
  

2019 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』33 巻 2 号を 850 部、同 3、4 号および 34 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 

33巻2号  第 23回 腸 内 細 菌 学 会 抄 録 80頁 

33巻3号 2編14頁 1編4頁 特許情報 
4頁 

大会長挨拶 
2頁 5頁 3頁 32頁 

33巻4号 2編25頁 1編3頁 追悼文 投稿規定 
2頁 16頁 4頁 56頁 6頁 

34巻1号 2編17頁 1編4頁 特許情報、 
4頁  4頁 4頁 33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』38 巻 2 号から 39 巻 1 号を当財団会員分に限定して印刷し、配布した。 
巻 号 REVIEW FULL 

PAPER NOTE Letter to the 
Editor INDEX 広告 総頁数 

38巻2号  3編23頁 2編8頁    31頁 
38巻3号 2編14頁 3編21頁 1編4頁 1編2頁   41頁 
38巻4号 1編13頁 3編27頁 1編5頁    45頁 
39巻1号  2編16頁 1編4頁    20頁 
 
（2）ホームページによる情報発信 
 1) 財団名称変更に伴う HP 記載内容の変更を臨時委員会で確認した。 

2)  定例情報・広報委員会において以下の項目を検討した。 
i) ホームページアクセス状況 

2018/12/01～2019/11/30 の 1 年間で、ページビューが 72 万件、ユーザー数が

46 万人と昨年同時期の約 2 倍以上に増加し、増加傾向が続く。ユーザー端末は

iOS と Android とを合わせて約 73％と Windows の 26.1％%を大きく凌ぐ。 
ii) 検討中用語集の進捗状況確認と、新規用語追加など 
iii) 「よくある質問」新規候補の検討 
iv) トピックス（著名な海外学術誌への投稿）掲載 
v) ＨＰ情報の更新確認 

 
[2] 学術集会事業 
・第 23 回腸内細菌学会の開催 
芹澤篤先生（雪印メグミルク）を大会長として、タワーホール船堀（東京）において、



  

2019年6月18日～19日の2日間に渡り開催された。メインテーマは「腸内細菌と健康 

―消化管を起点とした宿主の恒常性維持―」であった。1日目の午前中は、一般演題A

として12題（各9分）、一般演題Bとして 12題（各12分）の発表があった。午後は、市

民公開講座『腸内フローラの基礎と臨床』を実施した。また、Koen Venema先生

（Maastricht University, The Netherlands）による海外特別講演「Next Generation 

Probiotics – pitfalls and possibilities」、さらに福土 審先生（東北大学大学院医

学系研究科行動医学）による特別講演「機能性消化管障害と腸内細菌」が行われた。講

演終了後、一般演題者Aによるポスター発表が行われた。その後、情報交換会がレセプ

ションルームで行われ、一般演題Aから田中 一己氏（慶應義塾大学大学院 政策・メデ

ィア研究科）が最優秀発表賞として表彰された。2日目の午前中は、シンポジウム1「腸

内細菌による脳神経系制御の可能性」として、5題の講演が行われた。午後は、ビフィ

ズス菌センター研究奨励賞授賞式が行われ、住田 隼一氏（東京大学大学院医学系研究

科皮膚科）に対し授与された。さらに、シンポジウム2「外的要因による腸内フローラ

制御」として、5題の講演が行われた。有料参加者は542名で、招待者114名・プレス

参加7名を合わせると2日間合計663名の参加があった。 

 
[3] その他の事業 
（1）腸内細菌学会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 24 回腸内細菌学会学術集会（2020 年 6 月 11 日～12 日）において

行われる。 
 ・一戸 猛志 氏（東京大学医科学研究所 感染症国際研究センター） 

「腸内細菌叢によるインフルエンザウイルス特異的免疫応答の制御」 
・赤川 翔平 氏（関西医科大学 小児科学講座） 
「分娩様式と栄養方法が新生児の腸内細菌叢に及ぼす影響」 

