
  

平成 28 年度事業報告 
 
 事業遂行の状況  
 
[1] 情報出版事業 
（1）機関紙の編集発行 

1) 和文誌『腸内細菌学雑誌』30 巻 2 号を 650 部、同 3、4 号および 31 巻 1 号を各

380 部発行した。 
巻 号 総説 特集 その他 その他情報 会報 広告 総頁数 

30巻2号  第 20回 腸 内 細 菌 学 会 抄 録 74頁 

30巻3号 2編20頁 1編5頁 特許情報 
5頁 

大会長挨拶 
2頁 5頁 3頁 40頁 

30巻4号 3編30頁 1編5頁   17頁 4頁 56頁  

31巻1号 3編27頁 1編7頁 特許情報 
3頁 

追悼文 
13頁 5頁 4頁 59頁 

2) 3 学会合同の出版会編集発行の欧文誌『Bioscience of Microbiota, Food and 
Health』35 巻 2 号から 36 巻 1 号を当財団会員分に限定して印刷し、配布した。 

  また 28 年 9 月 28 日、Impact Factor の取得申請を行った。 
巻 号 REVIEW FULL 

PAPER NOTE BIBLIO 
GRAPHY INDEX 広告 総頁数 

35巻2号 1編11頁 3編26頁 1編7頁    44頁 
35巻3号  4編31頁 2編9頁    40頁 
35巻4号 1編15頁 3編33頁     48頁 
36巻1号  4編29頁 2編11頁    40頁 
 
（2）ホームページの活用による情報発信 

2 回の定例情報・広報委員会を開催した。HP アクセス状況については、ユーザー

が閲覧するアクセス先、検索キーワード、ユーザー使用端末などを確認し、アクセ

ス数を引き続き増加させる方法について協議した。近年力を入れている「用語集（当

該専門分野の用語解説）」、「よくある質問（一般の疑問や質問に答える形式のや

さしい解説）」コーナーの充実を検討した。用語集については、新規用語を追加す

るとともに、新たな用語候補の選択や既存の用語の修正・更新を行った。さらに今

後は免疫関係用語の充実を行うこととした。腸内細菌学会案内･関連学会・その他セ

ンター情報の修正・更新し行った。平成 28 年 6 月に行われたリニューアルホームペ

ージのさらなる改良についても検討を行った。 
 

 
[2] 学術集会事業 
（1）第 20 回腸内細菌学会の開催 

平田晴久先生（わかもと製薬（株））を大会長として、東京大学「伊藤国際学術研



  

究センター」において平成 28 年 6 月 9 日～10 日の二日間に渡り開催された。メイ

ンテーマは「腸内細菌と健康保持―先人の知恵と最新の研究に学ぶ―」であった。1
日目の午前中は、一般演題 A として、15 題（各 10 分）の発表があった。午後は、

3 名のシンポジストによる腸内細菌学会 20 周年記念シンポジウム「腸内細菌学会の

20 年を顧みて」が行われた。引き続き、Satchidananda Panda 先生（Salk 研究所、

米国）による海外特別講演「Interactions among diet, pattern, and gut microbiome 
contribute to host metabolism」、さらにビフィズス菌センター研究奨励賞授賞式が

行われ、古澤之裕氏（富山県立大学）と後藤義幸氏（千葉大学真菌医学研究センター，

東京大学医科学研究所）に対し授与された。さらにシンポジウム 1「糞便移植の可能

性を探る」として、3 題の講演が行われた。講演終了後、情報交換会が多目的ホー

ルで行われ、一般演題 A から田中優氏（九州大学）が最優秀発表賞として表彰され

た。2 日目の午前中は、一般演題 B として、5 題（各 15 分）の発表、その後、須藤

信行先生による国内特別講演「腸内細菌によるストレス応答・行動特性の制御」が

行われた。午後は、シンポジウム 2「腸内細菌と健康保持－最新の研究－」として 6
題の講演が行われた。有料参加者は 483 名で、招待者約 90 名・プレス参加 12 名を

合わせると 2 日間合計 600 名近くの参加があった。 
 
[3] その他の事業 
（1）日本ビフィズス菌センター研究奨励賞授賞者選考 

本年度は 3 名の応募があり、厳正な審査の結果下記 2 名を選出した。授賞式およ

び受賞講演は第 21 回腸内細菌学会（平成 29 年 6 月 15～16 日）において行われる。 
 ・木村 郁夫氏（東京農工大学大学院農学研究院 応用生命化学専攻） 
  「腸内細菌代謝産物、短鎖脂肪酸による宿主エネルギー制御」 

