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ILSI Japan 活動報告＜47＞

【部会･分科会活動報告】 2014 年 5, 6 月度
食 食品微生物研究部会
1. 部会全体会議
品
5/23 14:40～15:30 於（株）ニチレイ本社
安
(1) 各分科会の活動報告
全
MALDI-TOF/MS 分科会
研
芽胞菌分科会
究
(2) BeSeTo 会議について
会
2. 勉強会
(1) 5/23 13:10～14:30／15:40～17:00
「次世代シーケンサーの衛生微生物分野への適用について」
講師 ライフテクノロジー社／イルミナ社
3. 芽胞菌分科会
(1) 5/13 於 ILSI 会議室 硫化黒変菌の原料リスク情報の共有およ
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
について
4. MALDI-TOF/MS 分科会
(1) 5/15、6/19 於 ILSI 会議室 第 3、4 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 （会場の仮予約等）
5. 次回部会全体会議
7/29
食品リスク研究部会
特になし
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 16 号（JUN 2014 号）発刊。
2. 調査報告集約版作成の委員会開催（5/22）
アレルギー性タンパク質の分析 特になし
方法分科会
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（5/22）
ERA 調査報告勉強会
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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」

2014/07/15
1. フラッシュレポート原稿提出：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原稿を提出した（5 月 15 日）。
2. 第 2 回部会全体会議（5 月 20 日 15 時－16 時 30 分、於 ILSI 会
議室、出席者 10 名）。議題：栄養とエイジング国際会議の推薦
演者候補の絞り込み。
3. 第 3 回部会全体会議（6 月 18 日 16 時－17 時、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
当者について。
4. 次回部会予定：7 月末
GR プロジェクト報告会（6 月 27 日 14 時～17 時 15 分 於エレベ
ーション麹町 出席者 28 名）
(1) 研究報告 2 題
(2) 新メンバーの加入および ILSI Web サイトにおけるGR プロジ
ェクト会員ページの活用について
(3) 総合討論
5 月 16 日、茶情報分科会を開催。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確認と成果の発信法
に関する意見交換を行った。茶成分データベース拡充に関連し、茶
葉収集準備の進捗報告を行った。
特になし

◇ テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 5/1 平成 25 年度「すみだテイクテン」事業終了報告 (墨田区役所)
5/13,14,15,16,20,29 「すみだテイクテン フォローアップ教室」
（墨田区 6 会場）
5/20-21 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）
6/10,11,19,20,24,26 「すみだテイクテン フォローアップ教室」
（墨田区 6 会場）
報告事項なし
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
5 月：改良型 SunActive 鉄（微細ピロリン酸第二鉄）を含む鉄強化
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination 米の簡易味覚テスト実施。
Action）
6 月：「第 1 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」の準備。
6 月：外務省主管の H26 年度国際開発協力関係民間公益団体補助金
(NGO 補助金)の「国際協力関連事業」分野へ応募。
CHP 全体
報告事項なし

国際協力委員会

1. 第 5 回委員会
日時： 2014 年 5 月 9 日（金）15:00 – 16:40
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出席者：15 名
議事：
1) 平成 25 年度農水省プロジェクト
・報告書（資料(1)）：日本語英語併記
・ILSI Japan ウェブサイトで公開
http://www.ilsijapan.org/ILSIJapan/COM/Com-W.php#H25
・データを活用して欲しい。元データ（PDF、PowerPoint）が必要
な方は浜野委員長まで。
2) 平成 26 年度農水省プロジェクトについて
・委託事業参加者募集の公示が遅れている。
、予算執行
・スケジュール見込：計画書提出（5 月末）
、入札 6 月初）
（6 月中旬以降）
・現在、計画書案作成準備中（浜野氏）
・国際会議（11 月インド、2 月東京）を計画中
3) BeSeTo 会議
・9/25（木）
、26（金）
、東京で開催の予定。
・初日の午前に公開セミナーを開催する予定。
・議題の 1 つとして「食品微生物規格」を取り上げる。
・ILSI Japan 食品微生物部会とのコラボレーションを、5/23 の微生
物部会で、山口事務局長が提案する。
4) CCCF（Codex 汚染物質部会）報告（山口事務局長）（資料(3)）
・3/31-4/4 オランダで開催、参加者約 210 人
・詳細は、配布資料、
「イルシー」誌 No.118（7 月刊行予定）参照
2. 第 6 回委員会
日時： 2014 年 6 月 3 日（火）15:00 – 16:30
出席者：15 名
議事：
1) 平成 26 年度農水省プロジェクトについて
・5/28 公募公示、6/2 入札説明会（ILSI の他、未来工業研究所、工
業市場研究所、テイコクが説明会に出席）
・6/11 までに提案書及び入札書提出、6/12 提案説明、6/13 開札、
委託業者決定、
2) BeSeTo 会議
・9/25（木）、26（金）、東京で開催の予定。
・議題の 1 つとして「食品微生物規格」を取り上げる。
・日本からのプレゼン候補：豊福肇教授（山口大）、工藤由紀子室
長（国衛研）
・ILSI 東南アジアの Ms. Pauline Chan と 7 月に打合せ予定。
3. 第 7 回委員会
日時： 2014 年 6 月 26 日（木）14:00 – 16:30
出席者：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」について
(ア) 経過
・6/11 に提案書、入札書を提出（提出者は ILSI Japan のみ）、
6/12 にプレゼン
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情報委員会

