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【部会･分科会活動報告】 2009 年 7, 8 月度
食 食品安全調査研究部会
活動なし
品
安 食品アレルギー研究部会
①第 3 回 国立相模原病院・今井先生との懇談（日本における食物
全
アレルゲン閾値の推定）7/22、次回懇談予定日 9/9
研 食品微生物研究部会
①部会全体会議（8/3, 13:00-15:00, ILSI Japan 事務局）
究
・ 厚生労働科学研究についての 09 年度課題の進捗確認
会
・ 今後の活動内容具体化の進め方
②次回部会全体会議：12 月初旬
 今後の活動内容、厚生労働科学研究の議論を予定
食品リスク研究部会
①部会開催は無
②毒性学教育講座
 免疫毒性の講師は未定であったが、免疫毒性学の権威であられ
る大沢基保（オオサワ モトヤス）先生にお願いすることが出
来た。先生の講義は来年以降の予定。
 第 6 回講座開催予定（9/7, 大阪市大鰐淵秀樹教授）、第 7 回講
座（10/19 鎌滝徹也北海道大学名誉教授）
③次回以降部会予定（9/7, 12/7）
バイオテクノロジー研究部会
9 月にスイスで開催予定の環境問題会議への、筑波大・佐藤忍教授
の派遣対応
香料研究部会
活動なし
食品安全研究会全体
栄 栄養研究部会
養
健
康
肥満タスクフォース
研
究
会 炭水化物研究部会

GR プロジェクト
果糖分科会

ダイエット分科会

7 月 24 日に開催された執行委員会において、第 6 回「栄養とエイ
ジング」国際会議を 2011 年に開催する方向で検討を開始すること
が確認された。
本タスクフォースがまとめた冊子「日本人の肥満とメタボリックシ
ンドローム ―栄養、運動、食行動、肥満生理研究―」の販売促進を
継続。
GR プロジェクトと、2 つの分科会（果糖分科会、ダイエット分科
会）を中心に、活動を進めてきた。炭水化物の摂取と健康（肥満、
生活習慣病）との関係を、ILSI Japan として明確にすることを目
標とした。
GR リング試験の結果をとりまとめ中。
食品新素材研究会誌に投稿した原稿について、編集事務局から指摘
があり、一部修正し提出した。8 月 12 日に論文掲載通知を受領し
た。掲載は本年 12 月の予定。
雑誌への掲載終了に伴い活動終了。

茶類研究部会
茶情報分科会

7 月 9 日（木）茶情報分科会を実施。ILSI Research Foundation
応募準備、ILSI データベースと他の茶成分データベースとのリン
クの可能性、2010 年国際 O-CHA 学術会議への参加可能な形式に
ついて議論した。
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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

継続中

食事の量分科会

継続中

食品機能性研究会
C
H
P

2009/09/16
3 分科会ごとにとりまとめた内容を、雑誌へ投稿すべく継続進行中。
継続中

CHP 全体

食品機能生研究会部会会員募集開始。
18 社参画希望＜8 月末時点＞。
ニューズレター（日本語版・英語版）発行（No.11）

◇テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 7/10 DVD 応用編ダイジェスト版 レコーディング（7 月末完成）
7/17, 21, 22, 23, 28, 30「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〜 益田市内 4 箇所の振興センター（公民館）から、益田市
シルバー人材センターが介護予防教室の委託を受け、活動を開
始（テイクテン介護予防活動リーダー講習を受講したリーダー
による教室開催）
8/1 公開セミナー「これからの介護予防を考える」
（講師：厚労省東内氏、熊谷修先生他 KFC ホール・両国）
参加者数 約 90 名
8/25~26 津和野町介護予防リーダー養成講座
（講師：木村美佳、島根・津和野町）
8/25 津和野町シルバー人材センター介護予防事業特別講演会
「これからの介護予防のために〜テイクテンでいつまでも元
気〜」
（講師：熊谷修先生 島根・津和野町）
主催：津和野町シルバー人材センター 共催：津和野町
後援：津和野町社会福祉協議会 山陰中央新報社
8/26 岩国市社会福祉協議会錦町支部主催 講演会
「自立高齢者の介護予防を目指して〜テイクテンでいつまでも
元気〜」
（講師：熊谷修先生 山口・岩国市）
8/28 墨田区高齢者福祉課主催 すみだテイクテン 栄養講演会
「最新研究が教える食事の秘訣〜高齢者は肉も脂も食べよう
〜」
（講師：熊谷修先生 東京・墨田区）
7/24 SWAN2 提案書に関する JICA との質疑応答会議
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
◇カンボジア
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination
8/1~7 食事摂取量に関するワークショップ開催（プノンペン）
Action）
8/8~24 貧血罹患率と食事摂取状況の 24 か月調査（カンポット）
◇フィリピン
8/19 バタアン省全体でテストマーケットを行うため、日本の農
林水産省からの（太陽化学に対する）支援事業費採択
国際協力委員会
①第 2 回委員会開催（8/11, 15:00-17:00 ILSI Japan 事務局）
・EAP 進め方の検討
・第 1 回 BeSeTo 会合対応検討
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情報委員会

編集部会

②第 1 回 BeSeTo 会合（8/26-27, Korea University）
 ILSI Japan より 4 名参加（詳細は別途「イルシー」誌に掲載予
定。
 次回は来年、中国にて開催、再来年は日本で開催予定。
③次回委員会開催予定（9/24）
・委員会開催 1 回（7 月）。
・日常業務としてのホームページ更新。会員専用対応検討。
・「栄養学レビュー」誌 17 巻 4 号（通巻 65 号）発刊。18 巻 1 号
（通巻 66 号）の編集作業進行中。Blackwell 社との販売契約更
新終了。
・Newsletter 2 号発行。
「イルシー」誌 98 号発刊。99 号編集作業中。

【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

8 月 6 日に食品産業の有志会社による一般社団法人「食と環境連絡会
議」が設立された。「食と環境連絡会議」は特に東アジアにおける共
存共栄を目指して社会貢献活動を支援し、日本の技術力を広める支援
を行う。
ILSI Japan CHPはこの新しい組織から積極的支援を受ける。
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