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プログラム Program

13:30 開会挨拶
 阿部　啓子（ネスレ栄養科学会議理事長・東京大学特任教授）

13:35 イントロダクション
 ファブリツィオ・アリゴニ（ネスレ栄養科学会議理事・ネスレリサーチセンターアジア所長）

13:55 講演１「腸内細菌叢と疾患・生体防御」
 大野　博司（理化学研究所 主任研究員　粘膜システム研究グループ　グループディレクター）

14:40 講演 2「乳幼児の腸内細菌叢の形成とアレルギー」
 下条　直樹（千葉大学大学院医学研究院小児病態学　教授）

15:25 休憩

15:55 講演 3「新時代を迎えた腸内常在菌研究～腸内常在菌データベース構築に
　　　　　　　　　　　　よる健康予防の推進～」
 辨野　義己（理化学研究所イノベーション推進センター 辨野特別研究室）

16:40 まとめ
 加藤　久典（東京大学総括寄付講座「食と生命」特任教授）

16:55 閉会挨拶
 中島　昭広（ネスレ栄養科学会議理事・ネスレヘルスサイエンスカンパニー・カンパニープレジデント）

13:30 Welcome address
 Keiko Abe (Chairperson of the Board of Nestlé Nutrition Council Japan and  
 professor at the University of Tokyo)

13:35 Introduction 
 Fabrizio Arigoni (Head of Nestlé Research Center Asia) 

13:55 Lecture 1 “Gut microbiota, disease and host defense”
 Hiroshi Ohno (Group Director, Laboratory for Epithelial Immunobiology,   
 RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS)

14:40 Lecture 2 “Gut microbiota in infants and development of allergic  
 disease”
 Naoki Shimojo (Department of Pediatrics, Graduate School of Medicine,   
 Chiba University)

15:25 Coffee Break
 
15:55 Lecture 3 “New progress on the human gut microbiota - new  
 approach for the health care by the human gut microbiota  
 database”
 Yoshimi Benno (Benno Laboratory, RIKEN Innovation Center)

16:40 Wrap-up
 Hisanori Kato (The Endowed Chair of “Food for Life”, The University of   
 Tokyo)

16:55 Closing remarks
 Akihiro Nakajima (Country Business Manager, Nestlé HealthScience   
 Company) 
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ご挨拶 Preface

加藤 久典
東京大学総括プロジェクト機構　総括寄付講座「食と生命」　特任教授

阿部 啓子
ネスレ栄養科学会議理事長・東京大学　特任教授

ファブリツィオ・アリゴニ
ネスレリサーチセンターアジア 所長

Hisanori Kato
The Endowed Chair of “Food for Life”, Corporate Sponsored Research Program 
Organization for Interdisciplinary Research at the University of Tokyo　Professor at the University of Tokyo

Keiko Abe
Chairperson of the Board of the Nestlé Nutrition Council Japan
Professor at the University of Tokyo

Fabrizio Arigoni
Head of Nestlé Research Center Asia

　本日の食と生命のサイエンス・フォーラム「ヒトの健

康と腸内菌叢」の目的は、腸内菌叢が人体にどのように

影響を与えているのか関心を高めることにあります。こ

のために本フォーラムでは、この分野でご活躍されてい

る 3 名の先生方にテーマに関する最新の研究をご紹介し

ていただきます。そしてフォーラムに参加いただいた皆

様にとって腸内細菌と健康について関心を持つきっかけ

となり、さらに社会的な関心となることでこの分野の研

究が大きく進展することを期待します。

　今回で 6 回目となる本フォーラムは、栄養と健康の関

係について理解を深めることを目的とし、ネスレ日本が

後援、東京大学総括寄付講座「食と生命」、ネスレリサー

チ東京、ネスレ栄養科学会議が共催します。

　The aim of this Food and Life Science symposium 
entitled “The role of microbiota in human health” is 
to raise awareness about the crucial role that the 
gut microbiota plays in human health. For this, we 
have asked key scientists in the fi eld to present their 
most recent work and perspective on this topic. 
Hopefully, this will trigger interest in the audience 
and stimulate further research in this fi eld. 

　The seminar is jointly organized by the Endowed 
Chair of “Food for Life” of The University of Tokyo, 
The Nestlé Nutrition Council Japan and Nestlé 
Research Tokyo with the support of Nestlé Japan. It 
is the sixth in a series of symposia that aim at better 
understanding the relationship between nutrition 
and health.  

