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はじめに 

 

 近年、世界の栄養問題は多岐にわたっており、国際機関や海外の研究機関において、栄養に

係る取り組みの重要性についての認識が高まっている。一方、国内では、国際保健や国際医療協

力の枠組みの中で国際栄養の重要性の意識は誰もが持ちつつ、依然として系統的に検討したり、

仕組みづくりがなされていないのが現状である。この結果、少ない人数でバラバラに活動する傾

向がみられ、なかなか大きな力になりにくいことが指摘されてきた。 

そこで、国内の栄養研究の中核機関として、独立行政法人国立健康・栄養研究所が国際栄養の

仕組みづくりを調整し、国内の国際栄養分野の研究者および研究機関との連携を強化させ、国際

栄養のネットワークを構築することを目指し、2007年 4月に「国際栄養拠点ネットワーク検討会」

を立ち上げた。 

現在の世界の潮流として、2008年 1月に The Lancet’s maternal and child undernutrition seriesが刊

行され、国際機関の本部レベルも含め、そこでの論点やエビデンスに基づいて議論することが多

くなってきている。言い換えれば、ようやく保健分野の中での栄養の位置づけが、特に Child 

Survival の議論や介入策と肩を並べるようになったともいえる。今後、コミュニティ IMNCI 

(Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness)との連携、特に（個々のプロジェクトでは

なく）政策・プログラムレベルでの連携も議論されることが期待されている。Lancetの提言がグ

ローバルな栄養戦略議論にどう具体的に反映されていくかは未知数であるが、その中であげられ

ている主要な介入策や論点をレビューし、日本の国際協力の中で何をどのように取り入れられる

可能性があるか、それによってどのような成果が期待できるか、重要かつギャップも大きい分野

についてのインプットの可能性などを整理することにより今後のセクター全体の戦略・方針検討

に役立つであろう。今後、本ネットワークを通じて、様々な立場からの議論を深めることにより、

これらの検討を具体的に進めることが可能となるであろう。 
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１．背景 
 
（１）世界の栄養問題の解決に向けて日本が貢献できること 
近年、世界の栄養問題は多岐にわたっており、多くの発展途上国において依然として多くの子

どもたちが栄養不良に関連した要因で死亡している一方、栄養転換のもとで過剰栄養による肥満、

糖尿病の増加が深刻となってきている。その中で、わが国は戦後の食糧難の時代を克服し、生活

習慣病対策を中心に国民の健康づくり運動を積極的にすすめてきた経験を生かした国際貢献が

期待されている。 
 
（２）日本の国際栄養協力の現状と問題点 
途上国における栄養問題とその解決に向けた取り組みへの関心は以前にも増して高まってお

り、実際に、青年海外協力隊をはじめとする国際協力の現場においても、栄養に関連した活動の

要請は増加している。特に、公衆衛生学的な観点から栄養不良・過剰の両面に関わる問題をコン

トロールできる人材が求められているが、わが国では依然としてこれらを担うことが出来る人材

の開発が遅れている。 
栄養の専門家としては、4年間の大学教育をベースとし、国家試験（合格率約 25％）に合格し
て資格が得られる「管理栄養士」がある。管理栄養士の中には、国際協力活動への参加を希望す

る者も近頃は少なくないが、そのための応用・実践教育やトレーニングを総合的に行うことので

きる、大学（管理栄養士の養成施設）、大学院、公的な研究機関は皆無である。 
また、国際保健や国際医療協力の枠組みの中でも国際栄養の重要性の認識は高まっているが、

依然として優先順位の高い課題やその解決策を系統的に検討したり、人材の確保・育成のための

仕組みづくりがなされてこなかった。この結果、少ない人数でバラバラに活動する傾向がみられ、

なかなか大きな力になりにくいことが問題点として指摘されていた。 
 
（３）国際栄養拠点ネットワーク検討会たちあげの経緯と目的 
このような状況のもと、国内の国際栄養分野の研究者および研究教育機関相互の協力や連携を

強化させ、国際栄養のネットワークを構築することを目指し、2007 年 4 月に独立行政法人国立
健康・栄養研究所は「国際栄養拠点ネットワーク検討会」をたちあげた。 
検討会の主な目的は、拠点ネットワークの活用及び展開を検討することであり、特に、１）海

