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ILSI Japan活動報告＜48＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2014年7, 8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 
7/29 13:10～14:40  於 アサヒグループ本社  
(1) 各分科会の活動報告 

MALDI-TOF/MS分科会 
芽胞菌分科会 

(2) BeSeTo会議について 
2. 勉強会  

(1) 7/29 15:00～17:00  於 アサヒグループ本社 
 「第2回予測微生物勉強会」 
  講師 北海道大学大学院 小関先生 

3. 芽胞菌分科会 
(1) 7/16 於 ILSI 会議室 硫化黒変菌の原料リスク情報の共有、

製糖技術アドバイザー訪問に関する議論および検査法の検

討、耐熱性好酸性菌の増殖性リスク評価確認試験の経過確認

4. MALDI-TOF/MS分科会 
(1) 7/22、8/19於 ILSI会議室 第5, 6回DB登録用菌株のシーク

エンス同定法に関する勉強会 
(2) 2015 年 6 月開催予定の講演会開催準備 （全体スケジュール

とプログラム構成等の検討） 
食品リスク研究部会 1. 各WG活動 

プロバイオティクスの安全性評価WG：勉強会準備。国立衛研・

五十君先生に講演依頼。 
2. 次回のWG・部会準備。9/4に開催予定 

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  
 

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
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 1. ERAプロジェクト調査報告第17号（AUG 2014号）発刊。 

2.  調査報告集約版作成中 
  アレルギー性タンパク質の分析 

  方法分科会 
特になし 

  組換え体検知法分科会 特になし 
 

バイオテクノロジー研究会全体 部会開催（7/23） 
ERA調査報告勉強会 
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栄

養

健

康

研

究

会 

栄養研究部会 1. フラッシュレポート：第8回ライフサイエンスシンポジウムのフ

ラッシュレポートの「イルシー」誌第118号収載。 
2. 第4回部会全体会議（7月28日（月）15時－17時00分、於 ILSI 

会議室、出席者13名）。議題：第2回栄養とエイジング国際会

議プログラム委員会報告とプログラム案の部会内検討。セッショ

ン毎の担当者の配置について。 
3. 第2回栄養とエイジング国際会議準備関連：プログラム案のセッ

ション別仕上げに向けた検討会開催（9月半ばまで）調整。 
4. 次回全体会合予定：10月21日（火） 

GRプロジェクト GR法プロトコール改善のための検討を行った。 
茶類研究部会・茶情報分科会 8月22日、茶情報分科会を開催。 

(1) 9 月末に茶情報データベース拡充を目的とした中国茶葉試料サ

ンプリングを実施予定。計画内容について確認を行った。 
(2) 茶類の有効性・安全性情報の発信に関連して、部会内特別プロ

ジェクトの進捗と論文の投稿先について確認、広報活動に関す

る意見交換を行った。 
食

品

機

能

性

研

究

会 

食品機能性研究部会  
特になし 
 
 

  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 III期寄付講座（2013年12月開始、5年間）研究進行中。 

C 
H 
P 

Project PAN 
（Physical Activity and Nutrition） 

◇ テイクテン（TAKE10!®） 
7/9, 15, 17, 18 ,24, 29 「第10期 すみだテイクテン フォローア

ップ教室」（墨田区6会場） 
7/21 墨田区広報誌「すみだ」で、26年度「すみだテイクテン」

初心者教室の募集開始 
7/23-24  震災被災地支援：いしのまきテイクテン（講師：木村美

佳、長尾地区集会所、北上町大須生活改善センター、北上地区仮

設にっこりサンパーク団地集会所） 
7/28 世田谷区主催介護予防教室（講師：木村美佳、上北沢まち

づくりセンター） 
8/29 墨田区高齢者福祉課主催 すみだテイクテン 栄養講演会 

「日本人の低栄養を改善しよう～なにをどれだけ食べたらよいか

～」（講師：人間総合科学大学保健医療学部長・大学院教授 柴
田博先生、墨田区役所すみだリバーサイドホール） 

Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

7-8月 SWAN3を3つの省で実施（Nam Dinh省、 Thai Nguyen
省、Bac Giang省・ベトナム） 

Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

7/3-4  ILSI Japan CHP主催「第一回栄養強化米の開発と市場導

入促進のための多国間コンソーシアム会議」（ハノイ・ベトナム）

8/26-28 WHO 主催 “Consultation: Fortification of condiments 
and seasonings with vitamins and minerals in public health: 
from proof of concept to scaling up” に中西、高梨が出席（ニュー

