2015.10.05

ILSI Japan 活動報告＜54＞

バイオテクノロジー研究会

【部会･分科会活動報告】 2015 年 7,8 月度
食 食品微生物研究部会
1. 部会全体会議
品
8/18 15:00～17:00 於 キユーピー㈱ キューポート
安
(1) 各分科会の活動報告
全
MALDI-TOF/MS 分科会、講演会準備委員会
研
芽胞菌分科会、チルド食品勉強会
究
(2) ICMSF2015 年次会合について
会
(3) 次回部会（合宿）について
2. MALDI-TOF/MS 分科会
8/18 於 京王ホテル MALDI 講演会反省、今後の活動について
3. 芽胞菌分科会
(1) 定期打ち合わせ未実施
(2) 7/15 ホクレン 工程高温性嫌気性菌調査の打ち合わせ
宇都宮大学 色素変化のヒアリング
食品リスク研究部会
特になし
次回部会は 2015 年 9 月 11 日に開催
香料研究部会
食品安全調査研究部会
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 23 号（AUG2015 号）発刊。
ERA ワークショップに向けて CERA との調整中。
9/28NPT ワークショップ開催準備
農業分野におけるゲノム編集技術利用に関するワークショップ
場所：ベルサール八重洲
時間：9 月 28 日 10：00～17：40
懇親会 17：45～
主催：ILSI Japan バイオ部会
共催：筑波大学遺伝子実験センター
「形質転換植物デザイン研究拠点」
日本学術振興会 178 委員会、160 委員会
同時通訳付き
講演
東京大学 堤先生、筑波大学 江面先生
American Seed Trade Association Dr. Bernice Slutsky
農水省 鈴木室長
Dr. Martin Lema (Argentina MALF)
Dr. Michael Dornbusch (Australia)
Dr. Joachim Schiemann (Germany)
Dr. Sally McCammon (USA USDA)
パネル
筑波大 大澤先生、京都大 佐藤先生
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
10 月 15・16 日ミネアポリスで行われる検知法の国際会議に橘田先
生と近藤先生に参加してもらうための調整を行った。
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バイオテクノロジー研究会全体

栄 栄養研究部会
養
健
康
研
究
会
GR プロジェクト
茶類研究部会・茶情報分科会

食
品
機
能
性
研
究
会
C
H
P

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」

部会開催（7/21）
ERA 調査報告勉強会
ERA ワークショップ開催にむけて
NPT ワークショップ開催に向けて
検知法のシンポ（米国）と報告会にむけて
部会長交代
新部会長
山根さん
副部会長 笠井さん、在田さん、小林さん
担当事務局 山口さん
なお、橋本は名誉部会長として官庁への情報提供など継続
末木さんは名誉会員として年内を目処に事務移管
ISO 委員会の交代は検討事項
・部会全体活動：連絡会開催、7 月 28 日；下記勉強会と併せて開
催。栄養とエイジング国際会議準備の進捗報告、ポスター発表要領
情報。連絡会開催、8 月 11 日；栄養とエイジング国際会議準備の
進捗報告、役割分担について。
・WG 活動：メタボと認知機能障害 WG 勉強会（7 月 28 日）、講
師；千葉県こども病院代謝科部長 村山圭先生：「ミトコンドリア
異常と神経疾患~ミトコンドリア機能解析診断と最新の治療法~」、
参加者 21 名。
GR 法プロトコール改善のための検討
8 月 21 日、第 36 回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、部会内特別プロジェクト成果発信の進捗確認およ
び方向性の議論、関連する情報交換を実施した。茶成分データベー
ス拡張に関連してデータベース用茶葉試料収集準備の内容確認を
行った。
特になし
特になし
特になし
特になし
第 III 期寄付講座（2013 年 12 月開始、5 年間）研究進行中。

