
研究のねらい 

赤ワインが体にいいと、言われるのはなぜでしょう。

これは、赤ワインにポリフェノールが含まれているこ

とが関係しています。ポリフェノールは、抗酸化物質

の1つで、活性酸素を除去する働きがあります。活

性酸素は、体に害のある紫外線や放射線だけでなく、

体内の代謝によっても生まれ、さまざまな病気の原

因となっています。動脈硬化は、この活性酸素に

よってLDL（悪玉コレステロール）が酸化され、酸化

LDLとなることで進展します。ポリフェノールの持つ

抗酸化作用には、LDLを酸化させにくくする、つまり

動脈硬化を起こしにくくさせる作用があります。そこ

で、私たちの研究室では、ポリフェノールによる抗酸

化能とLDL酸化抑制能を中心に、動脈硬化予防の

検討を行っています。 

受験生へのひとこと 

いまは、授業をきちんと受けて、それらを楽しんでも 

らいたいと思います。文系だとか、理系だとかに限ら

ず、いろいろな種類の知識を吸収しておくことを心が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けましょう。高校生の時学んだ事、疑問に思った事 

を大学に入ってから、さまざまな場面でそれらの知

識を引き出して役立てることができます。ぜひ、高校

ではすべての教科を一生懸命、勉強してください。

そして大学で、私と一緒に栄養学の研究をしましょう。 

 

主な研究テーマ 

１） 機能性食品成分による抗酸化作用の検討 

日本人のポリフェノール摂取源となりうる食材（緑茶、

コーヒー、紅茶、アルコール飲料、酢、野菜ジュース

など）について、ポリフェノール量、DPPHラジカル捕

捉能を測定し、LDLに対する抗酸化作用については、

アゾ化合物を用いたラグタイム測定を行っています。 

 

２） ポリフェノール摂取量の調査 

食生活の中で摂取しているポリフェール摂取量の調

査を行っています。本研究では、本大学に在籍する

大学生男女を対象に行われており、このポリフェ

ノール摂取量調査から、ポリフェノールの主な摂取

源、個人差、個人間変動、季節変動の解明を明らか

にすることを目的としています。 

 

３） 尿中ポリフェノール値の測定 

現在、バイオマーカーである尿中のポリフェノール

値を測定した報告は少ないのが現状です。そこで本

研究室では尿中のポリフェノール値の測定方法の

検討を行っています。 

 

顔写真 
担当講義： 基礎医学、臨床医学、公衆衛生学、
食と健康、感染症学、生化学実験（学部）、医科
栄養学(大学院) 