　人体には、多種多様な微生物が生息しており、私たち

の健康のための基本的な役割を担っています。多細胞生

物と原核生物の関係に例外はなく、これは法則なのです。

単純な線虫から複雑なヒトまで、すべての生物は微生物

と共生しています。これらの関係は、寄生、または片利

共生や相利共生であるかもしれません。相互作用の形態

は、宿主または環境的要因によって徐々に変化すること

もあります。そして宿主 - 微生物の相互作用の変遷は、

興味深い疑問を提起します。このような相互作用は、宿

主あるいは微生物に進化における利点を与えたのでしょ

うか？　宿主と微生物群の既存の相互作用を、宿主に有

利なように変化させることは可能なのでしょうか？　宿

主とマイクロバイオーム（微生物叢）との均衡に影響を

与える主な要因は一体何なのでしょうか？　今後数年の

間は、これらの疑問の少なくとも一部分は解明されない

ままでしょう。しかし、これまで集積されたデータをも

とに、栄養がこの動的均衡に大きな影響力を持っている

ことは、すでに一般に認められています。

　The human body is populated by a myriad of 
micro-organisms which play a fundamental role in 
our well-being. The association between multicellular 
organisms and prokaryotic microorganisms is not 
the exception, it is the rule. All organisms ‒ from 
simple nematodes to complex humans ‒ coexist with 
a population of microorganisms. These associations 
might be parasit ic, commensal or mutual . The 
nature of the interaction might change over time, 
depending upon host or environmental factors. 
The dynamics of host‒microbe interactions raises 
interesting questions. Did these associations impart 
an evolutionary advantage to the host or to the 
microbe? Can an existing interaction between a 
host and a microbial system be modulated in a way 
beneficial to the host? What are the predominant 
factors that influence the equilibrium between the 
host and the microbiome? These questions may 
remain at least partially unanswered for the next 
few years, but based on data accumulated so far it 
is already generally accepted that nutrition plays a 
major part in infl uencing this dynamic equilibrium.
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ネスレからのメッセージ Message from Nestlé

Targeted nutrition: the future of food
　Today Nestlé business spans beverages, waters, 
dairy, confectionery, petcare, even skincare. In 2011 
the company extended its leadership in Nutrition, 
Health and Wellness by creating Nestlé Health Science, 
to develop nutritional healthcare products that target 
optimal brain health, for example, or healthy aging.

　Such innovations will help Nestlé address the 
global challenges of malnutrition, growing and aging 
populations and obesity. This same passion for 
nutrition underpins a commitment to improve products 
by reducing salt, sugar and saturated fats, and 
fortify them with vitamins, minerals, vegetables and 
wholegrains.

　As Nestlé’ celebrates 150 years, the company holds 
true to its conviction that to prosper in the long-term, 
it must create value for shareholders, the communities 
where it operates, and wider society. It’s a conviction 
that enshrines Henri Nestlé’s values, as Nestlé looks 
forward to the next 150 years of ‘Good Food, Good 
Life’.

　It’s 1867 in Switzerland, and a premature baby 
cannot breastfeed, which is worrying in an era when 
many infants die of malnutrition due to a lack of 
effective breast milk alternatives. Henri Nestlé learns 
about the case and feeds the child his new ‘farine 
lactée’ infant food. It is the only product that the boy 
can digest, and he survives.
　Word of Nestlé’s success spreads rapidly, and 
through determination, commitment and a pioneering 
spirit he builds a thriving business. His life-saving 
innovation is the model for all those that follow 
throughout Nestlé’s 150 years, which show the 
company’s skill in meeting and anticipating consumers’ 
changing needs.
　Worldwide, people now consume more than one 
billion servings of Nestlé products per day. The 
company operates in over 197 countries and employs 
almost 340,000 people. It’s a far cry from the small-
scale business that Henri Nestlé founded in Vevey, 
Switzerland. But Nestlé still embraces his values, his 
famous ‘Nest’ logo, and its headquarters in the city.

理想的栄養素：食品の未来
　今日、ネスレの事業は飲料、水、乳製品、菓子、ペットケ
ア製品、スキンケアにまで及びます。2011年には、最適な
脳の健康やヘルシーエイジングを目的とした栄養ヘルスケア
製品を開発するネスレ ヘルスサイエンスを設立、栄養・健康・
ウェルネス分野におけるリーダーシップを強化しました。
　これらのイノベーションは、低栄養、人口増加、高齢化そ
して肥満といった世界的な問題にネスレが取り組む一助とな
るでしょう。栄養にかける同じ熱意は、食塩、糖類、飽和脂
肪酸を減らすことで製品をより良くする、ビタミン、ミネラル、
野菜、全粒穀物で製品の栄養価を高める、というネスレのコ
ミットメントを支えています。
　ネスレは 150周年を迎えるにあたり、長期的に成功する
ためには、株主の皆さま、事業を展開する地域社会、そして
社会全体に対して価値を創造しなければならないという確固
たる信念を抱いています。創業者アンリ・ネスレの価値観を
大切にすることは私たちの信条であり、ネスレはこれからの
150年に向けても ‘Good Food, Good Life’ をお届けしてま
いります。

　1867 年のスイス。早産児が母乳を飲むことができず、有
効な母乳代替食品の不足から多くの乳児が栄養不足で亡く
なっていた時代でした。この事態を知ったアンリ・ネスレは、
自らが新しく開発した乳児用乳製品をある男の子に与えま
す。男の子はこの乳製品だけは消化することができ、命を取
り留めました。
　この成功がたちまち噂として広まり、アンリ・ネスレは、
決断力・責任感・開拓者精神をもって、会社を創業します。
アンリ・ネスレの命を救うイノベーションは、ネスレの 150
年間の歴史にわたってすべての後人のモデルとなり、変わり
ゆく消費者のニーズを予測してそれに応えるスキルに表れて
います。
　今日では、１日に 10億個以上ものネスレ製品が世界中で
消費されています。ネスレは事業を 197 カ国で展開、34万
人近くもの従業員を抱えています。アンリ・ネスレがスイス・
ヴェヴェーで創業した小規模な会社とは大きく異なります
が、ネスレは今も、アンリ・ネスレの価値観や有名な鳥の巣
のロゴ、ヴェヴェーの本社を大切にしています。