◇ テイクテン（TAKE10!®）
Project PAN
（Physical Activity and Nutrition） 7/15, 17, 28 ,30 「第 11 期 すみだテイクテン フォローアップ教
室」（墨田区 4 会場）
7/21 墨田区広報誌「すみだ」で、27 年度「すみだテイクテン」
初心者教室の募集開始
7/31 「山倉・大角みんなの家」のイベントの一つとして TAKE10!
サポーター講習会（講師：木村美佳、千葉県香取市山田公民館）
8/7-8「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）
8/25-26 震災被災地支援：いしのまきテイクテン（講師：木村美
佳、南境第二団地集会所、本地地区集会所、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）
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
「日本人の低栄養を改善しよう～なにをどれだけ食べたらよいか」
（講師：桜美林大学名誉教授、日本応用老年学会理事長 柴田博
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先生、墨田区役所すみだリバーサイドホール）
◇ AIN 支援事業「ベトナム農村地域における母親の離乳食作り支
Project SWAN
（Safe Water and Nutrition）
援事業」
7/8-17 ベースライン調査実施（ターイグエン省、ベトナム）
7/19-28 ベースライン調査実施（バクザン省、ベトナム）
8/19-20 進捗確認会議（ベトナム国立栄養研究所）
8 月 栄養強化米プロジェクトのコンソーシアム会議の了解覚書
Project IDEA
（ Iron Deficiency Elimination
（MOU）が最終化され、各参加機関、団体及び企業に回覧、
Action）
調印を開始した。
CHP 全体
7/21 ニューズレター（日本語版）発行（No.21）
8/5 ニューズレター（英語版）発行（No.21）
第 3 回国際協力委員会
国際協力委員会
2015 年 7 月 22 日（木）15:00 – 16:00（ILSI Japan 会議室）
、出
席者 17 名
第 4 回国際協力委員会
2015 年 8 月 25 日（火）15:00 – 16:20（ILSI Japan 会議室）
、出
席者 16 名
1. 農水省プロジェクト H27 年度調査の進捗状況（2015/06/26 農
水省と契約）
・ 事務局より、山口、浜野が ILSI 中東支部（7/9）
、ブラジル支部
（7/13）を訪問、調査を依頼。
・ UAE
- ILSI 中東支部：年内に正式発足の見込み（会長予定者がヨルダ
ン人で、発足にはヨルダン政府の承認が必要）
- UAE 大学、コカコーラ、ネスレ、モンデリーズから打合せに
出席。
- ほぼ CODEX に準拠しており、調査は可能。10 月までのドラ
フト作成を要請。
- 調査できない部分については、コンサルタントに調査を依頼予
定。
- UAE の食品法規取得については、申請者ベースでの使用を許
可するもの。従って、調査データの情報公開については、ハー
ドルがある。農水省からの要請があればそのハードルは低くな
ると考えられる。
・ ブラジル
- ILSI ブラジル支部（サンパウロ）で打ち合せ。
- ブラジル支部は極めてサイエンティフィックな活動を実施して
いる集団であり、食品規格等の調査は難しい。但し、個別食品
の調査に関しては、コンサルタントベースでの対応が可能であ
り、依頼した。
2. 調査会議（8/3 16:00-18:00、マニラ）
・ 東南アジア地域支部の他、日本、中国、韓国、台湾支部が参加（イ
ンドは不参加）
・ 調査依頼内容について説明・確認を行い、合意（インド支部も別
途合意）
。
3. 国際会議 / 報告会
・ 国際会議：12 月前半にベトナム（ハノイ）
、報告会：平成 28 年
2 月東京を予定。
4. 第 7 回 BeSeTo 会議
・ 11/10-11 済州島（韓国）
。11 日午後は ILSI Korea20 周年記念シ
ンポジウム。
・ 例年、食品安全、リスク評価、規制問題、支部間協力に関する議
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情報委員会

編集部会

題について議論。
・ 議題候補として、日本での新食品表示法の施行（食品表示基準、
機能性表示食品を含む）
、第 7 回栄養とエイジングの報告、平成
27 年度農水省プロジェクトの進捗状況に加えて、HACCP 義務
化の動き、異物混入事案への対応例、放射能対策、トランス脂肪
酸、などが挙げられた。次回会議で決定する。
＊次回は、9/24（木）15:00-17:00（事務局会議室）
。
1. 委員会開催 1 回（8 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 4 号（通巻 89 号）：編集、8/10 発刊
・ 24 巻 1 号（通巻 90 号）：翻訳・監修（11/10 発刊予定）
・「イルシー」誌 122 号、発行
・「イルシー」誌 123 号（国際会議アブストラクト）、原稿査読・
編集

【講演会･シンポジウムご案内】
案内
講演会名

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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