専門分野：臨床栄養学、脂質代謝学 
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研究のねらい

日本は世界でもトップクラスの長寿大国です。超

高齢者社会となった今日では、「健康寿命」を伸ば

して平均寿命との差を埋めることが重要な課題です。

個人、集団の健康の維持・増進と生活習慣病予防

を目的に人の健康と食をめぐる問題を地域の組織

的活動で解決し、医療費の抑制につなげるのが公

衆栄養活動ですが、特に子どもの健康と食に関す

る研究を行っています。具体的には地域における

子どもの健康・食に関する現状の把握から科学的

分析による問題点の発掘、問題点解決に向けた組

織的活動、教育の方法や内容などについても検討

しています。

受験生へのひとこと

地域で生活している子どもの健康状態や子どもの

食事行動に関心、興味のある学生は大歓迎です。

人との係わりが好きな方、好奇心旺盛な方も大歓

迎です。

、
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地域の子どもの健康状態、食に関する地域状況

を把握し、科学的根拠に基づいたデータの作成、ま

た地域の状況に見合った健康づくりのマネジメント

について楽しみながら、ご一緒に学んでみませんか。

主な研究テーマ

１）子どもの健康状態と食事行動に関する研究

最近の子どもは体がだるい、やる気がない、イラ

イラする、頭痛などの体調不調を訴える子どもが少

なくなく、生活リズムや生活環境、食事環境などに

ついて栄養疫学で要因分析の追及を行っています。

２）効果的な栄養教育、教育の持続性に関する研

究

今日の子どもの状況に見合った、より効果的な栄

養教育の方法論、評価指標の開発、教材の開発、

人材育成などについての研究を行っています。

３）健康危機管理時の保健従事者の役割と食事支

援のあり方

３） ○○

顔写真
担当講義： 公衆栄養学Ⅰ、公衆栄養学Ⅱ、

公衆栄養学実習、臨地実習Ⅳ

実験に関係する写真

１

専門分野：専門分野：専門分野：公衆栄養学



研究のねらい
給食経営管理論分野の研究は、給食施設で管理

栄養士が給食を伴った栄養管理を行う業務で生ず

る問題の原因を明らかにしたり、対応の科学的根拠

を示すことが主な目的です。給食は病院、介護施設、

高齢者福祉施設、保育所、学校、社員食堂など多

岐に渡る施設があり、施設により研究の目的は異な

ります。

受験生へのひとこと
給食は施設を利用する人にとって大変興味を持つ

ものです。どんな施設でも、毎日わくわくして食べて

いただける給食作りの裏側には、給食利用者の

方々がご自身の目標達成や幸せを実感できるよう、

身体状況等の栄養アセスメント、チームによる栄養

補給計画、食事量把握、また、ITの活用など多くの

専門的業務が基盤になっています。

主な研究テーマ
１） 品質変動の少ない調理工程管理の研究

大量調理では一度に調理する適切な量がありま

す。過剰に脱水したり、加熱が十分できなかったりと、

調理法や機器の能力による仕上がりの差が出てし

まうことがあります。また、お客様の集中するピーク

タイムに合わせて焼き立てを提供するなど、サービ

スタイムを考えた調理・配食の工程管理が必要です。

それらを考慮したレシピの設計や調理工程をモニタ

リングし管理する方法について研究をしています。

２） 献立自動作成システム作り

献立は食べる人がその良さを判断するものです。

一定期間の献立作成は管理栄養士と同じ手順や栄

養管理の基準で自動作成されていれば、管理栄養

士は利用者の方々が召し上がる状況を直接食堂で

確認し、その日の食事の品質や献立が適切かどう

か判断する業務時間を、管理栄養士としての専門

的業務の効率向上を目指すシステムを研究してい

ます。

３） 保育所給食を教材にした食育の研究

毎日の給食は「健康になる食事」のお手本であり、

文化を伝える教材です。幼児期はわくわくした食事

の体験を積み重ねることが将来の自分の健康や食

事への興味、一緒に食べるなど食の自立やコミュニ

ケーション能力を培うのです。保育士と一緒に保育

の視点を理解した食育を計画し、教材となる給食の

活用を研究します。

担当講義：
給食経営管理論Ⅰ、給食経営管理論Ⅱ、給食経
営管理実習、臨地実習Ⅰ（給食の運営）、臨地実
習Ⅱ（給食経営管理論）、総合演習

実験に関係する写真

専門分野：給食経営管理論

少量調理のレシピをそのまま大量に増しても、少量調