外からの研究者への研修機会の提供、２）国際を目指す日本人管理栄養士のスキルアップ・研究

基盤の形成、３）途上国における栄養関連協力案件における他セクターとの連携のあり方および

国内からの後方支援システムづくりに向けて、４）学会における広報活動について検討を行った。 
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２．中長期的課題と目標 
 
（１） ネットワークおよびプラットフォームづくり 
「国際栄養拠点ネットワーク検討会」は国内の関連機関間のネットワークおよび国内の研究者と

現場の専門家とのネットワークを構築することを目的としている（図１）。本ネットワークを活

用することにより、国際協力分野で活躍する人材育成の基盤づくりを図ることが期待される。 
 

図１．「国際栄養拠点ネットワーク検討会」の概念図 

（独）国立健康・栄養研究所

国際栄養プロジェクト

国際協力分野で活躍する
栄養専門家

• JICA（専門家、JOCV）

• 国際機関

• 研究職

国内の国際栄養研究者・
研究教育機関

• お茶の水女子大学
• 女子栄養大学
• 国立国際医療センター

 
 
現在、国際栄養分野のネットワークグループとして、他に「発展途上国の栄養問題を考えるセミ

ナー（代表：西田美佐）」と「青年海外協力隊栄養士ネットワーク（代表：石川みどり）」がある。 
 
 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「国際栄養拠点ネットワーク検討会」がこれらのネットワークの課題に対応する形で連携を図る

ことにより、ニーズに沿った情報が得られ、より幅広く活動が展開できる可能性が示唆された。 

「青年海外協力隊栄養士ネットワーク」の活動概要 

 

過去５～６年の間に栄養士隊員派遣の要請が増加し、要請の内容も幅広くなっている。かつては病院･保健

センターが中心であったが、NGO や学校給食など活動の場が拡大している。このような現状のもと、派遣中の

隊員ならびに将来の栄養士隊員のための情報交換・情報提供および帰国隊員支援を目的として、平成１８年

に「青年海外協力隊栄養士ネットワーク」の活動が開始された。 

 今後の課題として、現場での栄養の活動において他セクター（例：農村開発）との連携が求められるなど活動

内容が多様化している中、派遣中隊員への情報提供を始めとする後方支援の強化があげられる。また、帰国

隊員が活動成果を積極的に発表できるようなサポートも今後必要とされるであろう。 

「発展途上国の栄養問題を考えるセミナー」の活動概要 

 

発展途上国の栄養問題に関心をもつ様々な人々が交流し、学びあう場やゆるやかなネットワークをつくるこ

とを目的とし、1990 年 1 月に発足。参加者は、既に途上国で栄養改善や公衆衛生のプロジェクトを体験して課

題を抱えて戻ってきた人、素朴な関心や新鮮な疑問を持つ若い世代や学生達をはじめ、実践家や研究者な

ど。同じ地球上に住む人間として、発展途上国の栄養と健康上の問題について、正しい情報を交換し合い、

様々な立場から智恵を出し合い、考えていきたいと、年１～2 回の公開セミナーや学習会などを行っている。 
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（２）国際栄養協力プログラムの国内からの後方支援 
これまで青年海外協力隊における栄養士派遣の要請は多かったが、JICA 技術協力プロジェク
トにおける栄養分野の協力は地域保健や PHC などの包括プロジェクトの一環として散発的に実
施されるのみで、栄養改善を主目的とした長期的取り組みはほとんど行われてこなかった。しか

