


板倉キャンパス研究内容紹介2017-2018の発行にあたり

東洋大学板倉キャンパス
産官学連携推進会議　

議長　金子　律子　

　平素は本学の教育・研究活動に多大なるご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。

　さて、この板倉に平成９年４月、生命科学部が誕生し、時を経て平成25年、

食環境科学部が設置されました。両学部が「産官学連携の促進」を中期目標の

一つとして掲げておりますことから、板倉キャンパスにおける研究内容を外部

へ発信することを目的として、「板倉キャンパス研究内容紹介2017−2018」を

昨年に引き続き発行いたします。

　本研究内容紹介が産官学連携の活性化に繋がるものと期待しています。

　また、本学への技術相談をご希望の際は、お気軽にご相談ください。
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1. 技術相談のご案内

　東洋大学板倉キャンパスでは、技術力強化を図るための研究開発等につい
て、大学に協力・相談を希望する企業・研究機関等を対象に技術相談を受け付
けております。
　本冊子の内容に加え、その他の課題に対しても可能な範囲で対応させていた
だきたいと考えております。
　技術相談をご希望の際は、お気軽にご相談ください。
※技術相談内容の機密保持のため、東洋大学産官学連携推進会議のみで取り扱
います。

【相談内容例】
・○○の開発についての技術協力について
・○○の分析に関する協力について

【技術相談申込方法】
　「技術相談申込書」に必要事項をご記入いただき、下記連絡先へFAXまたは
メールにてご提出ください。
※技術相談申込書については、次のページのフォーマットをご使用いただく
か、東洋大学HP（http://www.toyo.ac.jp/site/lifeken/89356.html）より
電子データをダウンロードし、必要事項をご記入ください。

〈申込書提出先および問い合わせ先〉
東洋大学板倉事務部板倉事務課　
…TEL：0276-82-9046　　　　
FAX：0276-82-9801　　　　…
Mail：ml-itaskg@toyo.jp　　



技術相談申込書

平成　　　年　　　月　　　日
東洋大学　産官学連携推進会議　殿
	 事業所名
	 所在地
	 電話番号
	 担当者名
下記の通り技術相談を申し込みます。
A.技術相談件名

B.相談分野…
　該当の番号に○

１.農林水産　２.食品　３.バイオ　４.物質・エネルギー
５.機械・制御・輸送　６.材料・機能性物質　７.土木・建築
８.生活・環境　９.医学関連　10.エレクトロニクス
11.情報関連　12.分離・分析・計測技術
13.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

C.相談希望日時

D.相談内容（概要）
　添付書類・図面等
　（有　　　　枚）
　（無）

※できるだけ具体的に記入してください。お手元に相談内容を記
載したものがありましたら、コピーを提出いただくだけで記入
は不要です。

－－－－－－－－－－－－－－－－…以下、事務局使用欄…－－－－－－－－－－－－－－－－

E.技術相談
　担当者氏名

F.予約日時
　実施日時

G.継続の有無 終了
継続 H.備　考

東洋大学　産官学連携推進会議事務局
〒374-0193　群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1　東洋大学板倉事務部板倉事務課
…TEL…0276-82-9046　FAX…0276-82-9801　E-mail：ml-itaskg@toyo.jp



①1号館　　②2号館　　③3号館
④生命環境科学研究センター
⑤5号館（実験棟）	⑥食堂棟
⑦図書館	 ⑧多目的グラウンド
⑨テニスコート	 ⑩サッカー場
⑪陸上競技場	 ⑫体育館

　板倉キャンパスのシンボルとして開設当
初から学生を迎えた１号館。
　約500名収容の大教室とキャリア形成・
就職支援室、板倉事務課等が設置されてい
ます。

　主に学生実験室となっている３号館。１階
には産官学連携用実験室および大学院生用実
験室を設置し、研究の幅を広げるための環境
が充実しています。

 2. 板倉キャンパス紹介

①1号館

③3号館

②2号館　
　１号館同様に開設当初から設置された、講
義棟と実験棟の機能を併せ持つ校舎。学生実
験実習用機器室は、ガスクロマトグラフ室、
HPLC・原子吸光光度計室、クリーンベン
チ室等があり、研究・各種実験に特化した高
度な機器を揃えております。



　2014年文部科学省私立大学戦略的基盤形
成支援事業に申請した研究課題「人為由来環
境変化に対する生物の適応戦略と小進化」が
採択され、生命環境科学研究センターが４号
館に設置されました。
　ここでは、渡良瀬川流域および江戸川水系
を中心とした野外調査および生物・化学分析
を行い、代表的な人為由来環境変化である重
金属汚染および医薬品類（抗菌剤）汚染に対
する生物個体および固体群の戦略的環境適応
（小進化）を明らかにしていきます。

④生命環境科学研究センター

⑤5号館（実験棟）
　2010年３月に完成した地上３階建ての板
倉キャンパスのランドマーク。緩やかな曲線
を描くガラス張りの外壁がモダンかつ開放的
な印象で、「シーズ（生命の種）」をモチー
フにしています。
　36の実験室と10の共通機器室に最新の設
備を備え、コラボレーションスペース等学生
の集うスペースを確保したキャンパスの新し
いシンボルとして、地域・産業界に根ざした
研究も行っています。

　植物機能研究センターは、文部科学省…学
術研究高度化推進事業…産学連携研究推進事
業に選定され、2003年度より10年間、植物
の健全育成モニタリングシステムに関して研
究開発を行ってきました。2013年からは、
植物系の共同利用実験施設として運用されて
います。



生命科学部

【特色】
　東洋大学は平成９年（1997 年）４月、他校に先駆けて「生命科学部」を誕
生させました。現在、生命科学部は、生命科学科と応用生物科学科から構成さ
れています。
　地球上には人間を含め、様々な「生命」が存在します。生命科学部では、生命（い
のち）を分子から個体レベルでとらえ、極限環境下で生きる微生物からヒトに
いたるまでの生命現象を探究しています。
　さらに近年、遺伝子操作や細胞融合などを含むバイオテクノロジーは、理学・
農学・工学・医学などの領域で大きな発展を遂げ、様々な分野に技術革新を引
き起こしています。生命科学部では、バイオテクノロジーの開発や利用にも取
り組み、暮らしや健康に役立ち地球環境に貢献する研究・開発を行っています。
こうした幅広い研究活動を通して、高い倫理性と広い視野、豊かな人間性と自
立心を備え、地球社会の発展に貢献する強い意志を持つ学生を育てています。

3. 学部・学科紹介



生命科学部　生命科学科

【特色】
　極限環境に生息する微生物から人間がもつ高度な脳に至るまで、生命現象には
未解明の部分が多く残されています。バイオサイエンスの進歩は、“いのち ”の
謎を解き明かすだけでなく、豊かな人類社会の形成や地球環境の保全に貢献する
技術を提供できることから、新たな産業の創成にも欠かせないものとなっていま
す。生命科学科では地球上に存在する生物の生命現象を、分子、細胞、個体およ
び地球環境レベルで探究します。
　教育面では、先端的バイオサイエンスの専門知識や技術を系統的に会得するた
め、「バイオ分子科学」、「動物・人間科学」、「植物科学」、「微生物科学」の4つ
の各専門分野を網羅し、「先端サイエンスの幅広い知識と技術を修得し、地球社
会の諸問題に対応でき、かつ広い分野で活躍できる」独創的な発想を持った研究
者や技術者および教育者の育成を目指しています。
　生命科学科には、上記4つの分野毎に、国際的に評価の高い科学専門誌で論文
を発表した優れた教員が数多く在籍しています。個別の具体的な研究内容は本編
をご覧いただければ幸いです。また、産官学連携事業にも力を入れていますので、
共同研究のご提案や技術的なご相談をいただくことは大歓迎です。是非、お気軽
にお声がけ下さい。



生命科学部　応用生物科学科

【特色】
　応用生物科学科では、生物の機能を学び、それを応用することによって環境、
健康、資源、食糧などの社会問題を解決しようとしています。また、地域産業
にも目を向け、地域社会の活性化に貢献したいと考えています。
　動物分野では、「心臓の進化発生・再生に関する研究」、「神経細胞、筋細胞
におけるストレス適応機構の解明」「生体試料中微量物質の高感度検出」など
の研究が、植物分野では、「植物ホルモンに関する生理・生化学的研究」、「植
物バイオテクノロジーによる有用物質の生産」などの研究が行われています。
　また、微生物分野では、「有機溶媒耐性微生物や有用酵素に関する研究」、「極
限環境微生物、特に好塩性微生物および耐塩性微生物の探索と利用」、「超好熱
菌由来酵素の生化学的解析」、「未利用バイオマス分解酵素生産菌など有用微生
物の発見・応用・開発研究」などの研究が行われています。環境分野では、「環
境汚染化学物質の環境生態系および生物進化への影響」、「下水や産業廃水の処
理技術研究」、「環境要因によるヒト健康リスクの評価」、「核内受容性を介した
化学物質の生体影響」、「野生動物の行動生態と地球環境や人間社会との関係」
などの研究が行われています。
　応用生物科学科各分野の研究成果は国際的な学術誌に数多く掲載されてお
り、さらにこれらの成果をもとにした多くの産学連携研究を推進しています。
応用生物科学科では、環境、健康、資源、食糧など人類社会の諸問題を解決す
ることで、地球社会の発展に貢献します。



食環境科学部

【特色】
　「食」は、人が健康に生きていくための基本中の基本です。2013 年に新設
された食環境科学部では、いのちの根源を探る ｢生命科学」をベースに、安全・
安心、食品開発、栄養など ｢食」の知識を総合的、科学的にとらえ、少子高
齢化を迎えている現代日本社会の問題を解決するための研究や、注目が高ま
るアスリートと食事・栄養の関係への科学的なアプローチに取り組んでいま
す。
　食環境科学部は食環境科学科と健康栄養学科で構成されています。食環境科
学科は、「フードサイエンス専攻」と「スポーツ・食品機能専攻」の 2つの専
攻を設けており、健康栄養学科は、管理栄養士の養成を柱としています。両学
科ともにコミュニケーション能力やマネジメント能力を備えた、新時代の人材
養成に力を注いでいます。



食環境科学部　食環境科学科

【特色】
　「食」は、人が健康に生きていくための基本中の基本であり、生命の維持や
人の成長に最も深く関わっています。「食生活」は、人が健やかに成長し、あ
らゆる年齢層で健康で活力に満ちた暮らしを送るための要となるものです。本
学科では、少子高齢化を迎えている現代日本社会の問題を解決するための方策
や、注目が高まるアスリートと食事・栄養の関係への科学的なアプローチなど、
いのちの根源を探る ｢生命科学」をベースに、安全・安心、食品開発、栄養な
ど「食」の知識を総合的、科学的に学びます。
　フードサイエンス専攻では、「食」を科学の視点でとらえ、生活の中で活か
していくための実践的な知識と技術を身につけるために、食品機能科学、栄養・
健康科学、食品の安全、食育を通じての食文化の維持・向上の専門知識などを
系統的に学びます。また、スポーツ・食品機能専攻では、科学的な専門知識を
活かして、スポーツと栄養の繋がりを熟知したスポーツ指導者や、スポーツに
関連した食品技術者を養成することを目的としており、人体の構造と機能や機
能食品科学を学ぶとともに、生理学や栄養学などの領域におけるスポーツに特
化した専門的な知識を学びます。
　食環境科学部食環境科学科では、実学を重視した研究を行っており、いずれ
の教員も共同研究のご提案や技術的なご相談を積極的に受け入れております。…



食環境科学部　健康栄養学科

【特色】
　健康栄養学科では、国民の健康づくり、子供の食育、高齢者の介護、アス
リートの栄養管理、傷病者の疾病治療、機能性食品の開発など様々な世代と状
況に応じた健康サポートができる高度な専門知識を身につけるための管理栄養
士教育を通し、社会に貢献できる人材育成を目指しています。そのために、人
体、食品、代謝、衛生などの基礎科目、行政、学校、病院、給食施設などで働
くにあたっての専門科目を修得するための講義や実験・実習が多く設けられて
います。発表やグループワークを伴う実習が多く、プレゼンテーションやコ
ミュニケーション能力も養っています。
　また、管理栄養士国家試験受験に向けては、E-learningシステムなどを活用
して各学年で必要な学習支援を行っています。