‘Good Food, Good Life’ ： ネスレ S.A. 創業 150周年を迎えて ‘Good Food, Good Life’: Celebrating 150 years of Nestlé　　　　
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講演1 Lecture 1

in a murine experimental model of naïve T-cell transfer into Rag1-defi cient 
background.  These fi ndings provide new insight into the mechanisms by 
which host-microbe interactions establish immunological homeostasis in the 
gut.
　As shown above, integrated omic approach is a powerful way to 
understand the gut ecosystem.  Application of this approach to human 
specimens such as feces, saliva, blood and urine, from healthy individuals 
and disease patients, could reveal biomarkers for pathogenesis which then 
could eventually come up with new approaches for preventive/preemptive 
medicine.

　Animal gut is colonized with a huge number of commensal bacteria, 
collectively called gut microbiota.  In humans, there are more than 100 
trillions of commensal microbes in the colon, classified into 500~1,000 
species.  More strikingly, they as a whole possess some 600,0000 genes, 
which way exceed ~22,000 genes encoded in human genome. With those 
genes, gut microbiota collectively build a far complex metabolic system 
than the host, and closely interact with the host to establish a unique “gut 
ecosystem”, which infl uences host physiology and pathology including host 
defense and immunity.  Indeed, accumulating evidence indicates that gut 
ecosystem is involved in pathogenesis of not only gastrointestinal disorders 
such as infl ammatory bowel disease, but also metabolic diseases such as 
obesity, diabetes mellitus as well as neuronal disorders including multiple 
sclerosis.  However, the underlying mechanisms of how gut microbiota 
modulates host defense and immune system have poorly understood.
　To understand these mechanisms, we have proposed an integrated omics 
approach, where different levels of exhaustive analyses such as (meta)
genomics, epigenomics, (meta)transcriptomics and metabolomics are 
combined (fi gure). 
　To verify the approach, we employed a simplifi ed model of lethal infection 
with enterohemorrhagic Escherichia coli  O157 in germ-free mice. Our 
integrated omics approach has revealed that gene clusters encoding ATP-
binding-cassette-type fructose transporters present in certain Bifi dobacterium 
strains contribute to protecting mice from O157-infectious death. We have 
found that these Bifi dobacterium strains effi ciently utilize fructose to produce 
acetate, and that translocation of the O157 Shiga toxin from the gut 
lumen into the blood was inhibited via up-regulation by acetate of intestinal 
epithelial barrier function which results in suppression of epithelial apoptosis 
caused by the presence of O157 and its Shiga toxin.
　We have also found that butyrate produced by gut microbiota, especially 
those of order Clostridiales, can enhance differentiation of colonic 
regulatory T (Treg) cells from naïve T cells, via epigenetic modification 
through its histone deacetylase inhibitory ability.  Butyrate-induced Treg 
can secrete an anti-infl ammatory cytokine IL-10 and also ameliorate colitis 

た手法であることを示しており、網羅的解析手法の今後
のさらなる進歩・改良に伴い、無侵襲あるいは軽度の侵
襲で採取できる唾液、尿、糞便、血液などのサンプルを
対象としたヒト統合オミクス解析手法が確立されれば、
疾患発症マーカーとして特定の菌群やその代謝物が同定
され、それらを対象とした発症予防法や治療法の開発に
結びつく可能性も秘めている。

　われわれのからだと外部環境との境界をなす皮膚及び
粘膜面には膨大な数の共生細菌群が棲息している。特に
大腸では100兆個以上と、37兆個とされるヒト個体
を形成する体細胞数の数倍にも達する。さらにヒトの遺
伝子総数が約22,000と推定されるのに対し、500～
1,000種類以上の菌種からなる腸内細菌叢の遺伝子数
は一人の腸内に数十万と、ヒト自身の遺伝子をはるかに
凌駕している。この多種多様な菌同士が相互作用し、肝
臓に勝るとも劣らない代謝系を形成するとともに、宿主
との相互作用により、「腸エコシステム」と呼ばれるユ
ニークな生態系を構築し、宿主の生理・病理に多大な影
響を与えている。実際、腸内細菌叢は炎症性腸疾患のよ
うな腸疾患のみならず、肥満症や糖尿病などの代謝性疾
患、さらには多発性硬化症のような神経疾患の病態にも
影響することが明らかになりつつある。したがって、宿
主の生理・病理を真に理解するためには、腸エコシステ
ムの理解が不可欠である。しかし、膨大な数の細菌群と
宿主が複雑に相互作用する腸エコシステムを個体レベル
で解析する良い手法はなかった。演者らは、ゲノム（DNA
レベル）、トランスクリプトーム（RNAレベル）、メタ
ボローム（代謝産物レベル）など異なるレベルの網羅的
解析法を組み合わせた統合オミクス手法（図）を提唱し、
その有用性を示してきた。
　本講演では、統合オミクス統合解析法の応用により得
られた成果として、１）ビフィズス菌が産生する酢酸に
よる大腸上皮細胞保護作用に基づくマウスのO157感
染死予防のメカニズム、ならびに、２）腸内細菌叢が産
生する酪酸による、エピゲノム制御を介した大腸制御性
T細胞の分化誘導メカニズム、について概説する。これ
らの結果は、統合オミクス手法が腸エコシステムに適し