・菅原 宏祐氏（森永乳業株式会社 基礎研究所） 
  「ヒト常在性ビフィズス菌の生理機能に関する研究」 
 
（2）関連事業他 
  （1）公益財団法人としての発足から 4 年が経過した。この間毎年、内閣府への事

業報告を行っているが、28 年 10 月 6 日に内閣府の立ち入り調査があり、事

務局 2 名、総務主幹 3 名、理事長、税研 2 名が対応した。調査内容は、午前

中が財団の歴史、成り立ち、活動内容など、財団の全体像説明と質疑応答。午後

が財務面と運営（ガバナンス）面の二手に分かれて会計書類、議事録などの調査

を基にした質疑応答と確認。最後に調査官より総評が行われた。総評内容は、口

頭で述べられ運営の細部にわたっての指摘があった。指摘事項については順

次改善を行っている。 



　

［１］　理事および監事に関する事項

理事　　定数：10名以上15名以内 平成29年3月31日現在：15名（非常勤）

任期：平成29年6月迄

監事　　定数：3名以内 平成29年3月31日現在：2名（非常勤）

任期：平成29年6月迄

（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

理事長   平成27年 企画総務国際委員長

6月16日 編集委員会アドバイザー

副理事長   平成27年 学術委員長，倫理委員長

6月16日 研究奨励賞選考委員長,総務局長

常務理事   平成25年 情報･広報委員長，編集委員

4月1日
〃   平成25年 編集委員長，学術委員，

4月1日 情報・広報委員

理　事   平成28年
1月29日

〃   平成25年
4月1日

〃   平成25年
4月1日

〃   平成25年
4月1日

〃   平成25年 総務局員，企画総務国際委員，

4月1日 編集委員，研究奨励賞選考委員

〃   平成27年 学術委員，企画総務国際委員

6月16日 情報・広報委員

〃   平成25年 学術委員，企画総務国際委員

4月1日
〃   平成25年

4月1日
〃   平成27年

4月27日
〃   平成25年

4月1日
〃   平成25年

4月1日
監　事   平成25年

4月1日
〃   平成25年

4月1日

清野  宏

東京大学医科学研究所

神谷  茂

杏林大学医学部

五十君  靜信

東京農業大学応用生物科学
部

大草  敏史

東京慈恵会医科大学医学部

阿部　文明

森永乳業(株)素材応用研究
所

伊藤  裕之

（株）明治  研究本部

大野  博司

（独）理化学研究所
統合生命医科学研究センター

澤田 治司

（公財）ヤクルトバイオサイエン
ス研究財団

髙野  俊明

（公財）ダノン健康栄養財
団

長谷　耕二

慶應義塾大学薬学部生化学
講座

八村  敏志

東京大学大学院農学生命科
学研究科

日比  紀文

北里大学北里研究所病院

岡村  登

東京医科歯科大学名誉教授

平田  晴久

わかもと製薬（株）

藤田　孝

雪印メグミルク(株)ミルク
サイエンス研究所

山村  秀樹

ビオフェルミン製薬（株）
西神事業所

山本  憲二
石川県立大学生物資源工学
研究所

庶務の概要 



［２］　評議員に関する事項

　　定数：15名以上20名以内 平成29年3月31日現在：18名（非常勤）
任期：平成29年6月迄

（五十音順）

氏  名 就任年月日 当財団担当職務 所属

綾部　時芳 平成25年4月1日 編集委員会アドバイザー
研究奨励賞選考委員

浦藤　喜規 平成27年6月16日

大澤　朗 平成25年4月1日

岡田　信彦 平成27年6月16日 学術委員，編集委員，
研究奨励賞選考委員，倫理委員

金子　明裕 平成25年4月1日 編集委員

何　　方 平成25年4月1日
平成25年6月5日辞任

平成26年10月27日就任

久米村　恵 平成25年4月1日 情報･広報委員

倉成　淳 平成27年4月27日
平成28年6月14日辞任

下条　直樹 平成25年4月1日 学術委員

瀬尾　元一郎 平成25年4月1日

高橋　志達 平成27年6月16日

田中 幸雅 平成27年2月12日

檀原  宏文 平成25年4月1日 企画総務委員

戸塚　護 平成25年4月1日 編集委員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

平山　和宏 平成25年4月1日 編集委員，学術委員
企画総務国際委員

藤澤　倫彦 平成25年4月1日 編集委員，企画総務国際委員
研究奨励賞選考委員

細野　朗 平成25年4月1日 学術委員，企画総務国際委員
研究奨励賞選考委員

山田　和彦 平成25年4月1日 学術委員

山本　直之 平成28年6月14日

千葉大学大学院医学研究院

北海道大学大学院先端生命科学研究院

江崎グリコ（株）マーケティング本部
商品開発研究所

神戸大学大学院農学研究科

北里大学薬学部  微生物学教室

日清ファルマ（株）第二営業部

タカナシ乳業（株）商品研究所

大塚製薬（株）ニュートラシューティ
カルズ事業部

アサヒカルピスウェルネス（株）

アサヒグループホールディングス（株）

日本獣医生命科学大学食品科学科

日本大学生物資源科学部

女子栄養大学栄養学部

東亜薬品工業（株）

ミヤリサン製薬(株）事業戦略部  

森下仁丹（株）仁丹バイオファーマ研
究所

北里大学名誉教授

