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ILSI Japan 活動報告＜20＞
【部会･分科会活動報告】 2009 年 11, 12 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
国立相模原病院との共同研究、食物アレルギー患者への負荷試験デ
全
ータの統計学的解析（最大無作用量の推定）を継続中。
研 食品微生物研究部会
① 2010 年度活動計画の具体化（部会全体会議（12/2, 13:00〜））
究
・既存テーマの厚生労働科学研究への参画と毒性学教育講座の開催
会
は継続。後者については開催済み講座内容の情報発信を行う。
・新規テーマとして以下の 2 課題に取り組む。
・微生物試験法のグローバル動向に関する情報発信
・食品・飲料の危害微生物に関する情報発信
②毒性学教育講座（食品リスク研究部会と共催）
・第 8 回開催（12/7, 14:00〜17:00, 講師：鎌滝先生）
＜次回部会全体会議：3/3, 13:00〜 新規テーマの具体的な進め方、
厚生労働科学研究の議論を予定＞
① 09年第4回運営会議開催（12/7, 10:00〜11:50, サントリー）
食品リスク研究部会
・毒性学教育講座について
・08年度活動報告／09年度活動計画について
② 部会内勉強会開催（12/7,12:50〜13:30, サントリー）
講師：アサヒビール㈱ 望月直樹氏
テーマ：LC-MS/MSの測定の問題点、参加者16名
③ 毒性学教育講座（食品微生物研究部会と共催）第 8 回開催
（12/7, 14:00〜17:00, サントリー）
講師：北海道大学名誉教授 鎌滝哲也先生
テーマ：薬物代謝の基礎（第 2 回）、参加者 32 名
＜次回運営会議：2/15, 13:30〜16:30（ILSI Japan 事務局）＞
バイオテクノロジー研究部会
・2010 年 2 月開催予定の第 2 回 ISO および AOAC 共催 Sampling
Detection Method（ISO/TC34/SC16）国際会議の ILSI Japan
主催ポスト・シンポジウムについて、ILSI 本部および IFBiC と
の電話会議（11/20）
・筑波大・佐藤忍教授のスイスでの環境影響ワークショップ（IOBC
ワークショプ）出席報告会（11/25）
・2010 年 2 月開催予定の第 2 回 ISO および AOAC 共催 Sampling
Detection Method（ISO/TC34/SC16）国際会議に向けた FAMIC
による ISO 会議（12/17）
・第 4 回植物分科会開催（12/18）
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

①食品安全研究会、2009 年度活動実績および 2010 年度活動計画の
作成
②2010 年 2 月 2 日に部会長ミーティングの開催を予定
第 6 回「栄養とエイジング」国際会議の件は、12/3 の執行委員会お
よび 12/4 の理事会にて、2011 年秋開催に向けたスケジュールの概
略が説明、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。
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会 炭水化物研究部会

GR プロジェクト
果糖分科会

茶類研究部会・茶情報分科会

日本の食生活と肥満研究部会

果糖分科会の活動のまとめとして、果糖についての総説を「日本食
品新素材研究会誌」に 4 月に投稿したが、その総説が 2009 年 12
月 15 日発行の同誌に掲載された。
茶情報分科会実施。ILSI 茶成分データベースにおける武田先生と
のコラボの件、第四回国際会議お茶学術会議への参加対応の件、次
年度活動計画の件、予算案等につき進捗報告および確認を行った
（11/12）。
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

発酵製品の多様性分科会

継続中

脂質の種類分科会

とりまとめ内容の投稿先を変更すべく検討中

食事の量分科会

継続中

食品機能性研究会

C
H
P
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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 リング試験とりまとめ継続中

・第 2 回食品機能生研究会部会開催（11/27）
・リーダー会開催（12/9）
・ BRAFO シンポジウム出席報告をイルシー誌へ投稿準備（山口
氏）
・食品機能性研究会活動報告をイルシー誌へ寄稿準備（末木）

CHP 全体
◇テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 11/2, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 26「すみだテイクテン第 5 期講習会
（初心者向）」（墨田区 6 会場）
11/2, 11, 12, 19, 24, 27 「すみだテイクテン フォローアップ教
室」（墨田区 6 会場）
12/1, 3, 4「すみだテイクテン第 5 期講習会（初心者向）」（墨田
区 6 会場）
12/8, 10, 16, 18, 22, 24 「すみだテイクテン フォローアップ教
室」（墨田区 6 会場）
11/24 江戸川人生大学 介護･福祉学科講義「介護予防」
（講師：
木村美佳）（江戸川区船堀）
◇リズムテン（LiSM10!®）
11/11~13 生活習慣病対策展にて LiSM10!®の紹介（㈱ニチレイ
フーズ）（東京ビッグサイト）
12/3〜6 アジア太平洋地区公衆衛生学術連合(APACPH) 国際学
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
会発表「Improved food selection of mothers on complementary
feeding practice in Vietnam」（発表者：Dao To Quyen ベトナム
国立栄養研究所）（台北・台湾）
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination
Action）
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国際協力委員会

情報委員会

編集部会

①SEA Project 会合（12/3）、タイ現地調査検討他
②SEA Project タイ現地調査実施（12/13〜14）
・荻原、岩田および現地にて香村（味の素）、阿部（サントリー）
が参加
・JETRO タイ事務所を訪問、情報収集
・委員会開催 1 回（12 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
18 巻 1 号（通巻 66 号）の発刊
18 巻 2 号（通巻 67 号）の翻訳・監修・編集作業進行中
18 巻 3 号（通巻 68 号）の翻訳作業進行中
・ニュースレター第 3 号作成作業進行中
・「イルシー」誌 99 号の発行
・100 号編集作業中

【講演会･シンポジウムご案内】
講演会名
案内
・第 2 回 ISO および AOAC 共催 Sampling Detection Method
（ISO/TC 34/SC 16）国際会議
・第 2 回 ISO および AOAC 共催 Sampling Detection Method
（ISO/TC 34/SC 16）国際会議の ILSI Japan 主催ポスト・シ
ンポジウム
【事務局からのお知らせ】
事務局

特になし
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担当研究部会
バイオ部会
バイオ部会

