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バイオインダストリー奨励賞 受賞者企画セミナー 

もう一つの臓器、 
腸内細菌叢の機能に迫る 

日 時：2019 年 4 月 5 日（金）13：00～18：00 
場 所：TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター4 階 ホール 4E（中央区京橋） 
主 催：（一財）バイオインダストリー協会  
企 画：福田 真嗣氏（慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授） 
 

■プログラム 

13:00～13:10  開会挨拶 福田 真嗣氏（慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授） 

13:10～13:40  金 倫基氏 （慶應義塾大学薬学部創薬研究センター 教授） 

              「抗肥満作用を発揮する腸内細菌由来代謝物の探索」 

13:40～14:10   西山 啓太氏（慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室 講師） 

              「ビフィズス菌の宿主腸内における共生機構」 

14:10～14:40   池田 和貴氏（かずさ DNA 研究所 臨床オミックス解析施設 ユニットリーダー） 

              「腸内細菌を介した脂質代謝クロストークと疾患」 

14:40～15:10   山田 拓司氏（東京工業大学生命理工学研究院 准教授） 

「大腸がん発がん過程の腸内環境ダイナミクス」 

15:10～15:20 休憩 

15:20～15:50   佐々木 伸雄氏（慶應義塾大学医学部消化器内科 特任助教） 

               「オルガノイドが紐解く腸内細菌-宿主上皮細胞の相互作用メカニズム」 

15:50～16:20   石川 大氏（順天堂大学消化器内科 准教授） 

        「大腸難病疾患に対する抗生剤併用便移植療法」 

16:20～16:50  福田 真嗣氏（慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授） 

        「メタボロゲノミクスによる腸内細菌叢の機能理解とその制御」 

16:50～17:00  閉会挨拶 中川 智（大賞・奨励賞事務局）  

17:00～18:00 名刺交換会及び交流会 
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セミナー参加者の皆様へ 

 

 本日は、ご多用のところ、バイオインダストリー奨励賞 受賞者企画セミナー『もう一つの臓器、腸内細菌叢

の機能に迫る』にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

 (一財)バイオインダストリー協会（JBA)が、2017 年に創立 30 周年を迎えるにあたり、バイオインダスト

リーの発展に大きく貢献した、または、今後の発展に大きく貢献すると期待される業績を表彰する「バイオイ

ンダストリー大賞」、および、バイオサイエンス、バイオテクノロジーに関連する応用を指向した研究に携わる

有望な若手研究者とその業績を表彰するものとして、10 件を表彰する「バイオインダストリー奨励賞」を創

設しました。 

 

 JBA では、奨励賞を受賞された研究者の研究が、これからのバイオテクノロジーの新時代を拓き、世界を

創るものとして発展していくことを願っております。そこで奨励賞受賞者に、その最先端の研究についてセミ

ナーを企画していただくことといたしました。 

 記念すべき第 1 回目は、「第 1 回バイオインダストリー奨励賞」受賞者 10 名のうちのお一人、福田 真

嗣氏（慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授）に企画をお願いし、腸内細菌叢の研究に携わる 6

名の若手研究者にご講演をお願いすることになりました。 

 限られた時間ではありますが、ホットな腸内細菌叢研究の最新情報について、意見交換していただければ

と思います。 

 

 最後に、JBA の表彰事業も 3 回目を迎え、現在、バイオインダストリー大賞、バイオインダストリー奨励賞

を募集しております（応募締切：平成 31 年 4 月 22 日（月））。詳しくは、JBA のホームページ

（https://www.jba.or.jp/jba/osirase/3_1.php）をご覧ください。お近くに受賞にふさわしい研究

者がおられましたら、是非ご推薦いただけますよう、よろしくお願いします。 

 

バイオインダストリー大賞・奨励賞 事務局 
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抗肥満作用を発揮する腸内細菌由来代謝物の探索 