4．生命科学部・食環境科学部
教員研究内容紹介





問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

紫外線照射によるアカパンカビDNA修復遺
伝子の発現調節についての研究

生命科学部　生命科学科　　教授　一石　昭彦
TEL/FAX：0276-82-9203/9033　Mail：akihiko@toyo.jp

　生物の遺伝情報をつかさどる遺伝子の本体であるDNAは、紫外線、放射線、環境中の変異
原などによる外的要因や活性酸素や代謝産物由来の化学物質などによる内的要因によって、絶
えず損傷を受けている。このような損傷をそのまま放置すると、細胞の機能障害や癌化の原因
となる突然変異を生じたり、細胞死や個体の死を招くことになる。このようなことを回避する
ために、生物はDNAに生じた損傷を修復する機構（DNA修復機構）を備えている。これは進
化の過程で獲得されてきたもので、大腸菌や酵母などの微生物からヒトや植物などの高等生物
まで広く存在している。DNAの損傷の中でも紫外線により生じるものを特に紫外線損傷とい
う。紫外線はDNA鎖上にピリミジン二量体を形成する。この紫外線損傷を修復することが出
来る機構として、ヌクレオチド除去修復（NER）、紫外線損傷特異的除去修復（UVDR）、光回
復機構（PR）が存在する。NER機構はすべての生物種が保持している機構であるが、ほかの
2つの機構は、すべての生物が保持しているわけではない。しかしながら、アカパンカビはこ
れら3つの機構を全て保持し、紫外線に対し高い耐性を示す希少な生物である。
　アカパンカビでは、紫外線損傷の修復に関与する遺伝子の欠損株を用いた、機能解析などが
詳細に行われている。しかし、これら紫外線損傷を修復するDNA修復遺伝子の発現調節がど
のように行われているかは未だ分かっていない。本研究では、変異原である紫外線ストレスに
よりアカパンカビのDNA修復遺伝子の発現がどのように変化するかを調べている。

日本遺伝学会、日本分子生物学会、
日本農芸学会

アカパンカビDNA修復機構および
突然変異に関する研究

分子遺伝学研究室	

一石　昭彦
Akihiko	Ichiishi

キーワード

研 究 分 野

アカパンカビ，DNA修復機構，突然変異

基礎生物学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

第三のイオンであるカリウムイオンを利用で
きる生物モーター

　我々の研究グループは、生体ナノマシンとして注目を集めている細菌運動器官のべん毛モー
ターでこれまで報告例のない第三のイオンをエネルギーとして利用できるハイブリッド型生物
モーターを極限環境微生物の好アルカリ性細菌から発見しました。べん毛モーターは、これま
でH＋またはNa＋のどちらかを共役イオンとして駆動すると考えられてきました。しかし、
今回、エネルギー源として新たに第三のイオンであるK＋やRb＋を利用できる生物モーター
の発見は、これまでの常識を覆す研究報告で、いまだ未解明な課題が多い生体分子ナノマシン
の世界の理解に大きく貢献するものです。東洋大学生命科学部とバイオナノエレクトロニクス
研究センターでは、これまで極限微生物の生態および分子生物学的解析とその利用を他の大
学に先駆けて積極的に展開してきました。今回の成果は、その現れといえます。この成果は、
2012年 9月に科学雑誌PLOS…ONEに掲載され、同年10月 2日の日刊工業新聞に紹介されま
した。
　右図 .好アルカリ性細菌Bacillus…alcalophilus のべん毛モーターの概略図…
この極限環境に生息する微生物のもつべん毛モーター固定子MotPSは、Na+
と K+の 2種類のイオン駆動力を運動エネルギーに変換して利用できるこが
明らかとなりました。

べん毛モーターの研究成果として産業界で
は、効率よく化学エネルギーを運動エネル
ギーに変換できる駆動機器（モーター）…を製
造する過程で、このナノマシンの作動原理を
利用することにより微細加工化された人工の
ナノマシンの開発に貢献します。また、多種
類のエネルギーを利用できるので、医療分野
においても利用可能なナノマシンの研究に波
及することが期待されます。

アメリカ微生物学会（Applied…and…Environ
mental…Microbiology…(AEM),…Editorial…Board…
Member）、アメリカ生化学・分子生物学会、
国際極限環境微生物学会、極限環境生物学会
（庶務幹事）、日本農芸化学会、日本分子生物
学会、日本生物物理学会、日本細菌学会、日
本ゲノム微生物学会

第三のイオンで動くハイブリッド・
ナノマシン

極限環境生命科学研究室

伊藤　政博
Masahiro	Ito

生命科学部　生命科学科　　教授　伊藤　政博
TEL/FAX：0276-82-9305/9202　Mail：masahiro.ito@toyo.jp	

キーワード

研 究 分 野

ナノマシン、ハイブリッドエンジン、顕微鏡観察

生物科学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

マイクロチップ灌流培養システムを用い、
細胞のストレス応答や薬剤反応を調べる。

生命科学部　生命科学科　　教授　金子（大谷）	律子
TEL：0276-82-9213　Mail：kaneko@toyo.jp

　マイクロチップ内で少量の細胞を培養し、培養液を灌流することにより、長期培養が可能
である。培養液に薬剤を添加し、回収液中の細胞分泌因子を測定する。あるいは、細胞から
mRNAを抽出したり、培養細胞を種々の染色法で染色し、物質の細胞局在などを調べることも
可能である。

関連特許

少量の細胞および少量の薬剤で細胞の応答を
mRNAレベルから蛋白レベルまで解析可能
なため、薬剤耐性試験に適している。血管内
皮細胞の細胞応答については、現在、医科大
学と共同研究を実施しており、血管内皮細胞
から分泌される多種類の因子の検出が可能に
なっている。また本来の専門分野である神経
細胞への応用も検討中である。

日本解剖学会・学術評議員、日本神経科学
会、日本動物学会、日本女性科学者の会、…
米国神経科学会

特願 2013-157665,…特許第 5892589 号

灌流培養システムによる細胞の
ストレス応答

神経機能制御研究室	

金子（大谷）	律子
Ritsuko	Ohtani-Kaneko

キーワード

研 究 分 野

灌流培養，薬剤試験，ストレス応答，個人差，血管内皮，リスク評価

人間医工学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

筆跡情報を用いた、高齢者の筋力・運動機能
の簡便な評価法の開発

生命科学部　生命科学科　　教授　川口　英夫
TEL/FAX：0276-82-9021/9033　Mail：hkawaguchi@toyo.jp

　高齢者の筋肉量、筋力や運動機能は、加齢とともに低下してしまう。
これら運動能力が低下すると転倒や寝たきりのリスクが高くなるため、
高齢者の生活の質（Quality…of…Life：QOL）の低下に大きくかかわる。
そこで高齢者の運動能力に関し、この低下の程度を把握し、でき得る
限り早期に予防処置を講ずる必要がある。本研究では筆跡情報を取得
できるデジタルペンを用いることで、高齢者の筋肉量、筋力、運動機
能の簡便な評価法を開発した。デジタルペンを用いることの利点は、
同時に多数の高齢者の測定を低コストで実施可能なため、スクリーニ
ングに適していること、さらに字を書くだけであるため高齢者の身体
的な負担も軽減される。この仕組みを活用すれば、高齢者の安心・安
全な生活を低コストで維持することが可能になると考える。
　本研究の調査は、常総市・筑波大学・東洋大学が共同で進めてい
る「常総プロジェクト」をフィールドとした。研究協力者は常総市の
介護予防教室に参加している高齢者（52歳～93歳の日本人男性9
名、女性35名の合計44名）である。常総市の各地域の公民館を訪
問し、研究協力者に同意書と質問票の用紙に記入していただいた。記
入時にはデジタルペンを用いていただき、その後、デジタルペンの記録から記入内容のそれぞれの筆跡情
報（例：総平均筆速、加速度落ち込み回数（図２参照）、筆圧）を分析した。身体測定と運動機能（Physical…
and…Motor…Function：PMF：血圧、身長、体組成、握力平均、開眼片足立ち、Timed…up…and…go…test、腹
囲、Skeletal…muscle…index）の測定を実施し、研究協力者の運動能力を計測した。これらの筆跡パラメー
タとPMFとの関係を分散分析した。その結果、最も有用と考えられる『ひと筆書き図形模写（図１参照）』
において、加速度の落ち込み回数、またはこれを用いた複合パラメータから運動能力を測ることができた。
具体的には、男性では握力平均（r…=…-0.73）、女性ではSMI（r…=…0.79）と加速度落ち込み回数が最も相関
が高かった。これより、筆跡の時間情報を用いた運動能力の評価が可能であることが示された。

関連特許

高齢者の生活の質（QOL）や心身の健康維持、
寝たきりの防止工学

Society…for…Neuroscience、日本神経科学学会、
計測自動制御学会（生体生理工学部会主査）

特開 2016-116811、US…2016/0183848…AI

高齢者の運動能力の簡便な
定量化方法の開発

脳神経科学研究室	

川口　英夫
Hideo	Kawaguchi

高齢者，運動能力，筆跡

社会脳，行動科学，細胞工学

一筆書き図形模写の例

加速度落ち込み回数の例

研究テーマ

研 究 概 要

キーワード

研 究 分 野



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

脳機能の根源にあるシナプス可塑性の分子
メカニズムに関する研究

　脳内ニューロンのつなぎ目であるシナプスは生後も柔軟に
変更されうる「可塑性」をもっている。シナプス可塑性の研
究は脳機能のしくみの理解のみならず、様々な精神疾患の病
態の研究を理解する上でも重要である。当研究室ではシナプ
ス可塑性を司る分子メカニズムの解明を目指して以下の研究
を展開している。
①樹状突起スパイン内アクチン細胞骨格タンパク質に関する研究
　シナプス後部構造である樹状突起スパインの形態はアクチ
ン細胞骨格に支えられている。スパイン内のアクチン結
合タンパク質ドレブリンのはたらきについてマウス海馬
ニューロンの初代培養系を用いて研究している。

②長期記憶の形成を調節する転写因子に関する研究
　長期記憶の形成に際しては細胞核—シナプス間の情報伝達
が想定されているが、その伝達経路を解明する目的で、長
期記憶形成を抑制する転写因子 ICER（アイサー）のシナ
プス可塑性における役割を研究している。

③精神疾患モデル動物脳におけるシナプス異常に関する研究
　ヒトのうつ病や自閉症などの精神疾患の動物モデルを用い
て、行動異常と脳内シナプスの形態や機能との関連につい
て研究している。

児島ラボwebサイト　http://www2.toyo.ac.jp/˜kojima/

生命科学部　生命科学科　　教授　児島　伸彦
TEL：0276-82-9211　Mail：kojima033@toyo.jp

関連特許

新規精神作用薬の作用に関して、海馬ニュー
ロンの初代培養系およびマウス個体を用いて
シナプスレベルから行動レベルまでの評価系
を提供する。

International…Society…for…Neurochemistry、
日本神経科学学会、日本神経化学会、
日本生理学会

シナプス成熟障害モデル動物・特許第 4550530 号（2010 年 7月 16 日取得）

脳内シナプスの可塑性を司る
分子の研究

分子神経生物学研究室	

児島　伸彦
Nobuhiko	Kojima

シナプス可塑性，樹状突起スパイン，遺伝子発現調節

神経科学

バンカー法によるマウス海馬ニューロ
ンの初代培養

胎仔マウスの海馬ニューロンをカバー
ガラスに播種しグリアフィーダー細胞
上に培養。培養21日目のニューロン上
のドレブリン（シナプス後部：赤）とシ
ナプシン（シナプス前部：緑）の分布
を免疫染色により可視化。

研究テーマ

研 究 概 要

キーワード

研 究 分 野



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

植物に含まれる薬効成分や香り成分、色素な
どの生合成の研究および環境中での代謝分解

生命科学部　生命科学科　　教授　清水　文一
TEL/FAX：0276-82-9022/9309　Mail：bsimz@toyo.jp

クマリン化合物の生合成経路の解明
　桜餅の香り成分に代表されるクマリンおよびその類縁体
は植物界に広く見られる二次代謝産物で抗菌、抗酸化活性
をもつ（図1）。病原菌の侵入や乾燥、強光のストレスに
さらされると多くの植物でクマリン化合物が誘導蓄積する
ことが知られている。これまでに全ゲノム配列が解読され
たモデル植物であるシロイヌナズナにおけるクマリン化合
物の生合成に関わる酵素遺伝子の同定に成功した（図2）。
現在、桜餅の葉に用いられるオオシマザクラ、ソライロ
アサガオなど種々の植物から、生合成の鍵段階を触媒する
F6’Hホモログのクローニングを進めている。本酵素は桂
皮酸（類）のオルト位を水酸化する。桂皮酸類の芳香環の
この位置を水酸化する酵素は現在のところ生物界からはこ
のホモログしか見つかっていな
い。本酵素に関する知見はオル
ト位水酸化桂皮酸およびクマリ
ン化合物の生産に利用できる。