理でできた品質と同じ状態に仕上がりません！！
ー大量調理の特性を活用した調理作業が大切



研究のねらい

肥満症、糖尿病といった疾患は世界的に増加して

います。これら疾患の発症は、生活習慣と密接に関

連していることから「生活習慣病」とよばれています。

生活習慣の中でも食事の寄与は大きく、生活習慣

病予防・治療に食事療法は重要な位置を占めます。

本研究室では、生活習慣病の予防・治療に寄与す

る食事療法の科学的根拠を構築することを研究の

目的としています。

受験生へのひとこと

私達は、1日3回、1年で1000回以上も食事をします。

栄養士・管理栄養士は、このような食の専門家です。

食事は生きていくために必須であり、身体と心に栄

養を与える力があります。食についての知識や技術

を持っていて損はありません。東洋大学食環境科学

部で一緒に学び、研究してみませんか？

主な研究テーマ

１） インクレチン分泌調節を通した糖尿病食事療法

の構築

食事をすると、小腸からインクレチンというホルモ

ンがでます。このホルモンは、血糖を下げる働きを

するインスリンを多く分泌させます。特に魚食では、

この作用の強いことが報告されています。魚による

インクレチン分泌促進作用機序の解明と、魚食を取

り入れた糖尿病食事療法について研究しています。

２） 脊髄損傷者の栄養管理

私達の背骨の中には、脊髄といわれる脳につなが

る神経の束があります。この神経が障害をうけると、

四肢の動きに支障をきたします。脊髄損傷者には、

生活習慣病が多く存在します。生活習慣病と食生

活・身体活動は密接に関連しているにもかかわらず、

脊髄損傷者の食生活・身体活動についてはほとん

どわかっていません。本研究室では、この点につい

て調査検討し、脊髄損傷者の食生活ガイドライン作

成につなげたいと思っています。

担当講義： 臨床栄養学Ⅰ、臨床栄養学Ⅱ、臨床
栄養学Ⅲ、臨床栄養学Ⅳ、臨床栄養学実習Ⅰ、
臨床栄養学実習Ⅱ、臨地実習Ⅲ（学部）

講義紹介：

臨床栄養学では、患者さんの病気の回復
を促したり、残った機能を最大限に発揮させ
たりするために必要な食事内容や摂取経路
について学びます。患者さんの食生活背景
を想定しながら取り組む実践科目といえます。

この講義を通して、医師、看護師、薬剤師
といった医療スタッフととともに、患者さんの
健康に寄与できる知識を修得していきます。

専門分野：臨床栄養学



研究のねらい

日本人の平均寿命は男性79.9歳、女性86.4歳で、

は世界中では長寿の仲間です。しかし、認知症、が

ん、循環器疾患、糖尿病などを予防し、健康で、他

人の支援なしに生活できる期間（健康寿命）を延ば

すための研究はこれからです。そこで、地域住民の

協力のもと、健康診査、体力測定、栄養調査などを

実施し、健康長寿を目指す研究を実施しています。

また、様々な健康阻害因子が身体に与える影響

について、人を対象に研究し、病気にならない方法

を開発しています。

受験生へのひとこと

健康科学分野の学問は、現代社会がその発展と

応用を期待している分野であるとともに、研究してい

る人は、その成果を自分や周囲の人たちの健康に

結びつけることができる素晴らしい研究分野です。

倫理観の高い医療分野の担い手になりませんか。

主な研究テーマ

１） ミネラル（栄養素）の必要量に関する研究

ボランティアを対象に、食事からのミネラル供給量

と、尿および糞便からの排泄量を測定し、ミネラル

の必要量を求めています。

２） 運動が身体に及ぼす影響

軽運動や激運動が身体に及ぼす影響を、血液や

尿を採取して検討しています。

３） ストレスが身体に及ぼす影響

ストレスが身体に及ぼす影響を、長時間の単純計

算等を負荷して検討しています。

顔写真
担当講義： 生命倫理、公衆衛生学、感染症学、
応用栄養学 I、応用栄養学 II、応用栄養学実習、
スポーツ栄養学

専門分野：人体栄養学・応用栄養学
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左図の説明
食塩制限（一日6g）時の運動中の腕汗

私たちは食塩摂取量を日常の摂取量より少
ない一日6gとし、ややきつい運動をしても
らい、腕汗中のミネラル（Na, Ca, Mg）の
濃度を測定してみました。
その結果（図左）、腕汗中のNa濃度が低
くなったほかに、CaとMgの濃度が上昇す
ることを見出し、食塩が少ないとCaとMg
の代謝に悪影響を及ぼすことを発見しまし
た。