 金 倫基  
慶應義塾大学薬学部創薬研究センター 教授 

 
肥満はこの数十年の間に急激に増加している。世界の肥満人口は 2016 年時点で 6 億 5 千万人以上

に達し、1975 年から約 3 倍となった。肥満増加の原因として、食の欧米化、運動不足によるエネル

ギーバランスの崩れなどが挙げられる。近年、腸内細菌叢が肥満と深く関わっていることが示唆さ

れている。例えば、無菌マウスは通常マウスと比べて肥満に対して抵抗性を示すことや、肥満マウス

や肥満者の腸内では Firmicutes 門菌が多く、Bacteroidetes 門菌が少ないことなどが報告されている。

さらに動物実験において、Akkermansia muciniphila や Bacteroides acidifaciens の投与が肥満を改善す

ることや 1), 2)、短鎖脂肪酸受容体の GPR43 の刺激が脂肪細胞の肥大化を抑制することなども明らか

になっている 3)。しかし、腸内細菌が肥満に与える影響の全容については未だ不明な点が多い。現在

我々は、抗肥満作用を示す新たな腸内細菌関連代謝物を同定することを目的として研究を行ってい

る。そこで本講演ではその成果の一部についてお話したい。 
 
【参考文献】 
1) Plovier, H. et al.: A purified membrane protein from Akkermansia muciniphila or the pasteurized bacterium 

improves metabolism in obese and diabetic mice, Nature Med., 23(1), 107-113(2016) 
2) Yang, J.-Y. et al.: Gut commensal Bacteroides acidifaciens prevents obesity and improves insulin sensitivity in 

mice, Mucosal Immunology, 10(1), 104-116 (2017) 
3) Kimura, I. et al.: The gut microbiota suppresses insulin-mediated fat accumulation via the short-chain fatty acid 

receptor GPR43, Nature Communications, 4, 1829 (2013) 
 

【連絡先】E-mail: ykim@keio.jp 
 

【略歴】 
2005 年 3 月 北里大学大学院薬学学研究科博士課程（微生物学専攻）修了 
2005 年 4 月 北里大学薬学部微生物学教室 講座研究員             
2006 年 1 月     University of Michigan Medical School (USA) Post-doctoral Fellow  
2011 年 7 月    筑波大学医学医療系（免疫学）助教           
2013 年 6 月     University of Michigan Medical School Research Investigator  
2015 年 6 月     Vedanta Biosciences, Inc. (USA) Senior Scientist  
2016 年 8 月     慶應義塾大学薬学部生化学講座 専任准教授 
2018 年 10 月    慶應義塾大学薬学部創薬研究センター 教授 
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ビフィズス菌の宿主腸内における共生機構 

 西山 啓太  
慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室 講師 

 
ビフィズス菌は、ヒト腸内に優勢な細菌である。ビフィズス菌が生息する消化管下部は、ムチンを

主成分とした粘液に覆われており、細菌に定着の場を提供するとともに、糖源としても利用される。

したがって、ビフィズス菌にとってムチンとの相互作用を保つことは、腸内環境で自身の定着を有

利にする重要な生存戦略であると考えられる。 
我々の研究アプローチは、ビフィズス菌のムチンとの相互作用にかかわる分子機構の理解であり、

とりわけ菌体表層タンパク質の機能に着目してきた。例えば、Bifidobacterium bifidum のシアリダー

ゼは、糖質分解酵素に加え付着因子として性質をもつ二機能性のユニークな因子であることを明ら

かにした。また、シアリダーゼは、ビフィズス菌間の栄養共生における中心的役割を担っていた。さ

らに、Bifidobacterium longum の付着因子である線毛の発現は、特定の腸内細菌に由来する代謝産物

によって制御されていることを見出した。すなわち、ビフィズス菌の線毛を介した定着は、他の細菌

との共生のもとに成り立っていることが分子レベルで徐々に明らかになってきた。 
本セミナーでは、我々の研究成果からみえてきた、ビフィズス菌のヒト腸内における共生機構に

