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北里大学

“食を介した腸内細菌叢制御”で、
未然に疾病を予防し、
人類の健康 増進を図る。
腸内細菌叢の構成異常が関与する病態進展のメカニズムを解明する。
日本細菌学の父であり、北里大学の学祖・北里柴三郎は『医道論』の中で「病を未然に防ぐのが医道の基本である」と述べ、
「そのためには環境を配慮した予防が重要である」との考えを示しました。
北里柴三郎の教えは、食や環境が健康の維持・増進に強く結びついているという「農医連携」の考え方の原点です。
北里大学は生命科学のパイオニアとしてこの精神を引き継ぎ、また新たな学際領域の成熟を目指すことや、
新しい技術開発に挑戦することで健康社会の構築を目指しています。
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北里大学の「農医連携」
キーワードは「食・環境・健康」

2017年度私立大学
研究ブランディング事業の概要
北里大学学長

北里大学農医連携教育研究センター長

伊藤 智夫

向井 孝夫

北里大学は生命科学あるいは医療科学の総合大学を標

農医連携教育セミナーでは医科学実験動物、食の安

私立大学研究ブランディング事業は2016年度から文部

以上から、本事業では、「食を介した腸内細菌叢制御に

榜しており、
「チーム医療教育」
、
「農医連携」
、「感染制

全、動物介在活動・療法、生殖補助医療の各分野で

科学省により募集が開始された事業です。本事業は大

より健康社会を構築すること」を最大の目的とし、

御」を主な教育・研究の柱としています。このうち「農

学生による報告・討論会を開催して、農と医の複眼

学の特色ある研究を基軸として、全学的な独自色を大

1多様かつ複雑な腸内細菌叢のバランスが維持される

医連携」の取り組みにつきましては、2005年度に第1回

的視点を持った問題解決型人材の育成を目指していま

きく打ち出す取り組みを行う私立大学が補助されるも

北里大学農医連携シンポジウム「農・環境・医療の連

す。また、漢方医療は慢性疾患や未病対策に強みを発

のです。それゆえ本事業では研究課題の成果ととも

2腸内環境の状態を評価するために便中ペプチドの網

携を求めて」を開催した後、毎年１～２回のセミナー

揮し、患者さんや未病状態の方のQOL向上に寄与し

に、大学のビジョンやブランディングコンセプトを情

羅的解析（ペプチドミクス）を進め、腸内環境特異

を開催してきました。また、2009年度には文部科学省

ます。本学では北里大学東洋医学総合研究所が、文部

報発信することが強く求められており、本事業を推進

的ペプチドを見出すといった新しい技術開発にも挑

の「大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログ

科学省「革新的イノベーション創出プログラム（COI

することで各大学の特色化や機能強化が図られること

戦すること

ラム」に採択され、農医連携教育セミナーを毎年開催

STREAM）」のサテライトとして選定され、漢方診療

が期待されています。本学では、2017年度「農医連携

3特定の腸内細菌が疾患発症の原因となっているかを

しております。さらに、2013年度に「農医連携教育研

の可視化・標準化、生薬品質評価システムの開発など

研究拠点の創出：食を介した腸内環境制御による健康

検討し、食品成分やビフィズス菌などのプロバイオ

究センター」を設置して教育・研究のさらなる充実を

を推進しております。一方、障がい者のリハビリテー

社会構築」の研究課題で申請した結果、幸いにも本事

ティクスを利用した腸内細菌叢制御による疾病予防

図ってきました。

ションなど精神的機能の向上を目的として動物を利用

業に採択されました。

の可能性を評価すること

農医連携教育研究センターでは「食・環境・健康」をキー

