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油脂油脂油脂油脂でででで創創創創るるるる健康健康健康健康    
トランストランストランストランス脂肪酸脂肪酸脂肪酸脂肪酸をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる話題話題話題話題‐‐‐‐表示表示表示表示・・・・分析分析分析分析・・・・啓発啓発啓発啓発‐‐‐‐    

    

Topics of Trans Fatty Acids 
Ingredient Labeling Requirements, Componential Analysis and 

Provision of Accurate Information 

 

主 催：公益社団法人 日本油化学会  特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構 

日 時：2011年 6月 24日(金)・25日(土) 

会 場：昭和大学 上條講堂（東京都品川区旗の台 1-5-8） 

   【交通】旗の台駅東口下車徒歩 5分 

駐車場はありませんので、お車でのお越しはご遠慮下さい。 

 

プログラムプログラムプログラムプログラム    

1日目 6月 24日(金) 

9:55～10:00 開会の挨拶 実行委員長 佐藤和恵 氏 
 

10:00～11:00 講演（1） 座長: 後藤直宏 氏 
 トランス脂肪酸の分析法と市販食品の含有量の現状 
   丸山武紀 氏（（財）日本食品油脂検査協会） 
 

11:00～12:00 講演（2） 座長: 青山敏明 氏 
 トランス脂肪酸：何が問題か、そしてどのように対応すべきか 
   菅野道廣 氏（九州大学・熊本県立大学 名誉教授） 
 

12:00～13:15  ― 昼休み ― 
 

13:15～14:15 講演（3） 座長: 高橋政志 氏 
 トランス脂肪酸をめぐる消費者の不安とリスク報道の関係 ―メディア報道のあり方に

ついて― 
   小島正美 氏（毎日新聞） 
 

14:15～15:15 講演（4） 座長: 桑田和彦 氏 
 トランス脂肪酸の情報開示に関する指針 
   平中隆司 氏（消費者庁食品表示課） 
 

15:15～15:30  ― 休 憩 ― 
 

15:30～16:30 パネルディスカッション  司会: 島﨑弘幸 氏 
「トランス脂肪酸をめぐる話題」について講師の先生方をパネラーに討論を行います。 

 

17:00～19:00 懇親会（タワーレストラン昭和・事前登録制） 

 

 

2日目 6月 25日(土) 

10:00～12:00 ポスターセッション（討論） 座長: 有村隆志 氏、高橋美奈子 氏 
 

12:00～13:00  ― 昼休み ― 
 

13:00～14:00 教育講演（1） 座長: 米久保明得 氏 
 脂肪酸の健康影響を整理する ―トランス脂肪酸はどのくらい危ないか？－ 
   佐々木 敏 氏（東京大学大学院医学系研究科 教授） 



 

14:00～15:00 教育講演（2） 座長: 河合 滋 氏 
 発ガン性ハザードとリスクの評価について考える 
   山崎 洋 氏（関西学院大学 名誉教授） 
 

15:00～15:15  ― 休 憩 ― 
 

15:15～16:15 教育講演（3） 座長: 木田晴康 氏 
 アンチエイジングのための食生活指針 
   熊谷 修 氏（人間総合科学大学 教授） 
 

16:15～16:20 優秀ポスター賞表彰  シンポジウム実行委員会 
 

16:20～   閉会のあいさつ  青山敏明 氏 

 

 

一般演題一般演題一般演題一般演題（（（（ポスターセッションポスターセッションポスターセッションポスターセッション））））のののの募集募集募集募集    

ポスターセッションでは、一般公募による研究発表の場を設け、座長の司会のもとに発表と討

論を行います。募集する研究発表のテーマは「トランス脂肪酸をめぐる話題～表示・分析・啓発

～」および関連領域に関するもので、未発表、既報のいずれも歓迎します。1題あたり縦 120cm、

横 90cm のスペースを用意します。応募者は 5 月末日までに要旨を A4、1 枚程度にまとめて E

メールでお送り下さい（表題と発表者名、所属機関名のみ英文併記）。 

ポスターは 6月 24日正午までに掲示して下さい。発表と討論は 25日 10:00～12:00に行いま

す。撤去は 25日 15:00までにお願いします。 

※1 発表ポスターの中から「優秀ポスター賞」を選考します。 

※2 ポスター発表は、発表 7分、質疑 3分 を目安にご準備下さい。 

 