ついて紹介したい。 
 
【参考文献】 
1) Nishiyama, K.,* Sugiyama M.* et al.: A new approach for analyzing an adhesive bacterial protein in the mouse 

gastrointestinal tract using optical tissue clearing, Sci. Rep., 9, 4731 (2019) (*equally contribute) 
2) Nishiyama, K. et al.: Two extracellular sialidases from Bifidobacterium bifidum promote the degradation of 

sialyl-oligosaccharides and support the growth of Bifidobacterium breve, Anaerobe, 52, 22-28 (2018) 
3) Nishiyama, K. et al.: Bifidobacterium bifidum extracellular sialidase enhances adhesion to the mucosal surface 

and supports carbohydrate assimilation, mBio, 8, e00928-17 (2017) 
4) Nishiyama, K.: Study of the adherence properties of Lactobacillus and Bifidobacterium species to intestinal 

tract and application to the prevention of pathogenic infection, Milk Sci., 66, 219-226 (2017) 
5) Nishiyama, K. et al.: Adhesion properties of lactic acid bacteria on intestinal mucin, Microorganisms, 4, E34 

(2016) 
 

 
【連絡先】E-mail: keita.nishiyama@keio.jp 

URL: http://www.microbiolimmunol.med.keio.ac.jp 
 

【略歴】 
2012 年 北里大学大学院獣医畜産学研究科 修士課程修了 
2015 年 北里大学大学院獣医学系研究科 博士課程修了（博士・農学） 

同年 北里大学薬学部微生物学教室 助教 
 2019 年 慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室 講師 
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腸内細菌を介した脂質代謝クロストークと疾患 

 池田 和貴  
かずさ DNA 研究所 臨床オミックス解析施設 ユニットリーダー 

 
腸内細菌は哺乳動物の代謝系で生成しないユニークな構造をもつ脂質代謝物を産生することが明

らかとなってきており、その一部には宿主の生体機能を調節するという新たなパラダイムシフトが

生まれつつある。これらの共生関係から生まれる代謝クロストークの総体を分子レベルで捉えるた

めに、液体クロマトグラフィー質量分析法（LC/MS）を用いた脂質メタボロミクス（リピドミクス）

解析が注目されている。しかしながら、既存の解析技術は宿主側の代謝物に主にフォーカスしてい

るために、腸内細菌の産生する複雑な代謝物を含めた網羅的な探索技術は十分確立されておらず、

これらの相互作用や生理的意義の理解を深めることが困難であった。 
 本発表では、宿主側だけでなく腸内細菌が生み出す代謝物も捉えられるような探索性に優れたノ

ンターゲット型のミリューリピドミクス解析という新たな基盤技術を紹介する。また、このスクリ

ーニング技術の応用することで、腸内細菌は脂肪酸の二重結合の水酸化や異性化反応などにより

様々な構造異性体へ変換するだけでなく、これらを原料に新規の脂質複合体などを産生することが

新たに分かってきている。さらに、ヒトの乳幼児アレルギーのコホート研究においては、糞便中でこ

れらの代謝物が産生され、一部はアレルギー発症と相関性を持つことも明らかになってきている。 
このようなミリューリピドミクス解析技術の進展により、将来的には腸内細菌由来の脂質代謝物

の生理的意義や疾患メカニズムの解明に繋がることが期待される。 
 
 

【参考文献】 
1) 池田和貴, 有田誠：「メタゲノム解析 実験プロトコール / 細菌叢研究を支える重要技術」実験医学

別冊, 187-192 (2016) 
2) Ikeda K.: Mass-spectrometric analysis of phospholipids by target discovery approach.  Bioactive Lipid 

Mediators (Springer), Part Ⅳ 25, 349–356 (2015) 
 

【連絡先】E-mail: kaikeda@kazusa.or.jp 
 

【略歴】 
2003 年 3 月 名古屋市立大学薬学部 卒業 
2006 年 3 月～20 名古屋市立大学大学院薬学研究科博士前期課程卒業 
2006 年 4 月 東京大学大学院 医学系研究科 メタボローム講座 特任研究員 
2010 年 4 月 東京大学大学院 医学系研究科 メタボローム講座 特任助教 
2010 年  学位取得 薬学博士（名古屋市立大学） 
2011 年 1 月 慶應義塾大学 先端生命科学研究所 特任助教 
2014 年 4 月 理化学研究所 IMS メタボローム研究チーム 上級研究員 
2016 年 11 月 理化学研究所 IMS メタボローム研究チーム 副チームリーダー 
2019 年 4 月 かずさ DNA 研究所 臨床オミックス施設 ユニットリーダー 
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大腸がん発がん過程の腸内環境ダイナミクス 

