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ILSI Japan活動報告＜32＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2011年11, 12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（11/15、16:00～ 於 味の素） 
・12/5開催予定講演会の実施に向けた最終確認 
・書籍出版と販売に向けた最終確認 

②MALDITOFMS勉強会（11/15、14:00～16:00、於 味の素） 
・講師：川崎浩子氏（NITE NBRC） 
・参加人数：29名 

③講演会の開催（12/5、10:00～17:30、於 星陵会館） 
・演題：「清涼飲料水における芽胞菌リスクとその制御 

     －芽胞菌の基礎と応用－」 
 ・参加人数：266名 
④書籍出版と販売 
・書籍名：「清涼飲料水における芽胞菌の危害とその制御」 
・販売実績：総計118部（謹呈7部含む/11年末時点） 

⑤毒性学教育講座（食品リスク研究部会と共催）の開催 
・第20特別講演会を開催（12/14、13:00～17:00） 
・参加人数：57名 

次回部会全体会議：1/12, 15:30～ 
食品リスク研究部会 ① 日本リスク研究学会（11/19～20, 於 静岡大学）口頭発表 

演題名「食品リスク評価の国際動向 
～MOEアプローチによるリスク比較と優先順位付け」 

② 日本環境変異原学会（11/21～22, 於 学術総合センター）ポス

ター発表 演題名「MOE（Margin of Exposure）アプローチ

による食品中遺伝毒性物質のリスク評価の動向調査」 
③ リスクアセスメント勉強会開催（11/29, 14:00～17:00, 於 長谷

川香料, 38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解説（具体的事例） 

④ 毒性学教育講座（食品微生物部会と共催） 
第20回特別講演（12/14, 於サントリー, 57名参加） 

⑤ 出版「毒性学教育講座-上巻-」第1～9回までの講義内容を掲載 
⑥ 11年第7回運営会議（11/29, 10:30～12:30） 
＜次回運営会議：1/30, 13:30～, 於 ILSI事務局＞ 

食品アレルギー研究部会  
 

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

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。 
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オ

テ

ク

ノ

ロ

ジ

｜

研

究

会 

  環境リスク評価分科会 ILSI CERA日韓シンポジウム開催（ソウル；11/18）。 
・農林水産省の技術安全課へ上記シンポジウムの概要報告および消

費安全課にご発表参加御礼 
・ERAプロジェクト調査報告（December 2011）発行 
・環境リスク評価に関する専門家を対象にした情報提供（報告、

Web情報）発信に向けての勉強会。 
  アレルギー性タンパク質の分析 

  方法分科会 
イルシー誌への寄稿作業中（発表された Bioinformatics および

Heat stability論文の記事）。 
  組換え体検知法分科会 ・ISO総会報告（第7回部会内） 
バイオテクノロジー研究会全体 ・第7回部会開催（12 /12）2011年度活動報告および2012活動計

画の確認。環境リスク評価に関する専門家を対象にした情報提供

（報告、Web情報）発信に向けての勉強会。 
・ILSI CERA日韓シンポジウム開催（ソウル；11/18）。 
・農林水産省の技術安全課へ上記シンポジウムの概要報告および消

費安全課にご発表参加御礼 
・ERAプロジェクト調査報告（December 2011）発行 

栄

養

健

康

研

究

会 

栄養研究部会 ・部会開催（12/20）。2011 年度活動報告および、2012 年度活動

計画案の確認。総会後のライフサイエンスシンポジウムプログラム

案の確認。 
理事会出席（12/21）。上記2案件の主旨説明と議論。 

  肥満タスクフォース  
 

炭水化物研究部会  
 

  GRプロジェクト  
 

茶類研究部会・茶情報分科会 11月18日、茶情報分科会開催。次年度の活動計画の確認、茶葉中

のレアポリフェノール分析法検討の進捗報告、分科会活性化に関す

る意見交換を行った。 
日本の食生活と肥満研究部会 2011年12月、表記部会活動内容をまとめたモノグラフを予定通り

発刊した。 
  発酵製品の多様性分科会  

 
  脂質の種類分科会  

 
  食事の量分科会  

 
食

品

機

能

性

研

究

会 

食品機能性研究部会 ・第9回部会開催（12/6）。 
・2011年度活動報告および2012活動計画・予算案を事務局に提出。 

  脳機能分科会 特に無し。 
 

  免疫能分科会 特に無し。 
 

  ロコモ分科会 アカデミーのアドバイザー交渉の継続。 
寄付講座 
「機能性食品ゲノミクス」 

第2期第2回講演会の日時を2012年6月5日（火）午後に決定し

た。場所は東京大学 弥生講堂・一条ホール（東京、文京区弥生）。 
C 
H 
P 

Project PAN 
（Physical Activity and Nutrition） 

◇テイクテン（TAKE10!®） 
11/1, 2, 4, 8, 10, 15, 18「すみだテイクテン 第7期講習会（初心者

向）」（墨田区5会場） 
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11/17, 22, 24, 25, 29, 30「すみだテイクテン フォローアップ教室」