図右の食塩一日10gのデータと比較する
とよくわかります。

このように、極端な食塩制限はCaとMg
の代謝に悪影響をおよぼします。



研究のねらい

食品には三つ機能があります。栄養機能としての一

次機能、おいしさにかかわる二次機能、健康の維

持・向上に関連する三次機能です。三次機能のうち

でも、抗酸化成分には体内の過剰な活性酸素の害

を抑える機能があり、種々の効果があります。抗酸

化成分は、植物が紫外線や害虫から身を守るため

に作り出す物質で、色、香り、アクの成分などであり、

これらの抗酸化成分を測定する研究をしています。

受験生へのひとこと

食品には私たちの体に良い成分が含まれています｡

こうした成分は薬のようにすぐに効果を示さないの

ですが、長期にわたり取りつづけていると効果が出

てきます。こうした成分のうちでも抗酸化成分を対象

に研究を行っています。食品に関心があり、食品に

含まれる成分の分析に関心がある方、粘り強く研究

に取り組むことができる方を歓迎します。

主な研究テーマ

１） 食品中の健康機能成分

食品には非常に多くの成分が含まれています。それ

らの成分のうち、抗酸化物質等の健康機能に貢献

する成分の研究をしています。

２）食品用酵素の利活用

食品加工では多くの酵素が利用されています。こう

した酵素の特性を把握し、利活用する技術を研究し

ています。

担当講義： 食品科学１，食品科学２，食品分析
学、食品機能学、食品学実験１，食品学実験２
（学部）

講義紹介：

高血圧予防の観点から食塩の摂取量を減
らすことが需要視されています。
厚生労働省が5年ごとに改訂している「日本

人の食事摂取基準」では、健康な成人の一日
の食塩の「目標量」として、2010年版では男
性10.0gから9.0gへ、女性は8.0gから7.5gへと
減りました。2015年版ではさらに、男性8.0g、
女性7.0gへと減ります。ちなみに、世界保健
機関（WHO）の減塩目標は、5 gです。

食塩は、単に塩味だけでなく旨味を増強す
る作用があり、その効果は0.6％程度で最も

高くなります。おいしくするには塩味が不可欠
なのです。また、小麦粉でパンや麺を作る際
にも、食塩が無いと作業性が著しく劣ります。

こうしたことを総合的に学びながら、どのよう
にすれば食塩摂取量をへらすことができるか
を見いだすのが食品学です。食に関心がある
方は、一緒に学びましょう。

専門分野：食品科学



研究のねらい 

 生体内で過剰に活性酸素が生成された場合には、

様々な生体分子を攻撃し、細胞を傷害します。一方

で、活性酸素による酸化ストレスに対する抗酸化酵

素（カタラーゼ、superoxide dismutase: SODなど）や

抗酸化物質（ビタミンC、ビタミンEなど）により生体は

制御されています。この活性酸素と抗酸化酵素・抗

酸化物質のバランスが崩れ、酸化ストレスの方に傾

くと、核酸、たんぱく質、脂質などの生体内の重要な

構成成分を傷害し、発がん、老化促進、糖尿病、動

脈硬化症、神経変性疾患などを引き起こすことが報

告されています。このような様々な病態に活性酸素

が密接に関与することから、活性酸素による酸化ス

トレス状態を早期に把握するバイオマーカーを用い

ることが病態把握のためにも重要です。その中でも、

発がんや老化に関する酸化ストレスのバイオマー

カーとして、活性酸素によるDNA損傷（酸化的DNA

損傷）の8-hydroxydeoxyguanosine（8-OHdG）が広く

利用されています。8-OHdGの測定には、高速液体

クロマトグラフィー（HPLC)、電気化学的検出器

（ECD）、紫外線分光検出器を用いて測定が行われ

ています 

  当研究室では、培養細胞や尿などの生体試料を

用いて酸化的DNA損傷（8-OHdG）の評価を行って

います。また健康食品やサプリメントなどを用いるこ

とにより抗酸化能の評価についても行っています。 

 

 

 

受験生へのひとこと 

 日本では死因の第1位は「がん」であることを、テレ

ビのCMや新聞、雑誌などで知っている方も多いと思

います。「がん」は生活習慣の乱れによる生活習慣

病の一つとしても挙げられています。その生活習慣

の中でも、「がん」と関係性が深いのが「食事」です。 

 一方で、活性酸素が「がん」の原因の一つとして考

えられています。そのため、活性酸素を消去する抗

酸化物質、例えば大豆のイソフラボン、緑茶のカテ

キン、コーヒーのクロロゲン酸などのポリフェノール

類、 βカロテン、リコピンなどの摂取をすることによ

り「がん」を予防する試みがされています。 

 「がん」などの病気を予防するには、「食事」が非

常に重要です。我々と一緒に「食事」について勉強

しましょう。 

 