腸内細菌叢と疾患・生体防御 Gut microbiota, disease and host defense

■略歴
1983 年千葉大学医学部卒。麻酔科研修後、1987 年千葉
大学大学院医学研究科入学、免疫学の研究に従事。1991
年同修了、医学博士。1991年千葉大学医学部助手。同年、
ドイツケルン大学遺伝学研究所に短期出張し、遺伝子欠損マ
ウス技術習得。 1994 年～ 1997年米国NIHで細胞生物学
（細胞内小胞輸送）に従事。1997 年千葉大学医学部助教
授。1999 年金沢大学がん研究所教授。2002 年理研免疫
センターチームリーダー。2013年より現職。横浜市立大学、
千葉大学大学院医学研究科の客員教授を兼任。腸管免疫、
特に細菌取り込みに特化した腸管上皮M細胞の機能と分化、
ならびに宿主 -腸内細菌相互作用について研究している。

大野 博司
理化学研究所 主任研究員　
粘膜システム研究グループ　グループディレクター

Hiroshi Ohno
Group Director, Laboratory for Epithelial 
Immunobiology
RIKEN Center for Integrative Medical 
Sciences （IMS）

■ CV
Hiroshi Ohno received his M.D. in 1983, and Ph.D. in 1991 
from Chiba University. After serving as an Associate 
Professor at Chiba University and a Professor at Kanazawa 
University, he joined RIKEN Research Center for Allergy 
and Immunology as a Team Leader, and now a Group 
Director at RIKEN Center for Integrative Medical Sciences. 
His primary research interests involve the relationship 
between the host and gut microbiota, with a focus on 

intestinal epithelial M cells, and the role of gut microbiota 
in the intestinal immune system as well as the host health 
and disease conditions. 
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講演２ Lecture 2

in children only when they are given from during 
pregnancy until early infancy.  However, there was 
no decrease in serum IgE antibodies. Probiotics were 
not effective in prevention of eczema when given 
only during pregnancy or in infancy after delivery. 
Because gut microbiota signifi cantly varies according 
to area, food custom and race, it is necessary to push 
forward observational and interventional studies in 
Japan. Evaluation of the genetic polymorphism and 
immunological status along with gut microbiota may be 
important to identify subjects for prevention of allergic 
diseases by modulation of gut microbiota. 

　It is thought that a Th2 type immune response to 
environmental antigens is dominant in every neonate  
irrespective of presence or absence of atopic diathesis. 
Whereas this immune response subsequently shifts 
to Th1 type in children who do not develop allergic 
diseases this Th2 type response persists and gets 
stronger in children who later develop allergic diseases. 
　Recently, it is revealed that inadequate induction of 
not only Th1 cells but also regulatory T cells (Treg cells) 
is related to sustained Th2 type immune response and 
the development of the allergic disease. Some genetic 
host factors may be related to these immunological 
sequences in the children whom later develop allergic 
diseases. However, it seems reasonable to assume that 
other environmental factors infl uencing immunological 
balance and maturation in early childhood has changed 
along with modernization. Among these factors gut 
microbiota is the most likely candidate since ablation 
by antibiotics of gut microbiota in neonatal mouse 
leads to sustained Th2 type immunity with high serum 
IgE antibodies. 
　Importance of disturbed gut microbiota in the 
neonatal period in the development of allergic diseases 
was further supported by the findings that antibiotic 
use in early childhood and Caesarean section increase 
the risk of allergic diseases in later childhood. 
　On the basis of these animal and epidemiological 
studies many interventional trials using probiotics have 
been conducted to prevent or treat allergic diseases in 
childhood. 
　Metaanalysis of randomized control trials (RCTs) 
for the prevention of the allergic diseases suggest 
that probiotics may decrease incidence of eczema 

オティクス投与は湿疹発症率を減少させる効果がある
ことが明らかとなっている。一方、プロバイオティク
スの出生前からの投与でも IgE 抗体産生を抑制する効
果は認められていない。また、すでに発症しているア
トピー性皮膚炎、食物アレルギーの患者へのプロバイ
オティクス投与の有用性は十分に証明されていない。
腸内細菌叢は地域や食物、人種などにより異なること
から、乳幼児の腸内細菌叢とアレルギー疾患との関連
については、我が国での観察・介入研究を進める必要
がある。これらの研究では同時に遺伝子多型や個体側
の免疫能を評価し、腸内細菌叢を標的とする予防・治
療の対象者を同定することも重要であろう。