酵素を利用した物質生産（クマリン化合物な
ど）のための酵素遺伝子取得技術、植物成分
分析

日本農芸化学会、日本農薬学会　ほか

植物の生産する有用物質の
生合成酵素遺伝子の探索

生物機能調節化学研究室

清水　文一
Bun-ichi	Shimizu

クマリン化合物，シロイヌナズナ，オオシマザクラ，二次代謝産物，生合成

農芸化学

研究テーマ

研 究 概 要

キーワード

研 究 分 野



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

貴金属ナノ粒子を用いた光学的分析手法の高
感度化

生命科学部　生命科学科　教授　竹井　弘之
TEL/FAX：0276-82-9020/9033　Mail：h_takei@toyo.jp	

　食の安全、環境モニタリングの分野において、
様々な迅速かつ簡便な分析方法が開発されてき
ている。我々は、表面増強分光法として知られる
高感度分析方法の開発を行っている。貴金属ナノ
粒子のプラズモン効果を用いることにより、ラマ
ン信号および蛍光信号強度を増強する手法であ
る。様々な利用方法が検討できるが、ここでは食
品中の非合法添加物の検出について紹介する。
　近年、食品およびペットフードに混入されたメ
ラミンが、新生児の腎結石や急性腎不全による
ペットの死亡を引き起こした問題が挙げられる。
メラミンはラマン分光法により同定が可能であ
るが、スキムミルクに混入されていると検出は困
難である。我々は、サンプルを薄層クロマトグラ
フィー（TLC）で展開した後に、表面増強ラマンスペクトルを in-situ で取得した。写真に示さ
れたTLC-SERSを用いて、スキムミルクに混入したメラミンを測定した結果を図に示す。676…
cm−1 のピークはメラミンの存在を反映する。
　その他、①農作物表面の残留農薬、防腐剤の in-situ…SERS測定、②増強蛍光法によるDNA
高感度検出、③分析用“ナノ銀樹”の作製、④血管内皮細胞の応答モニタリング、⑤高ダイナミッ
クレンジ比色法、⑥自然界のナノ構造の光学的活用法等、の研究を行っている。

関連特許

＊分析用基板の供給
＊特定測定対象の測定
＊共同開発

日本分析化学会、応用物理学会、
生物物理学会

表面増強分光用基板・特許第 5709039、他特願 10件

貴金属ナノ粒子を用いた高感度生体
分子・低分子分析方法

バイオプラズモニクス研究室	

竹井　弘之
Hiroyuki	Takei

表面増強ラマン分光・蛍光法，バイオセンサー，POCT

複合化学（分析化学、生体関連化学）

研究テーマ

研 究 概 要

キーワード

研 究 分 野



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究テーマ

研 究 概 要

生命科学部　生命科学科　　教授　長坂　征治
TEL/FAX：0276-82-9019/9033　Mail：nagasaka@toyo.jp

　生物によって形成される骨や貝殻などの無機鉱
物は、バイオミネラルと呼ばれ、多くの生物種で
観察される。バイオミネラルの結晶生長、結晶多
形は厳密に制御されており、その形成機構は、結
晶形成の制御による材料科学への応用、重金属の
集積を利用したバイオレメディエーションへの応
用、炭酸カルシウムとして二酸化炭素を固定する
機構に注目した地球環境分野への応用など、幅広
い分野での利用が期待される。
　カルシウムを含むバイオミネラルの形成は、特
に「石灰化」と呼ばれ、石灰化を行う生物の一つ
である円石藻は、細胞表面に円石（ココリス）と
呼ばれる微細構造を持つ炭酸カルシウムの殻を形
成する。
　円石藻の石灰化の分子機構については、多糖類
の関与が示唆されているのみであり、そのほとん
どが解明されていない。本研究は、生理学、生化学的な研究と併せて、遺伝子の発現解析、遺
伝子組換え技術の開発などの分子生物学的な手法を用いて、円石藻の石灰化機構の解明を目指
すものである。石灰化機構が解明されれば、材料科学への応用、円石藻の生理学を利用した炭
酸固定を利用した地球環境科学への貢献が期待される。

地球環境分野、材料科学分野、
機器分析（元素分析、形態観察など）

日本農芸化学会
日本植物生理学会

円石藻の石灰化機構の解明地球環境科学研究室	

長坂　征治
Seiji	Nagasaka

キーワード

研 究 分 野

バイオミネラル、円石藻、遺伝子組換え

農芸化学、境界農学	

海洋性藻類の円石藻が作る炭酸カルシウム殻
の形成機構の研究

円石藻Pleurochrysis	carteraeの
走査型電子顕微鏡像



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

量子ビームを用いて有用な性質を持つ産業微
生物を作出する

生命科学部　生命科学科　　教授　鳴海　一成
TEL：0276-82-9210　Mail：narumi@toyo.jp

　イオンビームは、炭素イオンなどを加速器で高速に加速したものです。物質と作用する際に、
莫大なエネルギーを局所的に付与するので、物質に対して散逸的にエネルギーを与えるガンマ
線や電子線とは異なった新しい性質をもった変異原として期待されています。イオンビームは、
粒子線ガン治療にも用いられている放射線の一種ですが、高エネルギーのイオンビームを突然
変異育種の変異原として利用しているのは、今のところ日本のみであり、高い技術と様々なノ
ウハウを持っています。イオンビームを用いた微生物育種技術は、微生物が本来持っている潜
在能力をうまく引き出すための技術です。微生物には本来存在しない外来の生物からの遺伝子
を導入する遺伝子組換え技術とは異なり、パブリックアクセプタンスの問題や法律上の制約が
ありません。イオンビームで誘発される突然変異は、(1) 変異の誘発率が高く、選抜の省力化
が可能、(2) 変異のスペクトルが広く、従来法では得られなかった新規突然変異体の取得が可能、
(3) 目的外の付随変異が少なく、ワンポイント改良が可能という特長があります。
　放射線微生物学研究室では、イ
オンビームを用いた産業微生物の
品種改良を通じて、地域産業の活
性化に貢献することを目指してい
ます。

●農業微生物資材として使用される農業微生
物の改良

●食品や発酵・醸造関連分野で使用される産
業微生物の改良

●環境保全関連分野で使用される産業微生物
の改良　など

日本農芸化学会、日本分子生物学会、日本生
化学会、日本放射線影響学会、日本環境変異
原学会（評議員・第一編集委員・変異機構研
究会世話人）、極限環境生物学会（会計監査
担当幹事）、イオンビーム育種研究会（監事）、
FNCAバイオ肥料運営グループ委員

産業微生物の品種改良放射線微生物学研究室

鳴海　一成
Issay	Narumi

突然変異育種，イオンビーム，遺伝資源創成

応用微生物学，遺伝育種科学，量子ビーム科学

研究テーマ

研 究 概 要

キーワード

研 究 分 野

イオンビーム育種によって作出した産業微生物



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

多糖の化学修飾により、新しい機能性素材を
開発しています。

生命科学部　生命科学科　　教授　長谷川　輝明
TEL/FAX：0276-82-9215/9033　Mail：t-hasegawa@toyo.jp

　イヌリン（β -1,2- フルクタン）はダリアやチコリーなどの植物の貯蔵多糖として、これら
の植物体の球根に大量に含まれています。これらイヌリンは、プレバイオティクスとして食品
科学分野にて利用されているほか、近年では抗癌活性が報告されたことから医療分野からも注
目が集まる多糖材料です。また、イヌリンは大量の水分を吸収してヒドロゲルを形成する性質
もあることから、材料科学の分野にとっても興味ある研究対象ともいえます。つまり、イヌリ
ンを化学修飾して新しい食品添加物や医薬品、さらには機能性材料を開発することは工業的に
極めて価値が高い研究テーマです。しかし、イヌリンの化学修飾に関する研究はあまり行われ
ておらず、報告例がほとんどありません。この理由として、イヌリンが比較的低分子量の多糖
であり反応後の精製が難しいことや、反応中に主鎖の切断が起こった結果、低分子量化してし
まう傾向が強いことなどが挙げられる。一方私たちは、主鎖の切断をほぼ引き起こすことなく
イヌリンに化学修飾を行い、その後効率よく精製・回収する手法の確立に成功しました。この
方法を使い、イヌリンに対するトシル化およびその後のアジド化を経ることアジド化イヌリン
の合成を行い、このアジド化イヌリンのアジド基に対し、アルキン末端を有する各種糖鎖を反
応させることで、様々な糖鎖を導入したイヌリンを合成する事も成功しています。イヌリンが
本来有する生体適合性とゲル化能に、糖鎖が有するタンパク質認識能をくみあわせる事で、細
胞標的性のドラッグデリバリーシステムの構築が規定できます。

核磁気共鳴装置（NMR）、赤外分光光度計
（FT-IR）、蛍光分光光度計（FP）などの機器は、
外部企業の方への開放が可能です。興味のあ
る方はぜひご連絡ください。これらの機器に
関する詳細およびその他の外部開放可能な機
器については、当研究室HP（http://www2.
toyo.ac.jp/~t-hasegawa/instruments.html）
をご覧下さい。

日本化学会・高分子学会・日本糖質学会

イヌリンを骨格とする生体適合型新
規糖鎖高分子の開発

糖質材料創成学研究室

長谷川　輝明
Teruaki	Hasegawa

天然多糖，イヌリン，ドラッグデリバリー，生分解性材料

複合化学

研究テーマ

研 究 概 要

キーワード

研 究 分 野



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

植物病原菌の遺伝子診断技術の開発と病害防
除技術への応用

生命科学部　生命科学科　　教授　藤村　真
TEL/FAX：0276-82-9216/9033　Mail：mfujimura@toyo.jp

　作物生産に大きな被害を起こす要因の一つに植物病原糸状菌による病害発生がある。安全・
安心な農作物を安定的に生産するために、作物を病害からまもる新しい技術が求められている。
これらのことから、本研究室では、新しい病害防除技術開発を支援する研究を行っている。主
なテーマは下記のとおりである。
1）遺伝子診断技術を利用した植物病原菌のモニタリングと病害防除技術への応用
化学農薬に過度に依存しない病害防除技術を開発するために、遺伝子診断技術を農業分野に展
開し、圃場で病原菌をモニターする技術を構築している。群馬県農業技術センターなどと共同
で、キャベツやナスの病害の耕種的病害抑止技術の開発で実績をあげている。また農薬耐性菌
の診断技術の構築も行っている。
2）ケミカルバイオロジーを利用した新規抗真菌剤の標的探索
アカパンカビをモデル糸状菌として用いて、古典的な順遺伝学に加えて、ゲノム情報を利用し
た逆遺伝学、さらに阻害剤を利用した化学遺伝学などを利用して、次世代の植物保護剤の標的
の探索研究を行っている。

