
  

 

平成 16 年度事業報告 

 

 事業遂行の状況  

 

Ⅰ．情報出版事業 

（１）機関紙の編集発行 

 1)欧文誌『BIOSCIENCE AND MICROFLORA』23 巻 1～4 号を各 450 部発行した。  

 

巻 号 REVIEW FULL 
PAPER 

Notes BIBLIO 
GRAPHY 

INDEX 広告 総頁数 

23巻1号 1編9頁 2編20頁 2編12頁 11頁  2頁 54頁 

23巻2号 3編38頁 1編6頁  10頁  2頁 56頁 

23巻3号  1編9頁  11頁  2頁 22頁 

23巻4号 1編8頁 1編9頁 1編5頁 9頁 2頁 2頁 35頁 

 

 

 2)和文誌『腸内細菌学雑誌』18 巻 1、2号を各 450 部発行した。 

 

巻 号 総説 報文 実験講座 和文抄録 その他情報 会報 広告 総頁数 

18巻1号 2編14頁 2編21頁 2編15頁 5頁 25頁 1頁 5頁 86頁 

18巻2号  4編29頁 7編43頁 5頁 36頁 10頁 5頁 128頁 

 

（２）ホームページの運営 

学会事務センターの破綻により、平成 16 年 10 月から（有）アイペックに作成・更新を

委託し、デザインを一新した。機関誌の J-Stage 登載にともない、センターのホームペ

ージとリンクを作成した。学術集会の案内を逐次更新した。 

  

 

 

Ⅱ．学術集会事業 

１）第 8 回腸内細菌学会の開催 

・ 伊藤喜久治理事を大会長として、東京大学農学部構内弥生講堂「一条ホール」にて 6

月 3日～4日に開催した。 

「腸内フローラと腸内環境－腸管運動と腸内代謝」をテーマとし、初日は一般演題

12 題と『In vitro techniques and ex vivo systems for studying the metabolism of 
intestinal bacteria』（Koen Venema・TNO Nutrition & Food Research, The 
Netherlands）の特別講演があった。翌日は「腸内代謝と腸管運動を考える」をテー



  

マとしたシンポジウムが行われ、7 題の発表があり活発な討議が交わされた。さらに

『プロバイオティックスを用いたアレルギー予防の試み』（白川太郎・京都大学大学

院医学研究科健康増進・行動学分野）および『過敏性腸症候群と腸内環境』（福士 

審・東北大学大学院医学系研究科人間行動学分野）の 2 題の特別講演があった。参加

者は 335 名で招待者 31 名を合わせると 366 名で盛会裡に終了した。 
 また、特別講演終了後に光岡理事長よりティシエ博士メダルが贈呈された。 

・ 平成 15 年度の JBF 研究奨励賞は、中村康則氏（カルピス株式会社商品開発研究所）

及び志田 寛氏（株式会社ヤクルト中央研究所）が受賞され、両氏は受賞講演を行っ

た。 

・ 学会開催にあたり、30 社より 1,240,000 円の協賛金と 10 社からの展示品をいただい

た。また書籍展示ブースも設けた。 

 

 

Ⅲ．その他の事業 

１）研究助成事業 

JBF 研究奨励賞として選考委員会を 2回開催し、平成 16年度は以下 2件を選出した。 

 

林 秀雄氏（独立行政法人理化学研究所 バイオリソースセンター） 
 『分子生物学的手法によるヒト大腸内細菌叢の解析』 
 
細野 朗氏（日本大学 生物資源科学部） 

 『プロバイオティクスやプレバイオティクスによる免疫調節作用に関する研究』 
 

２）25 周年記念出版事業 

 財団設立 25 周年記念として以下の書籍刊行を予定し、平成 16 年度は 3回の編集委員

会を開き、原稿の収集・構成の見直しなどを討議した。 

 

 『機能性食品素材 プロバイオティクス・プレバイオティクス・バイオジェニックス 
   腸内細菌の関わりを中心としたその研究と意義（仮題）』 

 『腸内細菌の分子生物学的実験法』 

 