 
（2）関連事業他 

1) 一昨年度より企画総務国際委員会で検討を行い常任理事会、理事会によりご審議

頂いた当財団の将来の方向性について以下を要点とする改革案を評議員会に諮り

承認された。 
・財団名称を「（公財）日本ビフィズス菌センター」から「（公財）腸内細菌学会

（The Intestinal Microbiology Society）」に変更する。 
・定款前文に当財団の沿革を記載する。 
・上記変更に至る検討経過を HP に掲載する。 

2) 企画総務国際委員会において財団の財務状況改善、若手研究者支援方法などにつ

いて検討を行い提案をまとめた。 



　

［１］　理事および監事に関する事項

理事　　定数：10名以上20名以内 2020年3月31日現在：15名（非常勤）

任期：2021年6月評議員会迄

監事　　定数：3名以内 2020年3月31日現在：3名（非常勤）

任期：2021年6月評議員会迄

（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   2015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   2015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   2013年 情報･広報委員長，編集委員

4月1日
〃   2013年 編集委員長，学術委員，

4月1日 情報・広報委員

理　事   2018年
6月25日

〃   2016年
1月29日

〃   2013年 研究奨励賞選考委員

4月1日
〃   2017年 学術委員，編集委員， 北里大学薬学部

岡田  信彦 6月26日 倫理委員 微生物学教室

〃   2013年
4月1日

〃   2018年
6月25日

〃   2015年 学術委員，企画総務国際委員

6月16日 情報・広報委員、研究奨励賞選考委員

〃   2013年 学術委員，企画総務国際委員

4月1日 研究奨励賞選考委員

〃   2013年
4月1日

〃 2019年 編集委員

藤澤　倫彦 6月24日
〃   2013年

4月1日
〃   2013年

4月1日
監　事   2017年

6月26日
〃 2019年 学術委員

下条　直樹 6月24日

清野　  宏

東京大学医科学研究所

神谷 　 茂

杏林大学保健学部

五十君 靜信

東京農業大学応用生物科学
部

大野  博司

理化学研究所
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

大草  敏史

順天堂大学大学院医学研究
科 腸内フローラ研究講座

阿部　文明

森永乳業(株)素材応用研究
所

浅見　幸夫

（株）明治  研究本部
乳酸菌研究所

千葉大学大学院医学研究院

日本獣医生命科学大学食品科
学科

大澤　　朗

神戸大学大学院農学研究科

芹澤  　篤

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）
研究開発本部

山本  憲二

和歌山大学産学連携イノ
ベーションセンター

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

庶務の概要 



［２］　評議員に関する事項

　　定数：15名以上25名以内 2020年3月31日現在：21名（非常勤）
任期：2021年6月評議員会迄

（五十音順）

氏  名 就任年月日 当財団担当職務 所属

綾部　時芳 2013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

池田  篤志 2017年6月26日 日東薬品工業（株）　研究開発本部

池田　和隆 2017年6月26日 日清ファルマ（株）　ヘルスケア事業部

内野  浩克 2017年6月26日 日本甜菜製糖（株） 総合研究所

大崎　敬子 2017年6月26日 編集委員 杏林大学医学部感染症学講座

加藤　公敏 2017年6月26日 編集委員 日本大学医学部附属板橋病院
臨床研究推進センター

何　　　方 2013年4月1日
2013年6月5日辞任

2014年10月27日就任

栗木    隆 2017年6月26日

斎藤  高雄 2018年6月25日

坂本　光央 2019年6月24日 理化学研究所 
バイオリソース研究センター

嶋崎　智史 2018年6月25日

高橋  恭子 2017年6月26日 編集委員 日本大学生物資源科学部応用生物学科
分子免疫生物学研究室

高橋　志達 2015年6月16日

田中　幸雅 2015年2月12日

戸塚　  護 2013年4月1日 編集委員，企画総務国際委員

中島    淳 2017年6月26日 横浜市立大学大学院医学研究科
肝胆膵消化器病学教室

中村　康則 2019年1月31日 情報広報委員 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ（株）

コアテクノロジー研究所

野口　敬康 2019年6月24日 わかもと製薬（株）相模研究所

平山　和宏 2013年4月1日 編集委員，学術委員．
企画総務国際委員

細野  　朗 2013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

山本　直之 2016年6月14日

北海道大学大学院先端生命科学研究院

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

東京工業大学生命理工学院

日本大学生物資源科学部

東亜薬品工業（株）
培養技術生産センター

ミヤリサン製薬(株）事業戦略部  

森下仁丹（株）知財評価室

日本獣医生命科学大学食品科学科

東京大学大学院農学生命科学研究科

江崎グリコ（株）　健康科学研究所



［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

杏林大学保健学部

局員 髙野 俊明
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）腸内細菌学会

〃 梅崎 良則 学術委員，企画総務国際委員 （公財）腸内細菌学会

〃 寺原 正樹 編集委員，企画総務国際委員 （株）明治 研究本部 乳酸菌研究所

（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 順天堂大学大学院医学研究科 

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