東京大学大学院農学生命科学研究科

東京大学大学院農学生命科学研究科



［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 神谷　 茂
副理事長，学術委員長，倫理委員長,
研究奨励賞選考委員長

杏林大学医学部

局員 髙野 俊明
理事，編集委員
企画総務国際委員，

（公財）ダノン健康栄養財団

主幹 石橋 憲雄
情報・広報委員，企画総務国際委員，
倫理委員

（公財）日本ビフィズス菌センター

〃 梅崎 良則 学術委員，企画総務国際委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 寺原 正樹 編集委員，企画総務国際委員 （株）明治   研究本部

（２）編集委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 大草 敏史 常務理事，学術委員，情報・広報委員 東京慈恵会医科大学医学部

アドバイザー 綾部 時芳 評議員，研究奨励賞選考委員 北海道大学医学大学院先端生命科学研究院

〃 清野     宏 理事長，企画総務国際委員長 東京大学医科学研究所

〃 八重島智子 （元）森永乳業（株）食品基盤研究所

委員 五十君靜信 常務理事，情報･広報委員長 東京農業大学応用生物科学部

〃 岡田  信彦
評議員，学術委員，倫理委員，
研究奨励賞選考委員 北里大学薬学部

〃 加地 留美
*1 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 加藤  公敏 日本大学医学部

〃 金子 明裕 評議員 日清ファルマ（株）第二営業部

〃 冠木 敏秀
*2 学術委員 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 髙野 俊明
理事，総務局員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

（公財）ダノン健康栄養財団

〃 高橋 恭子 日本大学生物資源科学部

〃 寺原 正樹 総務主幹，企画総務委員 （株）明治　研究本部

〃 戸塚   護
評議員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 平山 和宏
評議員，学術委員，企画総務国際委員

東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤澤 倫彦
評議員，企画総務国際委員
研究奨励賞選考委員

日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 藤原   茂 学術委員 アサヒグループホールディングス（株）コアテクノロジー研究所

〃 宮内 浩文 森永乳業（株）食品基盤研究所

※  *1
平成28年5月就任、

*2
平成28年7月就任



（３）学術委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 神谷   茂
副理事長，研究奨励賞選考委員長，
倫理委員長，総務局長

杏林大学医学部

委員 梅崎 良則 総務主幹，企画総務国際委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 大草 敏史
常務理事，編集委員長，
情報・広報委員

東京慈恵会医科大学医学部

〃 岡田 信彦
評議員，編集委員，倫理委員，
研究奨励賞選考委員

北里大学薬学部

〃 狩野   宏 （株）明治  研究本部

〃 冠木 敏秀
*2 編集委員 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 清水 金忠 森永乳業（株）食品基盤研究所

〃 下条 直樹 評議員 千葉大学大学院医学研究院

〃 長谷 耕二
理事，企画総務国際委員,
情報・広報委員

慶應義塾大学薬学部

〃 八村 敏志 理事，企画総務国際委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 平山 和宏 評議員，編集委員，企画総務国際委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤原   茂 編集委員 アサヒグループホールディングス（株）コアテクノロジー研究所

〃 細野   朗
評議員，企画総務国際委員，
研究奨励賞選考委員

日本大学生物資源科学部

〃 松木 隆広 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 山田 和彦 評議員 女子栄養大学栄養学部

（４）企画総務国際委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 清野   宏 理事長，編集委員アドバイザー 東京大学医科学研究所

委員 石橋 憲雄 総務主幹，情報･広報委員，倫理委員 （公財）日本ビフィズス菌センター

〃 梅崎 良則 総務主幹，学術委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 髙野 俊明 理事，総務局員，編集委員 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 寺原 正樹 総務主幹，編集委員 （株）明治  研究本部