農薬業界：新規殺菌剤の作用機構
　　　　　耐性機構の解明
遺伝子診断手法を使ったカビ類の分離・同定
やモニタリング

日本農薬学会（評議員・常任編集委員）、
日本植物病理学会、日本農芸化学会

安心・安全な殺菌剤開発のための
新規薬剤標的の探索研究

環境応答研究室	

藤村　真
Makoto	Fujimura

キーワード

研 究 分 野

殺菌剤、菌類、ゲノム情報、農薬

植物保護科学

研究テーマ

研 究 概 要



研究テーマ

研 究 概 要

問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究テーマ

研 究 概 要 グローバルな道徳教育政策や道徳的価値内容
のパッケージ性を「物語論」の観点から解明する

生命科学部　生命科学科　　教授　角谷　昌則
TEL：0276-82-9149　Mail：kakutani@toyo.jp

　文部科学省が力を込めて推進する教育のグローバル化と、2015年に「特別の教科」へと昇格するなど
その重要性を増す道徳教育について、それぞれについての知見を深化させつつ、両者の関係について論
点を明確にし、その議論を通じてグローバル化される教育における望ましい道徳教育の在り方について
展望を拓く。
　道徳教育がグローバル化されるということは、地球規模で求められる道徳的価値（例えば生命や環境
に関する道徳的価値）が日本の道徳教育の中に導入されることを意味するとともに、日本の道徳教育も
普遍性を高め他国に輸出される状況の出現も示唆する。実際、エジプト政府などは、日本の道徳教育の“輸
入 ”に関心を寄せていると伝えられている。
　このように道徳教育の国内外での双方向的な展開を見据えた場合、問題となるのは人種や民族の違い
を超えてどういった普遍的な道徳的価値を設定するのかよりも、設定された道徳的価値を人々にどう見
せるのか／どう受容させていくのかといった、道徳教育の“パッケージング”に関する研究が必要となる。
　当研究室はその研究の視点を物語論に求め、物語論を用いてパッケージングの理解と解釈を行ってい
る。具体的には、「英雄譚」のように世界のさまざまな地域に存在する物語の共通骨格を用いて、道徳教
育への参加にどのような“魅力的な”物語が付与されうる（べきな）のかといった点などについて、研
究を進めている。

　企業等で働く職業人も、多くは家庭人であり
子の親という顔をもちます。職場で十分な働きが
できるかどうかは家庭の安定に拠るところが大き
く、中でもわが子の学校の成績が良いと仕事の励
みにもなるものです。
　学校の成績とは教師が児童・生徒を評価して付
けるものですが、もしその評価の観点や項目が分
かっていれば、効率の良い勉強ができ成績も上げ
易くなります。そこで学校教員が何を意図して授
業を行い、子どものどこを見ながら成績評価を行
うのかなど、“先生の目の付けどころ”について
分かりやすく解説します。

日本教育学会、日本比較教育学会、日本教師
教育学会、日本道徳性発達実践学会、他

グローバル化に対応した道徳教育の
在り方に関する研究教育学研究室	

角谷　昌則
Masanori	Kakutani

キーワード

研 究 分 野

グローバル化，道徳教育，教育政策

教育学



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

TGW6遺伝子はイネの収量を向上させる有
用な遺伝子である

生命科学部　生命科学科　　准教授　廣津　直樹
TEL：0276-82-9027　Mail：hirotsu@toyo.jp

　急速な人口の増加をささえるため、世界の人口の半数以上の主食であるイネの収量を飛躍的
に高めることが求められている。筆者らは、インドのイネ在来種であるカサラスからTGW6
遺伝子をクローニングしその機能を明らかにすることに成功した。この遺伝子は、インドール
酢酸 -グルコースの加水分解活性をもつ新規なタンパク質をコードしていた。イネの品種のひ
とつ日本晴において、TGW6により合成されたインドール酢酸はシンクおよびソースにおい
て抑制的に作用した。一方で、機能欠失型変異をもつカサラス型のTGW6はインドール酢酸
を合成できず抑制は起こらなかった。そのため、シンクでは胚乳細胞の数が増加し粒長が伸長
した。それにくわえて、ソース能が向上することにより粒重ならびに収量も増加した。TGW6
遺伝子は栽培化の過程において選抜の対象とされずに捨てさられた “もったいない ”遺伝子で
あると考えられた。事実、コシヒカリやNERICAなどのさまざまな現代品種は、カサラス型
TGW6 遺伝子のもつ機能的な変異をもたない。カサラス型TGW6 遺伝子をコシヒカリに導入
した準同質遺伝子系統 [NIL（TGW6）]では粒長や粒重が増加し、単位面積あたりの収量は有
意に増加した。これらのことから、TGW6 遺伝子は広い遺伝的なバックグラウンドにおいて収
量性を向上させるため有用な遺伝子である。
Ken…Ishimaru*,…Naoki…Hirotsu*,…Yuka…Madoka,…Naomi…
Murakami,…Nao…Hara,…Haruko…Onodera,…Takayuki…
Kashiwagi,…Kazuhiro…Ujiie,…Bun-ichi…Shimizu,…Atsuko…
Onishi,…Hisashi…Miyagawa…&…Etsuko…Katoh.…Loss…of…
function…of…the…IAA-glucose…hydrolase…gene…TGW6…
enhances… rice…grain…weight…and… increases…yield.…
Nature…Genetics…45… (6),…707-711.… (2013)… *…equal…
contribution

関連特許

本遺伝子の準同質遺伝子系統を用いたイネ育種
本遺伝子の特性を活かした農薬等の開発

日本作物学会・日本植物生理学会・
日本植物学会・日本光合成学会

特許第 5288608 号

イネの玄米サイズと収量を増加させ
る遺伝子（TGW6）の特定

植物生理学研究室	

廣津　直樹
Naoki	Hirotsu

キーワード

研 究 分 野

イネ，収量，量的形質遺伝子座，遺伝子

生産環境農学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

ヴィクトリア朝文学・文化の研究

生命科学部　生命科学科　　准教授　江口　智子
TEL：0276-82-9008　Mail：eguchi@toyo.jp

　ヴィクトリア朝の文学、特にブロンテ姉妹（シャーロット･ブロンテ、エミリー・ブロンテ）
やヘンリー ･ジェイムズの文学を研究しています。ブロンテ姉妹については、小説や詩とキリ
スト教との関わりを主に考察しています。ヘンリー ･ジェイムズについては、初期の小説・短
編小説・旅行記・評論をジョン･ラスキンの唯美主義と比較しながら、研究しています。

He n r y … J a m e s … S o c i e t y、 B r i t i s h…
Associat ion… of … Victor ian… Studies、
International…Virginia…Woolf… Society、…
日本ブロンテ協会、日本英文学会

ヴィクトリア朝の文学ヴィクトリア朝文学研究室

江口　智子
Tomoko	Eguchi

キーワード

研 究 分 野

英文学，米文学

文学

図：イギリスのハワースにあるブロンテ姉妹像

研究テーマ

研 究 概 要

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

生命科学部　生命科学科　　助教　井ノ口　繭
TEL：0276-82-9017　Mail：inokuchi@toyo.jp

　現生魚類の大部分を占める硬骨魚類では、生息環境
によらず体液の浸透圧（塩分濃度）は常に海水の約３
分の１に保たれています。水圏環境は淡水や海水など
塩分濃度が多様であるため、そこに生息する魚類は水
や塩類の調節を積極的に行わなければなりません。魚
類の浸透圧調節は鰓（えら）・腎臓・腸で行われていま
すが、特に鰓に存在する塩類細胞が塩類の調節に重要
な役割を担っていることが知られています。研究室で
は、塩類細胞の浸透圧調節機構をイオン輸送、細胞の
ターンオーバー、内分泌系による制御などの観点から
多角的に検証することで、魚類の環境適応メカニズム
の解明を進めています。また、魚類の浸透圧調節機構
は魚の成長や味にも影響を与えることが知られていま
す。このように、魚類の浸透圧調節研究を応用するこ
とで、養殖や種苗生産の現場において、魚類の健全な
育成に貢献したいと考えています。

浸透圧調節研究の知見をもとに、魚の成長・
品質向上に最適な環境条件を決定します。こ
れにより、日本の水産業への貢献を目指します。

水産学会

魚類の鰓塩類細胞における
浸透圧調節機構の解明水圏動物生理学研究室

井ノ口　繭
Mayu	Inokuchi

キーワード

研 究 分 野

魚類，浸透圧調節，環境適応

水圏応用科学

魚類の環境適応メカニズムを明らかにする

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

植物の形を決める植物ホルモンの作用につい
て研究しています。

生命科学部　応用生物科学科	 教授　梅原　三貴久
TEL：0276-82-9144　Mail：umehara@toyo.jp

　植物の枝分かれ制御には、これまでオーキシンとサイトカイニンという２種類の植物ホルモ
ンが関与することが古くから知られていた。オーキシンが茎頂で作られ、求基的に輸送される
ことで腋芽の伸長が抑えられる。これを頂芽優勢という。一方、腋芽が伸長する際には、サイ
トカイニンが働く。ところが、1990年代半ば以降、シロイヌナズナ、エンドウ、ペチュニア、
イネの枝分かれ過剰突然変異体の解析から、第３のホルモンの存在が示唆されていた。このホ
ルモンの実態は長年不明であったが、突然変異体を活用した研究を進めた結果、2008年に謎
の枝分かれ抑制ホルモンの正体が判明し、ストリゴラクトン（SL）と呼ばれる化合物であるこ
とを明らかにした。このSLは、カロテノイドの酸化開裂産物から作られる。植物はリン酸欠
乏条件下でSLを活発に生産することが多くの植物で確認されており、リン酸欠乏環境への適
応にSLが深く関与していると考えられる。当研究室では、どのような遺伝子がSL生産を制御
しているのか、植物がSLシグナルを利用してリン酸欠乏環境にどのように適応しているのか、
また、SL関連の突然変異体を用いて明らかにしたいと考えている。また、これらの植物ホルモ
ンの動態を解析するために、高感度・高分解能を有するLC-MS/MSという装置を用いて定性・
定量分析を行っている。

最近のテーマ
①ストリゴラクトンによるイネの葉の老化調節機構の解明
②窒素欠乏条件で増加するストリゴラクトン生産機構の解明
③トマトの枝分かれ過剰突然変異体の探索とその特性評価
④タケの枝分かれ制御に関する研究
⑤トコン不定芽形成における内生植物ホルモンの動態

農作物の品種育成や特性評価、植物生長調節
物質や農薬の応用、LC-MS/MSを用いた生理
活性物質の定性・定量分析など

日本植物細胞分子生物学会、日本育種学会、
植物化学調節学会、日本植物生理学会、園芸
学会

植物ホルモンの生理・生化学的研究植物生長制御研究室	

梅原　三貴久
Mikihisa	Umehara

キーワード

研 究 分 野

オーキシン、サイトカイニン、ストリゴラクトン、植物の枝分かれ、種子収量増産

農芸化学、生産環境農学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

人類の持続的発展に必要な生態系サービスの
定性定量化および環境リスク解析

生命科学部　応用生物科学科　　教授　柏田　祥策
TEL：0276-82-9029　Mail：kashiwada@toyo.jp

　産業革命以降、人為由来の化学物質が環境お
よび生態系を汚染し続けている。地球環境にお
ける化学環境の変化は数万年単位で進んでいく
ものであるが、人間活動の結果、その変化速度
が数年単位にまで短縮されている。しかし、そ
の変化に対して環境生物および生態系は対応す
ることが出来ない。化学汚染環境に長期間生息
することで生体恒常性に異常を来した結果、免
疫系が攪乱されて病原菌の生態侵入に対して脆
弱になり、野生生物が感染症に罹患していると
も言われるようになった。
　環境健康科学研究室では、モデル生物メダカ
を用いた化学物質の生態リスク評価研究を始め
として、生物進化への影響評価研究を行ってい
る。現在の研究テーマは、ナノマテリアル汚染
および抗生物質汚染の生態リスク評価と足尾銅山鉱毒事件が生態系進化への影響の四次元解析
である。

生態毒性学研究を通じた化学物質の安全性評価
化学物質のハザード研究とリスク評価
生体影響研究を通じたメディカルサイエンス
研究

日本環境毒性学会（幹事・学会誌編集委員長）、
Society…of…Environmental…Toxicology…and…
Chemistry、経済産業省ナノテクノロジー標
準化国内審議委員会・環境・安全分科会委員

人為由来の環境汚染および環境改変
が環境生態系に与える影響

環境健康科学研究室	

柏田　祥策
Shosaku	Kashiwada

キーワード

研 究 分 野

水圏生態系、重金属、生態恒常性、生体防御機構

生態学、生態毒性学、環境解析学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

下水や産業廃水に含有する窒素を処理するた
めの一槽式硝化脱窒処理技術を開発した。

生命科学部　応用生物科学科　　教授　角野　立夫
TEL/FAX：0276-82-9142/9033　Mail：sumino@toyo.jp

　硝化細菌と脱窒細菌を共存させた包括固定化微生物担体を浄化槽に投入し、廃水を好気処理
することにより同時硝化脱窒を行う。これにより一槽式で処理が可能となる。
従来法：廃水→硝化工程→脱窒工程→処理
本開発方法：廃水→同時硝化脱窒工程→処理水
特徴：●既存の曝気槽に包括固定化担体を投入することにより同時硝化脱窒が可能
　　　●一槽式で処理できるためコンパクトな装置を提供できる一槽式で処理での処理性能を
　　　　下図に示す。