　新生児期にはアトピー素因の有無にかかわらずすべ
ての児で環境抗原に対する免疫反応が Th2 側に傾い
ており、成長に伴い健康児では Th1 型の反応性を獲
得するのに対し、アレルギー疾患を発症する児では生
後の Th2型反応がそのまま継続すると考えられている
（図）。さらに最近では Th1 細胞のみでなく Treg 細胞
（調節性 T細胞）の誘導不全もアレルギー疾患の発症
に関連することが明らかとなっている。アレルギー疾
患を発症する児での乳児期での Th2型から Th1型（あ
るいは Treg 型）への変化が起こらない理由としては
遺伝素因などの個体側の因子も関連すると考えられる。
しかし、近年のアレルギー疾患の増加はそれのみでは
説明できず、乳児期に Th1/Treg 型免疫反応を誘導
する外的因子が近代化に伴って質的・量的に変化した
可能性が指摘されている。環境因子として、腸内細菌
叢はもっとも重要な Th1/Treg 型免疫反応の誘導因子
である。新生仔マウスに抗生物質を投与すると腸内細
菌叢の変化とともに血清 IgE が増加する。さらにこの
Th2 型への偏倚はマウスが成長した後も続くことから
新生児期における腸内細菌叢のアレルギー発症抑制に
おける重要性が明らかとなった。ヒトにおいても、帝
王切開や乳幼児期の抗生剤投与による正常な児の腸内
細菌叢の形成阻害がアレルギー疾患発症リスクとなる
ことが報告されている。　
　アレルギー疾患の予防・治療という観点からは、こ
れらの観察研究の結果をもとに介入研究が行われてき
た。出生前の妊婦もしくは出生後より離乳期にかけて
のプロバイオティクスを中心とするアレルギー疾患発
症予防を目的とした randomized control trial (RCT)
が欧州を中心に報告されている。これらの介入研究の
メタ解析から、妊娠中から出産後にかけてのプロバイ

乳幼児の腸内細菌叢の形成とアレルギー Gut microbiota in infants and development of allergic disease

■略歴
1979 年　千葉大学医学部卒業、千葉大学医学部附属病院小児科
研修医、米国国立衛生研究所研究員、国立療養所下志津病院小児
科医長、2002 年　千葉大学大学院医学研究院小児病態学講師を
経て 2013 年より現職および 2015 年千葉大学医学部附属病院
アレルギーセンター長。研究・社会活動として日本小児アレルギー
学会評議員・理事、日本腸内細菌学会評議員、NPO法人千葉ア
レルギーネットワーク理事長等多数の活動に従事。専門分野は小
児の免疫アレルギー疾患。

下条 直樹
千葉大学大学院
医学研究院小児病態学　教授

Naoki Shimojo
Professor
Department of Pediatrics, 
Graduate School of Medicine,
Chiba University

■ CV
Graduated from School of Medicine Chiba University.  
Medical staff, Chiba University Hospital.　Visiting fellow, 
NINDS, NIH, U.S.A. in 1987-1989.  Chief, Department 
of Pediatrics, Shimoshizu National Hospital in 1994-
1998.  Assistant professor, Department of Pediatrics, 
Graduate School of Medicine, Chiba University in 1998-
2003.  Professor and Chairman, Department of Pediatrics, 
Graduate School of Medicine, Chiba University since 2013.

健康児

アレルギー児

乳幼児期のTh1/Th2細胞のバランスの経時的変化と腸内細菌叢

腸内細菌叢？
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ヒトの健康と腸内菌叢
The Role of Microbiota in Human Health

講演３ Lecture ３

processing and biochemical detailed analysis. Regarding 
lifestyle related diseases, there are many different causes 
for the origin of illness for individuals. We may be able to 
extract the unknown physiological causes or elements by 
applying the statistical method of multivariate analyses. Since 
it becomes possible to evaluate the progress of illness and 
to categorize the HGM pattern regarding various illnesses, 
we could accept the establishment of HGM database, and 
signifi cant progress in the treatment technology. The fecal 
specimens obtained from 3,220 healthy Japanese volunteers 
( 20 year old - 90 years old) were the HGM analysis by 
T-RFLP method. The lifestyle survey including 143 items 
is undertaken against all the volunteers. The HGM was 
divided into 8 groups. Each group associated with various 
life properties. In future, we believe that the HGM analysis 
will become the useful step able to link for the human health 
care.