・6/13 開札、ILSI Japan に委託決定
・総合入札制：技術点 96 点/100 点満点、価格点 5 点/50 点満点、
6/25 契約締結
(イ) 調査内容等
・農水省の意図は、「日本製品を東アジアに売り込むためのツー
ルとしたい」
・調味料類（味噌、醤油）、清涼飲料水（ジュース、ミネラルウ
ォーター）、アルコール飲料（日本酒、焼酎、ビール）、健康
食品（手持ちデータでカバー可能）、乳製品（チーズ、バター）、
食品表示（基本事項、アレルギー、GMO 等）、残留農薬（果
実：リンゴ、ナシ、モモ、温州ミカン、ブドウ、カキ、イチゴ、
メロン、茶、野菜：ナガイモ、カンショ、キャベツ、ダイコン、
レタスの各国における輸入規制値）
・調査対象国（地域）に香港が追加された。法的枠組み、規格基
準を調査する。
・ILSI 支部に調査を依頼する（東南アジア、中国、韓国、台湾、
インド）
(ウ) スケジュール
・報告書は 3/14 までに提出
・データの入手、記入は、できれば 11 月までに終了させたい。
（データベース化を外注するため）
・国際会議（11 月インド、2 月東京）を開催予定
(エ) データベース
・平成 24 年度、25 年度および本事業の調査内容をデータベース
化する
・外注（再委託）する予定
(オ) 調査項目別担当
・日本の規格基準を基に質問票（英文）を作成する
・味噌・醤油（杉崎）、清涼飲料（金子）、健康食品（浜野）、
乳製品（大島）、アルコール飲料（細野）、食品表示（浜野）
・香港（梅木）：Dr. Junshi Chen に問合せる
・残留農薬：各国での輸入品の残留農薬基準について、全体の枠
組みおよび個別基準を調べる
2) BeSeTo 会議
・9/25（木）、26（金）、東京（全共連ビル）で開催。
・議題（案）
- 食品安全・事故事例：マルハ・ニチロ事件（案）
- リスクアセスメント
- 規制：食品表示基準改正の進捗、HACCP の導入
- 各支部共同活動
- 農水省プロジェクトの説明（依頼事項）
・ワークショップ
- 微生物関連課題（ILSI Japan 微生物研究部会からの提案）：
各国の微生物規格基準のある食品の分類、フードチェーンに
おける適用箇所、規格基準の位置づけ（規制か自主規格基準
か?）、試験法?
- セミナー演者：大学、国立研究所の先生（案）
1. 委員会開催 2 回（5 月、6 月）
2. ホームページ
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編集部会

・ 日常業務としての更新（随時）
3. 「栄養学レビュー」誌
・ 22 巻 3 号（通巻 84 号）： 5/10 発刊
・ 22 巻 4 号（通巻 85 号）：監修・編集中（8/10 発刊予定）
・ 23 巻 1 号（通巻 86 号）：翻訳中（11/10 発刊予定）
・「イルシー」誌 117 号発行
・「イルシー」誌 118 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
事務局
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