下水処理、産業廃水処理、観賞魚水槽の浄化 日本水処理生物学会、日本水環境学会

包括固定化微生物担体を用いた
一槽式硝化脱窒の検討

環境工学研究室	

角野　立夫
Tatsuo	Sumino

キーワード

研 究 分 野

硝化処理，包括固定化微生物

環境保全，汚染物質除去技術

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

５℃でも高活性に発現する菌群の集積培養方
法を見出し、硝化性能を検証した。

生命科学部　応用生物科学科　　教授　角野　立夫
TEL/FAX：0276-82-9142/9033　Mail：sumino@toyo.jp

背景：廃水中に含まれるアンモニア性窒素は、環境保全の観点からその除去が課題となってい
る。現在の処理方法では13℃以下において活性が低下。…中国や北欧など世界的に見ても10℃
以下で働く処理システムの構築が急務である。

関連特許

下水処理、産業廃水処理、観賞魚水槽の浄化 日本水処理生物学会、日本水環境学会

特願 2012-166093

５℃で硝化活性を発現できる
包括硝化細菌担体を開発

環境工学研究室	

角野　立夫
Tatsuo	Sumino

キーワード

研 究 分 野

硝化処理，包括固定化微生物

環境保全，汚染物質除去技術

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

下水や産業廃水に含まれるリンを生物学的に
除去・回収する技術を開発している。

生命科学部　応用生物科学科　　教授　角野　立夫
TEL/FAX：0276-82-9142/9033　Mail：sumino@toyo.jp

　リン蓄積菌をゲルに包括固定化した担体を用いてリン除去性能を検討している。包括固定化
リン蓄積菌担体は嫌気時に有機物を吸収しながらリンを放出し、好気時にリンを過剰摂取する。
嫌気好気での活性を⊿ PO₄-P/ ⊿ TOC比で表し、この比が0.63と高い値が得られ、現在、実用
化の可能性のある速度が得られている。
特徴：●凝集剤の添加なしにリンを除去でき、凝集剤不要のため汚泥発生量が低減可能
　　　●将来枯渇するリンを回収できる下水処理でのリン回収の一例を下図に示す。

関連特許

下水処理、産業廃水処理、観賞魚水槽の浄化 日本水処理生物学会、日本水環境学会

特願 2013-259904

下水からのりん回収技術開発
（下水道事業団受託研究）

環境工学研究室	

角野　立夫
Tatsuo	Sumino

キーワード

研 究 分 野

下水処理，廃水処理，リン回収

環境保全，下水・産業廃水処理，有価物回収

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

産業に役立つ微生物や酵素の研究

生命科学部　応用生物科学科　　教授　道久　則之
TEL：0276-82-9219　Mail：dokyu@toyo.jp

　有機溶媒に耐性のある微生物について研究を行って
おり、これらの微生物はバイオ燃料の生産や環境汚染
修復技術に応用できることが期待されている。また、
血液中のコレステロール値の測定に使われる酵素（コ
レステロールオキシダーゼ）などの有用酵素の研究も
行っている。
１）微生物の有機溶媒耐性のメカニズム
　大腸菌の有機溶媒耐性機構の解析を行っている。大
腸菌の有機溶媒耐性には、有機溶媒を細胞外に排出す
るタンパク質が重要であることが知られている。当研
究室では、新しい有機溶媒耐性メカニズムを見出し、
研究を進めている。
２）有用酵素の探索と応用
　当研究室で発見したChromobacterium…属細菌DS-1株由来のコレステロールオキシダーゼ
は、これまで知られているコレステロールオキシダーゼの中で最も耐熱性が高く、有機溶媒や
界面活性剤に対しても高い耐性を示すことが分かり、研究を進めている。

●有機溶媒耐性微生物の応用について
●コレステロールオキシダーゼなどの酵素の
応用について

●その他、極限環境微生物や微生物由来の酵
素について

日本農芸化学会、極限環境生物学会

有機溶媒耐性微生物および酵素応用生体触媒研究室	

道久　則之
Noriyuki	Doukyu

キーワード

研 究 分 野

有機溶媒耐性微生物	大腸菌，酵素，コレステロール

農芸化学

Chromobacterium属細菌DS-1株

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

運動効果の評価が可能な新規細胞工学技術を
開発する

生命科学部　応用生物科学科　　教授　根建　拓
TEL/FAX：０276-82-9028/9033　Mail：nedachi@toyo.jp

　適切な運動は、骨格筋の代謝を改善するとともに、脳における神経新生を促進するなど、全
身的に良い効果があることが報告されている。このような運動効果を理解し応用するためには、
運動効果発現メカニズムの解明が必須であるとともに、運動効果を修飾する物質の探索なども
極めて重要であると考えられる。一般的に、このような基礎・応用研究に対しては、均質性・
安定性・簡便性などの特長を持つ培養細胞が強力なツールとなるが、運動はその特性からこれ
まで培養細胞を用いた研究が困難であり、実験動物を用いた研究に大きく依存していた。
　私たちは、既存細胞培養法に工学技術である電気パルス刺激や伸展刺激を融合させ、骨格筋
における運動効果を観察できる新規細胞培養系を構築した。この系を用いて運動依存的に骨格
筋より産生される新しい分泌タンパク質（運動因子）の網羅的同定に成功し、運動依存的に活
性化する新しい内分泌ネットワークの存在を明らかにした。
　また、この新規細胞培養系は運動の代謝改善効果を再現しており、これらの改善効果を修飾
する化学物質や天然生理活性物質のスクリーニング等に有用であると考えられる。

関連特許

化合物、天然生理活性物質、食品に含まれる
有用物質のスクリーニングおよび評価

日本農芸化学会、日本分子生物学会、
Society…for…Neuroscience、他

高代謝能を有する培養筋細胞の作製方法…：特開 2006-296282

運動する骨格筋を細胞培養系で再現する
～工学技術による新しい細胞培養法の開発
とその応用～

動物細胞工学研究室	

根建　拓
Taku	Nedachi

キーワード

研 究 分 野

培養細胞，工学技術

動物生命科学，農芸化学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

生理活性プレニル化ポリフェノールの生合成
調節機構を研究しています。

生命科学部　応用生物科学科　　教授　山本　浩文
TEL/FAX：0276-82-9206/9033　Mail：yamamoto-h@toyo.jp

　独立栄養生物である植物は、さまざまな環境ス
トレス、病虫害や草食動物などから身を守るため
に「二次代謝産物」と呼ばれる種特異的な化合物
を作ります。これらの化合物は医薬品・香辛料・
色素・化粧品などに利用されています。しかし、
近年の地球規模の生態系の悪化や植物の生育環境
の破壊による資源枯渇が問題となっています。当
研究室では、これらの貴重な植物資源を維持し、
その有用成分の効率的生産系を確立することに
よって、ヒトの健康維持に貢献することを目的と
して、植物バイオテクノロジーを取り入れた植物
由来有用物質生産制御について研究しています。
なかでも、プレニル基という脂溶性の高い官能基
の導入によって生理活性が増強されたポリフェ
ノールの生合成・蓄積に焦点をあて、以下のよう
な研究を行っています。
●ムラサキ培養細胞における赤色色素シコニンの生合成研究
●バイカイカリソウ培養細胞におけるプレニルフラボノール配糖体の生産
●アシタバ再分化培養系によるプレニルカルコンの生産
●人工的蓄積組織の構築によるクララ培養細胞におけるプレニルフラバノンの生産性の向上…
　また、抗酸化活性を有するコーヒー酸誘導体などのポリフェノール類の生合成についても研
究を行っています。

関連特許

植物由来有用物質の生産、健康食品製造、医
薬品製造などで連携が可能です。

日本薬学会、日本農芸化学会、日本植物細胞
分子生物学会、日本植物生理学会、植物化学
研究会

コーヒー酸誘導体の生産方法（JP2000060588A2）

植物バイオによる生理活性プレニル
化ポリフェノールの効率的生産

植物代謝工学研究室	

山本　浩文
Hirobumi	Yamamoto

キーワード

研 究 分 野

薬用資源，二次代謝産物，生合成，ポリフェノール

農芸化学，薬学

絶滅危惧植物ムラサキと、シコニンを細胞外に分
泌蓄積するその培養細胞

研究テーマ

研 究 概 要

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

生体、食品、環境中の有害・有用成分の先端
分析と健康科学・環境化学への応用

生命科学部　応用生物科学科　　教授　吉永　淳
TEL：0276-82-9031　Mail：yoshinaga@toyo.jp

　食品や環境を介した有害成分や有用成分の摂取レベルと、それによるヒト生体内の存在量を
先端的な化学分析手法によって明らかとしたうえで、ヒト健康影響評価や汚染源の解析、産地
同定など、さまざまな分野への応用を展開している。研究例として、マルチコレクター型誘導
結合プラズマ質量分析法（MC-ICPMS）による水銀や鉛の環境動態解析や、高速液体クロマト
グラフタンデム質量分析法（LCMSMS）による生体中農薬代謝産物の分析と、ヒト精液質への
影響などがある。

化学分析の標準化、化学分析に基づく食品産
地同定、化学分析に基づく環境汚染源の同定

ほか

環境化学会、環境ホルモン学会、衛生学会、
分析化学会　ほか
食品安全委員会専門委員、環境測定分析検討
会委員（環境省）　

ほか

生体、食品、環境中の有害・有用成分の
化学分析と保健学・環境動態化学への応用

環境保健情報学研究室	

吉永　淳
Jun	Yoshinaga

キーワード

研 究 分 野

有害成分，質量分析，同位体比分析

環境解析学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先 生命科学部　応用生物科学科　　教授　小柴　和子
TEL：0276-82-9024　Mail：koshiba@toyo.jp

　動物の心臓の形は様々で、魚類は一心房
一心室、私たちヒトを含む哺乳類は二心房
二心室の心臓を有しています。興味深い
ことに哺乳類も発生の過程で魚類のような
心臓の形態をとります。発生初期の哺乳類
の心臓は、魚類のように一本の管が折れ曲
がった単純な構造をしていますが、やがて
心房と心室が中隔によって区切られ、二心
房二心室の心臓へと形を変えていきます。
私たちは、哺乳類の心臓発生が脊椎動物心
臓の形態進化をたどることに着目し、魚類
の心臓発生とマウスの心臓発生を比較する
ことにより、心臓形成に関わる新規因子の
同定や、ヒト心疾患の病態解析ができるの
ではないかと考え、研究を進めています。
実際、魚類の心臓発生の研究から、真骨魚
類特有の細胞外基質であるエラスチンbが、
心臓前駆細胞を心筋ではなく平滑筋へと分
化させることを見出しました。エラスチン
bは真骨魚類の心臓流出路に多く存在し、
抽出も可能であることから、エラスチンb
を用いた効率的な平滑筋分化を可能とする
培養系の開発に取り組もうとしています。

細胞培養システムの開発、
イメージング法の開発、
薬剤等の心臓発生に及ぼす影響の解析

日本動物学会、日本発生生物学会、
日本分子生物学会、日本心臓血管発生研究会

心循環器系発生メカニズムの解析動物発生システム研究室	

小柴　和子
Kazuko	Koshiba	-	Takeuchi

キーワード

研 究 分 野

発生，再生，心循環器、エラスチン

生物科学

心臓形成に関わる因子を明らかにしヒト心疾
患との関連を探る。

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究テーマ

研 究 概 要

エラスチンbの機能阻害により異所的に心筋（グリー
ン）を形成したゼブラフィッシュの心臓流出路



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

生命科学部　応用生物科学科　　准教授　椎崎　一宏
TEL：0276-82-9204　Mail：shiizaki@toyo.jp

　Ah受容体 (AhR) は最初、ダイオキシンの受容体として同定されました。AhRの役割は当初、
外来化学物質のセンサーとして働き、その解毒作用に寄与しているのみと考えられてきまし
た。たとえば、タバコに含まれるベンゾ [a] ピレンの発がん性にもAhRは関与しています。一
方、AhR欠損マウスにおいては、盲腸がんの発生や、免疫系の異常、妊娠マウスの流産（胎児
死亡）などが見られることから、AhRの生理的な役割として、消化器系の発がん抑制や免疫寛
容の調整を担っていることが考えられます。この免疫寛容は、近年増加傾向にあるアレルギー
を始めとした免疫疾患に深く関わる現象ですが、AhRによる免疫寛容への関与についての研究
は始まったばかりであり、今後、産業界での応用が期待されます。例えば、アブラナ科植物に
含まれているインドール化合物などの、人体に対して無害なAhR作動薬（リガンド）を用い
て、免疫系の調節や消化器系がんの予防に寄与する健康食品の開発が可能だと考えています。
様々な天然物がAhRに作用しますが、その力価や受容体への特異性は様々です。当研究室で
はAhRリガンドの作用強度（力価）を簡便に測定する様々なアッセイ系や、リガンドの代謝
物によるDNAへの傷害性を測定する実験系ならびに薬物代謝酵素の発現誘導等の測定系があ
ります。しかし、天然物やシードとなる化合物のライブラリーを持っておりません。これら研
究資源となる化合物ライブラリーをお持ちの企業の方や、免疫寛容に関する研究を行っている
企業の方との連携を希望する次第です。