主な研究テーマ 

１）酸化ストレスマーカーを用いた活性酸素による健

康影響評価 

培養細胞や尿などの生体試料を用いて酸化的DNA

損傷（8-OHdG）の評価を行っています。また健康食

品やサプリメントなどを用いることにより抗酸化能の

評価についても行っています。 

 

２） 電磁場による健康影響評価 

高圧電線の近くに住んでいる人に、白血病が多いこ

とが報告されています。そのメカニズムを研究する

ために、電磁場曝露装置を用いて培養細胞などへ

のDNA損傷や染色体異常などを研究しています。 

担当講義： 社会・環境と健康Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
実践社会・環境と健康 
解剖生理学 
解剖生理学実験 
生化学実験Ⅰ・Ⅱ（学部） 

専門分野： 衛生学・公衆衛生学 



研究のねらい

シェイクスピアを中心とするイギリス・ルネッサンス

期の英文学を研究しています。板倉キャンパスの英

語教育理念は、「教養と実用のバランスのとれた高

度な英語力を養成すること」です。特に、理系の学

生が中心である本キャンパスでは、国際舞台におけ

る対話力のバックボーンとなる教養が極めて重要で

す。また、科学的思考力を鍛えるには、17世紀及び

19世紀の英国文化 （文学・思想・哲学） に通じてお

く必要があります。このことを念頭に、私は、板倉

キャンパス両学部における教養教育および英語教

育への貢献を目的として本研究を行っています。

（写真は、2013年度の「英語研修プログラムin 

Canada」 の様子です。）

受験生へのひとこと

総合大学での学びのメリットは、リベラルな学びの

中で世界を観る視野を大きく広げられることではな

いでしょうか。管理栄養士の国家資格取得を目指す

大学生の多くは、目先の資格取得のみにとらわれ

がちで、大学時代に積むべき経験、研鑽、そして、

多くの邂逅のチャンス対して目をつぶりがちです。

東洋大学では、資格取得を目指しながらでも、それ

だけに縛られない自由で充実した学生生活を送るこ

とができると思います。

自由な学びの中で、イギリス・ルネッサンスの文化

や文学に興味を持った学生は、研究室に歓迎しま

す。また、留学や英語学習に興味のある方も大歓迎

です。門を叩いてみてください。

主な研究テーマ

１）18世紀におけるシェイクスピアの受容について

文学批評が成立した18世紀に、シェイクスピアの

作品がどのように読み変えられ、変容を遂げた末、

19世紀のロマン主義批評の時代へと継承されたの

かを解明する。

２）17世紀の舞台と出版文化について

17世紀イギリスにおける劇場文化と出版文化との

関係を調査し、シェイクスピア作品の本文の成立過

程を解明する。

担当講義：英語Ⅰ・Ⅱ、TOEIC演習、欧米の文学
と文化 （学部）

＊生命科学部と食環境科学部を兼任しています。また、両
学部の英語カリキュラムのコーディネートの他、留学プログ
ラム等も担当しています。

専門分野：英語・英文学



研究のねらい

調理科学は調理操作の中で起こる様々な変化を

研究の対象にしますが、本研究室では主に植物性

食品の変化に着目し研究しています。一般に植物

性食品である豆や野菜は加熱調理により軟化する

と考えられています。しかし、調理条件によっては加

熱しても軟化せず、硬化する場合があります。通常、

軟化と硬化は同時に起こっているため、軟化＞硬化

ならば見かけは軟化し、軟化＜硬化ならば見かけ

は硬化します。これらの現象について、どのような条

件で軟化および硬化が起こるかについて研究して

います。

受験生へのひとこと

植物性食品を試料として、調理過程における物理

的・化学的変化を数量的に扱います。具体的には

調理条件と食品の組み合わせにより、調製した調理

品の物性測定、色差測定、成分分析等を行い、調

理過程における変化を数量的に把握し、調理操作

における変化のメカニズムを明らかにしたいと考え

