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び BSL2 に相当する一般研究用微生物株で、現在では

11,300 を超える多様な微生物株を公開している。また、

IS09001:2008 国際品質マネジメント規格の認証を取得し

て、それに基づいた品質管理体制により信頼される微生

物リソース事業に取り組んでいる。健康や環境の研究に

有用な新規微生物リソースの開発をはじめとして、難培

養微生物や微生物群集構造の解析技術などの先導的なリ

ソース関連技術の開発も進めている。さらに、研究コミュ

ニティーの支援を受け、存続が危ぶまれる貴重な微生物

資源を大学等から移管して救済する他、微生物の取り扱

い法等の技術研修を実施するなど微生物研究の振興を図

り、国内やアジアの微生物株保存機関とも連携を深めて

国際イニシアティブの確保に努めている。

　 当 室 は、1981 年 に JCM (Japan Collection of Micro-

organism) として発足し、2004 年のバイオリソースセン

ターへの統合後は、産官学の研究コミュニティーの提言

を受け、「健康と環境の研究に資する微生物」に焦点を

あて、学術研究用微生物株の収集・保存・品質管理・提

供事業を推進している。2007 年からは第 2 期文部科学

省ナショナルバイオリソースプロジェクト「一般微生物」

の中核機関に選定され、国内外の研究開発の動向を把握

しつつ、世界最高水準の微生物リソースを整備して、幅

広い分野の研究に貢献することをめざしている。

　対象とする微生物リソースは、放線菌、好気性細

菌、嫌気性細菌、乳酸菌、アーキア、酵母、および、

糸状菌などのバイオセーフティーレベル（BSL）1 及

Microbe Division / Japan Collection of Microorganisms
微生物材料開発室

事業内容

職員とメンバー構成

（1）新規微生物株の収集、寄託認証の発行

（2）微生物株の保存、品質管理と提供

（3）微生物の取り扱い等に関する技術研修

（4）健康と環境の研究に資するリソースと関連技術の開

発

室長 大熊　盛也（平成 21 年 4 月〜） 辨野　義己（〜平成 21 年 3 月）

事業推進ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ 高島　昌子

専任研究員 小迫　芳正 鈴木　基文

 工藤　卓二 岡田　元 

Yoshimi BENNO, D.V.M.,Ph.D.

Moriya OHKUMA, Ph.D.
        　室長　大熊　盛也（農博）（平成 21 年 4 月～）

室長　辨野　義己（農博）（～平成 21 年 3 月）
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客員研究員 林　秀謙 井上　潤一

 野田　悟子 本郷　裕一

 南　道子（〜平成 21 年 3 月） 出来尾　格（〜平成 21 年 3 月） 

 長谷川　秀夫（〜平成 21 年 3 月） 石毛　敦（〜平成 21 年 3 月） 

 清水　純（〜平成 21 年 3 月） 中村　禎子（〜平成 21 年 3 月） 

 奥　恒行（〜平成 21 年 3 月） 安田　満（〜平成 21 年 3 月） 

 橋本　賢一（〜平成 21 年 3 月） 杉田　隆（〜平成 21 年 3 月） 

 Jin Jong Sik（〜平成 21 年 3 月） 佐藤　慎太郎（〜平成 21 年 3 月） 

 Punawan Chantawannakul（〜平成 21 年 3 月）

 松本　光晴（〜平成 21 年 4 月） Park Jin Sook（〜平成 21 年 7 月）

訪問研究員 栗原　新（〜平成 21 年 3 月） Libkind Frati Diego（〜平成 21 年 3 月）

研究嘱託 An Kwang Deuk

国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱｿｼｴｲﾄ	 Thong-on	Arunee	 Zolkefli	Binti	Nur	Natisha