〃 大崎  　敬子 評議員 杏林大学医学部

〃 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

〃 加藤    公敏 評議員 日本大学医学部

〃 冠木  敏秀 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
総務局員，企画総務国際委員

（公財）ダノン健康栄養財団

〃 高橋  恭子 評議員 日本大学生物資源科学部

〃 寺原  正樹 総務主幹，企画総務国際委員 （株）明治 研究本部 乳酸菌研究所

〃 戸塚    護
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

〃 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，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 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 宮﨑　幸司
*1 倫理委員 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 安井　謙介 日清ファルマ（株）健康科学研究所

〃 吉本　  真
*1 森永乳業（株）素材応用研究所 

※  *12019年6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

杏林大学保健学部

委員 梅崎  良則 総務主幹，企画総務国際委員 （公財）腸内細菌学会

〃 大草  敏史
常務理事，編集委員長，
情報・広報委員

順天堂大学大学院医学研究科 

〃 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

〃 小田巻俊孝
*1 森永乳業（株）基礎研究所

〃 狩野    宏 (株）明治 研究本部 乳酸菌研究所

〃 冠木  敏秀 編集委員 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 木村  郁夫 情報広報委員 東京農工大学農学研究院 代謝機能制御学研究室

〃 下条  直樹 監事 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 （公財）ダノン健康栄養財団

〃 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

（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）腸内細菌学会

〃 梅崎  良則 総務主幹，学術委員 （公財）腸内細菌学会

〃 髙野  俊明 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 乳酸菌研究所

〃 檀原  宏文 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

日本獣医生命科学大学食品科学科

〃 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

〃 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

※  *12019年6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）腸内細菌学会

〃 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 順天堂大学大学院医学研究科 

〃 木村  　彰*1 雪印メグミルク（株）ミルクサイエンス研究所

〃 木村　郁夫 学術委員 東京農工大学農学研究院

〃 辻    浩和 （株）ヤクルト本社  中央研究所

〃 中村　康則
アサヒクオリティーアンドイノベーションズ(株)
コアテクノロジー研究所

〃 中村　吉孝 （株）明治　研究本部 乳酸菌研究所

〃 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

（６）腸内細菌学会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，

杏林大学保健学部

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

〃 大野  博司 理事 理化学研究所 生命医科学研究センター

〃 木村　郁夫 学術委員 東京農工大学農学研究院

〃 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

〃 八村　敏志 理事，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

〃 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

杏林大学保健学部

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）腸内細菌学会

〃 宮﨑　幸司
*1 編集委員 （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

※  *12019年6月就任

※  *12019年6月就任



（1）理事会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

第1回 2019年6月6日
2018年度事業報告、財務諸表および、2019年度第1回定時評議員会
の開催、定款の変更、任期満了による理事・監事の後任候補者の選
任について審議の上これを承認した。

第2回 2019年6月24日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター

代表理事および業務執行理事の選定、各委員会の委員候補者および
総務局の局員候補者の承認、また2019年度1回目の事業経過報告が行
われるとともに、BMFH誌の投稿料有料化の検討や財務状況の強化な
どについての審議など。

第3回 2020年3月27日 2019年度事業経過報告、収支会計経過報告、2020年度事業計画および
予算案、その他諸規定の改定について審議しこれを承認した。

※第1、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 2019年6月24日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター

2018年度事業報告とともに収支決算について、また定款の変更、任期満
了に伴う理事・監事の選任、辞任した評議員に対する新たな選任が審議
の上承認された。また、ICoFF2019共催の件、さらにILSI Japanからの
後援依頼について説明され、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 2019年5月24日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告、第23回腸内細菌学会の準備状況の報告、および
2018年度事業報告・収支決算、理事・監事、各委員会委員の改選、
定款の変更、 ILSI Japan「栄養とエイジング」国際会議への後援等
について検討した。

第2回 2019年6月24日
TKP東京駅八重洲
カンファレンスセン

ター
2019年度第1回定時評議員会の準備を行った。

第3回 2019年11月5日 （株）アイペック
会議室

各委員会の報告、会計中間報告が行われた。また、学術集会の活動
の活性化、財団の財務基盤の強化、他学会との連携の強化、商標登
録出願完了等について検討した。

第4回 2020年2月17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・見込み収支報告が行われ
た。また、2020年度事業計画および予算案、資産運用等について検
討した。

［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』33巻2号、3号の編集・発行について。

2020年特集企画進行、研究室紹介、投稿規定見直し等について。

『腸内細菌学雑誌』33巻3号、4号の編集・発行について。

2020年特集企画進行状況、BMFH誌への総説推薦等について。

『腸内細菌学雑誌』33巻4号、34巻1号の編集・発行について。

次々回（2021）特集企画案検討等について。

  『腸内細菌学雑誌』34巻1号、2号の編集・発行について

次々回（2021）特集企画案検討、研究室紹介等について。

（5）学術委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第139回 2019年7月30日 （株）アイペック
会議室

第23回腸内細菌学会報告、第24回腸内細菌学会学術集会の内容等に
ついて。

第137回 2019年10月2日 （株）アイペック
会議室

第24回腸内細菌学会学術集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138回 2020年2月18日 （株）アイペック
会議室

第24回腸内細菌学会学術集会一般演題の選定、およびタイムスケ
ジュールの決定、協賛金・企業展示等の状況確認など。

（6）情報・広報委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第47回 2019年5月31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など。

第48回
（臨時）

2019年9月6日 （株）アイペック
会議室

財団名変更によるHP修正箇所の洗い出し、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な
ど。

第49回 2019年12月11日 （株）アイペック
会議室

財団名変更によるHP修正箇所の洗い出し、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、
「研究トピックス」2019年論文リストの掲載など。

（7）企画総務国際委員会

回数 日　時 場　所 議題および審議経過

第47回 2019年7月3日 （株）アイペック
会議室

公益財団としての更なる発展に向けた意見交換、運営体制の強化、
次世代リーダーの育成などについて。

第48回 2019年8月2日 （株）アイペック
会議室

当財団のすそ野を広げる学術活動や若手支援、ファンドレイジング
の検討、企業連携やクラウドファンディングなどについて。

第49回 2019年10月7日 （株）アイペック
会議室

当財団の財務基盤の強化、学術集会の今後の活動内容、他学会との
連携・共催について。

（8）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 2019年10月28日 （株）アイペック
会議室

腸内細菌学会研究奨励賞候補者の選考および授賞規定見直し。

（9）倫理委員会

回数 日　時 場　　所 議題および審議経過

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて今年度は開催を中止とした。

第136回 2019年12月18日 （株）アイペック
会議室

第137回 2020年3月4日 （株）アイペック
会議室

第134回 2019年6月26日 （株）アイペック
会議室

第135回 2019年9月25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

総務局員 石橋　憲雄 2018年12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

2004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

2013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30年度末 令和1年度末 増減

特別会員 20社 20社 0
団体会員 26社 25社 -1
個人会員 297 302 +5

＊特別会員は、2012年度までの賛助会員に該当する。

＊特別会員企業（20社） ※五十音順

アサヒクオリティーアンドイノベー
ションズ（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）

（2020年3月31日現在）

＊団体会員企業（25社） ※五十音順

（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 （有）中垣技術士事務所

協同乳業（株）研究所 中沢乳業（株）研究開発部

協和発酵バイオ（株） 日清食品ホールディングス（株）

（株）光英科学研究所 日清ヨーク（株）開発ディビジョン

コリトレール（株） （株）美山

コンビ（株） （株）ユニアル

（株）資生堂 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）

（2020年3月31日現在）

総　件　数 1件
総　金　額 ¥300,000



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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