　On 21 century, the whole structure of human gut 
microbiota (designated as HGM) was resolved by the culture-
independent analysis. A portion of HGM, more than 1000 
species, with an estimated total weight of approximately 
1.5 kg, is excreted nearly one trillion per one gram of feces. 
Within various molecular- biological approaches using 
the 16S rRNA gene sequence, terminal-RFLP analysis is 
suitable for a rapid comparison of HGM. Terminal- restriction 
fragment (T-RF) length can be calculated from a known 
sequence, thus one can predict bacterial species on the 
basis of their T-RF length by this analysis. Finally, we can build 
a phylogenetic assignment database for T-RFLP analysis of 
HGM compared with the results of 16S rRNA gene clone 
library analysis. 
　My presentation consists of two reviews, namely i) the 
health care survey between the HGM composition and the 
human personal and lifestyle characteristics and ii) the role 
of gut microbiota on the bidirectional signaling between the 
gastrointestinal tract and the brain, the Gut-Brain- Axis.
　Recently, we also analyzed the cerebral metabolome 
using CE-TOFMS in order to clarify the infl uence of normal 
gut microbiota (designated as GM) on cerebral metabolite 
profiles. Many metabolites including neurotransmitters 
showed differences in the concentrations between germ-
free mice and conventional mice, indicating that normal GM 
closely connected with brain health, disease, development, 
attenuation, learning, and memory. Through a proper control 
of GM, cerebral nerve disorders may be prevented or 
alleviated in the future.
　Recently, an association between HGM and many diseases, 
such as cancer, allergies and dementia, stress, age-related 
physiological changes, and obesity and diabetes as new items 
has been found. The composition of HGM was associated 
with each personal risk for illness and the effect of functional 
foods by applying the highly advanced food material 

予測と現状の比較を実施することを目的としている。つまり、腸内常在菌
の成績が健康管理の向上および疾患リスクの軽減に結びつき、やがては健
康QOLの向上に結びついていくであろう。
  培養を介さない分子生物学的手法のひとつである「ターミナル -RFLP法」
を用いて腸内常在菌の多様性解析を行い、個々人の腸内常在菌の類似性を
みることによって、群分けすることが可能になった。すなわち、健常日本
人3220名の腸内常在菌の構成と143項目におよぶ属性（年齢、性別など）
や食生活、生活習慣、運動習慣などのアンケート調査を実施し、腸内常在
菌と食生活 •生活習慣との関係を検索したところ、ヒトの腸内常在菌のパ
ターンが、食生活や生活習慣などによって、８グループに分類された。高
齢者と健常成人のパターンの違いや、年齢や性別、居住地域や食生活、運
動習慣などと健康状態の関係などが明らかになった。今後、さらに何万と
いう人々の腸内常在菌を解析し、様々なパターンに分けることができれば、
健康な腸内常在菌パターンと同時に、疾患に関連する腸内常在菌パターン
が解明されていくものと期待される。このような予防医学的な知見の蓄積
により、健康予防の手段としての活用される事が期待されている。国民の
高い健康志向を背景に、体調調節機能と密接な関係を持つ各人の腸内常在
菌から得られる情報は、個人別の健康評価や食生活指導法の構築への応用
を可能にすることになり、新しい健康予防のあり方さえも変えうる力となっ
ている。

  腸内常在菌が棲息する場である大腸はヒトの臓器の中で最も種類の多い疾
患が発症する場でもある。腸内常在菌が直接腸管壁に働き、消化管の構造
や機能に影響を与え、各人の栄養、薬効、生理機能、肥満、老化、発がん、
免疫、感染などに未知の極めて大きな影響を及ぼすことになり、腸内常在
菌の構成とその生理作用に関する研究は現代医療研究のトップランナーに
位置づけられている。本講演ではこれまで得られた我々の成績を中心に述
べる。
  腸内常在菌の宿主への影響に関する研究の進展は、腸内•脳内代謝物への
腸内常在菌の機能も明らかにしている。それらの殆どは低分子のため腸管
粘液層にも浸透し、上皮細胞にも直接影響を与え、腸管からも吸収され血
中に移行し全身へ運搬されるため、健康や疾病との関連性は極めて高いと
考えられる。一方、腸と脳の間には双方向のシグナルは生体の恒常性維持
に重要であり、神経、ホルモン、免疫レベルにおいても制御され、脳の発
達や行動にも腸内常在菌の関与が指摘されている。無菌マウスおよび腸内
常在菌保有マウスの大脳皮質の代謝物196成分を比較したところ、代謝物
のうち23成分（行動と関連深い神経伝達物質であるドーパミン、総合失
調症との関連性ありとするセリン、多発硬化症やアルツハイマー発症に関
連性ありとされるＮ -アセチルアスパラギン酸など）の産生は腸内常在菌
により抑制され、逆に、15成分（神経伝達物質の前駆物質である芳香族ア
ミノ酸、乳児の脳機能発達に関与するＮ -アセチルノイラミン酸など）の
産生は腸内常在菌により促進されていることが明らかとなった。本成績の
みでは、脳の活性化や脳の病気に関わっている神経伝達物質と、腸内常在
菌の詳細な関係についてはまだ解析されていないが、脳の健康や疾病、発
達と衰弱、学習や記憶、行動などに腸内常在菌が関与している新しい知見
が得られている。
  急速な高齢化と飽食による生活習慣病患者群の増大に起因し、国民医療費
は既に40兆円を超え国家財政上で喫緊の課題になっている。そこで国民
生活のQOL（生活の “質 ”）を大きく損なわない予防医学的手法の開発が
切望されているが、未だ具体的な突破口は見出されていない。　2009年
3月より、「個人別の“生理･代謝機能を計測･評価する技術システムの構築」
に基づいてヒト腸内常在菌データベースの構築を実施してきた。腸内常在
菌解析の成績と個人属性および生活特性との関連性を解明し、完成した腸
内常在菌 -生活特性データベースを駆使して、生活習慣の予測および罹患