 山田 拓司  
東京工業大学生命理工学研究院 准教授 

 
ヒト腸管内には 1,000 種 100 兆個体を超える細菌が共生している。これらの細菌はヒト腸内細菌

と呼ばれ、腸管内に群集構造を形成し、複雑なエコシステムをなしている。微生物由来の遺伝子配列

を直接決定するメタゲノム解析などの新たな解析手法の開発により、ヒト腸内環境研究は多くの発

展を見せ、肥満、糖尿病、炎症性腸疾患、肝臓がんなどの様々な疾患との関連性が明らかになりつつ

ある。  
我々は大腸がんに焦点を当て、その発症に関するメカニズムにヒト腸内細菌がどのように関連し

ているかを明らかにするため、大規模な疫学コホート研究を行っている。その中で収集しているデ

ータとして、ヒト腸内環境のメタゲノムデータに加え、メタボロームデータ、生活習慣、食生活およ

び内視鏡所見も収集している。これらの統合解析により、大腸がん発症に関連する微生物、代謝物

質、および微生物由来代謝経路を見出す試みを紹介する。これまでは大腸がんはヒト側の遺伝子変

異が蓄積することによる遺伝的疾患であるという認識であったが、本研究により大腸がんは遺伝的

であり、かつ腸内環境依存的な疾患であることを見出した。 
 
【参考文献】 
1) Zeller, G. et al.: Potential of fecal microbiota for early-stage detection of colorectal cancer, Mol. Syst. Biol., 10, 

766 (2014) 
2) Arumugam. M., et al.: Enterotypes of the human gut microbiome, Nature, 473(7346), 174-80 (2011) 
 

【連絡先】E-mail: takuji@bio.titech.ac.jp   
 

【略歴】 
2001 年  京都工芸繊維大学 繊維学部卒業 
2003 年  京都大学理学研究科 修士課程修了 
2006 年  京都大学理学研究科 博士課程修了 
2006 年  学位取得 博士（理学） 
2006 年  京都大学化学研究所特任助手 
2008 年  European Molecular Biology Laboratory(EMBL) Postdoc 
2010 年  EMBL Senior technical officer 
2012 年  東京工業大学生命理工学研究科 生命情報専攻 講師 
2015 年  ㈱メタジェン 取締役副社長 CTO 
2016 年  東京工業大学生命理工学研究科 生命情報専攻 准教授 
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オルガノイドが紐解く腸内細菌–宿主上皮細胞の相互作用メカニズム 

 佐々木 伸雄 

慶應義塾大学医学部消化器内科 特任助教 
 
近年のオルガノイド培養法は目覚ましく進展しており、胚性幹(（ES）)細胞/人工多能性幹 ((iPS) )