した療法が行われていますが、本学は日本盲導犬協会

本事業では農医連携教育研究センターを中核として、

ワードに食と健康、東洋医学・漢方、動物介在医療な

と連携して、北里大学メディカルセンターにおいて主

学内の14グループが連携しながら研究を展開するもの

腸内環境への影響を評価すること

どのテーマを掲げて、分野の壁を越えた研究・教育を

に小児科領域におけるドッグセラピーを実践していま

です。この10年間で腸内細菌叢の解析技術が急速に

などを具体的な目的としています。

行っています。農医連携に関わる本学の主な組織は、

す。

進歩するとともに普及することで、腸内細菌叢の乱

本事業は、腸内環境制御により人類の健康増進を図ろ

獣医学部、医学部、海洋生命科学部、薬学部、医療衛

この度、本学の農医連携に対する取り組みが、文部科

れ（dysbiosis）が様々な疾病を引き起こす要因になっ

うというものであり、腸内細菌叢の構成異常が関与す

生学部、北里大学メディカルセンター、北里大学東洋

学省私立大学研究ブランディング事業（2017年度）に

ていることが明らかにされつつあります。学内に腸

る病態進展のメカニズムを明らかにするとともに、生

医学総合研究所です。北里大学には生命科学に関わる

選定されました。事業課題は「農医連携研究拠点の創

内細菌研究に関心を寄せる教員が多く、本事業を多面

活習慣の一つである食を介して疾病発症を予防しよう

学部が揃っていますが、特筆すべきは獣医学部が八雲

出：食を介した腸内環境制御による健康社会構築」
、本

的に展開できるものと考えています。農医連携の視点

とするものであります。本事業の成果は、人類の健康

牧場（北海道）と十和田農場（青森県）を、海洋生命

学が目指すブランドは「微生物と農医連携で人類の健

からは、食によりdysbiosisを予防・改善することで

に多大に貢献することが期待されるものであり、ブラ

科学部が三陸臨海教育研究センター（岩手県）を有し

康に貢献する北里大学」となっております。

疾病の予防につながることを期待しています。また、

ンドコンセプト「微生物と農医連携で人類の健康に貢

ていることです。また、獣医学部には、伴侶動物や産

北里大学では、これからも学部・研究科・病院の枠を

dysbiosisが寄与していると考えられる病態や疾病の発

献する北里大学」を世界に発信することを目指してい

業動物を扱う獣医学科のみならず、食・環境に関わる

越えて連携を図り、農医連携を進めて参りますので、

症については、まだ十分に明らかにされていないと考

ます。今後の成果発信にご期待ください。

教育・研究を実践している動物資源科学科と生物環境

皆様のご理解・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

えられます。

要因とその意義を明らかにすること

4抗生物質や漢方薬の治療における腸内細菌の役割や

科学科があり、農学士を輩出しています。
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建学の精神

北里大学の将来ビジョン

北里大学は、世界的な細菌学者であり、我が国の近代医学と衛生行政の発展に多大な貢献を果たした北里柴三郎を学祖と仰ぎ、
1962年に北里研究所創立50周年を記念して創設されました。
北里柴三郎の業績は、
「科学者としての真の学問追求」
「社会事業家としての国創」
「教育者としての人材育成」に集約されます。
北里柴三郎は常々、
「事を処してパイオニアたれ。人に交わって恩を思え。そして叡智をもって実学の人として、不撓不屈の精

生命科学のパイオニアとして、国際的にも有為な人材を育成し、
教育・研究・医療の成果を社会に還元すること

神を貫け。」と門下生に説いていました。
北里大学は、北里柴三郎が成した学統を受け継ぎ、北里柴三郎が顕現した「開拓」
「報恩」
「叡智と実践」
「不撓不屈」を建学の
精神としています。