〃 檀原 宏文 評議員 北里大学名誉教授

〃 戸塚   護
評議員，編集委員，
研究奨励賞選考委員

東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 長谷 耕二
理事，学術委員，
情報・広報委員

慶應義塾大学薬学部

〃 八村 敏志 理事，学術委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 平山 和宏 評議員，編集委員，学術委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤澤 倫彦
評議員，編集委員，
研究奨励賞選考委員

日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 細野   朗
評議員，学術委員，
研究奨励賞選考委員

日本大学生物資源科学部

※  *2
平成28年7月就任



（５）情報・広報委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 五十君靜信 常務理事，編集委員 東京農業大学応用生物科学部

委員 石橋  憲雄
総務主幹，企画総務国際委員，
倫理委員

（公財）日本ビフィズス菌センター

〃 岩淵　紀介 森永乳業（株）素材応用研究所

〃 大草  敏史 常務理事，編集委員長，学術委員 東京慈恵会医科大学医学部

〃 木村　郁夫 東京農工大学農学研究院

〃 久米村  恵 評議員 大塚製薬（株）ニュートラシューティカルズ事業部

〃 高村　政範 （株）明治　食機能科学研究所　

〃 辻    浩和 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 中村　康則
アサヒグループホールディングス（株）
コアテクノロジー研究所

〃 長谷　耕二
理事，学術委員，企画総務国際委員
情報・広報委員

慶應義塾大学薬学部生化学講座

〃 森田  英利 岡山大学大学院環境生命科学研究科

〃 渡邊　正行 雪印メグミルク株式会社ミルクサイエンス研究所

（６）日本ビフィズス菌センター研究奨励賞選考委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 神谷 茂
副理事長，総務局長, 学術委員長，
倫理委員長，

杏林大学医学部

委員 綾部　時芳 評議員，編集委員アドバイザー 北海道大学大学院先端生命科学研究院

〃 岡田 信彦
評議員，編集委員，学術委員，
倫理委員

北里大学薬学部

〃 髙野 俊明 理事，総務局員，編集委員 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 戸塚 護 評議員，編集委員，企画総務国際委員 東京大学大学院農学生命科学研究科

〃 藤澤 倫彦 評議員，編集委員，企画総務国際委員 日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 細野　朗 評議員，学術委員，企画総務国際委員 日本大学生物資源科学部

（7）倫理委員会

氏名 他の担当職務 所属

委員長 神谷    茂
副理事長，総務局長，学術委員長，
研究奨励賞選考委員長

杏林大学医学部

委員 石橋　憲雄
総務主幹，企画総務国際委員，
情報・広報委員

（公財）日本ビフィズス菌センター

〃 今岡　明美 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 岡田  信彦
評議員，編集委員，学術委員，
研究奨励賞選考委員 北里大学薬学部



（1）理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成28年5月27日
平成27年度事業報告、財務諸表および、平成28年度第1回定時評議
員会の開催、特定費用準備資金の積み立て報告、評議員交代、編集
委員交代について審議の上これを承認した。

第2回 平成28年6月14日 学士会館
平成28年度1回目の事業経過報告が行われるとともに、基本財産運用
ワーキンググループの立ち上げについて審議の上これを承認した。

第3回 平成28年7月22日 学術委員・編集委員交代について決議を行い、理事全員これに同意し
た。

第4回 平成29年3月1日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター

平成28年度2回目の事業経過報告が行われるとともに、平成29年度事業
計画および収支予算案について審議の上これを承認した。また、「基本財
産等管理規定」「評議員・役員の報酬・費用規定」「講師及び原稿執筆謝
金等の支払いに関する規則」について審議の上これを承認した。

※第1回、第3回は、理事全員が同意し、監事も全員異議が無かったため、開催が省略された。

（2）評議員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成28年6月14日 学士会館
平成27年度事業報告とともに、収支決算について審議の上これを承認し
た。

（3）常務理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成28年5月16日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告、第20回腸内細菌学会の準備状況の報告、および平
成27年度事業報告・収支決算、基本財産運用等について検討した。

第2回 平成28年6月14日 学士会館 平成28年度第1回定時評議員会の準備を行った。

第3回 平成28年11月24日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告、内閣府立入検査の報告とその対応、および会計中
間報告が行われた。また、基本財産運用規則案、基本財産等管理委
員会等について検討した。

