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【部会･分科会活動報告】 2014年11,12月度 
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食品微生物研究部会 1. 部会全体会議 
11/11 13:40～17:00  於 日本ハム㈱東京支社 

(1) 各分科会の活動報告 
MALDI-TOF/MS分科会 

 芽胞菌分科会 
(2) 今後の活動について 

2. MALDI-TOF/MS分科会 
(1) 11/6 日本缶詰びん詰レトルト食品協会技術大会口頭発表

「日本缶詰びん詰レトルト食品協会保有の耐熱性芽胞細

菌のDNA 解析を用いた菌種同定結果」 
(2) 12/9 於 ILSI会議室  

第8回DB登録用菌株シークエンス同定法に関する勉強会 
(3) 2015年6月開催予定の講演会開催準備 

3. 芽胞菌分科会 
(1) 2015年活動の方向性（Alicyclobacillus危害性のまとめ、

原料検査法アウトプットの方向性） 
(2) 原料試験法・サンプリングプランの再確認 
(3) 高温性芽胞細菌原料検査法の各社試験の状況確認と今後 

食品リスク研究部会 特になし 
次回部会は2015年1月を予定 

食品アレルギー研究部会 「食品アレルギー研究部会」は、2014 年を以て解散し、「食品リ

スク研究部会」に分科会の1つとして編入して、活動を継続する。 
香料研究部会  

 
食品安全調査研究部会  
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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19号（DEC 2014号）発刊。 

2. 調査報告集約版作成 
  アレルギー性タンパク質の分析  
  方法分科会 

10/24のワークショップのフォローアップ 

  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（12/4） 
ERA調査報告勉強会 
NBTに関する国際動向のワークショップ開催 
（12/3 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター） 
農水省 鈴木室長、USDA Dr. Sally McCammon 
10月開催のインド支部のNBT会合に出席していただいた先生方 
を講師として開催。農水・環境・厚労・経産・文科・食安委の方や 
委員の先生方、学振などの先生方など約100名の参加者で行い 
筑波大大澤先生の司会でこの分野の意見交換を行った。 

栄

養

栄養研究部会 認知機能ワーキンググループ勉強会講師交渉（12/23） 
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。 
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茶類研究部会・茶情報分科会 12月19日、茶情報分科会を開催、茶成分データベースに対応する 
茶葉試料の保管体制についての確認と今後の分析体制についての

意見交換を行った。 
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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!®） 
11/5, 6, 7, 11, 25 「すみだテイクテン 第10期講習会（初心者向）」

（墨田区4会場） 
11/4,12,18,20,21,27 「すみだテイクテン 第 10 期フォローアップ

教室」（墨田区6会場） 
11/11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、篠崎文化プラザ・東京都江戸川区） 
11/17  墨田区介護予防サポーター養成講座 講義「栄養改善」（講

師：木村美佳、墨田区役所） 
12/1-2  震災被災地支援：いしのまきテイクテン（講師：木村美

佳、石巻市仮設南境第2団地集会所、北上地区仮設にっこりサン

パーク団地集会所） 
12/8-10「テイクテン介護予防リーダー養成講座」（講師：木村

美佳、岩国市・山口県） 
12-16-18「テイクテン介護予防リーダー養成講座」（講師：木村

美佳、岩国市・山口県） 
12/24 「山倉・大角みんなの家」のイベントの一つとして

TAKE10! 講習会（講師：木村美佳、千葉県香取市山倉地区集落

センター） 
12/9,10, 16 18, 19, 25「すみだテイクテン 第10期フォローアップ

教室」（墨田区6会場） 
Project SWAN 
（Safe Water and Nutrition） 

11/3-5 乳幼児の栄養及び食品安全に関わる研修（省行政担当者対

象、バクザン省） 
11 月 乳幼児の栄養及び食品安全に関わる研修（省行政担当者対

象、ターイグエン省） 
11/14-17,18-21,22-25,26-29,30-12/3 乳幼児の栄養及び食品安全に

関わる研修（5村の地域ヘルスワーカー対象、参加者128名、ター

イグエン省） 
11/10-11, 2-13,17-18,19-20,24-25 乳幼児の栄養及び食品安全に関

わる研修（5村の地域ヘルスワーカー対象、参加者224名、バクザ

ン省） 
Project IDEA 
（ Iron Deficiency Elimination 
Action） 

11-12月 
ベトナム：鉄と亜鉛の強化米をマーケットで実証試験を実施するた

めに、ベトナム国立栄養研究所が中心となり試験用プロトコールを

開発中。倫理委員会の承認を得て、2015 年第 2 四半期には、実証

試験を開始予定。 
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フィリピン：ミンダナオ地区で、鉄剤の擬似米（プレミックス）を

商業生産するエクストルーダーを現地精米工場に設置決定。2015
年3月に、プレミックスの試運転開始。他の精米業者で強化米を製

造するブレンダ―を設置中。3月に製造を開始する。 
CHP全体 
 

12月 ニューズレター（日本語版）発行（No.20） 

国際協力委員会 
 

インド国際会議（International Conference on Infrastructure 
Needs for a Food Control System: Roadmap for Regional 
Harmonization）を 12 月 9 日（火）-10 日（水）にインド、デリ

ーにて開催。 
主催：ILSI India, ILSI Japan 
後援：農林水産省、インドFSSAI及びEIC 
参加者：バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、

スリランカ、シンガポール及び日本（農林水産省、厚生労働省）の

食品行政関係機関・研究所、FAO、食品業界から108名。 
内容： 
セッション1：Food Control System in SAARC Countries 
セッション2：Codex and International Standards for Protecting 
Public Health and Ensuring Trade Practices in Food Trade  
セッション 3：Promoting Harmonization of Food Safety 
Standards and Food Control System 
セッション4：Information and Communication 
パネルディスカッション：Infrastructure Needs to Promote 
Harmonization of Food Standards and Modern Food Control 
System for SAARC Countries 
なお、会議の概要についてはイルシー誌、詳細については ILSI 
Indiaのホームページに掲載予定。 

情報委員会 1. 委員会開催1回（11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 
・ 23巻2号（通巻87号）：監修・編集（2/10発刊予定） 
・ 23巻3号（通巻88号）：翻訳中（5/10発刊予定） 

  編集部会 ・「イルシー」誌119号、発行 
・「イルシー」誌120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 
 

第7回理事会が平成26年12月25日（木）に 開催されました。 
○審議事項 
第１号議案 長期在庫図書処分について 

過去約2年間販売のない図書について、（イルシー誌№70～No.95
及び2008年迄に発行されたその他の図書12アイテム）を正味財

産の健全化を図る為、処分したいと提案があり、質疑の後、可決

承認した。 
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○報告事項 

１．ILSI本部総会の概要及び ILSI Japanからの報告事項につ

いて報告した。 
２． ILSI Japan支部総会 

支部総会で議案とする平成 26 年度事業活動報告書（案）、

平成 27 年度事業活動計画書（案）を説明し次回理事会迄に

各理事に内容の検討を依頼した。 
                              

事務局 
 

ILSI Japan 平成27年度総会が下記のとおり開催予定です。 
日時：平成27年2月19日(木)午前10時～ 
場所：都道府県会館（千代田区平河町2-6-3） 

午後「平成 26 年度農林水産省食品産業グローバル展開インフラ整備

委託事業」の報告会を予定しています。 
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