▎建学の精神

開拓

報恩

「事を処してパイオニアたれ」

「人に交わって恩を思え」

叡智と実践

不撓不屈

北里精神の継承

実学の尊重
・
社会貢献

総合力・複眼的
視点を持った
人材の育成

自校教育
・
母校愛

学祖北里柴三郎博士が示さ

教育・研究・診療などを通

各領域の専門性を尊重する

ンロールメント・マネジメン

れた精神を高く掲げ、北里

じて、その成果を社会へ還

とともに、社会全体を見る

トを強化し、母校・所属す

精神を持った有為な人材を

元し、広く社会や人類の福

ことのできる総合力を涵養

る組織を愛する心を涵養す

育成し、社会へ送り出す。

祉に貢献する。

する。

るとともに、世界に誇れる母

「そして叡智をもって実学の人として」 「不撓不屈の精神を貫け」

科学の世界ではパイオニアとなり

自分を育ててくれた人と社会に感謝し

学んで得た知識と技術を実践の場に

そのためには、いかなる困難にも

独創性に富んだアイディアを持つ。

社会に貢献することで、恩に報いる。

活かし社会に還元する。

屈することなく、果敢にチャレンジする。

北里研究所・北里大学のエ

校にする。

学祖・北里柴三郎
1853 ～ 1931 年。東京大学医学部を卒業後、細菌学の研究のためドイツ・ベル
リン大学へ留学、ローベルト・コッホ博士に師事。1889 年に世界で初めて破
傷風菌の純粋培養に成功。翌 1890 年、破傷風菌抗毒素を発見し、血清療法
という画期的な新療法を開発。帰国後は伝染病研究所を設立し、ペスト菌を
発見するなど、歴史に残る数々の偉業を成し遂げた医師であり、研究者でした。

北里大学の理念
たっと

いのちを尊び、生命の真理を探究し、実学の精神をもって社会に貢献する。

ブランドコンセプトの策定
日本細菌学の父

学祖・北里柴三郎が
予防医学を提唱

生命科学の
パイオニア

2015年ノーベル生理学・医学賞受賞

大村智 特別栄誉教授が
微生物を用いて感染症制圧に貢献

生命科学に関するほぼすべての分野をカバーする北里大学
の７学部15学科。さらに、大学院７研究科、北里大学北里生
命科学研究所、北里大学東洋医学総合研究所、４附属病院、
２併設校を有し、幅広い教養と深い専門知識をあわせもつ人
材が集結している北里大学。
北里大学に関わるすべての人間は、いのちを尊ぶ心を普遍的

「健康寿命の延伸」を目指した
新しい研究を全学横断的に行う

価値観として共有し、すべての活動の前提とするものとして
います。さらに、科学的な思考・方法により、実証的に「生
命の真理を探究」し、問題の解明と解決に努めることを「研
究の成果は実際に役立たせるべきである」とする北里柴三郎
の実学の精神がすべての活動の根幹を成すものです。
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微生物と農医連携で人類の健康に貢献する北里大学
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微生物と農医連携で人類の 健康に貢献する北里大学
プロジェクト概要
私立大学研究ブランディング事業について

本事業は、腸内環境制御により人類の健康増進を図ろうというものであり、腸内細菌叢の構成異常（dysbiosis）が関与する

私立大学研究ブランディング事業は、学長のリーダーシップの下、優先課題として全学的な独自色を大きく打ち出す研究に取り組む
私立大学に対し、施設費・設備費と経常費を一体的に支援するものです。2017年度においては、188校中60校が選定され、うち、
タイプＡ（社会展開型）は33校、タイプＢ（世界展開型）は本学を含む27校が選定されています。

病態進展のメカニズムを明らかにするとともに、生活習慣の一つである食を介して疾病発症を予防しようとするものでありま
す。本事業は国民の健康に多大に貢献するもので、将来ビジョンおよびブランドコンセプト「微生物と農医連携で人類の健康
に貢献する北里大学」を世界に発信していきます。