ヨーク） 
CHP全体 
 

7/22 ニューズレター（日本語版）発行（No.19） 
8/26 ニューズレター（英語版）発行（No.19） 

国際協力委員会 1. 第8回委員会 
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 日時：7月29日（火）14:00 – 16:00 出席者：計16名   
議事： 
1) 平成 26 年度農水省プロジェクト「平成 26 年度食品産業グローバ

ル展開インフラ整備事業のうち食品規格基準等調査」： 
a) 経過、b) 調査内容等、担当者の確認、情報共有、c) インド会

議スケジュールの確認、d) データベース 
2) 第6回BeSeTo会議及びワークショップ 
・ 9月25日(木)、26日(金)、東京（JA共済ビル）で開催。 

3) その他 
・ APEC（アジア太平洋経済協力会議）で産官共同ワーク（Public 

Private Partnership）の一つとして、APEC各国の食品法規ハー

モニゼーションに向けた取り組みが提案されている。まさに ILSI
が行っている東アジアプロジェクトに相当するものであることか

ら、APEC に ILSI プロジェクトを紹介する場を設けた。ILSI 全
体並びに各地域での共同プロジェクトを紹介する資料を作成した 

2. 第9回委員会 
日時：8月21日（木）15:30 – 16:30  出席者：計15名 
議事： 
1) 平成 26 年度農水省プロジェクト「平成 26 年度食品産業グローバ

ル展開インフラ整備事業のうち食品規格基準等調査」 
・ 調査内容等、情報共有 
・ インド会議（12 月 9、10 日）：インドの会議では、周辺国の政府

代表を招待する。 
2) BeSeTo会議 
・ 9月25日(木)、26日(金)、東京（JA共済ビル）で開催。 
・ 議題（案） 

- リスクアセスメント：食品安全委員会より最近の話題提供。 
- 規制：栄養表示基準、栄養機能性食品（新機能）に関わる部分に

ついて、浜野氏がまとめる 
- 各支部共同活動：アジア栄養学会議の情報交換を希望（山口） 
- 農水省プロジェクトの説明（依頼事項） 
- 新規食品添加物指定の紹介については、日本食品添加物協会脊黒

常務理事にデータの収集、プレゼン資料作成を依頼する。 
・ ワークショップ 

- 微生物関連課題とする。 
- セミナー演者：豊福先生（山口大）。 

情報委員会 1. 委員会開催2回（7月、8月） 
2. ホームページ 
・ 日常業務としての更新（随時） 

3. 「栄養学レビュー」誌 
・ 22巻4号（通巻85号）： 8/10発刊 
・ 23巻1号（通巻86号）：監修・編集中（11/10発刊予定） 
・ 23巻2号（通巻87号）：翻訳中（2015/2/10発刊予定） 

  編集部会 ・「イルシー」誌118号発行 
・「イルシー」誌119号、原稿査読・編集 

 
【講演会･シンポジウムご案内】 
講演会名 案内 担当研究部会 
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【事務局からのお知らせ】 
理事会 
 

7月26日に第5回理事会が開催され以下の件が承認されました。 
【審議事項】 
第１号議案 第7回栄養とエイジング国際会議について 
「第7回栄養とエイジング国際会議」を開催すること及び今後の進め

方について承認された。 
1) 候補日時 第一候補として 2015 年 10 月 1,2 日第二候補として

2015年9月28,29日を考えている 
場所   東京大学弥生講堂を考えている。 

2) 組織委員会の設置(ILSI Japan理事) 理事・監事に委員を委嘱す

る 
3) プログラム委員会、栄養研究部会によるプログラム作成を進めて

いる。 
4) 財務委員会の設置及び財務委員会委員長にサントリーホールディ

ング(株)辻村英雄氏就任することが承認された。 
 
第2号議案  ILSI Japan賛助会員細則設定 
  「ILSI Japan賛助会員細則」を提案し承認された。 
 
【報告事項】 
1.アジア栄養学会議（2015年5月14日～18日、横浜） 

1)プログラム委員会からの「ILSIセッション構築の依頼」を受け 
“Food Safety Program”セッション対応 

2)ILSI アジア支部の総意によりアジア地域での活動を紹介するセ

ッションを設け、日本支部がまとめ役を担う。 
・“Micronutrient Fortification”セッション対応 

2.最新栄養学第10版出版の件 
第10版（2014年6月 25,000円）   750冊発行 

3.ILSI Europeコンサイスモノグラフシリーズ「Probiotics, Prebiotics 
and the Gut microbiota 2013」の日本語翻訳を出版 

4.農林水産省プロジェクト「平成 26 年度食品産業グローバル展開イ

ンフラ整備事業のうち食品規格基準等調査」を受託 
5.BeSeTo会議の開催（2014年9月25日、26日） 
6.GRプロジェクト報告会実施          

事務局 
 

 

 


