営会議（9/21, 10:30～13:00） 
<次回運営会議：11/29, 10:30～, 於長谷川香料> 

食品アレルギー研究部会 特になし。 
 

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
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ジ

｜

研

究

植物研究部会 バイオテクノロジー研究会としての開催で下記参照。当部会として

の会合と重複。 
  環境リスク評価分科会 部会長、幹事、事務局コーディネーターと ILSI Japan事務局長、

との会合。環境リスク評価に関する専門家を対象にした情報提供

（ニューズレター、Web情報）の進め方、詳細につき討議。事業費

予算案を再提出。 
  アレルギー性タンパク質の分析 

  方法分科会 
HESIのDr. Greg Ladicsの講演「アレルギー誘発性に関する新知

見。CLIがまとめた熱安定性とおよびバイオインフォーマティクス

報告書の紹介」を第6回バイオ部会開催に合わせて実施（9/6）。 
  組換え体検知法分科会 ISO総会に向けての対応会議（FAMIC主催）に出席して意見提供 

（10/11、布藤、末木） 
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会 バイオテクノロジー研究会全体 ・第6回部会開催（9 /12）環境リスク評価に関する専門家を対象に

した情報提供（ニューズレター、Web情報）発信に向けての最終

確認。 
・第6回「栄養とエイジング」国際会議の ILSI Japan30周年記念

シンポジウムにバイオテクノロジー研究会としてのポスター発

表および部会からの講演者1名（Dr. Richard S. Wilkesモンサン

トUS）が発表（9/28～30）。 
・韓国で開催予定の ILSI CERAワークショップについての準備作

業。 
・第6回「栄養とエイジング」国際会議の最終会議に出席（10/20、
橋本部会長） 

栄

養

健

康

研

究

会 

栄養研究部会 第6回「栄養とエイジング」国際会議を開催した（9/28, 29）。今

回は“超高齢化社会のウェルネス－食料供給から食行動まで－”を

テーマに掲げ、海外招聘講演 6 題、国内招聘講演 14 題の発表と約

230名の参加のもと、活発な議論が交わされた。 
  肥満タスクフォース 新しい基本方針のテーマが提案された。 

 
炭水化物研究部会 第6回「栄養とエイジング」国際会議最終日に炭水化物研究部会報

告としての口頭発表を実施した。 
  GRプロジェクト GRプロジェクトの内容を第6回国際会議最終日に報告した。 

 
茶類研究部会・茶情報分科会 9月9日、茶情報分科会開催。第6回「栄養とエイジング」国際会議向

け部会紹介ポスターの内容確認、茶葉中のレアポリフェノール分析

法、レアポリフェノールの体内動態、分析用茶葉試料の加工方法に

関する議論を行った。 
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がすべて雑誌へ投稿された。 

現在 2011 年 12 月発行目処にモノグラフ作成に向けて検討を開始

した。 
  発酵製品の多様性分科会 別刷をもとにモノグラフ化を進めた。 

 
  脂質の種類分科会 オレオサイエンス編集委員会から同雑誌の転載許可願いを提出し、

モノグラフへの転載許可を得たので、モノグラフ化の作成を進め

た。 
  食事の量分科会 今後はモノグラフ化を目指し、進行させた。モノグラフの発行を

2011年内を目処とする。 
食

品

機

能
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食品機能性研究部会 ・第6回「栄養とエイジング」国際会議の ILSI Japan30周年記念

シンポジウムに食品機能性研究部会としてのポスター発表およ

び部会からの推薦講演者1名（武田弘志＜国際医療福祉大＞）が

発表（9/28～30）。 
・第8回部会開催（9/13）。 
・「EUのヘルスクレームセミナー」＜Dr. Nio van Belazen（ILSI 
EU事務局長）＞開催（9/27）。 
・第6回「栄養とエイジング」国際会議の最終会議に出席（10/20、
末木部会長代行）。 

  脳機能分科会 武田弘志による行動薬理学を中心とした講演と意見交換（10/26）。 
 

  免疫能分科会 上野川アドバイザーとの会合（9/5）。 
 

  ロコモ分科会 都健康長寿医療センター研究所 新開省二部長を訪問。加齢による
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虚弱に関する最新研究動向を解説していただき、栄養の役割につき