委託研究生 長沢　克紀（〜平成 20 年 5 月） 久田　貴義（〜平成 20 年 10 月）

研究生 後藤　義幸 Kanjana-Opas Akkharawit

	 Namwong	Sirilak（〜平成 20 年 6 月） 杉原　孝文（〜平成 21 年 3 月）

 小河原　郁子（〜平成 21 年 3 月） 亀井　飛鳥（〜平成 21 年 3 月） 

 Kong Il Gyu（〜平成 21 年 3 月）

研修生 山野井　薫 鈴木　絵里

 遠藤　力也 土田　さやか

 出井　達之 打林　真梨絵

 國則　成史 指田　圭祐

 小柳　達郎 井上　健太郎

 Sujinan Saksinchai 川橋　美保（〜平成 20 年 9 月） 

 關　祐太（〜平成 21 年 3 月） 小幡　高士（〜平成 21 年 3 月） 

 後藤　義幸（〜平成 21 年 3 月） 戸田　裕之（〜平成 21 年 3 月） 

 松本　淳宏（〜平成 21 年 3 月） 角重　瑠美（〜平成 21 年 3 月） 

 岡田　和也（〜平成 21 年 3 月） 蜂須　文子（〜平成 21 年 3 月） 

 Yang Yin Jie（〜平成 21 年 3 月） Promnuan Yaowanoot（〜平成 20 年 5 月）

 Sangnoi Yutthapong（〜平成 21 年 6 月） Songsumanus Apakorn（〜平成 20 年 7 月）

派遣職員 草桶　佳代 都筑　智子

 押田　祐美　 鈴　幸二

 馬場　倫子

パートタイマー 藤川　恭子 岡野　眞理子

 美濃羽　理香 松本　佳子

 中村　睦 與口　りお 

 鈴木　奈津子 長谷川　幸子

 清水　しのぶ Bui Hong Van

 Mohammad Abdul Bakir（〜平成 21 年 3 月）

 伊藤　隆 飯田　敏也

専任技師 大和田　勉

協力研究員 坂本　光央 北原　真樹

 飯野　隆夫

客員主管研究員 浜名　康栄 　　　　　
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年次計画と成果

1. 微生物材料の収集・保存・品質管理・提供事
業

　当室ではこれまでに、微生物種の標準となる株である

「基準株」とそれに由来する株の収集を積極的に推進し

てきた。これらは微生物系統分類学のみならず、一般の

微生物学的研究にも重要であり、公開株の約半数を占め

る当室の特色となっている。当室に寄託される微生物株

の約 6 割は新種微生物株である。細菌・アーキアの新種

提案には公的な微生物保存機関への寄託が義務づけられ

ており、これらの微生物株には「寄託及び公開の証明書

（寄託認証）」の発行を行った（2008 年度は 213 株）。国

外の微生物株保存機関からも微生物株を交換して収集に

努め、その結果、放線菌で 9 割、乳酸菌で 8 割を超える

基準株の収集を終えた。

　2008 年度は 20 カ国から 420 株の寄託があった。寄託

された微生物株の登録・保存にあたっては、混入微生物

の汚染がないこと、各種性状試験、細菌とアーキアで

は 16S	rRNA 遺伝子配列の解析を含めた受入検査を実施

している。さらに、過去の登録株についても、rRNA 遺

伝子配列などの解析による品質管理を行っている。2008

年度に行った乳酸菌 406 株の解析では、7.6% の株で現

在の種名とは異なる種に帰属する可能性が示され、現在

検討・整備を進めている。また、2007 年度に東京大学

分子細胞生物学研究所の IAM 株を移管し公開している

が、2008 年度は東京農業大学の Acinetobacter 属、Asaia

属等の酢酸菌 463 株、および、千葉大学の Nocardia 属

の放線菌 62 株を譲り受け、登録・保存作業を進めてい

る。収集した微生物株は、凍結、凍結乾燥などの少なく

とも 2 種類の保存法を用いて安全確実な保存を実施して

いる。BSL2 の微生物株についても、理研の規定に基づ

き収集・保存を行い、提供の際は提供先機関が適切であ

るか審査を行っている。品質管理については、2008 年

版対応の ISO9001 の認証を継続取得し、その認証下で

一定の品質基準を満たすリソースの提供と高い信頼性を

得るために努めている。

　これらにより、2008 年度は 1,107 株を収集・登録し、

年度末での保有株総計は 18,816 株となった。内訳は、

放線菌 3,603 株、それ以外の細菌 8,396 株、アーキア

419 株、酵母 3,375 株、糸状菌 3,001 株、その他 22 株で

ある。2008 年度の新規公開数は 467 株であり、年度末

での公開株総計は 11,231 株となった。2008 年度の提供

数は、1,221 件、総数 3,562 株であった。このうち、約

1/4 の株は国外への提供で、また、約 3 割の提供株は民

間企業など産業界への提供であった。2009 年度もほぼ

同等のペースで収集・提供事業を実施している。

　その他、寄託株の学術情報と JCM 株を利用した成果

情報の収集、公開株のカタログデータベースの逐次更新、

メールニュース No.24-35 の発行、一般向けパンフレッ

トの作成、学会等における広報宣伝活動などにより、リ

ソースの普及と関連情報の整備、利用者への啓発活動を

行った。また、今後の事業の改善を目的に利用者にアン

ケート調査を行った。

鈴木、中村、與口、松本、藤川、馬場、長谷川、鈴木、井上

押田、北原、坂本、飯田、飯野、草桶、都筑、岡野、美濃羽、Bui

工藤、岡田、小迫、大熊室長、鈴木、高島、伊藤
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BSL2 微生物株取り扱い用安全キャビネット

微生物由来DNA取り扱いTEM装置

液体窒素タンク取り扱い保存用液体窒素タンク

菌体脂肪酸測定装置

品質マネジメントシステム（ISO）文書理研BRC型嫌気チャンバー
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Harada A, Ohkusa T, Kushima K, Sakamoto M, Benno 

Y,	Beppu	K,	Shibuya	T,	 Sakamoto	N,	Watanabe	S,	

"Identification	of	bacteria	from	blood	in	febrile	patients	

with ulcerative colitis by terminal restriction fragment 

length	polymorphism	profile	 analysis	 of	 16S	 rRNA	

gene." Scandinavian Journal of Gastroenterology Vol.43 

pp423-430 (2008)

Maruo T, Sakamoto M, Ito C, Toda T, Benno Y, 

"Adlercreutzia equolifaciens gen. nov., sp. nov., an 

equol-producing bacterium isolated from human faeces, 

and emended description of the genus Eggerthella." 

International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology Vol.58 pp1221-1227 (2008)

Jongrungruangchok S, Tanasupawat S, Kudo T, 

"Micromonospora chaiyaphumensis sp. nov., isolated 

from Thai soils." International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology Vol.58 pp924-928 (2008)

Jongrungruangchok S,  Tanasupwat  S,  Kudo T, 

"Micromonospora krabiensis sp. nov., isolated from 

marine soil in Thailand." The Journal of General and 

Applied Microbiology Vol.54 pp127-133 (2008)

Sakamoto M, Siqueira Jr. J, Rocas I, Benno Y, "Molecular 

analysis of the root canal microbiota associated with 

研究発表（誌上発表）

1.