し、近年、途上国の（特に子どもと女性の）栄養問題の解決に向けた取り組み強化の重要性が認

識され、栄養分野の専門家などの派遣要請や長期プロジェクトも見られるようになってきた。ま

た、外部委託型技術協力事業においても栄養に関連した取り組みが増えている。このような状況

の中で国内における後方支援が多様な栄養協力の効果をいっそう向上させる役割を担うことに

なる。 
国内支援の方法には、狭義と広義の方法が存在する。狭義の支援方法としては、途上国に派遣

されている専門家や青年海外協力隊員に対して直接的に情報の提供や技術的支援を行うアプロ

ーチである。現場で栄養活動を実施している専門家や協力隊員は栄養の専門家である場合もある

が、そうでない場合もある。いずれの場合においても、現地で入手できる情報や技術には限界が

あり、さらに適切な取り組みを促進するためのコンサルテーション型の支援が必要とされるはず

である。一方、広義の支援方法としては、栄養プロジェクトや栄養関連協力に一般的に活用され

る手法の開発やそれらに関する情報の提供のようなアプローチである。ひとつの例として、栄養

改善による経済効果を測るための指標の開発などが考えられる。また手法の開発以外に途上国の

栄養活動に有効な既存の情報や技術の紹介を幅広く発信することも後方支援のひとつである。 
国内後方支援を充実するためには、現在の栄養協力の現場に見られる問題点や必要とされてい

る情報や技術の収集が不可欠である。このためには、実践的現場に携わる関係者と後方支援を担

当し得る組織や関係者との定期的な意見交換の場が必要となってくる。また、国内の支援体制の

構築のためには、中核となる組織、グループ、人的リソースの確保が重要となってくる。今後国

際栄養協力が拡大する中で、国際的な貢献を支援するのは日本の「栄養」の大きな役割であると

思われるので、これらの後方支援の確立に向けて今後も継続的に活動しなければならない。 
 
 
（３）国際栄養分野の人材育成 
① 海外からの研究者・専門家の研修機会の提供（中長期プログラム） 
長期の研修には、（独）日本学術振興会による大学院生を対象とする論博プログラムなどが

あり、中期の研修の例としては独立行政法人国立健康・栄養研究所が実施している若手外国人

研究者招へい事業（1 年未満）があげられる。いずれの場合も、実践栄養領域での留学希望者
と受入研究者とのスムーズなマッチングが重要な位置づけをもつ。しかしながら、単独の機関

での受入では、多様な分野に包括的に対応することが困難であることが多い。そこで、本ネッ

トワークを活用することにより、よりニーズに合致した、質の高い受入体制が整うことが期待

される。 
 
② 国際を目指す日本人若手栄養専門家のキャパシティ・ビルディング 

現在、わが国で国際保健学専攻を設置している大学院は、東京大学、東京医科歯科大学、東
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北大学、名古屋大学、神戸大学の 5 校であり、国際栄養の講義もカリキュラムに含まれている。
一方、国際栄養学の研究室を設置している大学院は 1校のみ（お茶の水女子大学）であり、管理
栄養士養成課程のカリキュラムの中に国際保健・栄養に関する講義を取り入れている大学・大学

院もほとんどない。概して、これまでに保健・栄養分野で国際協力の経験のある研究者が個別に

国際栄養の研究教育活動を行っているのが現状である。 
「国際栄養拠点ネットワーク検討会」としては、派遣直前の研修（JOCV, JICA専門家等）より

も、中・長期的ビジョンを持って、今後、実践栄養領域（Community nutrition等）の分野で活動

することを目指す若手栄養専門家に対するトレーニングを検討することが必要と考える。しかし

ながら、単独の機関がこのようなトレーニングコースをゼロから立ち上げるのは現実的には時

間・費用・労力のいずれにおいても限界がある。本ネットワーク検討会での議論の中では、大学

等における現存の講義を生かした短期間の集中コース実施の可能性が示唆された。中・長期的な

コース設立についても、困難ではあるが今後検討すべき課題として挙げられた。 
 

（４）有効な情報共有・情報交換に向けて～現場の活動成果を発信するサポートシステムの設立 
現状では、青年海外協力隊など現場での活動成果は（大学院に進学する方以外は）報告の機会