関連特許

各種アッセイおよび測定の実施（スクリーニ
ング）または、測定法の提供。
動物実験における免疫寛容や発がんに関する
評価系の作成と情報の提供。

日本環境変異原学会、日本癌学会

特許第5226353号　平成25年3月22日「形質転換酵母、それを用いた分析方法および分析キット」

AhR 作動物質による消化器系発がん
の予防および免疫寛容の調節の研究細胞分子毒性研究室	

椎崎　一宏
Kazuhiro	Shiizaki

キーワード

研 究 分 野

AhR，リガンド，制御性 T細胞

環境系薬学

研究テーマ

研 究 概 要 近年、Ah受容体（AhR）が消化器系での発
がんの抑制や免疫寛容の調整を担っているこ
とが明らかになったことから、AhR作動薬の
製薬や健康食品への利用が期待されます。



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

好塩菌、耐塩菌を利用した廃棄物処理や廃水
処理の可能性を提案します。

生命科学部　応用生物科学科　　准教授　高品　知典
TEL/FAX：0276-82-9201/9033　Mail：takasina@toyo.jp

　応用極限微生物学研究室は、1997 年の板倉キャンパスの開学と同時に発足しました。…
主な研究テーマは、
　（1）極限微生物、特に好塩性微生物および耐塩性微生物の探索と利用
　（2）微生物が生産する有用成分の探索・利用と作用機作の解析
　（3）微生物の環境適応メカニズムの解明
　（4）微生物の形態形成メカニズムの解明
の４つで、特に、極限環境の 1つである高塩濃度環境で良好に成育する好塩性微生物および
耐塩性微生物の探索と利用を目指し、研究活動を進めています。研究室は板倉キャンパス
１号館 3階の生命科学部第１研究室、実験室は 5号館 2階の 5203 実験室で、実験室は通常
の微生物学実験関連機器を備え、P2遺伝子組換え実験施設となっています。
　1）国内外の高塩濃度環境サンプルからの好塩菌および耐塩菌の分離
　2）高塩濃度条件下における醤油諸味粕を減量・再資源化する菌の探索
　3）高濃度のアンモニアを含む工場廃水における窒素除去能力を持つ菌の探索　他
などの研究を通じて、好塩菌、耐塩菌の利用を提案します。

製造業　（生産 ･環境管理部門） 極限環境生物学会・幹事会…幹事
極限環境生物学会・学会誌編集委員会
編集委員

好塩菌、耐塩菌の分離と利用応用極限微生物学研究室

高品　知典
Tomonori	Takashina

キーワード

研 究 分 野

好塩菌，耐塩菌，極限環境微生物

応用微生物学（農芸化学）

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

高塩濃度条件下で醤油諸味粕を分解減量する
微生物および酵素を探索しています。

生命科学部　応用生物科学科　　准教授　高品　知典
TEL/FAX：0276-82-9201/9033　Mail：takasina@toyo.jp

共同研究事例
テーマ　醤油諸味粕の減量に関与する微生物の探索研究
研究者　生命科学部　高品知典　准教授
企　業　正田醤油株式会社
研究の特徴
●高い塩分濃度条件で作用する微生物および酵素であること。
●塩濃度を下げるための前処理が必要なく、設備投資などの負担が少ないこと。
成功へのポイント
●企業のニーズと学のシーズとのマッチング。
企業へのメッセージ
●生命科学部では、企業・研究所等との連携を通じて、新
技術・新製品の開発に繋がる共同研究や製品化への道が
開けることを強く期待しております。具体的な研究テー
マがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

製造業　（生産 ･環境管理部門） 極限環境生物学会・幹事会…幹事
極限環境生物学会・学会誌編集委員会
編集委員

醤油諸味粕の減量に関与する微生物
の探索研究（産学連携共同研究事例）

応用極限微生物学研究室

高品　知典
Tomonori	Takashina

キーワード

研 究 分 野

好塩菌，耐塩菌，極限環境微生物

応用微生物学（農芸化学）

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

好塩菌、耐塩菌を利用した難水溶性物質分解
の可能性を提案します。

生命科学部　応用生物科学科　　准教授　高品　知典
TEL/FAX：0276-82-9201/9033　Mail：takasina@toyo.jp

【目的】　高塩濃度条件下で難水溶性物質を分解する微生物の分離
【方法】
１）菌の分離　
一般土壌、発酵食品由来サンプル等を、異なる４種類の難水溶性物質（Ⅰ…デンプン、Ⅱ…セルロー
ス、Ⅲ…キシラン、Ⅳ…カゼイン）を添加した20％NaCl 含有寒天平板培地に塗布した。コロニー
の生育を確認した後、デンプンを含む培地はヨウ素染色、セルロースまたはキシランを含む培
地にはコンゴーレッド染色を施し、クリアゾーン形成の有無を指標として分解活性を確かめた。
２）プロテアーゼ活性測定
カゼイン分解が認められた菌株について寒天平板培養を行い、コロニー成長とクリアゾーン形
成度について調べた。また、液体培養を行ない、得られた培養上清をサンプルとし、アゾカゼ
イン法を用い20％NaCl を含む条件でプロテアーゼ活性測定を行った。
【結果と考察】　
１）32サンプルから164菌株のコロニーを得た。クリアゾーン形成を指標として、難水溶性
物質の分解活性を確かめた結果、デンプン分解活性を示す１菌株、カゼイン分解活性を示す1
菌株を得た。
２）カゼイン分解活性を示す菌株について、生育度と酵素活性について調べた。寒天平板上で
生育させたところ、コロニーの成長とともにクリアゾーン径の増加が見られた。また、液体培
養上清について酵素活性を調べたところ、菌の生育に伴って活性が増加することが認められた。
これらの結果より本酵素が菌体外酵素であることが示唆された。

製造業　（生産 ･環境管理部門） 極限環境生物学会・幹事会…幹事
極限環境生物学会・学会誌編集委員会
編集委員

高塩濃度条件下で難水溶性物質を
分解する微生物の探索

応用極限微生物学研究室

高品　知典
Tomonori	Takashina

キーワード

研 究 分 野

好塩菌，耐塩菌，極限環境微生物

応用微生物学（農芸化学）

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

超好熱菌の耐熱化（好熱性）の機構を明らか
にする。

研究テーマ

研 究 概 要

生命科学部　応用生物科学科　　准教授　東端　啓貴
TEL/FAX：0276-82-9207　Mail：higashibata@toyo.jp

　生物は、真核生物、細菌、アーキアの３つの
グループに大きく分類することができる。核が
ないアーキアは、細菌と同じく原核生物に分類
されるが、DNA複製・転写・翻訳など極めて
重要な過程に働く酵素・遺伝子の多くは、真
核生物に似た性質をもつ不思議な存在である。
アーキアには、高温、高塩濃度や高い酸性度を
示すような極限環境に生育するものが多くみら
れる。当研究室では、80℃以上の高温下で生
育する超好熱性アーキアを研究している。様々
な生体分子を利用した系統解析あるいは実験か
ら導き出された一つの仮説に、生命の共通の祖
先は高温環境下で誕生した、すなわち（超）好
熱菌であったとするものがある。このような微生物を詳しく調べることによって、生物進化の
謎をひもとくことができるかもしれない。超好熱菌が生息する高温環境下では、普通の生物の
タンパク質は、ゆで卵のように茹であがって（変性して）しまうが、この微生物のタンパク質
はそのような環境ですばらしい機能を発揮する。超好熱菌はどうして「超好熱性」なのか？こ
の理由を酵素・遺伝子のレベルで解析することによって、産業利用へとつなげるのがこの研究
室の大きな目的である。

耐熱性酵素の大腸菌内発現・精製・解析…
酵素の耐熱化

極限環境生物学会・学術幹事、日本アーキア
研究会、日本生物工学会、日本農芸化学会、…
日本生化学会、日本分子生物学会

超好熱菌の耐熱化戦略
～耐熱化の理解に向けて～

極限生命材料工学研究室

東端　啓貴
Hiroki	Higashibata

キーワード

研 究 分 野

超好熱性アーキア，極限環境微生物，耐熱性酵素

応用微生物学



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

生命科学部　応用生物科学科　　准教授　三浦　健
TEL/FAX：0276-82-9023/9801　Mail：t-3ura@toyo.jp

　現在、地球上に存在する微生物の99％が未発見であ
り、多くの生物資源が眠っています。そこで、彼らを自
分たちの新たなアイデアで発見することに挑戦していま
す。我々は、未知生物圏である駿河湾沖の地殻内コアサ
ンプル（60か所）および世界最深部マリアナ海溝深海
底泥サンプル（13か所）を所有しています。また、特
殊な環境だけではなく、我々の身近な場所である北関東
は様々な自然に囲まれ、湿地帯があり、多くの温泉もあ
ります。その様な場所から、多くの有用酵素生産菌の発
見・保存を行っています。現在、地殻内微生物2000株、
深海微生物3500株などを所有しています。
　その中で、興味深い微生物として、人工胃液（pH2）
でも生育可能な乳酸菌、有用な低温酵素産生菌、コピー
用紙などの非食品バイオマス分解菌、低温において活性
を有する酵素（アミラーゼ、リパーゼ、アルギン酸リアー
ゼなど）産生菌、発酵性酵母など様々な性質を有してい
ます。それらの微生物を中心に研究を進めています。

我々が発見した微生物を利用して、応用・開
発研究を地域産業（特に、発酵・醸造分野）
と共同研究を行うことができるのではないか
と考えています。
さらに、我々のスクリーニング技術を用いて、
新規微生物を発見することに挑戦できるので
はないかと考えています。

極限環境生物学会、日本農芸化学会

新たな生物資源の発見・保存および
応用

極限環境生物資源利用学研究室

三浦　健
Takeshi	Miura

キーワード

研 究 分 野

極限環境微生物，未知生物圏，スクリーニング，プロバイオテックス

農芸化学，生物資源保全学

地殻内コアサンプル

保存菌株

研究テーマ

研 究 概 要 未知生物圏からの有用微生物
（極限環境微生物）の発見および応用



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究テーマ

研 究 概 要

生命科学部　　助教　萩尾　真人
TEL：0276-82-9013　Mail：hagio@toyo.jp

　近年人間ドックによる精密検査の普及が進み多くの疾病を早期の段階で発見し、迅速に予防
や治療などの対策を講じることが可能となって来た。しかし、検査にかかる費用の面や、検査
設備の地域格差、検査に要する時間などの面から未だすべての人にとって受診し易い環境であ
るとは言い難い。また、自覚症状を覚えたときもしくは生活に支障をきたし始めたときにはす
でに重篤である場合が多い膵がんなどでは、未だ初期段階における決定的なマーカーが見つ
かっておらず、一方で肺がんや胃がんなどは比較的早期に発見されやすく、検査部位ごとに異
常の発見精度が異なるのが現状である。
　当研究室では、近年様々な分野で普及が進みその分析精度の向上も著しい質量分析計を主に
用い、ヒトの体を極力傷つけずに（非侵襲的に）体内情報を得るための分析法の確立を目指し
ている。特に糞便を分析対象とし腸内細菌叢とその代謝物との関連性を正確に把握することに
よる腸内環境評価法の確立に取り組んでいる。また、糞便中の様々な微量物質の構造、量を正
確に測定する（絶対定量）ことにより、疾病の早期発見につながる未知のバイオマーカーの発
見も同時に目指している。これらを組み合わせた腸内環境の網羅的評価法は、疾病の予防や治
療の両観点からも非常に有用となり、また検査におけるヒトの体への負担も抑えられることが
期待できる。さらに、微量な分析対象試料にも適用できる高感度解析に発展させることができ
れば、腸内環境評価法の汎用性を上昇させることが可能になるため、様々な研究に応用される
ことが期待できる。

