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ILSI Japan 活動報告＜37＞
【部会･分科会活動報告】 2012 年 9, 10 月度
食 食品微生物研究部会
①MALDI TOF/MS 今後の活動について
品
分科会にて活動案検討
安
②微生物試験のグローバル動向に関する情報発信
全
Codex 規格勉強会調整
研
次回部会全体会議および Codex 規格勉強会
究
：11/20 13:00～17:00 於 ILSI 事務局
会 食品リスク研究部会
① 運営会議（9/6, 13:00～ 於花王すみだ事業所）
・Codex 連絡協議会内容共有化
・各活動の進捗報告、今後の活動について議論
② 書籍「毒性学教育講座（下巻）」原稿作成
③ 勉強会（構造活性相関による毒性評価）準備
④ 「食品の安全性試験を考える会」準備会議
（11/2,15:00～ 於 ILSI 事務局）
＜次回運営会議：11/16,13:30～ 於 ILSI 事務局＞
食品アレルギー研究部会
部会会議（8/31 14:00～17:00 於 ILSI 事務局）
・食品アレルギー研究部会の簡単な振り返り
・事前アンケート回答のフィドバック
・今後の取組みの提案と討議
次回開催、11 月頃予定（於 ILSI 事務局）
香料研究部会
食品安全調査研究部会
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
・ERA プロジェクト調査報告第 6 号（OCT 2012 号）発刊。
・同調査報告書を下記省庁に持参して説明。
環境省、農水省、文科省、経産省
アレルギー性タンパク質の分析 特になし
方法分科会
組換え体検知法分科会
特になし

バ
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ー
研
究
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栄 栄養研究部会
養
健
康
肥満タスクフォース
研

・第 12 回部会開催（10/18）ERA 調査報告書第 7 号用発刊に向け
ての勉強会含む。
・第 12 回 ISBGMO シンポジウム（9 月 17～20 日、セントルイス）
および IFBiC Composition DataBase ワークショップ（9 月 13
～15 日、ワシントン DC）参加。
・ISOBGM 参加報告会企画。11/15 筑波大東京キャンパス
参加者募集開始
・ IFBiC Composition DataBase 報告勉強会企画
第 3 回部会開催（9 月 4 日、14 名出席）。調査研究活動のテーマを
「時間栄養学と肥満」と「メタボと認知機能障害」に関連する 2 テ
ーマとし、2 つの WG を並行して進めることに決定した。
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究 GR プロジェクト
会
茶類研究部会・茶情報分科会
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

C
H
P

9 月 28 日、茶情報分科会実施。2013 年 11 月開催、ICOS2013 に
おける ILSI セッションの構成について意見交換を行った。

特になし

寄付講座
特になし
「機能性食品ゲノミクス」
◇テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 9/7 墨田区高齢者福祉課主催 すみだテイクテン 栄養講演会
「健康長寿のための食の手立て～シニアは“新型栄養失調”?～」
（講師：人間総合科学大学 熊谷修教授 東京・墨田区）
9/12, 13, 18, 21, 25, 26, 27「すみだテイクテン 第 8 期講習会（初
心者向）」（墨田区 5 会場）
9/4, 6, 11, 19, 20, 28「すみだテイクテン フォローアップ教室」
（墨田区 6 会場）
9/ 24~28 ベトナムから「すみだテイクテン」視察（VNIN、
VPHA）
9/29 住友生命健康財団コミュニティスポーツ推進助成プログ
ラム助成金贈呈式
10/2, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 30「すみだテイクテン 第
8 期講習会（初心者向）」（墨田区 5 会場）
10/2, 4, 9, 17, 19, 25 「すみだテイクテン フォローアップ教室」
（墨田区 6 会場）
10/ 2 大府市保健センター 大府介護予防事業 健康長寿塾
2 クラス（講師：木村美佳、愛知県大府市）
10/3~4 いしのまきテイクテン（講師：木村美佳、石巻市北上地
区にっこり仮設団地）
10/ 27 世田谷区・世田谷区歯科医師会共催 区制 80 周年
『8020 歯っぴい＆健康フェスタ世田谷』 講演「テイクテンで
いつまでも元気」
（講師：木村美佳、世田谷区・三軒茶屋キャロ
ットタワー）
9/10~15, 27 村の保健師を対象としたフォーカス・グループ・ディ
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
スカッション（Hanoi, Nam Dinh）
10/8~18 プロジェクト評価を目的とした水処理施設全 16 箇所の視
察（Hanoi, Nam Dinh）
インド：鉄とリジンを強化した米を用いた実証試験（Bangalore 州）
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination の方法について、St. Johns Research Institute に実証試験のプロ
Action）
トコール開発を依頼（ILSI India）。
ベトナム：強化米マーケットトライアルのプロトコールが完成し
た。実施のための基金調達中。
フィリピン：Zambales 州での強化米マーケットトライアルについ
て、FNRI で報告書が完成（Modeling the Commercialization of
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Iron- Fortified Rice in Selected Districts of Zambales: A Result of
Techno Transfer, Food and Nutrition Research Institute
Department of science and Technology 2010-2012）。
CHP 全体
国際協力委員会