３）内閣府食品安全委員会 平成 16 年度食品安全確保総合調査について 

 『遺伝子組換え微生物のヒト腸内細菌叢への影響に関する安全性評価手法等に関する   

   文献等の収集・整理及び海外実態等の調査』について行い報告書を作成した。 



庶務の概要

［１］　理事、監事に関する事項

理事　　定数：10人以上15人以内　　　平成16年4月1日現在：14人（非常勤）
任期：平成17年3月31日迄

監事　　定数：2人以上3人以内 平成16年4月1日現在：3人（非常勤）

任期：平成17年3月31日迄

（五十音順）

理事の役職 氏名 就任年月日 当財団担当職務 所属及び職名
理事長 光岡　知足 平成15年 編集委員長、企画委員長 東京大学名誉教授

4月1日
常務理事 伊藤　喜久治 〃 学術委員 東京大学大学院農学生命科学

研究科助教授
〃 岡村　登 〃 情報委員長, 企画委員， 東京医科歯科大学大学院

編集委員，学術委員 保健衛生学研究科教授
〃 上野川　修一 〃 学術委員長 日本大学生物資源科学部

食品科学工学科教授
理　事 内田　愼輔 〃 ビオフェルミン製薬（株）

常務取締役神戸工場長
〃 金澤　曉太郎 〃 黒須病院院長

〃 河野　敏明 〃 明治製菓（株）
食料総合研究所ﾍﾙｽｹｱ研究所長

〃 桑田　有 〃 明治乳業（株）常務取締役
研究本部長

〃 高野　俊明 〃 カルピス（株）執行役員
基礎研究ﾌﾛﾝﾃｨｱﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ長

〃 檀原　宏文 〃 総務局長 北里大学薬学部微生物学教授

〃 堂迫　俊一 〃 学術委員 雪印乳業（株）技術研究所
所長

〃 早澤　宏紀 〃 森永乳業（株）常務取締役

〃 辨野　義己 〃 理化学研究所
学術委員 微生物機能解析室室長

〃 吉田　彪 〃 中外製薬（株）
(平成16年6月退会の為辞任） 顧問

監　　事 麻生　健治 〃 （財）ヤクルトバイオ
サイエンス研究財団常務理事

〃 波岡　茂郎 〃 北海道大学名誉教授

〃 山崎　省二 〃 国立保健医療科学院
特別研究員



［2］　評議員に関する事項

　　定数：15名以上20名以内　平成16年4月1日現在：19人（非常勤）

任期：平成17年3月31日迄

（五十音順）

氏　　名 就任年月日 当財団担当職務 所属及び職名

大草　敏史 平成15年 学術委員， 順天堂大学医学部消化器内科講師
4月1日 情報委員

神谷　茂 〃 杏林大学医学部教授

鴨下　重彦 〃 賛育会病院院長

川口　嶽 〃 日研化学（株）顧問

菊地　幸治 〃 南日本酪農協同（株）商品開発部長

木村　修武 〃 編集委員 日清ファルマ（株）総合研究所
研究主幹

久米村　恵 〃 大塚製薬（株）大津栄養製品研究所

齊藤　静男 〃 アサヒビール（株）
エグゼクティブプロディーサー

佐久間　慶子 〃 女子栄養大学分子栄養学
教授

春原　秀基 〃 森下仁丹（株）専務取締役

高柳　輝夫 〃 第一製薬（株）取締役研究開発兼業務部長

橋本　英夫 〃 タカナシ乳業（株）分析・検査室長

中村　丁次 〃 神奈川県立保健福祉大学 栄養学科長 

原　　高明 〃 （株）ハクジュ・ライフサイエンス
代表取締役社長

日高　秀昌 〃 松谷化学工業（株）顧問

日比　紀文 〃 慶應義塾大学医学部内科学教授

平田　晴久　 〃 わかもと製薬（株）相模研究所副所長

山城　雄一郎 〃 順天堂大学医学部小児科学 教授

渡部　一夫 〃 （株）資生堂H&BC研究センター　特別研究員



[3]　局ならびに各種委員会メンバー

　 (１)総務局 （五十音順）

氏名 他の担当職務 所属

局長 檀原　宏文 理事，学術委員 北里大学薬学部

局員 井上　直之 事務局 （財）日本ビフィズス菌センター

〃 岡村　登 常務理事，情報委員長，学術委員，編集委員 東京医科歯科大学医学部

〃 川島　拓司 事務局 (株)食品環境衛生技術研究所

(２)編集委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 光岡　知足（平成16年8月迄) 理事長，企画委員長 東京大学名誉教授