（墨田区6会場） 
11/8  江戸川人生大学 介護･福祉学科講義「介護予防」（講師：

木村美佳）（篠崎文化プラザ・東京都江戸川区） 
11/14 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、墨田区役所） 
11/28 NPO法人国民健康会議主催「介護予防リーダー養成講習」

（講師：木村美佳） 
12/9, 13, 15, 20, 21, 22 「すみだテイクテン フォローアップ教室」

（墨田区6会場） 
12/13  ILSI Japan主催講演会「働き盛り世代の健康とエクササイ

ズ」“そのための実践。日常でできる軽い運動（TAKE10!®）”（演

者：古名丈人先生、青山ダイヤモンドホール） 
12/15  日本版 TAKE10!®の紹介、及びベトナム Thaibinh 省での

導入の可能性検討会（演者：木村美佳、出席者：Ministry of Health, 
NIN, Vietnam Public Health Association, Thaibinh省の各担当者

及び ILSI Japan 3名、計19名、Thaibinh・ベトナム） 
12/16  ILSI Japan PAN Programの紹介、VPHAの活動紹介とベ

トナムへの日本版 TAKE10!®導入についての検討会議（演者：戸

上貴司・木村美佳、出席者：Ministry of Health, VPHA, NINの各

担当者, ILSI Japan 3人等、計11人、Hanoi） 
12/22 「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） 
 
◇リズムテン（LiSM10!®） 
12/7 リズムテンDVD試写 
12/20リズムテンDVD  MA(音声編集) 

Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

11/15~16 水管理組合への技術活動トレーニング（Nam Dinh） 
11/17~18 村の保健師への啓発活動トレーニング（Hanoi） 
11/29~30 世帯訪問による栄養・安全な水に関する啓発活動 
（Hanoi, Nam Dinh） 
12/1 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） 
12/13 政策提言会議（出席者：ナムディン市人民委員会、ナムディ

ン給水センター、ナムディン医療センター等計11名、Nam Dinh） 
12/14 政策提言会議（出席者：地方給水センター、ハノイ給水セン

ター、ハノイ医療センター等計12名、Hanoi） 
Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

11/2 カンボジア食品強化委員会主催 Workshop on IFFS/IFSS 
with Phnom Penh Producers（演者：戸上貴司他、出席者NSCFF, 
RACHA等80名、Phnom Penh, Cambodia） 

12月 ILSI-Indiaと共同で、鉄とリジンの強化米を使った介入試験

実施可能性調査を決定。今春、調査結果を評価する（India） 
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：こちらで作成した食品添加

物に関する調査質問表を ILSI中国、韓国、東南アジア支部に送

付、記入依頼した。年内の回収を目指す。来年2/21にインドネ

シア・ジャカルタにて開催予定の国際会議プログラムを ILSI東
南アジア支部の協力のもと作成中。その他調査事項も予定通り遂
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行中。 
・第3回BeSeTo会議：ILSI中国、韓国支部において議事録確認

後、最終報告書を作成した。 
・部会（2011年度第9回（11/21）、第10回（12/8））開催 

情報委員会 ・委員会開催1回（12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 

20巻1号（通巻73号）の発刊。 
20巻2号（通巻74号）の監修・編集作業進行中。 
20巻3号（通巻75号）の翻訳作業進行中。 

・年間契約更改 
・女子栄養大学出版部との覚書改定 

  編集部会 ・「イルシー」誌108号（ILSI Japan30周年記念シンポジウムプ

オシーディング）の発刊。 
・「イルシー」誌109号の原稿査読中。 
・「イルシー」誌110号（第6回「栄養とエイジング」国際会議プ

ロシーディング）の原稿査読・編集中。 
 
 
【事務局からのお知らせ】 
事務局 
 

特になし 
 

 