細胞や組織幹細胞が持つ自己組織化の性質を上手にコントロール（(培地条件を適正化）)することで，、

生体内と同じ立体配置を持った個別の臓器を創ることが可能である。このオルガノイド培養法の特

徴として、幹細胞を永続的に培養できることだけではなく、それぞれの臓器特異的な機能性細胞の

分化が自律的に誘導される点が挙げられるため、ヒトの臓器発生学や疾患生物学の分野で注目を集

めている。 
私は、これらのオルガノイド培養法の特徴を活かせる新しい可能性を模索したところ、腸内細菌

研究に応用できる可能性を見出した。腸内細菌叢は、宿主の腸管上皮細胞と相互作用を取りながら、

お互いに絶妙なバランスの上で恒常性が維持されている。このバランスの変動は、宿主の代謝や免

疫などの生理的機能に影響し、宿主の健康と病的状態に密接に関係していることが報告されている

が、細菌と宿主間に存在する分子シグナルの実体については未だ不明な点が多い。その理由として、

これまで正常な腸管上皮細胞が長期間培養することが不可能であり、in vitro 実験系が不足していた

ことが考えられる。そこで、正常上皮細胞の長期安定培養が可能であるオルガノイド培養法が、腸内

細菌-宿主細胞間に存在する分子シグナルの実態を解明できる新規の in vitro 実験になることが期待

される。今回、我々がヒト患者由来糞便から単離した病原性細菌の挙動について、オルガノイドと古

典的な大腸癌由来培養細胞を用いて比較実験を行ったところ、オルガノイドでのみ観察される特有

の表現型の発見に成功した。この表現型はマウスを用いた in vivo 検証系でも確認されたことから、

腸内細菌研究においてもオルガノイド培養法は有益な in vitro 検証系であることが証明された。そこ

で本セミナーでは、腸内細菌研究におけるオルガノイドの具体的な活用例について紹介し、さらな

る発展研究の可能性について討論したい。 

【参考文献】 
1) Nakamoto, N. et al.: Gut pathobionts underlie intestinal barrier dysfunction and liver T helper 17 cell immune 

response in primary sclerosing cholangitis, Nature Microbiology, 4(3), 4092-503 (2019) 
2) Sasaki, N.*, Roerink, S.F.* et al.: Intra-tumour diversification in colorectal cancer at the single-cell level, 

Nature, 556(7702), 457-462 (2018) (*equally contribute) 
3) Sasaki, N. et al.: Reg4+ deep crypt secretory cells function as epithelial niche for Lgr5+ stem cells in colon, 

Pros. Natl. Acad. Sci. USA., 113(37), E5399-5407 (2016) 

【連絡先】E-mail: nob.sasaki@keio.jp 

【略歴】 
2006 年 東京理科大学基礎工学研究科生物工学科博士課程（松野健治教授） 卒業 
2007 年 国立遺伝学研究所 発生工学研究室（相賀裕美子教授）ポスドク 
2011 年 オランダ国立 Hubrecht 研究所 (Hans Clevers 教授) ポスドク 
2016 年 慶應義塾大学医学部消化器内科 特任助教 
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大腸難病疾患に対する抗生剤併用便移植療法 

 石川 大 
順天堂大学消化器内科 准教授 

 
腸内細菌叢の乱れと様々な疾患との関連が明らかになり、腸内環境の改善を目的とした便移植療

法(FMT: Fecal Microbiota Transplantation)に注目が集まっている。FMT は難治性 Clostridium difficile 感

染性腸炎に対して高い治療効果を示し、欧米では既に実用化されているが、他疾患に対する治療効

果については不明瞭であり、現在数多くの研究が進行中である。特に、近年急増する潰瘍性大腸炎患

者への新しい治療選択肢として期待が高まっている状況である。2017 年にオーストラリアから報告

されたランダム化比較試験で UC に対する FMT の有効性は証明されたものの、凍結ドナー便を 40
回自己浣腸する方法であり、現実的な治療選択肢になりうるかは疑問が残る。我々は効率的な FMT
メソッドの確立を目指し、2014 年 7 月から医師主導臨床研究(UMIN ID000014152)『潰瘍性大腸炎に

対する抗菌薬療法併用 FMT の有効性の検討』を開始した。FMT 前に抗菌剤療法で患者の乱れた腸

内細菌叢をリセットし、大腸内視鏡下で新鮮ドナー便を投与する FMT メソッド（Antibiotics-FMT：
A-FMT）であり、有効性と、腸内細菌の変化との関連性について報告してきた 1-4)。さらに、長期間

治療効果が維持できている症例を検討すると、特徴的なドナー-レシピエントの関係性が明らかにな

ってきている。患者にマッチするドナーの条件を知ることが可能になれば、患者や疾患に合わせた

個別化 FMT(Tailor-made FMT)の実現が可能と考えられ、プロバイオティクスを組み合わせた世界に

先駆けた新規的な治療確立へとつながると考える。 

【参考文献】 
1) Ishikawa, D. et al.: The microbial composition of bacteroidetes species in ulcerative colitis is effectively 

improved by combination therapy with fecal microbiota transplantation and antibiotics, Inflamm. Bowel Dis., 
24(12), 2590-2598 (2018) 

2) 石川 大ほか：総説：便移植の現状と展望, 腸内細菌学雑誌, 32(3), 137-144 (2018)  
3) Ishikawa, D.: Fecal microbiota transplantation for the treatment of gastrointestinal disease: present and future 

prospects, Gastroenterological Endoscopy, 60(4), 969-980 (2018) 
4) Ishikawa, D. et al.: Changes in intestinal microbiota following combination therapy with fecal microbial 

transplantation and antibiotics for ulcerative colitis, Inflamm. Bowel Dis., 23, 116-125 (2017)  
【連絡先】Email:  dai@juntendo.ac.jp 