企業展示企業展示企業展示企業展示    

企業による展示を募集します。出展者あたりテーブル（サイズ：縦 60cm、横 180cm）を 1～2

台とします。テーブルの数には限りがありますので、早目にお申し込み下さい。展示費用はテー

ブル 1台あたり 31,500円（消費税込、担当者 1名の参加費を含む）となります。 

 

一般演題一般演題一般演題一般演題・・・・企業展示企業展示企業展示企業展示のののの申申申申しししし込込込込みみみみ    

一般演題、企業展示はいずれも 5月末日まで下記宛てにお申し込み下さい。 

申込先：後藤 直宏 

東京海洋大学 海洋科学部食品生産科学科 

〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 

Tel/Fax：03-5463-0714 

Eメール：ngotoh@kaiyodai.ac.jp 

 

懇親会懇親会懇親会懇親会    

日時： 6月 24日（金）17時より 

会場： 昭和大学病院入院棟 17階・タワーレストラン昭和（品川区旗の台 1-5-8） 

※ 準備の都合上、事前登録をお願いします。 

 

参加費参加費参加費参加費およびおよびおよびおよび参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みみみみ    

参加費（テキスト代を含む）： 

日本油化学会会員（個人） 6,000円 

協賛学協会会員（個人）、JOCS・ILSI Japan法人会員 8,000円 

65才以上の上記会員 2,000円 



一 般（非会員） 10,000円 

学 生 1,000円 

2日目のみの参加者 2,000円 

懇 親 会：3,000円（学生以外）、1,000円（学生） 

申込締切：2011年 6月 20日（月） 

募集人員：250名（定員になり次第、締め切ります） 

申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、Faxまたは Eメールで下記に申し込み、参加費を

送金して下さい。参加費の入金をもって参加登録とします。 

申 込 先：第 5回 JOCS-ILSIジョイントシンポジウム 代表 佐藤和恵 

〒142-8555 東京都品川区旗の台 1-5-8 昭和大学医学部 

Tel：03-3784-8062  Fax：03-3784-8271 

Eメール：kazue-sth@med.showa-u.ac.jp 

（メールでのお申し込みの際は「JOCS-ILSI Japanシンポジウム参加申し込み」と明記して下さい） 

送 金 先：三井住友銀行 旗の台支店 普通口座 7289725 

第 5回 JOCS-ILSIジョイントシンポジウム 代表 佐藤和恵 

（振込手数料は各自ご負担願います） 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    受付番号 

JOCS-ILSI Japan  5th Joint Symposium 2011 申込書 

氏 名 
ふりがな  

（        ） 

所属学会 

会員番号 

 
勤 務 先 

 
同所在地 

 

 

〒 

 

Tel：        Fax：        Eメール： 

 
懇親会参加費 

学生以外  3,000円 
学生    1,000円 

 

参加費 

（○印） 

日本油化学会個人会員 
協賛学会個人会員、JOCS･ILSI Japan法人会員 
65才以上の上記会員 
一 般（非会員） 
学 生 
2日目のみの参加 

6,000円 
8,000円 
2,000円 
10,000円 
1,000円 
2,000円 合計      円 

備 考 
送金予定日：   月   日 頃 

その他： 
 

問合せ先：公益社団法人 日本油化学会（JOCS）Tel：03-3271-7463 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-13-11 油脂工業会館７階 

NPO法人 国際生命科学研究機構（ILSI Japan）Tel：03-5215-3535 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2‐6‐7 麹町 R･Kビル 1階 

 