第4回 平成29年1月26日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告および、会計中間報告が行われた。また、平成29年
度事業計画および予算案、評議員・理事・監事改選、評議員・役員
の報酬・費用規定の改定、講師及び原稿執筆謝金等の支払いに関す
る規則等について検討した。

第5回 平成29年3月1日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター
平成28年度第4回理事会の準備を行った。

［4］　会議に関する事項



（4）編集委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

『腸内細菌学雑誌』30巻2号、3号の編集・発行について。

特集企画、中谷林太郎先生追悼文、雑誌広告等について。

『腸内細菌学雑誌』30巻3号、4号の編集・発行について。

特集企画、中谷林太郎先生追悼文、雑誌広告等について。

『腸内細菌学雑誌』30巻4号、31巻1号の編集・発行について。

特集企画（次回特集案）、海外からの著作権使用問い合わせ等について。

  『腸内細菌学雑誌』31巻1号、31巻2号の編集・発行について

特集企画（次回特集案）等について。

（5）学術委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第130回 平成28年7月27日 （株）アイペック
会議室

第20回腸内細菌学会報告、第21回腸内細菌学会の内容等について。

第131回 平成28年10月13日 （株）アイペック
会議室

第21回腸内細菌学会の構成および予算、簡易プログラムの検討。座
長・司会の選定など。

第132回 平成29年2月16日 （株）アイペック
会議室

第21回腸内細菌学会一般演題の選定、およびタイムスケジュールの
決定、協賛金の状況確認など。

（6）情報・広報委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第41回 平成28年6月1日 （株）アイペック
会議室

アクセス状況の確認、用語集やよくある質問のページの検討、古く
なったページの更新、ホームページリニューアルについてなど。

第42回 平成28年11月2日 （株）アイペック
会議室

アクセス状況の確認、用語集やよくある質問のページの検討、古く
なったページの更新、ホームページリニューアル後のTOPページ画
像についてなど。

（7）研究奨励賞選考委員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成28年11月18日 （株）アイペック
会議室

日本ビフィズス菌センター研究奨励賞候補者の選考および授賞規定
見直し。

（8）倫理委員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 平成29年3月15日 （株）アイペック
会議室

腸内細菌学会におけるCOI開示についての検討、「倫理規程」にお
ける「罰則」についてなど。

第122回 平成28年6月21日 （株）アイペック
会議室

第123回 平成28年9月13日 （株）アイペック
会議室

第124回 平成28年12月13日 （株）アイペック
会議室

第125回 平成29年3月14日 （株）アイペック
会議室



［５］　職員に関する事項

区　　分 氏　　名 期　　間

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9月1日～ 株式会社アイペック 庶務・会員業務

学術集会の開催運営

平成25年4月1日～ 税理士法人税制経営研究所 会計業務

［７］　寄付に関する事項

［８］　各種会員の異動状況（登録数）

平成27年度末 平成28年度末 増減

特別会員 20社 20社 0
団体会員 25社 23社 -2
個人会員 248 268 +20

＊特別会員は、平成24年度までの賛助会員に該当する。

＊特別会員企業（20社）

アサヒグループホールディングス（株）ビオフェルミン製薬（株）

味の素（株） 南日本酪農協同（株）

江崎グリコ（株） ミヤリサン製薬（株）

大塚製薬（株） （株）明治

タカナシ乳業（株） 森下仁丹（株）

ダニスコジャパン（株） 森永乳業（株）

東亜薬品工業（株） （株）ヤクルト本社

日清ファルマ（株） 山崎製パン（株）

日東薬品工業（株） 雪印メグミルク（株）

日本甜菜製糖（株） わかもと製薬（株）

（平成29年3月31日現在）

＊団体会員企業（23社）

（株）アイペック 全農家畜衛生研究所

栄研化学（株）広報部 大洋香料（株）研究所

塩水港精糖（株） ダノンジャパン株式会社

（株）科学飼料研究所 （株）テクノスルガ・ラボ

カゴメ（株）研究開発本部 中沢フーズ（株）研究開発部

協同乳業（株）研究所 日清食品ホールディングス（株）

協和発酵バイオ（株） 日清ヨーク（株）開発ディビジョン

（株）光英科学研究所 （株）ユニアル

コンビ（株） よつ葉乳業（株）

サントリーウェルネス（株） ロンザジャパン（株）

サントリーグローバル
イノベーションセンター（株）

（株）資生堂

（有）中垣技術士事務所

（平成29年3月31日現在）

総　件　数 1件
総　金　額 ¥250,000



事業報告の内容を補足する重要な事項は特にございません。

附　属　明　細　書
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