2.

3.

4.

5.

【原著論文】（査読制度あり）
endodontic treatment failures." Oral Microbiology 

Immunology Vol.23 pp275-281 (2008)

Thawai C, Tanasupawat S, Kudo T, "Micromonospora 

pattaloongensis sp. nov., isolated from a Thai mangrove 

forest." International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology Vol.58 pp1516-1521 (2008)

Ara I ,  Matsumoto A, Bakir M, Kudo T, Omura 

S,Takahashi Y, "Pseudosporangium ferrugineum 

gen. nov., sp. nov., a new member of the family 

Micromonosporaceae." International Journal of 

Systematic and Evolutionary Microbiology Vol.58 

pp1644-1652 (2008)

Ara I, Matsumoto A, Bakir M, Kudo T, Omura S, 

Takahashi Y, "Actinomdura bangladeshensis sp. nov. 

and Actinomadura chokoriensis sp. nov." International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 

Vol.58 pp1653-1659 (2008)

Ara I, Bakir M, Kudo T, "Transfer of Catellatospora 

koreensis Lee et al. 2000 as Catelliglobosispora 

koreensis gen. nov., comb. nov. and Catellatospora 

tsunoense Asano et al. 1989 as Hmadaea tsunoensis gen. 

nov., comb. nov., and emended description of the genus 

Catellatospora Asano and Kawamoto 1986 emend. Lee 

6.

7.

8.

9.

2.  開発事業

　健康の維持・増進、および、環境・生態の保全と理解

などの研究に有用な新規の研究基盤用微生物リソースの

開発を行った。マングローブの根圏、魚醤等のアジアの

伝統食品、動物の糞便や口腔、海洋底泥、温泉、キクイ

ムシなど様々な環境から微生物株を分離して系統分類学

的研究等を行った。これらには、新種として発表したも

の計 25 種を含む。その内訳は、放線菌 10 種（新属 1）、

細菌 6 種（新属 3）、アーキア 2 種、酵母 7 種である。また、

微生物群集の多様性解析や群集間の比較、特定微生物群

の検出技術の開発を行い、動物の消化管や口腔内の微生

物群集の解析に適用した。さらに、細胞内のポリアミン

の化学分類指標としての有用性についても検討した。

3. 研修事業

　2005 年度より微生物株の取り扱い技術に関する研修

事業を実施している。平成 21 年 3 月には、3 名の参加

者に対して「嫌気性微生物の培養・保存に関する技術研

修」を実施した。また、平成 20 年度は研究生 5 名（国

外 2 名）、研修生 15 名（国外 3 名）を受入れて、微生物

の培養・取り扱い等の基礎技術、および、微生物の同定、

分子系統解析、培養を介さない検出・多様性解析などの

高度の技術研修をおこなった。平成 21 年度は現在まで

に研究生 2 名（国外 1 名）、研修生 15 名（国外 5 名）を

受入れている。
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and Hah 2002." International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology Vol.58 pp1950-1960 (2008)

Hamana	K,	Hosoya	R,	Yokota	A,	Niitsu	M,	Hayashi	

H, Itoh T, "Distribution of long linear and branched 

polyamines in the thermophiles belonging to the 

domain Bacteria." Journal of Japanese Soceiety for 

Extremophiles Vol.7 pp10-20 (2008)

Hamana	K,	Hosoya	R,	Niitsu	M,	Hayashi	H,	 Itoh	

T, "Temperature and salt dependent long linear and 

branched polyamine syntheses in the thermophiles 

belonging to the domain Archaea." Journal of Society for 

Extremophiles Vol.7 pp21-27 (2008)

Enache M, Itoh T, Kamekura M, Popescu G, Dumitru L, 

"Halophilic archaea isolated from man-made young (200 

years) salt lakes in Slanic, Prahova, Romania." Central 

European Journal of Biology Vol.3 pp388-395 (2008)

Yachai M, Tanasupawat S, Itoh T, Soottawat B, 

Visessanguan	W,	Valyasevi	R,	"Halobacterium piscisalsi 

sp. nov., from fermented fish (pla-ra) in Thailand." 

International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology Vol.58 pp2136-2140 (2008)

Hamana K, Itoh T, Benno Y, Hayashi H, "Polyamine 

distribution profiles of new members of the phylum 

Bacteroides." J. Gen. Appl. Microbiol. Vol.54 pp2366 

(2008)

Odamaki T, Xiao J, Sakamoto M, Kondo S, Yaeshima 

T, Iwatsuki K, Togashi H, Enomoto T, Benno Y, 

"Distribution of different species of the Bacteroides 

fragilis group in individuals with Japanese cedar 

pollinosis." Applied and Environmental Microbiology 

Vol.74 pp6814-6817 (2008)

Ara I, Matsumoto A, Bakir M, Kudo T, Omura S, 

Takahashi Y, "Actinomadura maheshkhaliensis sp. nov., a 

novel actinomycete isolated from mangrove rhizosphere 

soil of Maheshkhali, Bangladesh." The Journal of 

General and Applied Microbiology Vol.54 pp335-342 

(2008)