研究基盤

北里大学が提案する農医連携

健康社会を実現するための食や環境を象徴する「農」と
人の疾病の予防を推進する「医」の連携

農医連携研究拠点の創出

食を介した腸内環境制御による
健康社会構築

事業課題

北里大学農医連携研究拠点
研究ブランディング戦略会議
研究ブランディング事業実施委員会

北里大学農医連携教育研究センター

▪妊娠期肥満

▪新規腸内定着因子

▪炎症

▪正常・病態人工腸管モデル
▪新規候補微生物探索
▪微生物ライブラリー構築

PDCA
サイクル

▪ペプチドミクス

病態
モデルへの
外挿

▪老化促進

ヒトを
対象にした
検討

▪心不全
▪免疫不全
▪肥満

臨床研究チーム

食品機能評価チーム

▪妊娠期肥満・アレルギー
との関係

▪食による腸内環境
改善効果
（和食素材、水産加工
品、メイラード反応物）

▪炎症疾患の薬剤治療
と腸内細菌

▪２型糖尿病
▪バリア機能不全

アウトカム

外部評価委員会

実用化研究

（腸内環境と病態の関係）

▪腸内細菌叢解析
▪感染予防

学長

病態モデル解析チーム

腸内環境解析チーム

アウトカム

アウトカム

▪腸内細菌叢の新機能

▪小児の免疫系や代謝系の正常な発達

▪人材育成

▪有用微生物の発見

▪生活習慣病や炎症疾患の予防

▪国内外への情報発信

▪感染予防

▪老化予防

▪企業との共同研究

自己点検・評価委員会

▪新規診断法の開発
▪漢方薬の新規有効性
▪機能性食品開発

研究テーマの紹介
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▎ビフィズス菌のヒト腸内共生因子の探索

▎大腸炎・がん自然発症モデルマウスを用いた病態形成における腸内細菌の役割

▎肺炎治療における抗菌薬投与が呼気中水素濃度に与える影響の検討

▎新規プロバイオティクスの探索と効率的な利用

▎腸内細菌叢の構成異常による慢性炎症の亢進とその予防に関する研究

▎実験動物及びヒトの腸内細菌叢に及ぼす漢方薬の効果

▎糞便中のペプチドならびにタンパク質の量および存在様式分析技術の開発と
腸内環境を反映する成分の探索

▎肥満妊婦の腸内細菌を介する肥満発症の評価

▎魚肉ペプチド摂取による腸内細菌叢の変化

▎腸内細菌叢の変化による心臓突然死の抑制機構の解明と予防への応用

▎急性炎症動物モデルにおける腸内細菌由来の水素ガス産生能
およびメタゲノム解析による腸内細菌叢変化の評価

▎腸内環境を介して寿命、老化および生活習慣病の予防および
改善に寄与する生物資源の探索に関する研究

▎食餌誘導性肥満進展におけるNKT細胞の役割
—特に腸内細菌叢との関連について

▎妊婦と新生児における腸内細菌叢の解析・ハイリスク児の検討
乳児期の発達・栄養と腸内細菌との関連

▎腸内細菌の短鎖脂肪酸産生による生活習慣病発症および
進行に対する影響解析
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プロジェクトメンバー（研究課題代表者）紹介
本事業の目的を達成するためには、農医連携という新しい学際領域を成熟させることが必要不可欠です。
したがって、研究を推進する構成メンバーは、部門の壁を越え、医療系、理学、農学系、6学部に加え、北里大学病院、北里大
ています。参画メンバーはブランディングコンセプト「微生物と農医連携で人類の健康に貢献する北里大学」に基づき、高い
モチベーションのもと研究に取り組みます。