が限られており、外部に発信しないままになっているケースも少なくない。 

活動成果の発信の場としては、まず学会発表が挙げられるが、現在の日本栄養・食糧学会や日

本栄養改善学会では、国際栄養の発表をするセッションがない。また、わが国の国際保健分野の

主要学会である日本国際保健医療学会でも栄養の独立したセッションは設けられていない。一方、

2007 年 11 月に開催された第 39 回アジア太平洋公衆衛生学術協議会(APCPH)国際会議では、途上国

の栄養問題に関わるシンポジウムが２つ開催され、当該分野のポスターも多数発表されていた。今後、

2008 年 8 月に開催される第 15 回国際栄養士会議（ICD2008）においても栄養分野の国際貢献をテーマ

とするシンポジウムが開催される予定である。このように、学会での発表機会のニーズは高いと想定

されることから当該分野のセッションを設置することにより報告も増えることが期待できる。 

また、近年、国際保健分野での栄養問題への関心の高まりを受けて、「発展途上国の栄養問題

を考えるセミナー」と「青年海外協力隊栄養士ネットワーク」は国際保健医療学会にて 2005 年
より自由集会を開催している。「第 22 回日本国際保健医療学会総会（2007 年 10 月）」では本検
討会との共催により、途上国の母子保健分野の基礎的な活動のひとつである Growth Monitoring 
Promotionをテーマとして自由集会を開催した（Appendix 2）。当日は実践・研究の現場で活動
する方による活動報告をもとに、多くの参加者との活発な意見交換を行うことができた。このよ

うな形で、現場で栄養問題に関わっている様々な職種の方々との共通理解・連携を深め、活動を

より効果的にサポートするためのネットワークづくりを図ることは非常に有意義である。今後、

同学会での栄養のセッションの設置及び自由集会を通した継続した活動が期待されている。 
また、それぞれのプログラムにおける活動成果は投稿論文として発表されることが望ましいが、現

実的には種々の理由から実現されていない。そこで、実践活動をきちんと評価・記述した報告の

機会としてニュースレター等を活用する可能性を検討することも必要と考えられる。また、大学

等の研究者による論文投稿・抄録作成のサポートシステムを設立することにより、双方にとって

プラスとなる成果が得られると考えられる。 
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３．短期的課題と目標 

 
（１）国際栄養分野の人材育成～海外からの研究者・専門家の研修機会の提供（短期プログラム） 
海外からの研究者・専門家を対象とした短期研修プログラムには、各研究・教育機関が独自に

行っている研修と JICAやWHOなどの他機関からの要請ベースでの受け入れによる研修がある
が、いずれの場合も目的や内容に応じて受け入れ機関・研究者を見極めることが重要である。 
なお、要請ベースの受け入れにおいては単発的・個別にバラバラと受け入れるため全体として

みたときに非効率な点が指摘されている。そこで、本検討会では日本の健康・栄養政策をテーマ

として当該分野の専門の研究者を集めた外国人留学生・研修生対象の 1 日集中コース“NIHN 

Summer Lecture course on Health and Nutrition Policies in Japan for foreign students/researchers”を2007
年 8月 8日に開催した（Appendix 2）。今回の集中コースの開催はパイロット的な試みであった
が外国人参加者 8名より好評を得て、定期的な研修実施を望む声がうかがえた。 
 
（２）有効な情報共有・情報交換 
① メーリングリスト・ホームページの活用 
国内外の教育・研修などに関する情報を共有する媒体としては、メーリングリストの活用が有効

と考えられる。また、ホームページ（例：独立行政法人国立健康・栄養研究所）との連動による

データベース化によりさらに効率の良い情報交換が可能であろう。 
 

② 関連学会における広報活動 
学会における広報活動の手段としては、展示ブースを活用した活動紹介があげられる。 
例えば、「第 22回日本国際保健医療学会総会」においては、当研究所の国際栄養協力活動の紹

