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ILSI Japan活動報告＜57＞ 
 
【部会･分科会活動報告】 2016年1,2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 
2月24日、出席者：33名、於 キユーピー(株) 
1) 各分科会の活動報告（MALDI-TOF/MS 分科会、芽胞菌分科

会、チルド食品勉強会、非加熱殺菌勉強会） 
2) 2016年度活動について 
・部会全体会議＋勉強会で活動することで合意 
・勉強会は、過酢酸製剤などの薬剤殺菌、非加熱殺菌技術、 
デジタルPCR、微生物検査のサンプリングプランを計画中 

2. 勉強会 
2月24日、参加者：59名、於 キユーピー(株) 
勉強会テーマ：次世代シークエンサーの基礎と事例 
1) イルミナ社よりプレゼンテーション 
2) ライフテクノロジー社よりプレゼンテーション 
3) 東京海洋大学 高橋肇先生より講演 
次世代シークエンサーは何に使える？～微生物検査への応用～ 

食品リスク研究部会 ・ 安全性試験WG（4月予定）の準備。 
・ 次回部会、勉強会（7月予定）の準備。 

香料研究部会  
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 ERAプロジェクト調査報告第25号（JAN2016）1/14発刊。 

ERAプロジェクト調査報告第25号（MARCH2016）3月発刊予定 
 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（2月15日） 

－ERA調査報告書第26号勉強会 
－ILSI CERAワークショップ開催について 
 プログラム案を承認 
 日時：5月19日、20日、場所未定 
 目的：Assessment Endpointsを明確にし、そのために必要な

評価項目を科学的に精査し今後の生物多様性影響評価の在り

方を探る 
 1日目はオープンなワークショップ、2日目は有識者とのクロ

ーズドなワークショップ。 
－勉強会スケジュール 
 2月15日 食安委事務局次長 東條氏 
 4－5月 高度精製品のリスク評価のあり方 
 6月 アレルギー関係で手島先生が候補 
 10月 未定 

－ISO現状報告と今後について 
 バイオ部会からは引き続き末木さんに委員として参加して頂く。 

勉強会開催（2月15日） 
－講師：食安委事務局次長 東條氏 

30 名を超える参加者があり、食安委における遺伝子組換え食

品に関する安全性評価について、活発な意見交換が行われた。 
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栄養研究部会 ・ 第7回栄養とエイジング国際会議」フラッシュレポート原稿校正

作業 
・ メタボリックシンドロームと認知機能障害WG：ミトコンドリア

機能に関する勉強会のフラッシュレポート原稿校正作業 
GRプロジェクト GR法プロトコール改善のための検討 
茶類研究部会・茶情報分科会 特になし 

食品機能性研究会  
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!®） 
1/12, 18, 20, 22、「すみだテイクテン 第11期フォローアップ教

室」（墨田区4会場） 
2/22-24  社会福祉法人日の出福祉会主催「インストラクター養成

講習」（講師：木村美佳、兵庫県加古郡） 
2/29-3/2  津和野町シルバー人材センター主催「介護予防リーダ

ー養成講習」（講師：木村美佳、島根県津和野町） 
2/9, 17, 19, 25「すみだテイクテン 第11期フォローアップ教室」

（墨田区4会場） 
Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

1-2 月 地域ヘルスワーカーを対象とした紙芝居式教材を用いたト

レーニング（ナムディン省29村、ベトナム） 
1-2 月 地域ヘルスワーカーによる料理教室、紙芝居式教材を用い

た栄養・食品衛生教育、栄養不良児の母親を対象とした栄養カウン

セリング及び拡声器による情報提供（ターイグエン省・バクザン省、

ベトナム） 
Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

2/11-12 フィリピン食品栄養研究所（FNRI）主催「鉄強化米プロ

ジェクト」ワークショップ（参加者 フィリピン国立食品局、社会

福祉開発省、教育省他、マニラ） 
CHP全体 
 

1/15 ニューズレター（英語版）発行（No.22） 

国際協力委員会 
 

平成28年1月19日：平成28年第1回会議 
・ ILSI Japan会議室 参加者15名 
・ H27農水省プロジェクトの進捗状況 
1月23日：ILSI本部総会（St. Petersburg）‐アジア支部会議 
・ H27農水省プロジェクトの進捗状況の確認とフォローアップ 
・ 栄養/健康強調表示に関するアジア支部合同作業の提案 

・ 5/6月までに情報の更新 
・ 8月（BeSeTo会議）までに報告文書案の作成 

2月17日：H27農水省プロジェクト報告会 
・ 食品産業のグローバル展開〜食品規格等に関するデータベース、

ASEAN経済統合とTPP〜 （東京）参加者74名 
講演内容については、以下のサイトに掲載した。 

http://www.ilsijapan.org/ILSIJapan/COM/W2016/EastAsia2016.
pdf 

情報委員会 1. 委員会開催2回（1月、2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 
・ 24巻2号（通巻91号）：編集（2/10発刊） 
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・ 24巻3号（通巻92号）：翻訳、監修、編集（5/10発刊予定） 
・ 2/29編集委員会（通巻93号採択論文、翻訳者候補決定） 