【略歴】 
2001 年 岩手医科大学医学部卒業 医師免許取得 
2004 年 順天堂大学大学院医学研究科 消化器内科学専攻課程入学 
2009 年 米国 Case Western Reserve University, IBD Research Center 留学 
2014 年 順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科学講座 助教 
2016 年 4 月～現在  順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科学講座 准教授 
【受賞歴】 
2018 年 第 6 回アジア腸疾患学会「Best abstract 賞」 
2018 年 アメリカ Crohn and Colitis Conference 2018「Journal IBD 優秀論文賞」 
2017 年 アメリカ消化器病学会 DDW2017「DDW TV Award」 
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メタボロゲノミクスによる腸内細菌叢の機能理解とその制御 

 福田 真嗣  
慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授 

神奈川県立産業技術総合研究所 グループリーダー 
筑波大学医学医療系 客員教授 

㈱メタジェン 代表取締役社長 CEO 
 
生体内において、臓器連関や細胞間コミュニケーションを担う因子としてホルモンやサイトカイ

ンなどが知られている。しかし近年の研究で、腸内に生息する数百種類以上でおよそ 40 兆個にもお

よぶ腸内細菌叢から産生される様々な代謝物質も、異種生物である宿主細胞や臓器機能に影響を与

えることが知られるようになり、これらを第３の液性因子と捉える機運が高まりつつある。腸内細

菌叢はその構成成分や産生する代謝物質を介してヒトの健康維持に寄与することが知られているが、

薬剤摂取やストレス、あるいはライフスタイルや食習慣の変化など、様々な環境要因により腸内細

菌叢のバランスが崩れると（これを dysbiosis と呼ぶ）、大腸癌や炎症性腸疾患といった腸そのものの

疾患に加えて、自己免疫疾患や代謝疾患といった全身性疾患につながることも知られている。それ

故、腸内細菌叢由来代謝物質を第３の液性因子として捉え、その機能を正しく理解し制御すること

は、我々の健康維持・疾患予防において重要である。我々はこれまでに、腸内細菌叢の遺伝子情報と

代謝動態に着目したメタボロゲノミクスを基盤とする統合オミクス解析技術を構築し１）、腸内細菌

叢から産生される代謝物質が生体恒常性維持に重要な役割を担うことを明らかにしてきた 2-4)。本研

究成果を社会実装する目的で、慶應義塾大学と東京工業大学とのジョイントベンチャーとして株式

会社メタジェンを設立した 5)。本発表では、腸内環境の理解とその制御による新たな健康維持、疾患

予防・治療基盤技術の創出に向けた我々の取り組みについて紹介する。 
【参考文献】 

1) Ishii, C. et al.: A metabologenomic approach reveals changes in the intestinal environment of mice fed on 
American diet, Int. J. Mol. Sci., 19, 4079 (2018) 

2) Fukuda, S., et al.: Bifidobacteria can protect from enteropathogenic infection through production of acetate,  
Nature, 69, 543-547 (2011) 

3) Furusawa, Y. et al.: Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells, 
Nature, 504, 446-450 (2013) 

4) Mishima, E. et al.: Alteration of the intestinal environment by lubiprostone is associated with amelioration of 
adenine-induced CKD, J. Am. Soc. Nephrol., 26, 1787-1794 (2015) 

5) https://metagen.co.jp/ 
【連絡先】E-mail: sfukuda@sfc.keio.ac.jp 
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年より慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授。2019 年同特任教授。2016 年より筑波大学医学医療

系客員教授、2017 年より神奈川県立産業技術総合研究所グループリーダーを兼任。2013 年文部科学大臣

表彰若手科学者賞受賞。2015 年文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術への顕著な貢献 2015」
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にて、ビジネスプラン「便から生み出す健康社会」で最優秀賞を受賞し、㈱メタジェンを設立。代表取締

役社長 CEO に就任。専門は腸内環境制御学、統合オミクス科学。 
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