Crous	P,	Wood	A,	Okada	G,	Groenewald	J,	"Foliicolous	

microfungi occurring on Encephalartos." Persoonia 

Vol.21 pp135-146 (2008)

Endoh R, Suzuki M, Benno Y, Futai K, "Candida 

kashinagacola sp. nov., C. pseudovanderkliftii sp. nov. 

and C. vanderkliftii sp. nov., three new yeasts from 

ambrosia beetle-associated sources." Antonie van 

Leeuwenhoek Vol.94 pp389-402 (2008)

Endoh R,  Suzuki  M, Benno Y, "Ambrosiozyma 

kamigamensis sp. nov. and A. neoplatypodis sp. nov., 

two new ascomycetous yeasts from ambrosia beetle 

galleries." Antonie van Leeuwenhoek Vol.94 pp365-376 

(2008)

Endoh R, Suzuki M, Benno Y, "Pichia rarassimilans sp. 

nov., a novel yeast species isolated from body surface of 

the ambrosia beetle Platypus quercivorus." The Journal 

of General and Applied Microbiology Vol.54 pp181-186 

(2008)

Suezawa Y, Suzuki M, Mori H, "Genotyping of a miso 

and soy sauce fermentation yeast, Zygosaccharomyces 

rouxii, based on sequence analysis of the partial 26s 

ribosomal	RNA	gene	 and	 two	 internal	 transcribed	

spacers." Bioscience Biotechnology and Biochemistry 

Vol.72 pp2452-2455 (2008)

Seifert K A, Rehner S A, Sugita T, Okada G, "Spicellum 

ovalisporum." Fungal Planet Vol.28 pp1-2（2008）

Mayanagi	G,	Kimura	M,	Nakaya	S,	Hirata	H,	Sakamoto	

M, Benno Y, Shimauchi H, "Probiotic effects of orally 

administered Lactobacillus salivarius	WB21-containing	

tablets on periodontopathic bacteria: a double-blinded, 

placebo-controlled, randomized clinical trial." Journal of 

Clinical Periodontology Vol.36 pp506-513 (2009)

Sakamoto M, Siqueira J, Rocas I, Benno Y, "Diversity of 

spirochetes in endodontic infections." Journal of Clinical 

Microbiology Vol.47 pp1352-1357 (2009)

Enache M, Itoh T, Kamekura M, Popescu G, Dumitru 

L, "Halophilic archaea of Haloferax genus isolated from 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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anthropocentric Telega (Palada) salt lake." Proceedings 

of the Romanian Academy Vol.10 pp11-16 (2008)

Tapingkae	W,	Tanasupawat	S,	Itoh	T,	Parkin	K,	Benjakul	

S,	Visessanguan	W,	Valyasevi	R,	"Natrinema gari sp. 

nov., a halophilic archaeon isolated from fish sauce 

in Thailand." International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology Vol.58 pp2378- 2383 (2008)

Takashima	M,	 Sugita 	 T, 	 Toriumi	Y, 	 Nakase	 T,	

"Cryptococcus tepidarius sp. nov., a thermotolerant 

yeast species isolated from a stream from a hot-spring 

area in Japan.” International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology Vol.59 pp181-185 (2009)

Iino T, Suzuki K, Harayama S, "Lacticigenium naphtae 

gen. nov., sp. nov., a halotolerant and motile lactic acid 

bacterium isolated from crude oil." International Journal 

of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol.59 

pp775-780 (2009)

Chamroensaksri	N,	Tanasupawat	S,	Akaracharanya	A,	

Visessanguan	W,	Kudo	T,	Itoh	T,	"Salinivibrio siamensis 

sp. nov., from fermented fish (pla-ra) in Thailand." 

International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology Vol.59 pp880-885 (2009)

Sakamoto M, Takagaki A, Matsumoto K, Kato Y, Goto K, 

Benno Y, "Butyricimonas synergistica gen. nov., sp. nov. 

and Butyricimonas virosa sp. nov., butyric acid-producing 

bacteria in the family 'Porphyromonadaceae' isolated 

from rat faeces." International Journal of Systematic and 

Evolutionary Microbiology Vol.59 pp1748-1753 (2009)

Yang Y, Itoh T, Yokobori S, Shimada H, Satoh K, Ohba 

H,	Narumi	I,	Yamagishi	A,	"Deinococcus aerius sp. nov., 

isolated from the high atmosphere." International Journal 

of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol.59 

pp1862-1866 (2009)

Matsumoto M, Sakamoto M, Benno Y, "Dynamics of 

fecal microbiota in hospitalized elderly fed probiotic 

LKM512 yogurt." Microbiology and Immunology Vol.53 

pp421-432 (2009)

Kajiura T, Takeda T, Sakata S, Sakamoto M, Hashimoto 

M, Suzuki H, Suzuki M, Benno Y, "Change of intestinal 

microbiota with elemental diet and its impact on 

therapeutic effects in a murine model of chronic colitis." 