い

所属
学位

た か

お

よ し ひ ろ

こ

所属

北里大学獣医学部助教

所属

北里大学医療衛生学部准教授

学位

農学博士

学位

博士（工学）

研究分野

▪動物健康情報学

▪臨床工学

ば ん ど う

き

く

北里大学獣医学部教授

所属

北里大学薬学部教授

所属

北里大学医学部准教授

所属

北里大学医学部准教授

農学博士

学位

農学博士

学位

医学博士

学位

医学博士

わ た

べ

坂東 由紀

研究分野

研究分野

研究分野

▪応用微生物学

▪微生物学

▪小児科学 ▪免疫学 ▪アレルギー・リウマチ学
▪感染症学 ▪動物介在医療

▪呼吸器内科学

で ら

よ し

お

小寺 義男

い ま

い

ひ ろ た か

お い か わ

今井 浩孝

ぼ

た

まさる

久保田 勝

研究分野

こ

け ん い ち

だ

岡田 信彦

ゆ

ぼ

小久保 謙一

研究分野

の ぶ ひ こ

く

お か

向井 孝夫

て つ ろ う

及川 哲郎

しゅう ご

渡部 終五

所属

北里大学理学部教授

所属

北里大学薬学部教授

所属

北里大学東洋医学総合研究所副所長

所属

北里大学海洋生命科学部特任教授

学位

博士（理学）

学位

博士（薬学）

学位

医学博士

学位

農学博士

研究分野

研究分野

▪生物物理学

▪脂質生化学

い わ ぶ ち

か ず

や

研究分野
▪酸化ストレス ▪栄養学

か た ぎ り

岩渕 和也
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き

鈴木 喜博

学メディカルセンターの附属病院と北里大学東洋医学総合研究所から計14グループが参画し、15課題についての研究を推進し

む か

す ず

こ う

▪漢方医学

研究分野

こ

▪消化器内科学

▪水産化学

お ち あ い

片桐 晃子

まさる

な い と う

落合 優

ゆ

き

こ

内藤 由紀子

所属

北里大学医学部教授

所属

北里大学理学部教授

所属

北里大学獣医学部講師

所属

北里大学医療衛生学部教授

学位

医学博士

学位

獣医学博士

学位

博士（農学）

学位

博士（獣医学）

研究分野

研究分野

研究分野

研究分野

▪免疫学

▪免疫学

▪栄養生理学

▪食品衛生学

▪薬理学
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活動報告
開催日：2018年３月15日 場所：北里大学相模原キャンパス Ｌ1号館 3階 33講義室

Column

第13回北里大学農医連携シンポジウム・

私立大学研究ブランディング事業の構成メンバーである

私立大学研究ブランディング事業キックオフシンポジウム

西山啓太助教が招待講演者として発表しました

2018年3月15日、「第13回北里大学農医連携シンポジウム・私

2018年1月28日に開催された森永乳業創業100周年記

西山助教は
「ビフィズス菌の宿主腸粘膜への定着機構」

立大学研究ブランディング事業キックオフシンポジウム」を

念国際シンポジウム「腸内細菌と健康 〜ビフィズス

と題し、これまでの研究成果を発表されました（＊）
。

相模原キャンパスで開催し、学外の研究者を含め、約100名

菌研究の新展開～」において、私立大学研究ブラン

西山助教は近年、乳酸菌やビフィズス菌における新

の方にご参加いただきました。

ディング事業の構成メンバーである西山啓太助教（薬

しい腸内定着因子を見出すなど世界的にも注目され

今回のシンポジウムでは、本事業の概要と研究内容の紹介に

学部微生物学教室）が、招待講演者として発表しま

ている若手研究者の一人です。本学で採択された私

加え、神戸大学の大澤朗教授に「神戸大学発ヒト腸内細菌叢

した。当日のシンポジウムでは、コーク大学（アイ

立大学ブランディング事業「農医連携研究拠点の創

モデルの概要と利用例」と題してお話いただきました。ま

ルランド）のvan Sinderen博士が「ビフィズス菌の

出：食を介した腸内環境制御による健康社会構築」

た、本事業参画研究者13名より、それぞれが行っている研究

宿主への定着および相互作用戦略」と題して基調講

において腸内環境の解析グループの一人として研究

についての発表があり、今後の研究内容等について活発な意

演をなされた後、国内外の10名の研究者により発表

に取り組んでいます。

見交換が行われました。

がありました。

今回のシンポジウムでいただいたご意見等を本事業に反映さ
せ、農医連携に関する教育・研究のさらなる充実を図ってま
いります。
＊2017年度業績
西山啓太，向井孝夫．ビフィズス菌と宿主腸粘膜との相互作用に関わる因子. 日本乳酸菌学会誌 29, 13-18 (2018).
Nishiyama K., et al. Bifidobacterium bifidum extracellular sialidase enhances adhesion to the mucosal surface and supports
carbohydrate assimilation mBio 8, e00928-17 (2017).
Nishiyama K., et al. The elongation factor Tu from Lactobacillus reuteri inhibits the adhesion of Helicobacter pylori to porcine
gastric mucin. Milk Science 66, 17-26 (2017).
Nishiyama K., Study of the adherence properties of Lactobacillus and Bifidobacterium species to intestinal tract and application to
the prevention of pathogenic infection. Milk Science 66, 3 (2017).
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開催日：2018年３月４日 場所：奄美病院研修センター