ています。調理は食品の持ち味を生かし、食べやす

く、衛生的に、栄養効率よく、さらに見た目も美しい

おいしい食物を調製することです。化学・数学（・物

理）や実験に興味があり、作って食べることの好きな

学生さん、調理のメカニズムを科学的に明らかにし

たいという意欲のある学生さん、どうぞ、調理学研

究室にいらして下さい。

主な研究テーマ

１） ハッショウマメの調理特性に関する研究

ハッショウマメにはL-DOPAが含まれるため、調理

品として利用するためには除去が必要です。そこで、

調理方法を組み合わせてL-DOPAを制御しつつ、お

いしく機能性の高い調理品の開発を目指しています。

２） 植物性食品（豆）の硬化に関する研究

植物性食品の硬化にはペクチンの脱エステル化

や金属イオンとの架橋結合が関与しますが、豆の場

合はさらにデンプンの糊化やタンパク質の不溶化も

関わります。様々な調理条件における豆の変化を

測定し、そのメカニズムの解明を進めています。

３）調理における品質変動に関する研究

調理を行う場合、献立作成し、調理操作を行い調

理品を調製します。献立と調理品の品質は一致す

べきですが、調理過程の様々な要因のため、必ずし

も一致しません。そこで、この品質変動の要因を明

らかにするための基礎的研究を行っています。

顔写真
担当講義：調理学実習Ⅰ、調理科学、調理学実
習Ⅱ、調理科学実験、調理学実習Ⅲ（学部）

専門分野：調理科学

莢

花

ハッショウマメの利用



研究のねらい 食事は、だれもが生きるために必

要不可欠なものです。管理栄養士は、食のスペシャ

リストとして、何をどれだけ食べたらよいのかを、学

習者に対して、科学的根拠に基づいて的確な栄養

教育や健康教育を行うことが重要です。そこで、当

研究室では、生活習慣病をはじめとする疾病の一

次予防のための科学的根拠に基づいた効果的な栄

養教育方法の検証とその評価方法の確立を目指し、

研究成果を世界に向けて発信できるよう鋭意研究

に努めています。

受験生へのひとこと

当研究室では、栄養教育方法の開発や教育スキ

ルを磨くことが出来るだけでなく、血液や尿中成分

等の分析を行うことから、実践栄養と実験双方の研

究を行うことができます。また、研究は、研究室内だ

けに留まらず、学外の共同研究施設で行うことも多

く、幅広い研究体制で様々な知識を身につけること

ができます。

主な研究テーマ

１）食嗜好と味覚感受性との関連

食嗜好の要因のひとつに味覚感受性が関与して

いることが考えられています。そこで味覚と食嗜好と

の関連について、詳細に追求し、最終的に個人に対

応したオーダーメード栄養教育につなげるプロジェ

クトを展開しています。本研究では、特に苦味に着

目し、研究を進めています。

２）健康・栄養教育への活用を目指したチューイング

とヒスチジンの機能性探索

継続的なチューイングの動作は、脳内ヒスタミンを

量産し、食欲抑制・脂肪分解促進やエネルギー消

費亢進作用につながることが明らかになっています。

本研究では、健康・栄養教育への活用を目指し、

チューイングの有用性の探索を目的にヒト介入試験

を実施しています。またヒスタミンの前駆物質である

ヒスチジンについてもヒト介入試験を実施し、その多

様な機能性とその有用性についての探索を行って

います。

３）尿を用いた子どもの健康状態の評価とその保護

者に対する食と健康に関する研究

子どもの栄養状態や健康状態を客観的に評価し、

研究報告している事例はほとんどありません。

そこで当研究室では、尿中の成分分析を行うこと

で乳幼児期からの栄養状態や健康状態を客観的に

評価できるのではないかと考え、研究を進めていま

す。

顔写真
担当講義： 栄養教育論Ⅰ，Ⅱ、栄養教育論実習、
栄養マネジメントの実践、学校栄養教育の基礎、
学校栄養教育の実践、実践栄養教育論、キャリ
アデザインⅠ、栄養教育実習（教育実習）、教職
実践演習、総合Ⅱ （学部）
栄養教育学特論(大学院)