Digestive Diseases and Sciences Vol.54 pp1892-1900 

(2009)

Sato	T,	Hongoh	Y,	Noda	S,	Hattori	S,	Ui	S,	Ohkuma	

M, "Candidatus Desulfovibrio trichonymphae, a novel 

inracellular symbiont of the flagellate Trichonympha 

agilis in termite gut." Environmental Microbiology 

Vol.11 pp1007-1015 (2009)

Noda	S,	Mantini	C,	Bordereau	C,	Kitade	O,	Dolan	M,	

Viscogliosi E, Ohkuma M, "Molecular phylogeny of 

parabasalids with emphasis on the order Cristamonadida 

and its complex morphological evolution." Molecular 

Phylogenetics and Evolution Vol.52 pp217-224 (2009)

Noda	S,	Hongoh	Y,	Sato	T,	Ohkuma	M,	 "Complex	

coevolutionary history of symbiotic Bacteroidales 

bacteria of various protists in the gut of termites." BMC 

Evolutionary	Biology(Web)(http://www.biomedcentral.

com/bmcevolbiol/) Vol.9 pp1587 (2009)

Promnuan Y, Kudo T, Chantawannakul P, "Actinomycetes 

isolated	 from	beehives	 in	Thailand."	World	 Journal	

Microbiology and Biotechnology Vol.25 pp1685-1689 

(2009)

Yoshinari S, Shiba T, Inaoka D K, Itoh T, Kurisu G, 

Harada S, Kita	K,	Watanabe	Y,	"Functional	 importance	

of Crenarchaea-specific extra-loop revealed by an 

X-ray structure of a heterotetrameric crenarcheal 

splicing endonuclease." Nucleic	Acids	Research	Vol.37	

pp4784-4798 (2009)

Yang X,Sugita T, Takashima M, Hiruma M, Li R, Sudo 

H, Ogawa H, Ikeda S, "Differentiation of Trichophyton 

rubrum clinical isolates from Japanese and Chinese 

patients	by	randomly	amplified	polymorphic	DNA	and	

DNA	sequence	analysis	of	 the	non-transcribed	spacer	

region	of	 the	 rRNA	gene."	Journal	of	Dermatological	

Science Vol.54 pp38-42 (2009)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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【総説・その他】 

辨野 義己 , " プロバイオティクス〜大切な腸内環

境コントロール " わくわくセミナー Vol.4 pp14-15 

(2008)

坂本 光央 , " 嫌気性グラム陰性桿菌の分類学的研究 " 

日本微生物資源学会誌 Vol.24 pp87-93 (2008)

末 澤 保 彦 , 鈴 木 基 文 , 森 治 彦 , " 耐 塩 性 酵 母 

Zygosaccharomyces rouxii のバナジン酸耐性能を利用

した選択分離法 " 日本醸造協会誌 Vol.103 pp786-789 

(2008)

坂本 光央 , " 歯周病疾患 " 微生物の事典 朝倉書店 

pp352-353 (2008)

工 藤 卓 二 , " 放 線 菌 " 微 生 物 の 事 典 朝 倉 書 店 

pp30-32 (2008)

1.

2.

3.

4.

5.

研究発表（学会発表）

Itoh T, "Diversity of thermophilic archaea that thrive in 

terrestrial hot springs in Asia." RGJ - Ph.D. Congress 4, 

Chonburi Thailand, Apr. (2008)

Odamaki T, Xiao J, Sakamoto M, Kondo S, Yaeshima 

T, Iwatsuki K, Enomoto T, Benno Y, "Distribution and 

function of different species of the Bacteroides fragilis 

group in individuals with Japanese cedar pollinosis." 

TNO	Beneficial	Microbes	Conference,	Amsterdam	The	

Netherlands,	May	(2008)

Takashima	M,	Benno	Y,	Obata	Y,	"RIKEN	BRC-JCM	

policy on sharing microbial resources and the use of 

MTAs." Microbial Commons, Ghent Belgium, Jun. 

(2008)

Benno	Y,	"New	approach	for	human	colonic	microbiota	

and probiotic functions Significance of culture-

independent analysis on human intestinal microbiota." 

International Symposium on Probiotic from Asian 

Traditional Fermented Foods for Healthy Gut Function, 

Jakarta Indonesia, Jul. (2008)

1.

2.

3.

4.

【国際会議】
Benno Y, "Application of particular human fecal 

microbiota profile for the probiotic research." The 7th 

International	 Symposium	on	Natural	Medicine	 and	

Microflora	(7th	ISNMM),	Toyama	Japan,	Aug.	(2008)

Itoh T, Seki Y, Takashina T, "Distribution and diversity of 

the hyperthermophilic archael genus Vulcanisaeta." 12th 

International Symposium on Microbial Ecology (ISME 

12), Cairns Australia, Aug. (2008)

Yamanoi K, Kudo T, Takashina T, Itoh T, "Characteristics 

of a novel iron-metabolizing, thermoacidophilic bacteria, 

isolated from Ohwaku-Dani, Hakone." 12th International 

Symposium on Microbial Ecology (ISME 12), Cairns 

Australia, Aug. (2008)

Endoh R, Suzuki M, Benno Y, Futai K, "The novel 

ambrosial yeasts of the ambrosia beetle Platypus 

quercivorus - yeast flora on the beetle gallery." 12th 

International	Congress	on	Yeasts,	Kyiv	Ukraine,	Aug.	

(2008)

5.

6.

7.

8.

