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ILSI Japan 活動報告＜39＞
【部会･分科会活動報告】 2013 年 1, 2 月度
食 食品微生物研究部会
①MALDI TOF/MS 分科会（2/7 13:30～15:30 於 ILSI 事務局）
品
活動案の策定
安
②微生物試験のグローバル動向に関する情報発信 WG
全
（2/7 13:30～15:30 於 ILSI 事務局） 活動案の策定
研
③部会全体会議（2/7 15:00～16：45 於 ILSI 事務局）
究
・MALDI TOF/MS 分科会の報告、次回活動内容の協議、決定
会
・微生物試験のグローバル動向に関する情報発信WGの報告、次回
活動内容の協議、決定
④勉強会（2/7 16:45～17:15 於ILSI 事務局）
E. sakazakii レポート（FAO/WHO2006）の雑誌会
⑤研究部会討論会
（ILSI JAPAN 主催 2/19 13:45-16:30 於あすか会議室）
5 名参加。食品微生物研究部会の紹介および研究部会のあり方に
ついて討議
次回部会全体会議
5/24 15:00～17:00 於 ILSI 事務局
食品リスク研究部会
① 運営会議（1/24, 13:00～14:30, 於 ILSI 事務局）
・ 各活動の進捗報告、今後の活動計画について議論
② 勉強会（1/24, 15:00～17:00, 於 ILSI 事務局）
演題：構造活性相関を用いた毒性評価手法
講師：国立医薬品食品衛生研究所 小野敦先生
③ WG 活動 食品の安全性試験を考える会（1/24, 10:00～12:00,
於 ILSI 事務局）
④ フラッシュリポート作成
「構造活性相関を用いた毒性評価手法」講演について
⑤ 書籍「毒性学教育講座（下巻）」原稿作成
＜今後の予定： TTC 情報収集グループ打ち合わせ（4/1, 於カルピ
ス㈱）、運営会議および食品の安全性試験を考える会（4/4, 於 ILSI
事務局）＞
食品アレルギー研究部会
部会会議（2/21 14:00～17:00 於 ILSI 事務局）
・各社の食品アレルギーへの取組み紹介（プリマハム）
・食品アレルギーに関する海外情報を紹介（森永乳業、日清製粉グ
ループ本社）
・今後の取組みの提案と討議
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
バ
の会合と重複。
イ
オ
環境リスク評価分科会
・ ERA プロジェクト調査報告第 8 号（FEB 2013 号）発刊。
テ
・ ERA 懇談会開催 2/18
ク
ノ
5 月国際シンポ・ワークショップについて CERA との了解を
ロ
ふまえ検討
ジ
ー
アレルギー性タンパク質の分析
特になし
研
方法分科会
究
会
組換え体検知法分科会
特になし
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バイオテクノロジー研究会全体

栄
養
健
康
研
究
会
食
品
機
能
性
研
究
会
C
H
P

栄養研究部会
GR プロジェクト
茶類研究部会・茶情報分科会

食品機能性研究部会
脳機能分科会
免疫能分科会
ロコモ分科会
寄付講座
「機能性食品ゲノミクス」

・ 第 1 回部会開催（2/15）
昨年度活動の決算と本年度予定
ERA 調査報告書第 9 号用発刊に向けての勉強会
・本部総会出席 CERA と 5 月の国際シンポの打ち合わせ
2 つのワーキンググループの勉強会開催に向けた取り組み。
1 月 25 日、茶情報分科会を実施。
①新たな分科会のテーマとして、茶類の有効性・安全性情報の発信
について検討を行うこととした。
②ICOS2013 ILSI セッションの演題（候補）について討議した。

特になし
寄附講座第Ⅲ期（12 月開始）に向け、新たなテーマを提案し、参
画企業の募集を行なう為、支部総会（2/19）の午後に説明会を実施
した。

◇テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 1/8, 16, 17, 18, 24「すみだテイクテン フォローアップ教室」（墨
田区 5 会場）
1/21 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）
1/28-29 震災被災地支援：いしのまきテイクテン（講師：木村美
佳、石巻市北上地区仮設にっこりサンパーク団地集会所、小滝地
区集会所）
1/30 「すみだテイクテン」の効果を検証した論文が電子ジャーナ
ル BMC Geriatrics 掲載されました。Title: Community-based
intervention to improve dietary habits and promote physical
activity among older adults: a cluster randomized trial
Authors: Kimura Mika, Moriyasu Ai, Kumagai Shu, Furuna
Taketo, Akita Shigeko, Kimura Shuichi, Suzuki Takao
2/ 6-7 大府市保健センター主催 大府介護予防事業『健康長寿
塾』（講師：木村美佳、愛知県大府市）
2/15 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）
2/12, 15, 19, 20, 21, 28「すみだテイクテン フォローアップ教室」
（墨田区 6 会場）
2/25-26 震災被災地支援：いしのまきテイクテン（講師：木村美
佳、石巻市北上地区仮設にっこりサンパーク団地集会所、小滝地
区集会所）
SWAN プロジェクト実施のためのガイドライン・マニュアル策定
Project SWAN
2/22: SWAN プロジェクト展開にかかる新プロジェクトサイトの視察
（Safe Water and Nutrition）
1/29 カンボジアの鉄強化魚醤・醤油に関するナショナルワークシ
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination ョップ開催（講師：甲子園大学・中西由季子先生、プノンペン）
Action）
CHP 全体
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国際協力委員会

