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耀つてますか？
Do You Know?

未来を担うビタミン 生体は化学反応で生きている
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"土 タミン•バイオファクタ ー

（生分解性プラスチック］

協会の成り立ち
1910年12月138東京帝国大学の鈴木梅太郎教授が、米ぬかから脚気に効く物質を分離したこ

とを発表した。翌年、ポ ー ランド人のフンク博士がその成分にビタミンと名づけ、後にビタミンB1と定
義された。ビタミンの発見はこのビタミンB1にはじまる。
我が国のビタミン（後にバイオファクタ ーを含む）の発展を支えるために協会が設立された。ビタミ
ン ・バイオファクタ ー協会は、個人 ・ 企業会員のサポ ー トのもと、研究の発展の為の助成、知識の普
及を目指した広報などの活動事業をすすめる公益社団法人である。
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バイオファクター (Biofactor) とは？
バイオファクタ ー は広義には、ビタミン、ビタミン様物質、必須微量元素、ホルモンなど、生命活動に
必須の微量生体物質を指します。また、狭義にはビタミン以外の微量必須生体物質、例えばビオ
プテリンなどのビタミン様物質や微量必須元素を意味することもあります。本協会の名称にある
「ビタミン ・バイオファクタ ー 」は歴史的背景も勘案して「ビタミンを中心とする必須微量生体物質」
を指しています。 ※バイオファクタ ー は、 ピタミンと同簑とする
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口植野洋志I

敏久（本協会会長、大阪工業大学客員教授、九州大学名誉教授）

マイクロプラスチック分析の最新ソリュ ー ション
川原

美（（株）島津製作所分析計測事業部グロ

ー

バルアプリケー ション開発センター）
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口疇成（本協会業務執行理事、近畿大学特任教授・附属農場長）1

プラスチック行政の取り組み

吉森

社団法人ビタミンB協会設立（京都大学医学部内）
ビタミン B 研究委員会に研究費 ・ 事業委託費の助成を開始
ビタミンB研究委員会のシンポジウムの開催が始まる（年1回）
日本ビタミン学会への助成を開始
国際ビタミン栄養会議開催助成
社団法人ビタミン協会に改称
ビタミンC 委員会 ・ 脂溶性ビタミン総合研究委員会
（ビタミンAD 委員会）への助成を開始
「ビタミンの日」講演会開催

公益社団法人ビタミン ・ バイ オフアクタ ー 協会に改称 ・ 移行
ビタミン発見 100 周年記念フォ ー ラム開催
協会設立55周年

協会をサポ ー トする法人会員

信和（富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班長）

社団法人ビタミン協会割設当時から基金並びに年会費の提供などによって

高橋

カネカ生分解性ポリマー GreenPlanetの開発

福田

植野

本協会を支えていただいている基本法人会員並びに 一般法人会員

里美（元京都大学大学院農学研究科客員教授）

基本法人会員
一般法人会員

竜司（樹カネカGreen Planet推進蔀Green Planet Global Planning & Marketingクル プ企酉チ ムリ ダ ）
ー

ー

ー

ー

エーザイ株式会社
味の素株式会社
天野エンザイム株式会社
アリナミン製薬株式会社 (I 日社名：武田コンシュー マーヘルスケア株式会社）
花王株式会社

月桂冠株式会社

神戸天然物化学株式会社

河合製薬株式会社

サントリ ーウエルネス株式会社

小林製薬株式会社

参加こ希望の方は、1．御名前、2．メ ールアドレスを、E-mail（また
はFAX)で3月15日（火）までに、右記申込先まで四連絡ください。
※座席指定しますので、こ希望の有無をお申込みの際お知らせください。

タマ生化学株式会社

100 名程度先着順］）

申込先公益社団法人ピタミン ・ バイオファクター協会事務局
〒 606-8302 京都市左京区吉田牛ノ宮町 4番地 日本イタリア会館 3 階
Tel/Fax:075-751-5657 E-mail: vitamink@eagle.ocn.ne.jp