介ブースを出展し、ポスター展示等により、「国際栄養拠点ネットワーク検討会」を含めた活動

紹介を行った（Appendix 3）。 
 
 
４．まとめ 
 
 わが国における国際栄養に関わる体制や人材はまだ発展途上にあり、今後の充実強化が必要で

あると考えられた。このような限られたリソースを有効に活用し、特に若い世代の人材を強化す

るとともに、栄養学実践や研究をアジア等の国々と共同・連携し、推進していくためには、本検

討会でモデル的に示したネットワーク（図１）を基盤とした活動を強化させることが必要である。

さらに、本報告書で紹介した「発展途上国の栄養問題を考えるセミナー」や「青年海外協力隊栄

養士ネットワーク」などを含めた、自律的・発展的なネットワークとなることが望まれる。この

ような中にあり、独立行政法人国立健康・栄養研究所は、海外に対するわが国の栄養学研究及び

実践のコンタクトポイントとして、また多数の組織やネットワークのコーディネーターとして、

さらに機能が強化されることが必要である。 
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Appendix 1. 「第 22回日本国際保健医療学会総会」における自由集会開催の案内 
 

第22回 日本国際保健医療学会総会

自由集会

途上国における栄養問題への取り組み
~ Growth Monitoring Promotion~

10月８日（月・祝）１７：００～１９：００
近年、世界の栄養問題は多岐にわたっており、栄養転換による肥満の増加など、過剰栄養が注目される

傾向にあります。一方、途上国では依然として多くの子どもが栄養不良に関連した要因で死亡しています。

その中で、途上国における栄養問題とその解決に向けた取り組みへの関心は以前にも増して高まって

おり、実際に、青年海外協力隊をはじめとする国際協力の現場においても、栄養に関連した活動の要請は

増加しています。

一方で、国際栄養の重要性は誰もが認識しつつも、優先順位の高い課題やその解決策を系統的に検討

したり、人材の確保・育成のための仕組みづくりがなされていませんでした。

そこで、一昨年より本学会の自由集会の場を借りて、途上国の栄養問題に関わる者同士が、立場を超え

て自由に情報や意見を交換できるようなゆるやかなネットワークづくりを目指し、国際栄養ネットワークを

立ち上げました。

昨年の自由集会では、栄養士・管理栄養士のみならず、看護師や小児科医など多職種の方々の参加を

得て、栄養問題の多様性や活動の難しさ、情報交換の方法等について討論しました。そして、今後、学会

などの機会を生かした学習会およびメーリングリストによる情報交換を通じて、継続した活動を希望する

意見を多数いただきました。

今回は、学習会の具体的な第一歩として、途上国の母子保健分野の基礎的な活動のひとつである

Growth Monitoring Promotionをテーマとして取り上げ、実践と研究の現場から話題提供を頂き、情報交

換を図ることを目指しています。現場で栄養問題に関わっている様々な職種の方々との共通理解・連携を

深めるとともに、活動をより効果的にサポートするためのネットワークのあり方について活発な意見交換が

できれば、と考えております。多数の皆様の参加をお待ちしています。

話題提供者

１．ラオスにおける成長コホートとヨード欠乏

堀越裕歩（国立成育医療センター総合診療部 小児期診療科）

２．ラオスにおける成長モニタリング活動

齋藤智子（NPO法人ISAPH）

３．GMPをC-IMCIの中心に～住民主体の包括的小児保健パッケージ導入の経験

五十嵐久美子（NPO法人TICO事務局長、元JICAザンビアPHCプロジェクト専門家）

【世話人】

西田美佐（国立国際医療センター、発展途上国の栄養問題を考えるセミナー）

石川みどり（名寄市立大学、青年海外協力隊栄養士ネットワーク）

三好美紀（（独）国立健康・栄養研究所、国際栄養拠点ネットワーク検討会）

第四回国際栄養拠点ネットワーク検討会（資料３／参考資料２）
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Appendix 2. NIHN Lecture courseプログラム 
 