専門分野：栄養教育学、健康科学



研究のねらい 

 時計を分解するのは誰にでもできるが、一旦分解さ

れた部品を組み立てて、機能を発揮するシステムに戻

すのは簡単ではありません。全ての部品を見ながら考

える必要が生じてくるからです。 

 栄養学は食物と人体の関わりを検討する学問です。

「健康な生活を送るために日本人はどのような栄養素

をどのくらい摂ればよいのか」という問いに関して、上

記に示した時計を組み立てるように、食事の習慣、食

文化、食品の持つ機能を含めた全体像を把握しなが

ら、様々な学問分野の知識を集結して研究を遂行する

必要があります。 

  

受験生へのひとこと 

卒業論文を完成させるためだけに研究を行うのではな

く、進行過程において学内外の方との交渉や、発表能

力をはじめとするコミュニケーション能力を養える人、

そして、何よりも講義や実験実習を通して「栄養学は

面白い」と思ってもらえた人に参画してもらいたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生の自主性を重んじているために、出校日も細かい

設定をしていませんが、日々、大学生と大学院生が研

究に励んでおり、いつも研究室前に電気が灯っている

ことを嬉しく思い、かつ、誇りにも思います。この良い

姿勢を後輩へと引継いでくれる人を大歓迎します。 

 

おもな研究テーマ 

１） バイオマーカーに基づいた栄養管理 

バイオマーカーとは、生体情報を定量化するために必

要な指標です。栄養管理においては、「コレステロール

値が高いから、栄養素摂取量を見直そう。」など、血圧、

血糖値、中性脂肪、コレステロールなどが代表的な栄

養管理におけるバイオマーカーです。 

現在は、アスリートの疲労骨折を予防するために、バ

イオマーカーを特定し（特許番号：特願2014-2489）、

栄養管理に応用できるように検討しています。 

 

２） 官能検査に基づいた食品開発 

 

食品開発を開発するにあたり、マーケティング、品質

の維持、流通経路の確保は、重要な要素であり、この

3本柱が揃わないとヒット商品は生まれません。食品

会社等からの共同開発の依頼があった場合は、品質

維持の一助となれるように参画しています。 

【海藻添加麺の開発秘話はココ↓】 

http://www.toyo.ac.jp/site/dfls/42941.html 

担当講義： 食育論、調理と美味しさの科学、調理科学実習、 
生命科学英語Ⅰ（学部）、食品アセスメント概論 (大学院) 