●LC/MS を用いた新たな生体評価系の探索
（特に糞便中物質について）
●腸内環境の評価系に関する研究について
●タンパク質の絶対定量

日本癌学会

生体試料中微量物質の高感度検出生体試料分析化学研究室

萩尾　真人
Masahito	Hagio

キーワード

研 究 分 野

LC/MS，ラット，マウス，糞，腸内環境

農芸化学

生体試料中に含まれる微量物質のLC/MSを
用いた高感度定量法の開発



問合せ先

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究内容

生命科学部　応用生物科学科　　講師　伊藤　元裕
TEL：0276-82-9030　Mail：ito@toyo.jp

　地球上に生息するすべての動物は長い進化の歴史の中で環境に
巧みに適応してきました。そんな動物たちは、一度環境変動が起
こると、素早く生態や行動を変化させて応答を見せます。そのため、
動物を細かく観察し、その生態を調べ上げていくことで、今地球上
で起こっている環境変動を迅速に察知し、それが生態系に及ぼす影
響を明らかにすることが可能となります。一方で、動物が自然界
で生活を営む中で、人間との間に利害の軋轢が発生することも多々
あり早急な解決が求められています。
　野生動物を調査を通して、動物たちの魅力溢れる巧みな生き様を
調べるとともに、そこから得られた結果を、環境問題の影響の将来
予測や環境保全、動物と人間社会との軋轢の解消に役立てていくこ
とを目指しています。

野生生物による食害、糞害等の被害状況調査
や対策開発について連携可能です。また、自
然保護・保全活動のための調査や情報提供、
一般啓蒙活動も精力的に行っています。

日本生態学会、日本鳥学会、太平洋海鳥学会、
日本バイオロギング研究会

動物の目から環境と人間社会を見る

キーワード

研 究 分 野

生態学、保全生態学、水産学、生態系サービス、バイオロギング

生物学、環境学、農学

動物の生態を詳細に調べ、環境や人間社会と
の関係を明らかにする

フィールド動物科学研究室	

伊藤　元裕
Motohiro	Ito

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

生命科学研究科　　教授　下村　講一郎
TEL：0276-82-9208　Mail：shimomura@toyo.jp

　伝統野菜やそれらのスプラウトの機能性を解明するために抗酸化活性は、DPPHラジカル捕
捉活性を測定し、他の野菜と比較するためTrolox相当量を算出しています。また、植物種によっ
ては血圧降下作用が期待される野菜もあることから、ACE阻害活性測定キットを用いて研究を
行っています。
　スイゼンジナ（図１）から２種のアントシアニンを単離、構造決定し、それらの抗酸化活性、
pHあるいは光安定性について検討し、これらアントシアニンが中性のpHや光に対して安定
であることを明らかにしました。
　ヒガンバナ科ネギ属の多年草であるギョウジャニンニク（図２）は、栽培に５～７年間かか
る伝統野菜です。本植物の研究報告は少なく、抗菌作用、抗血栓作用が報告され、また、血圧
降下作用も言われていましたが明確なデータは示されていませんでした。そこで、ACE阻害活
性を詳細に検討し、今回、ギョウジャニンニクが抗高血圧活性をニンニクに比べて若干劣るく
らいの高い値を有することを明らかにしました。
　能登伝統野菜であるナカジマナ（図３）の辛味成分の構造を初めて決定し、加熱処理温度と
辛味成分の生成の関係を明らかにしました。高血圧自然発症ラットに本植物を投与すると血圧
が降下することが報告されており、私達はACE阻害活性を有するペプチドの構造決定に成功
しました。また、ナカジマナのスプラウト（図４）を作成し、抗酸化活性やACE阻害活性が
あることを確認しています。
…

図１　スイゼンジナ	 図２　ギョウジャニンニク	 図３　ナカジマナ	 図４　スプラウト

関連特許

食品産業、農業従事者、種苗会社 日本農芸化学会、日本薬学会、日本植物細胞
分子生物学会・ＩＡＰＴＣ＆Ｂ会員、日本生
薬学会

アントシアニンの製造方法など（特願 2004-257140）

伝統野菜の機能性に関する研究植物代謝機能開発研究室

下村　講一郎
Koichiro	Shimomura

キーワード

研 究 分 野

抗酸化活性，機能性物質，ACE阻害活性，スプラウト，HPLC分析

伝統野菜	 スプラウト

伝統野菜およびそれらスプラウトの抗酸化活
性、ACE阻害活性などの機能性について検討
する。

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　　教授　大熊　廣一　
TEL：0276-82-9217　Mail：okuma@toyo.jp

　これまで生鮮魚介類の鮮度を計測するバイオセンサの実用化に成功しています。現在、食品
中の各種成分を高感度に検出するため、スクリーン印刷電極、カーボンナノチューブやナノ粒
子を修飾した酵素電極の開発（電極表面にミセル電解法で導電性微粒子薄膜を作製する方法：
特許第5089035号）、多成分同時分析多機能センサの開発などを行っています。一方、ニオイ
とは、香気成分が蒸発して嗅覚に到達することによって感じます。沸点の低い香気成分から順
次蒸発して行くため、時間経過と共にニオイの質が変化します。最初に感じるニオイ（トップ
ノート）は、低沸点成分で軽やかな感じのフレッシュなニオイ、最後まで残るニオイは高沸点
成分となるベースノートと呼ばれています。食品の商品開発や賞味期限等を定量的に解析する
ために、香気成分は重要なファクターとなります。本研究室では、ニオイを沸点順に分けて計
測する非平衡蒸気検出型ニオイセンサ（特許第5177564号）を開発しています。トップノー
トやラストノートを分離して検出でき、私たちが鼻で感知する官能的評価に準じたニオイを計
測することができます。

関連特許

食品・健康分野に利用するバイオセンサの高
感度、多機能化あるいは、ニオイ識別・鮮度
判定など、官能的な評価を簡易的に数値化す
るセンサ技術、システムの開発。

①日本食品分析学会（常任理事・編集委員）
②材料技術研究協会（理事・編集委員）…
③日本食品科学工学会　④日本農芸化学会
⑤日本食品保蔵科学会　⑥日本化学会
⑦電気化学会

①CNT薄膜の製造方法およびこの薄膜を用いたバイオセンサ（特許第5089035号）
②ニオイ分析装置（特許第5177564号）

食品のニオイ・鮮度の可視化食品計測工学研究室

大熊　廣一
Hirokazu	Okuma

キーワード

研 究 分 野

バイオセンサ，ニオイ識別

農芸化学（食品科学），ナノマイクロ科学（ナノ材料工学）

ニオイや鮮度を可視化するセンサ技術

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究テーマ

研 究 概 要

食環境科学部　食環境科学科　　教授　大熊　廣一　
TEL：0276-82-9217　Mail：okuma@toyo.jp

　これまで栄養バランスを改善した野菜入り
うどん（写真）の開発等を行ってきた。これ
は炭水化物や脂質の過剰摂取による糖尿病リ
スクを低減させるため、小麦粉の生地に凍結
乾燥法等で粉末化した野菜を添加したもので
最高7％程度まで添加することができた。一
方、小麦によるアレルギーやグルテンによっ
て引き起こされる自己免疫疾患であるセリ
アック病に対応したグルテンフリー食品の需
要が拡大している。本研究では米粉を使った
パスタ、うどん等の麺類開発を行ない小麦に
近い食感を実現していきたい。

アメリカにおけるグルテンフリー食品の市場
は、年平均30％以上拡大していくと予測さ
れている。2014年の市場規模は 9億 7,300
万ドルで 2019年には 20億ドルを超えるも
のと見込まれている。本研究では、特にパス
タ、麺類に焦点を当て小麦に近い食感を実現
していきたい。

①日本食品分析学会（常任理事・編集委員）
②材料技術研究協会（理事・編集委員）…
③日本食品科学工学会　④日本農芸化学会
⑤日本食品保蔵科学会　⑥日本化学会
⑦電気化学会

グルテンフリー食品の開発食品計測工学研究室

大熊　廣一
Hirokazu	Okuma

キーワード

研 究 分 野

グルテンフリー，米粉

農芸化学（食品科学）、ナノマイクロ科学（ナノ材料工学）

米粉麺等のグルテンフリー食品の開発

株式会社館林うどんとのコラボ商品



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

品質及び情報に関する非常に幅広い研究分野
を扱っている。

食環境科学部　食環境科学科　　教授　上條　賢一
TEL：0276-82-9209　Mail：kamijo@toyo.jp

　一般の品質情報学に限らず、例えば生物系や地球科学系
などを包括的に網羅する総合情報学的な研究を行ってい
る。具体的にはヒトの脳波に関する情報科学的研究、自然
現象の振る舞いや複雑系に関する研究、動物行動の複雑性
解析なども当研究室の守備範囲である。これらの分野は一
見全く異なる研究領域のようにも見えるが、実は「情報」
という重要なキーワードで繋がっている。即ち、様々な分
野においてその根幹をなす「情報とは何か？」という非常
に本質的な問題を研究している。
　例えば、我々のごく身近にある複雑系（生体脳システム、
食物消化吸収システム、動物生態システム、地球システム
など）において、突発的な事象が生起する前に、その「前兆現象」としての『フラクタル次元
増大の法則』が常に成り立つかどうかを、実際のデータを用いて種々の角度から検証している。
具体的には、急な病状の悪化や、予知不可能とされる突発的な事故や震災が生じる前には、必
ず複雑で激しい物理量の変化（カオス的状態）を伴うはずである。脳の異常、機械類の金属破断、
大地震、火山噴火などあらゆる分野においても、この「前兆現象」を事前に捉えることができ
れば、病気・事故・災害を未然に食い止める手立ての一つとなり得るかも知れない。
　また、最近は担当教授の食環境科学部食環境科学科への異動に伴い、特に食品に関する品質
管理や食文化情報学分野にも大きく研究のウィングを広げつつあるが、これまでの研究蓄積（伊
豆半島周辺における海水温変動の連続観測、地球環境モニタリングなど）についても、総合情
報学の立場から汎用品質管理の一環として改めて捉えなおし、「地球の品質管理」として研究
を継続している。

実験計画法による分散分析・情報分析に関す
る技術相談に応じる。

電子情報通信学会、日本気象学会、
日本測地学会

データ・サイエンス、総合情報分析、
複雑系解析

品質情報管理学研究室

上條　賢一
Kenichi	Kamijo

キーワード

研 究 分 野

情報，カオス，フラクタル，品質，脳波，地球環境，実験計画法

食品品質管理学，食文化情報学，複雑系情報学，地球環境モニタリング

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

理科の授業研究、教材開発研究

食環境科学部　食環境科学科　　教授　後藤　顕一
TEL：0276-2-9015　Mail：goto093@toyo.jp

「社会に開かれた教育課程の実現」を目指し、次代を担う子どもに資質・能力を育成する教育
が求められています。その実現は、子どもの学びを支える教師の力量にかかっています。教師
の力量とは、専門性、社会性、同僚性を発揮するとともに、自ら学び続け、新たな学びを展開
できる実践的指導力であります。特に、中学校・高等学校の理科の教員に求められる資質・能
力は、カリキュラムを自らデザインし、高度な専門的知識・技能に基づいて教科指導できる力、
さらにマネジメントし続け、探究心を持ち続け、生涯学び続ける力であると考えられます。
当研究室では、身近な科学現象から教材作成を作成し、カリキュラムをデザインするとともに、
探究の過程（課題発見、計画立案、課題解決、検証、評価、改善など）を経験することを通して、
理科教師としての基礎・基盤を養うことを目指します。