NIHN Summer Lecture Course on Health and Nutrition Policies in Japan  

for Foreign Students/ Researchers 
 

Date:  8th August 2007 (Wednesday) 10:00~17:30 

Venue:  Conference room in the 3rd floor, National Institute of Health and Nutrition  
1-23-1 Toyama, Shinjuku, Tokyo 162-8636  

http://www.nih.go.jp/eiken/english/map_e.html 

Language:  English 

 
Time Title* Lecturer 

10:00 ~ 10:05 
Opening address 

Dr. Nobuo YOSHIIKE 
(Director, Center for Collaboration 

and Partnership) 
10:05 ~ 11:05 

New guidelines for Physical 
activities and exercise for Japanese 

Dr. Izumi TABATA  
(Director, Health Promotion and 

Exercise Program) 
11:10 ~ 12:00 

National Health and Nutrition 
Survey in Japan 

Dr. Katsushi YOSHITA 
(Leader, Project for the National 

Health and Nutrition Survey ) 
Dr. Nobuo YOSHIIKE 

12:00 ~ 13:00 Lunch Break 
13:00 ~ 14:00 

Current Status of Health Claims on 
Foods in Japan 

Dr. Kazuhiko YAMADA 
(Director, Food Function and 

Labeling Program) 
14:00 ~ 14:30 

 Food culture in Japan and Argentina   
Ms. Andrea WAKITA ASANO 

(Doctoral student, International 
Nutrition, Ochanomizu University) 

14:40 ~ 15:40 
Health Japan 21 and Nutrition 
Policy in Japan  

Dr. Nobuo YOSHIIKE 
(Director, Center for Collaboration 

and Partnership) 
15:40 ~ 16:20 

Dietitian system and maternal and 
child health programs in Japan 

Ms. Miki MIYOSHI 
(Researcher, Project for International 

Research and Development) 
16:25 ~ 17:25 

School lunch program and nutrition 
problems in Japanese children 

Dr. Shigeru YAMAMOTO 
(Professor, International Nutrition, 

Ochanomizu University 
17:25 ~ 17:30 

Closing address 
Dr. Nobuo YOSHIIKE 

(Director, Center for Collaboration 
and Partnership) 
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Appendix 3. 「第 22回日本国際保健医療学会総会」展示ブースにおける紹介ポスター 
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Appendix 4. 独立行政法人国立健康・栄養研究所における国際栄養協力の取り組み 
 
（１） 独立行政法人国立健康・栄養研究所における国際栄養プロジェクトのあゆみ 
国内の栄養研究の中核機関として、国際貢献の重要性の認識が高まる中、国際協力並びに産業界、

大学・大学院及び他の研究所との連携を推進し、共同研究・事業等を実施するための体制の充実

強化を図るため、平成 14年 4月 1日付けで、「国際栄養協力室」と「産学連携推進室」の 2室で
構成される「国際・産学共同研究センター」が設置された。その後、研究所全体の組織再編成が

行われ、平成 18年 4月 1日付けで「国際・産学共同研究センター」は「国際産学連携センター」
へ、「国際栄養協力室」は「国際栄養プロジェクト」へ改称、業務の内容はそのまま引き継いだ。

「国際栄養プロジェクト」は、海外からの研修生の受け入れ（「若手外国人研究者招へい事業」

等）、国際シンポジウムの開催、アジア各国との共同研究、WHO など国際機関への協力・連携、
海外向け情報発信等を通じて、国際的な研究ネットワークの構築を図ることを目指している。 
 
 
（２） 研究所としての国際栄養協力業務 
 

「国際栄養プロジェクト」が行っている国際栄養協力業務の内容は大きく４つに分類される。 

 