  編集部会 ・「イルシー」誌125号、発行 
・「イルシー」誌126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 
 
 

  

 
 

  

 
【事務局からのお知らせ】 
理事会 
 

○平成28年度第1回理事会（2月8日） 
＜審議事項＞ 
第１号議案「平成27年度事業活動報告書（案）」承認 
第２号議案「平成27年度活動収支計算書（案）、同貸借対照表（案）、

同財産目録（案）、及び収益事業損益計算書（案）」承認 
第３号議案「平成28年度事業活動計画書（案）」承認 
第４号議案「平成28年度活動収支予算書（案）」承認 
第５号議案平成28年2月24日の役員任期満了に伴い、次期役員が選

任された。 
第６号議案  定款一部改定が承認された。 
＜報告事項＞ 
１．ILSI Japan総会／アジア地域の食品規格等に関する調査 

ILSI Japan総会は2月17日午前10時よりアーバンネット神

田カンファレンス にて開催、午後には平成 27 年度農林水産省食

品産業グローバル展開インフラ整備事業「食品産業のグローバル展

開～食品規格等に関する調査とデーターベース、ASEAN経済統合

とTPP～」についての報告会を行う。 
２．1月21日から27日まで米国フロリダ州で開催された本部総会の

概況報告があった。 
 
○平成28年度第2回理事会（2月25日） 
第１号議案 理事長に安川拓次理事が選出された。 
第２号議案 会長木村修一理事が選出された。 
第３号議案 副理事長に桑田有理事、木村毅理事、福島昭治理事、古

野純典理事が選出された。 
第４号議案 理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときに

職務を代行する副理事長として、桑田有副理事長が選出された。 
＜その他＞ 
山口隆司氏が2月24日をもって事務局長を退任し、25日より宇津 

敦氏が後任事務局長に就任したとの報告があった。 
通常総会 ILSI Japan通常総会は2月17日、アーバンネット神田カンファレン

スにて開催された。 
＜審議事項＞ 
第１号議案「平成27年度事業活動報告書」承認 
第２号議案「平成 27 年度活動収支計算書、同貸借対照表、同財産目

録、及び収益事業損益計算書」承認。 
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第３号議案「平成28年度事業活動計画書」承認 
第４号議案「平成28年度活動収支予算書」承認 
第５号議案  定款の一部改定が承認された。 
＜報告事項＞ 
１．次期役員の紹介があった。 
２． 1月21日から27日まで米国フロリダ州で開催された ILSI本部

総会の報告がなされた。 
３．平成 27 年度農林水産省食品産業グローバル展開インフラ整備事

業「食品産業のグローバル展開～食品規格等に関する調査とデータ

ーベース、ASEAN経済統合とTPP～」についての報告会を午後1
時30分より同会場で行うとの案内があった。 

事務局 ○平成28年2月25日付にて役員が選任された。 
①重任理事・監事  （アイウエオ順、敬称略） 

理事  阿部 文明  森永乳業（株）素材応用研究所長 
理事  岩元 睦夫  公益社団法人 日本フードスペシャリスト

協会会長 
理事  木村 修一  東北大学名誉教授 
理事  桑田 有   人間総合科学大学大学院教授 
理事  古野 純典  国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養

研究所 理事 
理事  坂田 隆   石巻専修大学学長 
理事  清水 誠   東京農業大学 応用生物科学部栄養科学科

教授 
理事  辻村 英雄  サントリーホールディングス（株） 

専務取締役 
理事  戸上 貴司  ILSI Japan CHP（健康推進協力センター） 

代表 
理事  福島 昭治  中央労働災害防止協会 日本バイオアッセ

イ研究センター所長 
理事  松山 旭   キッコーマン（株）常務執行役員 
理事  安川 拓次  花王（株）エグゼクティブ・フェロー 
監事  小路 正博  （株）森永生科学研究所 代表取締役社長 

②新任理事 
理事  宮澤 陽夫  東北大学 未来科学技術共同研究センター 

（NICHe）教授 
理事  谷口 茂   （株）明治研究本部 取締役 食機能研究所 

所長 
理事  木村 毅   味の素（株）取締役 常務執行役員 

③新任監事 
監事  山田 雄司  山崎製パン（株）中央研究所 所長 

④退任理事・監事（平成28年2月24日付任期満了）  
理事  西山 徹   元）味の素（株）顧問 
理事  山口 隆司  ILSI Japan事務局長 
理事  若林 奏   （株）ニチレイ 
監事  辻 智子  日本水産（株）研究学術顧問  

○平成28年2月24日付にて山口隆司事務局長が退任し、平成28年

2月25日付にて新たに宇津 敦氏が就任した。 
 


