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ILSI Japan 活動報告＜34＞
【部会･分科会活動報告】 2012 年 3, 4 月度
食 食品微生物研究部会
① 会全体会議（4/17、15:00〜17:00）
品
・MALDI TOF/MS 分科会の報告、次回活動内容の協議、決定
安
・微生物試験のグローバル動向に関する情報発信について今後の
全
活動案の検討
研
次回部会全体会議および MALDI TOF/MS 勉強会
究
：7/24 於サントリー カトラリーハウス
会 食品リスク研究部会
①運営会議（4/26, 13:00〜15:00, 於 ILSI 事務局）
・ Codex 汚染物質部会、ILSI Europe 総会参加報告
・ 各活動内容の進捗、今後の計画確認
②部会内勉強会（4/26, 15:00〜17:15, 於 ILSI 事務局, 24 名参加）
演題：
「リスクアセスメントにおける不確実係数の適用とその根拠」
講師：（独）製品評価技術基盤機構（NITE）長谷川隆一 先生
③書籍「毒性学教育講座（下巻）」原稿作成
＜次回運営会議：6/19, 13:30〜於 ILSI 事務局＞
食品アレルギー研究部会
特になし
香料研究部会

特になし

食品安全調査研究部会
食品安全研究会全体
バ 植物研究部会
イ
オ
環境リスク評価分科会
テ
ク
ノ
アレルギー性タンパク質の分析
ロ
方法分科会
ジ
組換え体検知法分科会
｜
研 バイオテクノロジー研究会全体
究
会

栄 栄養研究部会
養
健
肥満タスクフォース
康
研 炭水化物研究部会
究
会
GR プロジェクト

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。
・ERA 調査報告書の下記省庁に持参して説明
環境省、文部科学省、農水省
・ERA プロジェクト調査報告第 3 号（April 2012 号）発刊
機関誌「イルシー」への寄稿終了（発表された Bioinformatics お
よび Heat stability 論文の記事）
特になし
・第 9 回部会開催（3 /30）ERA 調査報告書第 3 号用発刊に向けて
の勉強会含む
・ILSI CERA 電話会議（3/15）
・ERA および ISBGMO 学会参加に関するアカデミアとの第 2 回
懇談会（4/12）
・研究会参加者の参加希望者の確認および新規募集
特になし

GR プロトコールの調整
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茶類研究部会・茶情報分科会

2012/05/20
4 月 6 日、茶情報分科会開催、台湾由来の試料における 3”Me-EGCg,
4”Me-EGCg, 3”Me-ECg の分析結果の報告と確認を行った。データ
ベース情報の応用用途を考慮し、今後収集する茶葉試料についてサ
ンプリング方針の意見交換を行った。

日本の食生活と肥満研究部会
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 食品機能性研究部会
品
機
脳機能分科会
能
性
免疫能分科会
研
究
ロコモ分科会
会
寄付講座
「機能性食品ゲノミクス」

・幹事会開催（4/16）：部会長の選任、各分科会活動の確認
・研究会参加者の参加希望者の確認および新規募集
特になし
特になし
他分野との交流をテーマとした日本生理学会学術総会に参加し、ロ
コモ対策に焦点を当てた運動と予防医療のセッションの講師陣に
ILSI の取り組みを紹介し、交流を図った。
6/5 に講演会（「機能性食品ゲノミクス」（ILSI Japan 寄付講座）
Ⅱ期研究成果シンポジウム “食と健康”をめざす統合食品科学の
ニューフロンティア（東大・弥生講堂・一条ホール）：参加費無料、
事前登録不要、名刺交換会あり（弥生講堂アネックス））を開催予
定。
http://www.ilsijapan.org/ILSIJapan/LEC/ILSI_Japan-ECFFSN/FunctionalFood2012.html

C
H
P

◇ テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 3/1 「すみだテイクテン フォローアップ教室」（すみだ家庭センタ
ー）
4/1 墨田区「すみだテイクテン」事業委託契約締結（平成 24 年度）
4/25 平成 24 年度「すみだテイクテン」報告書提出（墨田区役所）
3/16, 17, 28 安全な水と食品衛生をテーマとしたポエム・コンテス
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
ト（Nam Dinh）
3/21 水管理組合を対象とした水処理技術トレーニング（Hanoi）
3/26 住民を対象とした安全な水と食品衛生に関するクイズコンテ
スト（Nam Dinh）
4/3 住民を対象とした安全な水に関するワークショップ（Hanoi）
4/10, 16, 17, 18, 21, 23 安全な水と食品衛生をテーマとした絵画コ
ンテスト（Hanoi）
3~4 月 リジン欠乏症改善プログラムの実証試験を検討（6 月に評価
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination の予定）（India）
Action）
3~4 月 全国展開の計画をフィリピン政府と検討（5 月に協議予定）
（Philippine）
CHP 全体
3 月 ニューズレター（英語版）発行（No. 15）
3/30 平成 23 年度報告会（食と環境連絡会）
・平成 23 年度東アジアプロジェクト報告書
（日本語）
を作成、
MAFF
国際協力委員会
へ提出後、ILSI Japan HP に公開
（http://www.ilsijapan.org/ILSIJapan/COM/Com-W.html）
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・インドネシア・ジャカルタ国際会議（International Conference for
Sharing Information on Food Standards in Asia）発表資料を
ILSI Japan HP に公開
http://www.ilsijapan.org/ILSIJapan/LEC/EastAsia/EastAsia2012.html

・ILSI 東南アジア地域支部が日本食品添加物協会と共催で、ifia
Japan にて国際シンポジウムを開催予定（東南アジアの食品添加
物規制のハーモナイゼーション：5 月 24 日（木）13:00〜17:00
於 東京ビッグサイト会議棟 1F ホール A）
http://www.ifiajapan.com/2012/jp/visitor/pdf/charged_F.pdf

情報委員会

編集部会

ILSI Japan も事務局長が講演予定
・部会（2012 年度第 2 回（3/5）、第 3 回（3/23）、第 4 回（4/10））
開催
1. 委員会開催 2 回（3, 4 月）
2. 日常業務としてのホームページ更新。会員専用対応検討
3. 「栄養学レビュー」誌
・20 巻 3 号（通巻 75 号）の編集作業進行中
・20 巻 4 号（通巻 76 号）の翻訳・監修作業進行中
・「イルシー」誌 109 号の原稿査読・編集中
・「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

【講演会･シンポジウムご案内】
講演会名
案内

【事務局からのお知らせ】
事務局

担当研究部会

特になし
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