①アジア諸国等の海外の栄養研究所との交流・共同研究 

わが国の経験・研究成果を通した国際貢献を目指し、特にアジア諸国の栄養研究所との間で栄養

調査、栄養改善、健康づくり等に関する共同研究の企画・立案支援を行っている。また、国際機

関（WHO, FAO 等）が行う諸活動に対応し、連携強化を図っている。更に、研究所としての国際協

力を効果的にすすめるためには国際機関との連携だけではなく、国内の国際栄養分野の研究者・

機関との連携を図ることも重要であるという認識のもと、わが国における「国際栄養」の拠点ネ

ットワーク構築のために 2007 年 4 月に「国際栄養拠点ネットワーク検討会」を発足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHOワークショップ（2005年 4月）ベトナムにおける共同研究（2002年) 
 

WHOワークショップ（2006年 10月）
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②海外からの訪問・研修受入 

海外、特にアジア諸国から外国人研究者の訪問・研修を受け入れ、研究交流・人材育成を推進し

ている。研修事業のタイプとして、当研究所が実施主体の「外国人若手研究者招へい事業」と、

JICA や国際機関など他機関が実施主体のプログラムがある。 

研究所における外国人研修生の受け入れ実績 
年度 外国人若手研究者招へい事業 WHO フェロー JICA その他 
2004 
 

韓国（3ヶ月） 
マレーシア 1

名 
ネパール 1 名 - 

2005 
インド（5ヶ月） 
ネパール（6ヶ月） 

中国 2名 
（1週間） 

アフリカ 10 名
（1日） 

JBICフェロー 
中国 1名 
（6か月） 

2006 トルコ（3ヶ月）、 
モンゴル（4ヶ月） 

- 
アフリカ8名（1

日） 
- 

2007 
マレーシア（3ヶ月、4ヶ月） 
バングラデシュ（3ヶ月） 

- 

スリランカ6名
アジア 6名 
南東欧 6名 
アフリカ 10 名 

IAEAトレーニ
ング 12 名 
（1週間） 

 
③国際シンポジウム・セミナー 

研究所が主催する代表的な国際シンポジウムである「アジア栄養ネットワークシンポジウム」は

平成 15年度より隔年で開催されている。第 1回シンポジウム（2004 年 1 月 16 日）、第 2回シン
ポジウム（2006 年 3 月 3 日）に続いて、第 3 回シンポジウム（2008 年 3 月 1 日）が開催され、

国内外より当該分野の専門家を招へいし、各テーマに関する現状と今後の方向性について学術的

な討議と活発な意見交換が行われた。これらのシンポジウムをきっかけにして、この地域の研究

機関のネットワークづくりが開始された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

第1回アジア栄養ネットワークシンポジウム 

～生活習慣病予防を視野に入れた母子栄養について～ 

日時： 平成16年１月16日（金） 13:00～18:00  

会場：  KKRホテル東京（東京都千代田区）  

後援：  厚生労働省、外務省、国際厚生事業団、日本医師会、 

       （独） 国際協力機構東京国際センター、（社）日本栄養士会 

 

第2回アジア栄養ネットワークシンポジウム 

～アジア地域における食事摂取基準と食生活指針～ 

日時： 平成1８年３月３日（金） 13:30～17:30  

会場：  独立行政法人国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）  

後援：  厚生労働省、（社）日本栄養士会、WHO西太平洋地域事務局 

 

第３回アジア栄養ネットワークシンポジウム 

～アジアにおける国民の健康づくりのための栄養調査と地域栄養プログラムの役割～ 

日時： 平成20年３月1日（土） 13:30～17:30  

会場：  独立行政法人国立健康・栄養研究所（東京都新宿区）  

後援：  厚生労働省、（社）日本栄養士会、特定非営利活動法人日本栄養改善学会 
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④広報・情報発信 

研究所の英語版ホームページを通じて、海外の機関向けに、または国内在住の外国の研究者のた

めに、研究所の研究成果および栄養行政に関する情報を発信している。研究所のニュースレター

「健康･栄養ニュース（年 4 回発行）」の英語版「Health and Nutrition News」を作成し、英語

版ホームページに掲載している。各プログラムの専門課題のサイト拡充に努めており、海外から

の問い合わせに対応している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「健康・栄養ニュース」 

（英語版） 
http://www.nih.go.jp/eiken/english/index.html 
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