意見交換した（9/12）。 
寄付講座 
「機能性食品ゲノミクス」 

第2期第2回の講演会を企画中。場所は東京大学・弥生講堂、時期

未定（2012年6月頃）。 
C 
H 
P 

Project PAN 
（Physical Activity and Nutrition） 

◇テイクテン（TAKE10!®） 
9/2 墨田区高齢者福祉課主催 すみだテイクテン 栄養講演会 

 「最新研究が教える食事の秘訣～高齢者は肉も脂も食べよう～」 
（講師：人間総合科学大学 熊谷修教授 東京・墨田区） 
9/6, 7, 8, 9, 13, 22, 27「すみだテイクテン 第7期講習会（初心者

向）」（墨田区5会場） 
9/14, 15, 26, 27, 29「すみだテイクテン フォローアップ教室」（墨

田区6会場） 
10/3, 4, 5, 6, 11, 14, 18, 25, 26, 27「すみだテイクテン 第7期講

習会（初心者向）」（墨田区5会場） 
10/14, 18, 20, 25, 26, 27 「すみだテイクテン フォローアップ教

室」（墨田区6会場） 
10/13「泉北ほっとけないネットワーク」大阪市立大学春木研究

室主催テイクテン講習会（講師：木村美佳、大阪・堺市 泉北ニ

ュータウン槙塚台） 
10/24  世田谷区主催介護予防教室（講師：木村美佳、世田谷区

上祖師谷グループホームかたらい） 
◇リズムテン（LiSM10!®） 
 9/5 リズムテンカウンセラー養成 DVD 用講義撮影（「栄養」講

師：日本女子大学 丸山千寿子教授、「カウンセリング手法」講

師：木村美佳） 
Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

9/1 政策提言会議（出席者：ベトナム国立栄養研究所、保健省、

地方給水センター、ハノイ給水センター等計16名、Hanoi） 
9/7, 27 村の保健師への啓発活動トレーニング（Hanoi） 
9/8～9 水管理組合への技術活動トレーニング（Hanoi） 
9/18, 24, 28 住民を対象とした栄養・安全な水に関するワークショ

ップ（Hanoi, Nam Dinh） 
10/12 資機材供与署名式（Hanoi） 
10/21 安全な水をテーマとした絵画コンテスト（Nam Dinh） 
10/24～31 水処理施設現状調査（Hanoi, Nam Dinh） 

Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

9月 「鉄強化米」のZambales州（フィリピン）でのマーケットト

ライアルが終了。商業化を進めるためにアジア開発銀行に財政的支

援を要請する提案を行い、採択を待つ。 
CHP全体 
 

 

国際協力委員会 
 

・平成23年度東アジアプロジェクト：食品添加物に関する調査表

を作成し ILSI中国、韓国、東南アジア支部に依頼。来年の国際

会議開催に向け、事前打ち合わせをインドネシア・ジャカルタに

て行い、同地でASEAN食品安全会議が来年2/22-23に開催され

るのに合わせ、その前日2/21に開催することに決定 
・受託事業【海外の栄養成分表示調査】：現時点で入力可能な事項

を記入し、消費者庁へ提出 
・第3回BeSeTo会議：9/27都市センターホテル（東京）にて開催

した。ILSI中国、韓国支部において議事録確認中 
・部会（2011年度第7回（9/6）、第8回（10/12））開催 

情報委員会 ・委員会開催2回（9 ・10月）。 



2011/11/12 

 - 4 -

・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 

20巻1号（通巻73号）の監修・編集作業進行中。 
20巻2号（通巻74号）の翻訳・監修作業進行中。 

  編集部会 ・「イルシー」誌 107 号（第 6 回「栄養とエイジング」国際会議

ILSI Japan30周年記念シンポジウム要旨集）の発刊。 
・「イルシー」誌108号の原稿依頼中。 

 
【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】 
事務局 
 

特になし。 
 

 