情報委員会

編集部会

1. 平成 24 年第 1 回委員会（1/17）開催
 東アジアプロジェクト インド地域調査及びデータベース化の
進捗状況確認
 国際会議（2/22）の準備状況
2. 第 2 回委員会（2/6）開催
 東アジアプロジェクト インド地域調査及びデータベース化の
進捗状況確認
 国際会議（2/22）の準備状況
 平成 25 年度以降の農林水産省事業のテーマについて
国際会議（インド、バングラデシュ、ネパール、スリランカにおけ
る食品及び食品添加物の法的枠組みと事例研究：2/22 10;00-17:00、
海運クラブ、参加者 80 名）開催
1. 委員会開催 2 回（1, 2 月）
2. ホームページ
・日常業務としての更新
・会員専用ページ運用開始
3. 「栄養学レビュー」誌
・21 巻 4 号（通巻 81 号）の編集委員会開催（2 月）
・21 巻 3 号（通巻 80 号）の編集作業中
・「イルシー」誌 112 号の発刊
・「イルシー」誌 113 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 25 年度第 1 回理事会が 2 月 6 日（水）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 平成 24 年度事業報告書承認の件
山口事務局長から第１号議案資料「平成 24 年度事業活動報告書
（案）」に基づき事業活動報告を行い、質疑の後、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 24 年度決算報告書承認の件
内田事務局次長から第２号議案資料「平成 24 年度特定非営利活動
に係わる事業会計収支計算書、同貸借対照表、同財産目録、及び収益
事業損益計算書」に基づき決算報告書の説明を行った。
引続き辻監事より監事 2 名を代表して事業活動報告書・財務諸表に
関して監査の結果、誤りがなく正確に処理され適正妥当と認めるとの
監事監査報告が行われた。
質疑の後、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 25 年度事業活動計画書承認の件
山口事務局長から議案第３号資料「平成 25 度事業活動計画書（案）」
に基づき、事業活動計画書の内容を説明した。
質疑の後、採決に入り満場一致をもって本件を可決承認した。
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総会

第４号議案 平成 25 年度収支予算書承認の件
内田事務局次長から第４号議案資料「平成 25 年度収支予算書案」
に基づいて収支予算書の内容を説明した。
質疑の後、採決に入り満場一致をもって本件を可決承認した。
○報告事項
山口事務局長よりそれぞれの事項が資料に基づき報告された。
１．本部総会の報告
２．「研究部会活性化に向けた討論会」開催について
３．「インド、バングラデシュ、ネパール、スリランカにおける食品
及び食品添加物の法的枠組みと事例研究の国際会議」開催の報告
平成２５年度通常総会が 2 月 19 日（火）10:00 より 東京都中央区八
重洲 2-2-1 ダイヤ八重洲口ビル 3 階で開催されました。
○審議の経過の概要及び議決の結果
第１号議案 平成 24 年度事業活動報告書案承認の件
山口隆司事務局長が議案１資料「平成 24 年度事業活動報告書案」
に基づき事業報告を行い、採決に入り、満場一致をもって本件は可決
承認された。
第２号議案 平成 24 年度決算報告書案承認の件
内田博事務局次長から議案２資料「平成 24 年度特定非営利活動に
係わる事業会計収支計算書、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、決算報告があり、伊藤建比古監事が監査報
告を行い、採決を行った結果、満場一致をもって本件は可決承認され
た。
第３号議案 平成 25 年度事業活動計画書案承認の件
山口事務局長より議案３資料「平成 25 年度事業活動計画書案」に
基づき事業計画の内容が説明され、採決に入り、満場一致をもって本
件は可決承認された。
第４号議案 平成 25 年度収支予算書案承認の件
内田事務局次長が議案４資料「平成 25 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、採決を
行った結果、満場一致をもって本案は可決承認された。
○報告事項
山口事務局長より下記事項について報告が行われた。
１．ILSI 本部総会報告
２．最新栄養学

事務局
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