専門分野：食品栄養学 



研究のねらい

本研究室では、食品-微生物-ヒトの関わりに興味を

持って研究しています。ヒトの健康を真に理解するた

めには、腸内細菌や皮膚常在菌などのヒトと共生する

微生物や食品に含まれる微生物、さらにはヒトに病気

を起こす微生物も含めた統括的な理解が必要です。

最近は微生物の多様性と食品微生物の薬剤耐性に

興味を持って研究しています。

受験生へのひとこと

東洋大学の建学の精神の一つに「諸学の基礎は哲

学にあり」というものがあり、教育理念として「自分の

哲学を持つ」ことが掲げられています。東洋大学で学

ぶことで、科学的な視点をもって自ら考え、高度情報

化社会に溢れる根拠のないデマや情報などに惑わさ

れることのない栄養士・管理栄養士になってください。

そして、“活力のある日本”を食の面からけん引してい

きましょう！

おもな研究テーマ

１） 微生物の多様性に関する研究

近年の遺伝子解析技術の発展により、これまでに分

離されてこなかった微生物や分離されていてもどのよ

うな能力があるのか明らかとなっていなかった少しマ

イナーな微生物の働きが遺伝子の観点から調べられ

るようになりました。当研究室では、ゲノム解析、遺伝

子組換え技術などを用いて、食品に含まれる微生物

の機能を調べています。例えば、食塩中から単離した

アルカリ環境下でよく生育する細菌がビタミンB12の合

成経路を持っていることを明らかにしました(図1)。

２）食品微生物の薬剤耐性に関する研究

食中毒予防の3原則は「つけない・増やさない・やっ

つける(殺す)」です。しかしながら、微生物の中には殺

菌剤に対して高い耐性を示すものも知られており、食

品衛生上の問題となっています。このような微生物の

薬剤耐性メカニズムを調べることにより、より効果的な

殺菌方法の開発が期待できます。現在は、食品の包

装や容器等の殺菌剤として使用されている過酢酸製

剤に対して耐性を持つ微生物芽胞の薬剤耐性メカニ

ズムを調べています(図2)。

担当講義： 基礎化学Ⅰ、基礎化学Ⅱ、微生物学、
食品衛生学、微生物学実験、食品衛生学実験
（学部）

専門分野：微生物学・分子生物学

図1. ゲノム解析を行った好アル
カリ性細菌の電子顕微鏡写真

図2. 蛍光顕微鏡下で観察した過
酢酸製剤に耐性を持つ細菌芽胞
の過酸化水素分解活性

講義紹介：

【基礎化学Ⅰ】では、高校の化学の復習か

ら始め、原子・分子の構造から細胞を構成

する生体高分子の構造について学びます。

【基礎化学Ⅱ】では、初めにエネル

ギーについて学び、次にタンパク

質酵素の性質について見ていきま

す。後半では有機化学の官能基

ごとの性質について学びます。

芽胞



研究のねらい 

 食品は調理によって、見た目、香り、硬さ、味などが

様々に変化します。これらがどのようなメカニズムによっ

て起こるのか、おいしいと感じる時その食べものはどのよ

うな特徴を持っているのかなどを研究しています。特に、

米を中心とするデンプン性食品の調理に注目した研究を

行っています。また、食べものの歴史や地域性などの食

文化に関わる研究や、より効果的に調理を学ぶための授

業開発に関する研究なども対象としています。 

 

受験生へのひとこと 

 おいしく調理を行うにはさまざまなコツがあります。そし

て、そのコツには科学的根拠が存在します。ただ調理の

手順を覚えるだけではなく、科学的根拠を理解することに

よって調理の幅が広がり、新たなおいしさを生み出すこと

ができるようになります。食べることや調理に関心がある

方、調理中に起こる化学変化を追究したい方、たくさんの

「おいしい」を作り出したい方、ぜひお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

↑材料配合や手順を変えると全く異なるカップケーキができあ

がります。理由はすべて科学的に説明できます！ 

 

 

主な研究テーマ 

１） 米や大麦に含まれるデンプン分解酵素の働き 

米にはデンプンを分解する酵素が含まれていて、炊飯中

にその酵素が働くことによってデンプンが様々な甘味を

持つ糖に分解されます。この酵素が米粒の中のどこに分

布しているか、炊飯中にどのような働きをしているかなど

を詳しく調べています。また、大麦も対象として研究を行

い、米と混ぜて炊飯した麦飯の特徴やよりおいしく調理す

るための方法などを探っています。 

 

２） 調理を教えることに対する大学生の意識と技能上達

のために効果的な授業の開発 

将来教員になるなどして調理実習を行う立場になる大学

生が、調理を教えることに対してどのような意識を持って

いるかを調べると、苦手意識を持っていることがわかりま

した。そこで、苦手意識を軽減させるためにはどのような

授業を行うと効果的かということに焦点をあてて、大学の

調理実習の授業で様々な取り組みを取り入れながら実

践的研究を行っています。 

 

 

 

 

 

 

↑米粒に含まれているデンプン分解酵素がどのように分布して

いるかを調べた実験結果。 

担当講義： 調理学実習I、調理学実習III、食生活
論、キャリアデザインI（学部） 
 

専門分野：調理学 