新時代を迎えた腸内常在菌研究　～腸内常在菌データベース構築による健康予防の推進～ New progress on the human gut microbiota
~ New approach for the health care by the human gut microbiota database ~

■略歴
1973 年酪農学園大学獣医学群卒業、1974 年、理化学研究所に
入所。同所バイオリソースセンター微生物材料開発室室長を経て
2009 年より現職。日本臨床腸内微生物学会理事、日本無菌生物
ノートバイオオロジー学会理事をはじめ腸内環境学、微生物分類
学の専門性を活かし多方面の活動に従事。著書に「腸内細菌が寿
命を決める！」（パル出版）、「免疫力は腸が決める！」（角川新書）、
「自力で腸を強くして一生健康！」（宝島社）、「腸を整えれば病気
にならない」（廣済堂）、「自力で腸を強くする30の法則」（宝島社）、
「腸内細菌の驚愕パワーとしくみ」（C&S研究所）「100歳まで元
気な人は何を食べているか？」（三笠書房）など多数。    

辨野 義己
国立研究開発法人理化学研究所 
イノベーション推進センター 
辨野特別研究室 特別招聘研究員

Yoshimi Benno, DVM, Ph.D.
Head (Senior invited researcher) 
of Benno Laboratory, 
RIKEN Innovation Center

■ CV
Graduated from Department of Veterinary Medicine, 
Rakuno Gakuen University in 1973, awarded Ph.D. from 
Veterinary Medicine, The University of Tokyo in 1982.  
Researcher of Animal Physiology Laboratory, RIKEN in 
1974, Head of Japan Collection of Microorganisms in 
2004, senior invited researcher of Benno Laboratory, 
RIKEN since 2009.

表．3220名の腸内常在菌のパターンと生活特性

グループ 1
(n=797)

グループ 2
(n=193)

グループ 3
(n=397)

グループ 4
(n=476)

グループ 5
(n=322)

グループ 6
(n=441)

グループ 7
(n=482)

グループ 8
(n=112)

性特活生）群（菌在常内腸な主プールグ

Firmicutes, Ruminococcus, 喫煙・飲酒なし, 便秘気味, BMI標準内
Clostridium XIVa, Bacteroides 60歳以上の女性群

Clostridium III+XVIII, Ruminococcus, 乳酸菌摂取, BMI標準内59歳以下の
Bifidobacterium, Coriobacteriaceae, 女性群
Eubacterium, Actinomyces

Clostridium I, Eubacterium, 喫煙・飲酒なし,野菜，海藻，魚介類，納豆
Ruminococcus, Bacteroidestes を摂るBMI標準内60歳以上の女性群

Clostridium XIVa, Fusobacterium, 
Eubacterium, Ruminococcus,    BMI標準内の女性群
Bacteroidetes

Clostridium XIVa, Eubacterium,     野菜，海藻，魚介類，納豆を摂る群
Streptococcus, Actinomyces

Clostridium XIVa, Eubacterium,              
Ruminococcus, Slackia, Collinsella,         便秘ではない59歳以下の男性群
Gordonibacter

Clostridium, Lachnospira,        喫煙・飲酒習慣あり,野菜，海藻，
Selenomoas, Parabacteroides, 魚介類, 納豆を摂るBMI標準外の60歳
Lactobacillus             以上の男性群

Clostridium, Fusobacterium, Roseburia, 喫煙あり, BMI標準外の59歳以下
Lactococcus, Streprococcus, Bacillus の男性群

Relationship between gut microbiota and personal and lifestyle characteristics

Group 1
(n=797)

Group 2
(n=193)

Group 3
(n=397)

Group 4
(n=476)

Group 5
(n=322)

Group 6
(n=441)

Group 7
(n=482)

Group 8
(n=112)

Group Major gut microbiota Personal and lifestyle characteristics

Firmicutes, Ruminococcus,
Clostridium XIVa, Bacteroides

Clostridium III+XVIII, Ruminococcus,
Bifidobacterium, , Coriobacteriaceae,
Eubacterium, Actinomyces

Clostridium I, Eubacterium,
Ruminococcus, Bacteroidestes

Clostridium XIVa, Fusobacterium, 
Eubacterium, Ruminococcus,    
Bacteroidetes

Clostridium XIVa, Eubacterium,     
Streptococcus, Actinomyces

Clostridium XIVa, Eubacterium,              
Ruminococcus, Slackia, Collinsella,         
Gordonibacter

Clostridium, Lachnospira,        
Selenomoas, Parabacteroides,
Lactobacillus 

Clostridium, Fusobacterium, Roseburia,
Lactococcus, Streprococcus, Bacillus

Female: >60 years old, 25%BMI<, constipation

Female: <59 years old, 25%BMI<, 
Intake of probiotics

Female: >60 years old, 25%BMI<, Intake of  vege-
table, seafeed, fish, Natto, nonsmoking, no alcohol