奄美市民講座「食と健康に関する最新話題」

情報発信
北里大学では、新たな学際領域として「農医連携」という概念を立ち上げ、それに関わる情報を発信しています。北里大学学
長室通信「情報：農と環境と医療 1～67号」
、
「北里大学農医連携シンポジウム 第1回～第13回」および「北里大学農医連携
学術叢書

2018年3月4日、奄美病院研修センターにて、食と健康に関す

酢と健康、ビタミンEとセレン摂取と心不全、時間栄養学に

る最新話題というタイトルで、鹿児島大学 叶内宏明准教授、

基づく夜食の怖さについての内容で、地元の管理栄養士さん

北里大学薬学部 今井浩孝教授、産業技術総合研究所 大石勝

を中心に、30名と多くの地域の皆様に参加していただきまし

隆氏の3名が奄美市民講座で講演を行いました。

た。講演会後に多くの質問があり、食と健康に関する関心の
高さを感じることができました。

第1号～第11号」などはこれに関わる情報の例で、2005年から提供し続けています。情報とシンポジウムの内容は、

北里大学ホームページまたは冊子で見ることができます。叢書は養賢堂から市販されています。

▎北里大学農医連携教育研究センターホームページ
本センターは、環境を媒介として農学と医学を連携させる「農医連携の科学」を基とし、本学の農学系学部・研究科及
び医療系学部・研究科の密接な連携の下、さらに各学部、併設校、附属病院、附置研究所の連携協力を得て、疾病の予防、
健康の増進、安全な食品の開発、環境保全型農業の実践、
「癒しの農」の実践、環境修復と創造など分野横断型の教育・
研究・普及の活動に取り組み、もって健全な社会の形成と人類の福祉の向上に貢献することを目的としています。

▎私立大学研究ブランディング事業ホームページ
私立大学研究ブランディング事業ホームページを開設し、本学の取り組みについて紹介しています。

▎新聞掲載
… ……………………… 内容：
「昔も、今も、
「世界の北里」です。
」
▪読売新聞（2017年7月28日）
▪朝日新聞広告（2017年11月3日）
… ………………… 内容：
「学部横断的に学ぶ、食・環境・健康 農医連携」

開催日：2018年３月20日 場所：北里大学相模原キャンパスL1号館３階33講義室

▎本法人広報誌
▪法人広報誌「雷」No.22… ………………………… 内容：キタサトピックス「農医連携教育セミナーを開催」

第15回北里疾患プロテオーム研究会「様々な方向に展開するプロテオミクス」
2018年3月20日、第15回北里疾患プロテオーム研究会「様々

本学で採択された私立大学研究ブランディング事業の研究実

な方向に展開するプロテオミクス」がL1号館３階33講義室

施部門のひとつとして疾患プロテオミクスセンターも参加し

にて開催されました。本研究会は本学理学部附属疾患プロテ

ており、本研究会の最初に研究ブランディング事業の概要を

オミクスセンター主催で2003年より行われています。

農医連携教育研究センター長が紹介しました。

… …… 内容：
「獣医学部が農医連携教育セミナーを開催」
▪学校法人北里研究所報第91号（2017年3月）
、
「第12回農医連携シンポジウムを開催」
▪学校法人北里研究所報第97号（2017年10月）
「2017年度農医連携教育セミナーを開催」
……… 内容：
……… 内容：
▪学校法人北里研究所報第98号（2017年11月）
「平成29年度私立大学研究ブランディング事業に選定されました」

ブランドについて
ブランドコンセプト

微生物と農医連携で
人類の健康に貢献する北里大学
腸内細菌と健康との関連性をテーマに
図案化したロゴを作成しました。
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Kitasato University

農医連携
研究拠点創出プロジェクト
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Kitasato University

農医連携
研究拠点創出プロジェクト
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