日本の法規制公開シンポジウム＆懇親会のご案内
日頃より当協会の活動にご賛同いただきお礼を申し上げます。
このたび、一般社団法人 国際栄養食品協会（AIFN：アイファン）と米国商工会議所（ACCJ）
との共同主催による「日本の法規制公開シンポジウム第二回 」を開催致します。
テーマは、「機能性を標榜する健康食品の安全性及び品質の確保と管理について」とし、
国内外より講師をお招きしております。
多くの皆様にご参加くださいますようお願いいたします。
日

時： ４月24日(木)
8：55～17：2０ (受付８：2５～)
レセプション1７：３0～1８：30

会

場：東京コンベンションホール
東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F

主 催 ： 在日米国商工会議所(ACCJ) 、一般社団法人 国際栄養食品協会
共 催 ： 健康食品産業協議会、公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)
後 援 ： 健康食品認証制度協議会

【シンポジウムプログラム概要】

※同時通訳方式

8:55 – 9:00
1.

開会の辞

Session 1:
議長:
+

橋本正史(一般社団法人国際栄養食品協会 理事長)
安全性と市販後の安全性確保

池上幸江

(国立健康・栄養研究所名誉所員、大妻女子大学名誉教授）

Noe Galvan, Ph.D. (Council for Responsible Nutrition (CRN) Senior Scientific Advisory Committee)

9:00 – 9:30
2. 消費者保護の立場から見た安全性の確保とは?
古川雅一（東京大学大学院食の安全研究センター特任教授)
9:30 – 10:00
3. 栄養食品に関わるリスクアナリシスとコミュニケーションの役割
関澤純 （NPO 法人食品保健科学情報交流協議会理事長）
10:00 – 10:50
4. 米国の安全性確保と重篤有害作用報告制度の実態
Michael McGuffin (American Herbal Product Association (AHPA))
10:50 – 11:40
5. 医薬品との相互作用
David Greenblatt, Ph.D. (Tufts University)
11:40 – 12:10

パネルディスカッション + Q&A

12:10 – 12:55 ：昼食時の基調討論 竹中平蔵（慶應義塾大学教授）
消費者庁検討会委員：関口洋一（健康食品産業協議会会長）
+ 宮島和美（公益社団法人日本通信販売協会理事）
12:55 – 13:30：昼食
13:30 – 14:00：記者会見
Session 2: 国際的調和を踏まえた品質管理と GMP や HACCP に関わる問題点
Sandra O’Day (American Society for Quality (ASQ))

議長:
+

Michelle Stout (International Association of Dietary Supplement Association (IADSA))

14:00 – 14:30
6. 機能成分含有量の妥当性をどのように担保すべきか～ISO17025 試験所認定の観点から
五十嵐友ニ（一般財団法人日本食品分析センター栄養試験部門 理事）
14:30 – 15:00
7. 日本の”いわゆる健康食品”の GMP の現状について
中山忍 （アピ株式会社 取締役生産本部長）
15:00 – 15:50
8. 米国のダイエタリー・サプリメントの品質管理と食品安全性の近代化法(FSMA)
Stan Hazan (NSF International)
15: 50 – 16:40
9. 国際的な健康食品の品質管理の潮流と世界的に使用されている鍵となるモデル
Sam Jennings (IADSA)
16:40 – 17:10

パネルディスカッション + Q&A

17:10 – 17:20
閉会の辞

天ケ瀬晴信（米国商工会議所サプリメント委員会委員長)

17:30 – 18:30

レセプション

*挨拶以外の講演時間中には質疑応答時間１５分が含まれています。
*閉会後（17:30-18:30）、参加企業様、講演者の方々とのレセプション（懇親会）も開催致します。

＊

参加費：AIFN 会員企業様 5000 円
共催関係者
7000 円
一般
9000 円

昼食付き 、懇親会費含みます。

■参加ご希望の方は添付の申込書に必要事項をご記入の上、AIFN 事務局までファックスください。

【振込先】
三菱 UFJ 銀行 新宿中央支店 普通３２７９４６６ 一般社団法人 国際栄養食品協会
郵便振替
００１6０－７－３００４０３ 一般社団法人 国際栄養食品協会
ご入金は、４月１８日（金）までに お願いします！
■お問い合せ先■
AIFN（アイファン）事務局
〒163-1320 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー モバフ２０F
TEL：03-6365-0424（平日 10:00～17:00） FAX：03-3348-7515
http://www.aifn.org

シンポジウム＆懇親会参加申込書
『日本の法規制公開シンポジウム第二回』
締切り日 : 201４年４月 18 日(金)
フ リ

ガ

ナ

参加申込代表者名:
会社名:
AIFN 会員

共催関係者(

)

一般

メディア

○で囲んで下さい

※共催関係者の方は、共催団体名をご記入ください。

所

属:

役

職:

TEL：

FAX：

EMAIL:
（いずれかに☑をお付けください）
シンポジウム：

□参加します

□参加しません

懇親会：

□参加します

□参加しません

（複数名でお申し込みの際は下記にご記入下さい。）
参加者氏名（フリガナ）

宛先

所 属（部署名等）

シンポジウム

懇親会

参加

不参加

参加

不参加

参加

不参加

参加

不参加

参加

不参加

参加

不参加

E-mail: info@aifn.org

FAX: 03-3348-7515

AIFN 事務局

＜会場のご案内＞
『日本の法規制公開シンポジウム＆懇親会』会場
東京コンベンションホール
東京都中央区京橋三丁目 1-1 東京スクエアガーデン 5F
Tel 03-5542-1995（代表）

■東京駅 徒歩 5 分
■銀座一丁目駅 徒歩 2 分
■京橋駅 直結
■有楽町駅 徒歩 6 分
■宝町駅 徒歩 2 分