〃 五十君靜信（平成16年9月以降）学術委員 国立医薬品食品衛生研究所

委員 井上　直之 事務局 （財）日本ビフィズス菌センター

〃 岡村　登 常務理事，総務局員，学術委員，情報委員長 東京医科歯科大学医学部

〃 片岡　元行 中外製薬（株）

〃 川島　拓司 事務局 (株)食品環境衛生技術研究所

〃 竹友　直生 明治乳業（株）中央研究所

〃 木村　修武 日清ﾌｧﾙﾏ（株）ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ研究所

〃 田代　靖人 情報委員 明治製菓(株)新素材事業部

〃 平山　和宏 東京大学農学部

〃 藤沢　倫彦 日本獣医畜産大学食品工学科

〃 諸富　正己 (株)ヤクルト本社中央研究所

〃 八重島　智子 森永乳業(株)栄養科学研究所

〃 渡部　恂子 カルピス(株)基盤技術研究所

（3）学術委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 上野川　修一（平成16年8月迄)常務理事 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 伊藤喜久治（平成16年9月以降)常務理事 東京大学大学院農学生命科学研究科

委員 五十君　靜信 学術委員 国立医薬品食品衛生研究所

〃 石橋　憲雄 情報委員 森永乳業(株)栄養科学研究所

〃 井上　直之 事務局 （財）日本ビフィズス菌センター

〃 梅崎　良則 (株)ヤクルト本社中央研究所

〃 岡村　登 常務理事，総務局員，編集委員,情報委員長 東京医科歯科大学医学部

〃 大草　敏史 情報委員 順天堂大学医学部

〃 川島　拓司 事務局 (株)食品環境衛生技術研究所

〃 佐々木　隆 明治乳業（株）食品機能研究所

〃 高野　俊明 カルピス(株)基盤技術研究所

〃 檀原　宏文 総務局長 北里大学薬学部

-5-



[3]　局ならびに各種委員会メンバー

　　　（3）続　学術委員会

委員 堂迫　俊一 理事 雪印乳業（株）技術研究所

〃 福島　洋一 ネスレ（株）ニュートリション事業部

〃 辨野　義己 理事 理化学研究所

〃 山田　和彦 国立健康・栄養研究所

（４）企画委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 光岡　知足 理事長，編集委員長 東京大学名誉教授

委員 井上　直之 事務局 （財）日本ビフィズス菌センター

〃 川島　拓司 事務局 (株)食品環境衛生技術研究所

(５)情報委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 岡村　　登 常務理事，総務局員，編集委員，学術委員 東京医科歯科大学医学部