会員となって協会の酒動を 置9ぶロ
応援してください！
IIEE•
公益社団法人ビタミン・バイオファクタ ー協会は、倉IJ汀以来半世紀余り、ビタミンを中心とする必須生体物質（バイ

オフアクタ ー ）に関連する科学的な研究・開発を支援して、私たちが心身ともに健康に生活でき、ひいては社会が
平和で健やかに発展することを目指して活動してきました。かつて重要な疾病であったビタミン欠乏症は、近年の
我国では、少なくなりましたが、ビタミンやバイオファクタ ーに関する新しい科学的知見が多方面で多数見出され
ておリます。また医薬吊や健康食品の生産、食品加工、食料・バイオマス生産、環境保全などの様々な産業への
応用研究も進展しています。我国での健康で豊かな生活を支える重要な研究分野と考えます。
当協会の活動は、財政的にはいろいろな企業の法人会員や企業・個人 の賛助会員に支えられています。新しい半
世紀へ向けて、さらなる飛躍を目指し多くの皆様にご入会いただき国民全体の健康福祉のために力強い前進を
続けたいと考えます。趣旨をご理解し＼ただき、是非、ご入会下さいますようお願い申し上げます。

鵬
回巴回

賢助会員募集

https://vita-bio.o『g/sanjo.html

1口2,000円以上

負助会員は、当法人の活動を支援していただける個人、事業主様などです。
ご支援は寄附金扱いと致しますので、税制上の優遇措匿が受けられます。

株式会社ダイセル

第一三共株式会社

東洋紡株式会社

東洋ナッツ食品株式会社
ニプロ株式会社

株式会社ハンナ

備前化成株式会社

フジパングル ー プ本社株式会社

三菱ケミカル株式会社

ロンザ株式会社

(50音順）

ハウスウェルネスフー ズ株式会社

株式会社林原

株式会社ファ ー マフー ズ

※新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、危険性が憂慮されると判断した場合、 開催の中止をさせていただく場合がこざいます。
その際は、 本協会ホ ー ムベ ー ジ(https://vita-bio.org)等にて、こ案内いたしますのでこ確認ください。

https://vita-bio.o『g/nyukai.html

株式会社大塚製薬工場
株式会社カネカ

洋志（本協会業務執行理事、奈良女子大学名誉教授）

ただし事前申込が必要です（参加者募集［定員

法人会員募集

〔現：市民公開講演会〕（年 1 回）

株式会社ファンケル

三菱ケミカル株式会社大阪研究所

山崎製パン株式会社

公益社団法人
ビタミン ・ バイオファクタ ー
［代表理事］

会長

大島敏久

協会

［所在地］〒606-8302京都市左京区吉田牛ノ宮町4番地
日本イタリア会館3階

事業活動
ピタミン及びバイオファクタ ー に関する

研究助成、委託事業、国際会朧助成など

ビタミン及びバイオファクタ ー 等に関する

知識を普及する広輻活動事業

口研究機関への年間活動支援
ロビタミン・バイオファクタ ー 関係の新情報提供
コ市民を対象にした講演会（市民公開講演会•講座、シンポジウム等）
コマスコミ•法人•一般市民からの企画、問合せへの対応

事禦目的
ビタミン ・バイオファクターは、微生物からヒトにいたるあらゆる生
物の生命活動を支えるタンバク質や酵素などが正常に機能
するために必須な物質です。ヒトの場合、生命と健康の維持に
欠くことのできない栄養素で、健康増進、健康年齢や平均寿
命の延長などに大いに役立っています。ビタミンやバイオファク
ターの科学的な情報や知識の果たす意義は大きいものがあり
ます。本協会は、ビタミンやバイオファクター に関連する研究の
さらなる飛躍を計る助成と、その成果を広く社会へ還元する事
業を行っております。会員として、この有意義な社会貢献にお
力添えをお願いいたします。