情報委員会

編集部会

・第 4 回日中韓（BeSeTo）会議開催（9 月 6-7 日ソウル、ILSI Korea
主催）。
・委員会（2012 年度第 7 回（9/10）、第 8 回（10/16））開催。
・6th Asian Conference on Food and Nutrition Safety 開催予定
（11月26-28日シンガポール。
ILSI Southeast Asia Regioin主催）
。
1. 委員会開催 2 回（9, 10 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
・21 巻 2 号（通巻 79 号）の編集委員会開催（9 月）
・21 巻 1 号（通巻 78 号）の編集作業中
・21 巻 2 号（通巻 79 号）の翻訳・監修作業進行中
・「イルシー」誌 110 号（第 6 回「栄養とエイジング」国際会議プ
ロシーディングス）の発刊
・「イルシー」誌 111 号の原稿査読・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】
理事会

担当研究部会

平成 24 年度第 4 回理事会が 9 月 25 日に開催されました。
○審議の経過の概要及び議決の結果
第１号議案
ILSI Japan 戦略計画の策定
「ILSI Japan 戦略計画」を策定に向け本理事会で具体的なテ
ーマの議論を開始し、12 月の理事会でさらに議論の上、集約し
13 年度より実行することを提案した。
資料【ILSI Japan の戦略・長期計画の策定】に基づき ILSI
本部の下記 4 つの優先事項を基盤として ILSI Japan の戦略策定
を提案した。
１． 科学的重要課題の優先順位付け
２． 科学情報発信源としての位置づけ確保
３． 産官学協調の拡大
４． 財源・人材確保
同時に ILSI Japan 研究部会の運営の参考として Research
Foundatoin の現状について情報を共有した。
今回の理事会の討論で、下記のような意見が出た。
・ 優先順位をつけるのには国際的な食品供給という観点とか
らめる必要がある。
・ 人の健康と環境の健康を両輪として考える必要がある（環境
の健全化）。
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・ 産官学協調ができるのは ILSI だけなので大切にするべきで
ある。
・ どれを優先するにしてもサイエンスが基盤であることを忘
れてはいけない。
・ 国立健康・栄養研究所との共同プロジュクトを推進して欲し
い。
ILSI Japan 活動の機軸として『健康寿命の延伸』について 12
月の理事会までに事務局でたたき台を作り議論をすることにつ
いて確認された。

事務局

○報告事項
１．書簡「認定 NPO 法人取得・維持のための寄付のお願い」に
つき山口理事より説明があり 1 人当たり3,000 円の個人寄付
をお願いしたい旨報告された。
２．台湾支部の設立について山口理事より説明、10 月 24 日設立
会議が開催され招聘を受け ILSI Japan の活動紹介を行う。
篠原久実氏は9 月末で当機構を退職され日清オイリオグループ㈱に復
職されました。
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