Female: 25%BMI< 

Male: Intake of vegetable, seafeed, fish, Natto

Male: <59 years old, non-constipation

Male :. 60 years old, 25%BMI>, Intake of vegetable,
Seafeed, fish, Natto, alcohol drinking and smoking

Male: <59 years old, 25%BMI>, smoking
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ネスレ栄養科学会議について About the Nestlé Nutrition Council Japan
ネスレ栄養科学会議は、日本の栄養科学の発展のため次のような幅広い活動を行っています。

■研究者への支援
栄養科学を中心とする研究者を支援するため、研究助成を公募しています。理事会および学識経験者による厳正
な審査および選考を経て毎年 8件の研究助成を採択しています。

■論文賞
健康な生活に寄与する食品・栄養に関する研究の奨励を目的として、優秀な論文の35歳以下の若手研究者である
著者に論文賞および副賞を贈呈します。

■学術講演会
毎年日本および海外の講師による健康・栄養・ウェルネスに関する様々なテーマで講演会を開催しています。

Nestlé Nutrition Council Japan （NNCJ） promotes nutritional science and the 
communication on scientifi c nutrition and health information.
■Research Grants
NNCJ provides fi nancial support to scientists to pursue research in Nutrition.  A total of eight fellowships are 
given each year following careful selection by the NNCJ board members and by an external review panel. 

■Research Awards
NNCJ grants Best Original Paper Awards to acknowledge signifi cant research contributions to Nutrition 
Science.  After careful selection by an external review panel, up to four awards are attributed annually to 
scientists who are less than 35 years old.

■Scientifi c Meetings
NNCJ organizes scientific meetings and symposia with key scientists from Japan and abroad in 
relevant areas of Public Health and Nutrition.

＜食と生命のサイエンス・フォーラムについて＞
食と生命のサイエンス・フォーラムは、ネスレ栄養科学会議、ネスレリサーチ東京、東京大学総括プロジェクト
機構総括寄付講座「食と生命」によって毎年、栄養と健康の役割について関心を高めることを目的として開催し
ています。

過去のフォーラム一覧
2011 年　コーヒーと糖尿病についての最新知見　
2012年　筋肉の衰えと加齢　～栄養と運動による予防
2013年　脳の認知機能に及ぼす栄養の役割
2014年　子どもの肥満と食育 - 広がる健康対策の成果をたどる
2015年　栄養とヘルシー・エイジング
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<About the “Food for Life” Science Forum>
The “Food for Life” Science Forum is organized by the NNCJ, Nestlé Research Tokyo and the “Food for 
Life” Endowed Chair of the University of Tokyo.  The forum is held annually to raise awareness about the 
role of nutrition and health.

Past topics of the “Food for Life” Science Forum
2011   Coffee Consumption and Prevention of Type II Diabetes
2012   Sarcopenia and Aging ‒ Signifi cance of Nutrition and Exercise
2013 The Role of Nutrition in Stimulating and Sustaining Cognitive Performance
2014 Childhood Obesity ‒ Education and Consequences on Public Health
2015 Nutrition and Healthy Aging
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食と生命のサイエンス ･フォーラム 2016 “Food for Life” Science Forum 2016

ヒトの健康と腸内菌叢
The Role of Microbiota in Human Health

NOTES

Investigation of the association between taste hyposensitivity and nutrition in young populations
（東京医科歯科大学大学院　　植野　正之）
（Masayuki Ueno, Tokyo Medical and Dental University）

Why is zinc required for skin and hair development? - Investigation of ZIP10 and zinc signaling
（徳島文理大学薬学部　　深田　俊幸）
（Toshiyuki Fukada, Tokushima Bunri University）

Fast synthesis of various drugs by programmable pathway scaffolding in yeast
（東京大学先端科学技術研究センター　　谷内江　望）
（Nozomu Yachie, The University of Tokyo） 

Establishing the molecular target for the prevention of premature aging associated with hyperphosphatemia
（大阪府立母子保健総合医療センター研究所　　川井　正信）
（Masanobu Kawai, Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health）

Does caffeine help sedentary people to be more active?
（お茶の水女子大学　　Julien Tripette）
（Julien Tripette, Ochanomizu University）

The effect of dietary diversity on cognitive function: a 15 year-longitudinal study in the community-dwelling 
middle-aged and elderly
（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター　　大塚　礼）
（Rei Otsuka, National Center for Geriatrics and Gerontology）

Identifi cation of odorant receptors controlling appetite and food preferences
（関西医科大学　　小早川　高）
（Ko Kobayakawa, Kansai Medical University）

Usefulness of bioelectrical impedance for the assessment of nutritional status in critically ill patients
（徳島大学大学院　　堤　理恵）
（Rie Tsutsumi, Tokushima University）

※ドリンクコーナーにポスターを掲示しています ※Posters are displayed in the lobby.

2015年度研究助成者
2015 NNCJ Research Grant Recipients　　　
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