矢口 貴志 , 高島 昌子 , 川崎 浩子 , 槇村 浩一 , " 病原

真菌研究におけるカルチャーコレクションの役割と

利用法" 日本医真菌学会雑誌 Vol.49 pp221-228 (2008)

大熊 盛也 , 本郷 裕一 , " シロアリ腸内微生物の多重

共生 " 遺伝 Vol.63 pp110-113 (2009)

大熊 盛也 , 本郷 裕一 , " 動物と窒素固定細菌の共

生は成立するか？ - シロアリ腸内での共進化・共

生機構からみえてきたもの " 化学と生物 Vol.47 

pp307-309 (2009)

伊藤 隆 , " 連載「微生物の命名規約と関連情報」　

第１回 最近の動向から－細菌 , アーキアの基準株を

寄託する条件の明確化に向けて－ " 日本微生物資源

学会誌 Vol.25 pp35-36 （2009）

6.

7.

8.

9.
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Suzuki M, "Phylogenetic relationships among the 

coenzyme Q-9-forming ascomycetous yeasts." 12th 

International	Congress	on	Yeasts,	Kyiv	Ukraine,	Aug.	

(2008)

Takashima M, Imanishi Y, Ikeda R, Bui V H, Sugita T, 

Suzuki K, Benno Y, Seki T, "Species diversity of yeasts 

of Rishiri Island, Hokkaido: Toward construction of a 

yeast inventory in Japan" 12th International Congress on 

Yeasts,	Kyiv	Ukraine,	Aug.	(2008)

Itoh	T,	 "RIKEN	BRC-JCM:	a	culture	 collection	 that	

supports research on the extremophilic microorganisms." 

Exp l o r a t o r y 	 Wo r k s hop 	 2 008 	 Ex t r emoph i l i c	

Microorgan i sms :  Molecu la r  Adap ta t ions  and 

Bionanotechnological Applications, Bucharest Romania, 

Sep. (2008)

Maruo T, Toda T, Ito C, Sakamoto M, Ishimi Y, Yamada 

K, Benno Y, "Detection of the equol-producing bacterium 

Adlercreutzia equolifaciens in human feces by nested 

PCR method." 8th International Symposium on the 

Role of Soy in Health Promotion and Chronic Disease 

Prevention	and	Treatment,	Tokyo	Japan,	Nov.	(2008)

Benno Y, "Quality Control of Lactic Acid Bacteria in 

RIKEN	BRC-Japan	Collecion	 of	Microorganisms."	

Seminar Lactic Acid Bacteria and Culture Collection, 

Yogyakarta Indonesia, Jan. (2009)

Sakamoto M, "Rescent classification of gram-negative 

anaerobic	rods."	RIKEN	BRC	International	Symposium	

International symposium on microbial resources 

contributing to human health and environment, Tokyo 

Japan, Feb. (2009)

Benno Y, Kosako Y, Suzuki M, Okada G, Takashima M, 

Kudo T, Itoh T, Oowada T, Iida T, Sakamoto M, Kitahara 

M, Iino T, Kusaoke K, Tsuzuki S, Oshida Y, Baba T, 

Suzu	K,	"Japan	Collection	of	Microorganisms,	RIKEN	

Bioresource	Center	(RKEN	BRC-JCM):	Recent	Progress	

and	Future."	RIKEN	BRC	 International	Symposium	

International Symposium on Microbial Resources 

Contributing to Human Health and Environment, Tokyo 

Japan, Feb. (2009)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Yamanoi K, Kudo T, Takashina T, Itoh T, "Characteristics 

of a novel iron-metabolizing, thermoacidophilic bacteria, 

isolated	 from	Ohwaku-dani,	Hakone."	RIEKN	BRC	

International Symposium International Symposium on 

Microbial Resources Contributing to Human Health and 

Environment, Tokyo Japan, Feb. (2009)

Seki Y, Kadoshige R, Takashina T, Itoh T, "Diversity 

of radA genes in the hyperthermophilic archaeal genus  

Vulcanisaeta."	RIEKN	BRC	International	Symposium	

International Symposium on Microbial Resources 

Contributing to Human Health and Environment, Tokyo 

Japan, Feb. (2009)

Okada G, "Simple and safe cryopreservation methods 

for	 filamentous	 fungi	 used	 in	 JCM."	RIEKN	BRC	

International Symposium International Symposium on 

Microbial Resources Contributing to Human Health and 

Environment, Tokyo Japan, Feb. (2009)

Bui V H , Takashima M , "Species diversity of the genus 

Sporobolomyces in sporidiobolales isolated from plant 

and soil samples collected at Rishiri Island, Hokkaido, 

Japan."	 RIEKN	 BRC	 International 	 Symposium	

International Symposium on Microbial Resources 

Contributing to Human Health and Environment, Tokyo 

Japan, Feb. (2009)

Ohkuma M, "Symbioses of flagellates and bacteria for 

efficient	digestion	in	termite	gut."	Canadian	Institute	for	

Advanced Research Integrated Microbial Biodiversity 

Program	2009	Annual	General	Meeting,	Asilomar	USA,	

Jun. (2009)

Ohkuma M, "Symbioses in the gut microbial community 

of	termites	for	efficient	cellulose	digestion."	SIM	Annual	

Meeting and Exhibition, Toronto Canada, Jul. (2009)

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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辨野 義己 , " イキイキ健康法 " 平成 20 年度枚方・

交野地区更生保護大会 枚方 7 月 (2008)

辨野 義己 , " 健康のカギ：腸年齢とプロバイオティ

クス " 南日本新聞健康フォーラム 鹿児島 7 月 (2008)