委員 石川　文保 (株)ヤクルト本社中央研究所

〃 石橋　憲雄 学術委員 森永乳業(株)栄養科学研究所

〃 井上　直之 事務局 （財）日本ビフィズス菌センター

〃 大草　敏史 学術委員 順天堂大学医学部

〃 川島　拓司 事務局 (株)食品環境衛生技術研究所

〃 田代　靖人 編集委員 明治製菓(株)新素材事業部

〃 中谷　林太郎 顧問 東京医科歯科大学名誉教授

-5-



（１）理事会

回数 日　時 場　　所 議題及び審議経過

第１回 H16.6.2 学士会分館 平成15年度事業報告並びに収支決算について審議の上、これを了承した

学会事務ｾﾝﾀｰの経営破綻に関する対応について報告、平成16年度事業計画の継続

事務業務委託先の変更について審議の上、これを了承した

第2回 H17.3.9 学士会分館 平成１７年度事業計画並びに収支予算案について審議の上これを了承した

（2）評議員会

回数 日　時 場　　所 議題及び審議経過

第１回 H16.6.2 学士会分館 平成15年度事業報告並びに収支決算について審議の上、これを了承した

学会事務ｾﾝﾀｰの経営破綻に関する対応について報告、平成16年度事業計画の継続

事務業務委託先の変更について審議の上、これを了承した

第2回 H17.3.9 学士会分館 平成１７年度事業計画並びに収支予算案について審議の上これを了承した

（3）常務理事会

回数 日　時 場　　所 議題及び審議経過

団体会費値上について、JBF研究奨励賞規定改訂案について検討

平成16年度第1回理事会・評議員会について

第2回 H16.6.2 学士会分館 平成16年度第２回理事会・評議員会の準備をおこなった

編集委員会報告、第８回腸内細菌学会報告と文部科学省実地検査報告

内閣府調査請負等について検討

学会事務ｾﾝﾀｰ不正経理問題について、被害額と事業継続の可能性について検討

8/18付 理事・評議員・監事全会員宛送付の説明書の件

臨時理事会・評議員会開催について

学会事務ｾﾝﾀｰ問題に関連して開催する臨時理事会･評議員会への提出資料について

事務の新規委託に関する事項、文部科学省関連事項

支払請求に伴う当面の対応について

業務委託契約に関する事項、理事・評議員への経過報告文の件

内閣府調査受託関連、今後の財団運営に関する事項

第１回債権者集会、収支中間報告、登記について報告

理事・評議員改選の件、郵便局口座開設に関する件

平成17年度事業計画並びに予算案作成の件について

破産管財人からの連絡事項の報告、登記の件

「和解交渉委員会」宛回答書について

平成17年度事業計画並びに予算案の件、理事・評議員改選について

第9回 H17.3.9 学士会館本館平成17年度第2回理事会・評議員会の準備を行った

第1回 H16.5.12 学士会分館

第3回 H16.8.6 学士会分館

第8回

[4]　会議に関する事項

臨時 H16.8.26 学士会分館

臨時 H16.8.26 学士会分館

H17.1.20 八重洲倶楽部

第6回 H16.10.27 八重洲倶楽部

第7回 H16.12.13 八重洲倶楽部

第4回 H16.8.13 八重洲倶楽部

H16.8.26 八重洲倶楽部第5回



（4）編集委員会

回数 日　時 場　　所 議題及び審議経過

第74回 H16.6.7 学士会分館 『B&M誌』２３巻３号、『腸内細菌学雑誌』１８巻２号の編集・発行について

第75回 H16.9.6 学士会分館 『B&M誌』２３巻4号の『腸内細菌学雑誌』１9巻1号の編集・発行について

第76回 H16.12.3 学士会分館 『B&M誌』２4巻1の『腸内細菌学雑誌』１9巻1号の編集・発行とJ-Staｇeについて

第77回 H17.3.11 学士会分館 『B&M誌』２4巻２,３号の編集・発行、２５周年記念本について

（5）学術委員会

回数 日　時 場　　所 議題及び審議経過

第８回腸内細菌学会報告、第９回腸内細菌学会開催テーマ

特別講演、シンポジウム等を検討した

第95回 H16.9.6 学士会分館 学会事務センターの問題について、第９回腸内細菌学会構成検討

第９回腸内細菌学会　一般演題の選定、座長選定

協賛金収入報告、ポスター案の決定

（6）JBF研究奨励選考委員会

回数 日　時 場　　所 議題及び審議経過

第1回 H16.10.13 学士会分館 JBF研究奨励賞選考について

第2回 H16.11.15 学士会分館 JBF研究奨励賞選考について

学士会分館H17.3.10第96回

第94回 H16.8.6 学士会分館



[5]　職員に関する事項

区　　分 氏　　名 期　　間

事務局員 　山上千香子 平成16年1月より

事務局員 　廣田　隆 平成16年9月より

[6]　契約に関する事項

契約年月日 相　手　先 契約の摘要

平成16年1月1日～ （財）日本学会事務センター 庶務・会計・会員業務、情報誌の販売

平成16年8月5日 学術集会の開催運営

平成16年9月1日～ 　有限会社アイペック 庶務・会計・会員業務

平成18年3月31日 学術集会の開催運営

[7]　寄付に関する事項

[8]　賛助会員及び購読会員の異動状況（登録数）

平成15年度末 平成16年度末 増減

賛助会員 28社　28口 28社　28口

個人会員 225名 243名 +18

団体会員 23社 24社 +1

＊賛助会員企業（28社）

アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 日清ファルマ株式会社総合研究所

株式会社エイ・エル・エイ 日本テトラパック株式会社

大塚製薬株式会社 日本甜菜製糖株式会社

株式会社科学飼料研究所 株式会社ハクジュ・ライフサイエンス

カルピス株式会社 ビオフェルミン製薬株式会社

キッコーマン株式会社 南日本酪農協同株式会社

協和発酵工業株式会社 明治製菓株式会社

株式会社資生堂 明治乳業株式会社

第一製薬株式会社 森下仁丹株式会社

タカナシ乳業株式会社 森永乳業株式会社

中外製薬株式会社　（平成16年12月退会） 株式会社ヤクルト

東亜薬品工業株式会社 雪印乳業株式会社

有限会社中垣技術士事務所 株式会社横浜国際バイオ研究所

日研化学株式会社 わかもと製薬株式会社

（平成17年3月31日現在）

ダニスコジャパン株式会社（平成１７年4月から賛助会員）

総　件　数 0件

0円総　金　額