辨野 義己 , " 健康のヒケツは腸内常在菌にあり：大

切な腸に環境コントロール " 日本農芸化学会東北支

部 2008 年度シンポジウム 鶴岡 7 月 (2008)

山野井 薫 , 工藤 卓二 , 高品 知典 , 伊藤 隆 , " 箱根大

涌谷から分離した新規鉄還元細菌の系統分類学的研

究 " 日本微生物資源学会第15回大会 千葉 7月 (2008)

關 祐太 , 高品 知典 , 伊藤 隆 , " 超好熱性アーキア 

Vulcanisaeta 属における分離源と遺伝学的多様性の

関係 " 第 21 回日本 Archaea 研究会講演会 那覇 7 月 

(2008)

坂本 光央 , " 分子生物学的手法による歯内療法失敗

時に関与する根管内細菌叢の解析 " 第 50 回歯科基

礎医学会学術大会・総会（創立 50 周年記念大会） 

東京 9 月 (2008)

長谷川 秀夫 , 坂本 光央 , 野村 明子 , 田中 庄二 , 町野 

守 , 坂上 宏 , " 歯周病診断マーカーとしての AP24

遺伝子の可能性 " 第 50 回歯科基礎医学会学術大会・

総会（創立 50 周年記念大会）東京 9 月 (2008)

辨野 義己 , " 培養を介さない手法による腸内微生物

解析をいかに使うのか？ " 第 11 回日本臨床腸内微

生物学会総会 東京 9 月 (2008)

辨野 義己 , " 見た目年齢は「腸」で決まる〜大切な

腸内環境コントロール〜 " 2008 年度年ホームカミ

ングデー 江別 9 月 (2008)

辨野 義己 , " 健康の秘訣はお腹にあった〜大切な腸

内環境コントロール〜 " 第 2 回講演会「くらしの中

で感じる生命 ( いのち )」 東京 9 月 (2008)

辨野 義己 , " 培養を介さない手法による腸内細菌叢

の多様性解析 " 第 301 回日本消化器病学会関東支部

例会 東京 9 月 (2008)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

辨野 義己 , " 培養を介さない手法による腸内常在菌

の多様性解析 " 第 76 回実験動物コンファレンス 武

蔵野 4 月 (2008)

辨野 義己 , " 超少食者の腸内フローラ " 全国健康む

ら 21 ネット第 3 回全国大会 大阪 4 月 (2008)

辨野 義己 , " うんちは語る腸の老化 " 平成 20 年度

理化学研究所筑波研究所一般公開講演会 つくば 4

月 (2008)

辨野 義己 , "「うんち」は語る腸の老化：大切な腸

内環境コントロール " 埼玉大学オープンキャンパス

大学開放デー工学部講演会 さいたま 5 月 (2008)

小田巻 俊孝 , 清水 金忠 , 坂本 光央 , 近藤 しずき , 八

重島 智子 , 岩附 慧二 , 冨樫 秀生 , 榎本 雅夫 , 辨野 

義己 , " スギ花粉症患者における Bacteroides fragilis 

gorup の菌種レベルでの解析 " 第 12 回腸内細菌学会 

東京 6 月 (2008)

辨野 義己 , " 見た目年齢は「腸」で決まる！〜プロ

バイオティクスで腸年齢の若返りを〜 " 2008 年富

山県栄養士会「健康づくり提唱のつどい」 富山 6 月 

(2008)

辨野 義己 , " 健康のカギ腸年齢とプロバイオティク

ス " 長寿おきなわ健康教室：腸年齢と生活習慣 宜

野湾 6 月 (2008)

辨野 義己 , "「うんち」が語る腸の老化：大切な腸

内環境をコントロールする " 第 3 回宮城県「柔道整

復学」構築学会 仙台 6 月 (2008)

高島 昌子 , 辨野 義己 ,	"NBRP・微生物リソース

の移転に関わる問題点－理研バイオリソースセン

タ ー JCM の Material Transfer Agreement(MTA) の 実

績から " 日本微生物資源学会第 15 回大会 千葉 6 月 

（2008）

坂本 光央 , " 嫌気性グラム陰性桿菌の分類学的研究 " 

日本微生物資源学会第 15 回大会 千葉 6-7 月 (2008)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【国内会議】
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辨野 義己 , " 健康生活のススメ：大切な腸内環境コ

ントロール " 電力館セミナー 科学ゼミナール 東京 

10 月 (2008)

辨野 義己 , " 腸年齢とプロバイオティクス〜大切な

腸内環境コントロール〜 " 健康セミナー「健康のヒ

ケツはお腹にあった！！」〜大切な腸内環境コント

ロール〜 北見 10 月 (2008)

辨野 義己 , " きれいで元気になれる腸の健康 " 世界

健康フォーラム 2008・横浜「世界の長寿食文化に

学ぶ」 横浜 11 月 (2008)

辨野 義己 , " あなたの腸は何歳ですか？〜大切な腸

内環境コントロール〜 " 福寿をめざす健康フェスタ

2008「食」でわかるウチナーンチュの未来 那覇 11

月 (2008)

辨野 義己 , " 健腸生活のススメ〜大切な腸内環境コ

ントロール〜 " 日経ヘルスビジネスカンファレンス

2008 東京 11 月 (2008)

辨野 義己 , " 腸内常在菌の多様性解析と食生活 " 日

本ベジタリアン学会第 8 回大会 大阪 11 月 (2008)

岡田 元 , " 高等菌類の無性生殖器官の多様性と系統・

分類に対するその意義 " 第 5 回可視化技術ワーク

ショップ 東京 11 月 (2008)

工藤 卓二 , " 放線菌における形態の多様性と系統

分類 " 第 5 回可視化技術ワークショップ 東京 11 月 

（2008）

伊藤 隆 , " アーキアの系統分類：その発展と展望 " 

第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学

会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

辨野 義己 , " あなたの「腸」は何歳ですか？：大切

な腸内環境コントロール " 2008 年度独立行政法人

理化学研究所科学講演会 東京 2 月 (2009)

辨野 義己 , " あなたの ｢腸」は何歳ですか？：大

切な腸内環境コントロール " 第 6 回東京新聞健康

フォーラム「健康は正しい食生活から」 東京 2 月 

(2009)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

坂本 光央 , 熊田 秀文 , 浜田 信城 , 高橋 祐介 , 岡

本 公彰 , 辨野 義己 , " サル口腔内から分離された 

Prevotella intermedia 様菌株について " 第 82 回日本

細菌学会総会 名古屋 3 月 (2009)

關 祐太 , 角重 瑠美 , 高品 知典 , 伊藤 隆 , " 超好熱性

アーキア Vulcanisaeta 属における遺伝学的多様性に

関する研究 " 日本農芸化学会 2009 年度大会 福岡 3

月 (2009)

伊藤 隆 , 關 祐太 , 高品 知典 , " 好熱性アーキアにお

ける遺伝学的多様性と種分化について " 日本農芸化

学会 2009 年度大会 福岡 3 月 (2009)

杉山 靖正 , 伊藤 有紀 , 海野 友美 , 鈴木 基文 , 廣

田 陽 , " 海洋由来の酵母 USF-H025 株が生産する

DPPH ラジカル捕捉物質に関する研究 " 日本農芸化

学会 2009 年度大会 福岡 3 月 (2009)

戸田 裕之 , 川崎 寿 , 中松 亘 , 辨野 義己 , 鈴木 基文 , 

" 油脂資化性能をもつ Candida savonica に近縁な子

嚢菌系酵母一新種について " 日本農芸化学会 2009

年度大会 福岡 3 月 (2009)

高島 昌子 , " 酵母の多様性の研究と理研 BRC-JCM

の役割 " 日本農芸化学会 2009 年度大会 福岡 3 月 

（2009）

Bui Van Hong, 高島 昌子 , "Species diversity of 

Sporobolomyces group isolated from plant and soil 

samples collected at Rishiri Island, Hokkaido, Japan." 日

本農芸化学会 2009 年度大会 福岡 3 月 （2009）

中谷 清吾 , 小久保 直美 , 鈴木 信之 , 加藤 あずさ , 

坂 本 光 央 , 平 田 晴 久 , 辨 野 義 己 , "Lactobacillus 

salivarius	WB21 およびキシリトール配合錠菓摂取

による口腔内環境改善効果と口腔内常在菌への影

響 " プロバイオティクスシンポジウム '09 東京 4 月 

(2009)

坂本 光央 , 高垣 晶子 , 松本 幸平 , 加藤 裕子 , 後藤 

慶一 , 辨野 義己 , " 新属 Butyricimonas の提唱 " 日本

微生物資源学会第 16 回大会 吹田 6 月 (2009)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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飯野 隆夫 , 鈴木 健一朗 , 原山 重明 , " 原油から分離

した新規乳酸菌 Lacticigenium petrolei" 日本微生物資

源学会第 16 回大会 吹田 6 月 (2009)

鈴木 基文 , " 環境酵母リソースとして注目すべき多

機能を有する Pseudozyma 属酵母について " 日本微

生物資源学会第 16 回大会 吹田 6 月 (2009)

高島 昌子 , " 微生物リソースのカルチャーコレク

ション /BRC における MTA に関する課題 " 日本微

生物資源学会第 16 回大会 吹田 6 月 （2009）

北原 真樹 , 坂本 光央 , 辨野 義己 , "Lactobacillus 属

の16S	rRNA遺伝子配列による品質管理と新種提唱" 

日本微生物資源学会第 16 回大会 甲府 6 月 (2009)

伊藤 隆 , " 好熱性アーキア Vulcanisaeta distributa 及

び関連菌株の地理的分布と遺伝学的多様性に関する

研究 " 第 3 回助成研究報告会 豊中 6 月 （2009）

北原 真樹 , 坂本 光央 , "JCM 保有 Lactobacillus 属と

Bifidobacterium 属菌株の 16S	rRNA 遺伝子配列によ

る品質管理と新種提唱 " 日本乳酸菌学会 2009 年度

大会 甲府 7 月 (2009)

伊藤 隆 , 高品 知典 , "Vulcanisaeta 属の地理的分布と

遺伝学的多様性－その 2" 日本 Archaea 研究会第 22

回講演会 札幌 7 月 （2009）

岡 田  元 , Reblova Martina, Louis-Seize Gerry, Seifert 

Keith A, " アナモルフ菌類 Arthrobotryum stilboideum

と A. hyalospora の分類学的再検討 " 日本菌学会第

53 回大会 鳥取 8 月 （2009）
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