日本理科教育学会、理事　教育課程委員、国
際研究委員、日本化学会　教育課程委員、化
学オリンピック委員

理科教育学、科学教育学、教材開発理科教育・教材開発研究室

後藤　顕一
Kenichi　Goto

キーワード

研 究 分 野

相互評価、教員養成

理科教育学、科学教育学、化学教育、教育課程研究

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

品種判別・系統解析を行うための
DNAマーカーを探索している。

食環境科学部　食環境科学科　　教授　佐々木　和生
TEL：0276-82-9205　Mail：k-sasaki@toyo.jp

　ダイズの ITS 領域内の塩基配列が品種により違いがあること
に着目し、PCRにより ITS 領域を増幅した後制限酵素処理する
ことで、断片化の違いから特定の２つの品種を区別する方法を
確立した。また、SSR マーカーを用いた品種判別・系統解析に
も取り組んでいる。

マーカー育種のためのDNAマーカーの探索…
遺伝子組換え食品の検知技術（DNA、タン
パク質）
オミックス手法のレギュラトリーサイエンス
への活用

日本食品化学学会、日本植物細胞分子生物学
会、日本植物生理学会

ダイズの DNA マーカーを利用した
品種判別・系統解析

植物細胞分子生物学研究室

佐々木　和生
Kazuo	Sasaki

キーワード

研 究 分 野

DNAマーカー，品種判別，系統解析

植物分子・生理科学，遺伝育種科学

AFLPによる品種判別
PCRで品種A,B の ITS 領域を増幅し
制限酵素処理を行った。（M:マーカー、
1,3: 制限酵素未処理、2,4: 制限酵素
処理）

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食品の腐敗変敗菌の発育挙動、制御および測
定法に関する研究

食環境科学部　食環境科学科　　教授　佐藤　順
TEL：0276-82-9154　Mail：j-sato@toyo.jp

　当研究室の研究テーマは以下の４つである。
①食品製造において問題となる微生物の食品衛生学的研究、②
食品工場での衛生管理や微生物制御に関する研究、③食品微生
物検査の簡便・迅速化に関する研究、④消費（賞味）期限延長
に関する研究。当研究室では、食品と腐敗変敗菌との関わりに
ついて研究している。すなわち、原材料の供給（原材料メーカー）
→食品工場での製造・加工→流通・販売→消費者に至る各段階
において実際に問題となり得る衛生微生物（細菌、カビ・酵母）
を研究対象とし、食品・飲料中でのこれら微生物の発育挙動や
増殖予測（増殖するのか否か、増殖する場合どれ位の時間でど
の程度の菌数に増えるのか）、製造現場での衛生管理、加熱殺
菌や薬剤殺菌等による制御方法、簡便で迅速な菌数測定方法等
について研究を行っている。
　一例としては、食品の保存性をこれまで以上に向上できれば、
環境問題となっている食品の廃棄ロスが低減可能となることか
ら、容器包装システムと複数の微生物制御因子とを組み合わせ
た技術（ハードルテクノロジー）による各種食品の日持ち延長
の可能性について検討を行っている。

食品製造業（食品・飲料および原材料）、
食品用パッケージ製造業、食品工場向け洗浄・
殺菌剤製造業、食品微生物検査機関との間で
衛生管理・微生物管理・品質管理に関連した
事項につき連携可能。

日本防菌防黴学会評議員、日本食品衛生学会、
日本食品微生物学会、日本酪農科学会、
日本食品科学工学会、日本食品保蔵科学会、
群馬県食品安全県民会議委員

食品微生物の衛生学的研究食品微生物学研究室
佐藤　順
Jun	Sato

キーワード

研 究 分 野

微生物制御，殺菌，簡便・迅速測定法，食品ロス，消費期限延長

生活科学，農芸化学

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　　教授　野島　直人
TEL：0276-82-9005　Mail：nojima@toyo.jp

　本研究室では、地域特産品として産業集積が認められる一方、経済のグローバル化の進展等の環境変化
に影響を受けてきた産業である落花生産業（加工業）を取り上げ、その商品特性を活かした多様で活力あ
る地域食品産業の発展について考察している。
　落花生製品の需要は、近年減少しているものの年間10万トン以上に上る。落花生の製品市場は、主に
海外原料に依拠する消費地の加工業が対象とする全国市場と国産原料に依拠する産地の加工業によるロー
カルな市場からなっている。この落花生加工業の少数の大企業と多数の中小企業が併存する産業構造は、
企業数が減少し大手企業の市場占有率上昇がみられる。まず消費地の加工業では、TQ品目への輸入制度
変更後、安価な中国落花生からの輸入を促進してきた（残留農薬問題の発生を契機に輸入原料調達に不安
定さが見られるようになった）。落花生加工業・流通業による対日向け製品開発（加工度の高い揚げ落花生
など）が進み、さらに中国現地法人による製品輸出力が向上したことから国内加工製品との競合が強まっ
ている。1970年代に中国で中小メーカーによって落花生加工の生産の分業が開始され、その後大手メーカー
1社が生産の海外分業、1社が海外原料を輸入し国内加工する体制を構築し、スーパー量販店等主要小売
業とのサプライチェーンを強化し国内市場シェアを高めている。消費地加工業で多数を占める中小メーカー
では、小規模経営層が減少する中で製品差別化を図り経営・技術面で活力ある企業が成長している。輸入
加工品の卸売業をすることで多様な需要に対応する一方、国内生産における加工品の品質向上、安全性管
理の強化を行うほか、菓子需要向け商品による製品差別化戦略がとられている。
　他方、産地の加工業（主産地千葉のほか茨城の筑波の加工業、神奈川秦野・二宮の加工小売業）は、産
地品種を限定し素材に近い煎落花生を差別化製品とし、高い製品価格の維持によって経営を安定させてい
る。千葉、茨城の製造小売業は国産ブランドによる差別化を強め、産地以外に市場を広げつつある。国内
落花生の発祥地域である神奈川県産地の加工小売業では、伝統的製造技術を伝承することで相州落花生の
呼称で地域ブランド化を図り、そのニッチ市場を守備する生き残り戦略が見られる。これらの産地の加工
小売業がニッチ市場を持続させるためには、地域内の原料生産の持続および向上、原料の高品質化が必要
で、そのためには減少する生産者を育成し、生産者との連携強化が必要と考えられる。

日本地域経済学会、地域漁業学会、
日本フードシステム学会

経済のグローバル化と落花生加工業
の経営戦略

食品流通経済学研究室

野島　直人
Naoto	Nojima

キーワード

研 究 分 野

世界の食料需給，落花生製品，地域食品産業，ニッチ市場

食品流通経済論，食品産業論

研究テーマ

研 究 概 要 「食品経済からフードシステムの充実に貢献」



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　教授　福森　文康
TEL：0276-82-9212　Mail：fukumori@toyo.jp

　Pseudomonas…putida（P.…putida）やその近縁種は、自然環境における伝播、あるいは細胞
内において新たに構築された遺伝子群により、通常の微生物では分解することの難しい化合物、
特に多くの置換された芳香族有機化合物の分解能をもつ。またP.…putida は、生物の中で際立っ
て有機溶媒耐性が高く、その耐性は主に多剤薬剤排出ポンプ機能によっている。本研究室では、
馴化によって有機溶媒耐性度の上昇したトルエン耐性株（KT2442TOL株）を取得するとともに、
遺伝子発現調節タンパク質遺伝子oxyR の変異株を取得して生理学的な解析を進めている。ま
た、あるoxyR の変異（oxyR1変異）は、P.…putida において過酸化水素やアルキル過酸化物を
還元するペルオキシレドキシン（AhpC）の構成的高発現を引き起こす。これらを総合的に応
用することにより、微生物による環境改善および有機溶媒存在下での物質生産を行うことを提
案する。P.…putida において安定に保持されるプラスミドにahpC プロモーターを導入し、発現
ベクターを構築した。oxyR1変異株においてahpC プロモーター活性が非常に高いことを利用
し、その下流に発現させる遺伝子導入することで、同株において目的の遺伝子の大量発現が可
能となった（Watanabe…ら、J…Biol…Chem,…2012,…32674-32688）。また、宿主のahpC 遺伝子
のプロモーター上流に位置するOxyR結合領域を欠失させた株では、導入した遺伝子のさらな
る高発現が期待される。一方、高い有機溶媒耐性をもつトルエン耐性株にoxyR1変異を導入し
た菌株において、適切な遺伝子群を発現させることにより、例えば原油などの炭化水素、ハロ
ゲン化芳香族、ハロゲン化炭化水素などにより汚染された土壌の改善・修復の可能性が高まる。
また、本菌株のもつ高い有機溶媒耐性を利用することで、より効果的に水 -有機溶媒二相シス
テムによる物質生産が可能となると考える。加えて、高い過酸化物耐性をもつoxyR1変異株は、
植物根圏での生育に優位であることが予想され、抗菌性ペプチドなどを大量発現させることに
より、微生物農薬としての利用の可能性をもつと考えられる。

物質生産、環境修復、微生物農薬 日本農芸化学会、極限環境生物学会、アメリ
カ微生物学会

Pseudomonas putida における
高発現宿主 - ベクターシステムの開発

生体分子制御研究室	

福森　文康
Fumiyasu	Fukumori

キーワード

研 究 分 野

環境、化学、農薬

応用微生物学

研究テーマ

研 究 概 要 有機溶媒耐性微生物による環境汚染物質の分
解と物質変換



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

関連特許

ガレクチン３によるAGE代謝制御機構の解
明と診断への応用

　AGE…(Advanced…Glycation…Endproducts) は様々な種類が存在しているが、本研究室におい
て、ガレクチン３がある特定のAGEを認識する事を明らかにした。本研究が発展する事により、
糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病を診断するバイオセンサの開発が可能となる。

糖質関連食品開発、糖質素材開発、調製技
術開発、糖質関連物質計測技術開発、生活
習慣病計測

図１　様々な糖化経路

図２　様々なAGEの検出
　　　A:Glucose-AGE、B:CEL、C:Glyceraldehyde-
　　　AGE、D:Methylglyoxal-AGE

日本糖質学会、日本応用糖質科学会

特願 2011-93403

Selective determination of advanced 
glycation end-products using micro 
flow SPR system and galectin-3

キーワード

研 究 分 野

多糖，オリゴ糖，糖質化学，食品，生体計測，作物品質評価

糖鎖生物学，ナノ・マイクロ科学，糖進化

糖質生命機能科学研究室

宮西　伸光
Nobumitsu	Miyanishi

食環境科学部　食環境科学科　　教授　宮西　伸光
TEL：0276-82–9152　Mail：miyanishi@toyo.jp

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　　教授　矢野　友啓
TEL/FAX：0276-82-9143/9356　Mail：yano_t@toyo.jp

　既存の抗がん剤に対し耐性を持ち、Cx43遺伝子ががん抑制遺伝子として作用することが報
告されている腫瘍細胞（非上皮系悪性腫瘍である中皮腫等）を移植したマウス腫瘍移植モデル
を用いて、BBIによるCx43機能活性化と抗がん作用の関連を解析したところ、BBIの経口摂
取量依存的にCx43の機能活性化が認められ、それと比例して抗がん作用の増強が認められま
した。また、BBIによりCx43が活性化されているがん組織の部分で特異的に細胞死が誘導さ
れていることが組織学的な検討から判明しました。
　さらに、BBIにより活性化されるCx43の機能を遺伝子的に阻害すると、BBIの抗がん作用
が消失することが明らかとなり、BBIの抗がん作用の主な要因として、Cx43機能の活性化が
関与していることが示されました。また、このBBIによるCx43機能の活性化が、代表的な抗
がん剤（シスプラチン）耐性に関与しているいくつかのシグナル分子を不活性化し、そのこと
によりBBIが中皮腫におけるシスプラチン耐性を改善することが明らかになりました。従って、
BBIをシスプラチンと併用することが、中皮腫に対する新たな治療法構築につながる可能性が
あると思われます。

癌予防・治療、サプリメント・薬品業界 アメリカ癌学会（評議員）、日本ビタミン学会
（代議員、トピックス等担当委員）、
ビタミンＥ研究会（幹事）、日本癌学会、
日本薬学会

大豆由来の機能性素材を用いた
新たな中皮腫治療法構築の可能性

分子病態栄養学研究室

矢野　友啓
Tomohiro	Yano

キーワード

研 究 分 野

中皮腫，抗がん剤耐性改善，大豆由来機能性素材

薬学，農芸化学，腫瘍学

ＢＢＩと抗がん剤であるシスプラチンの併用
が中皮腫の治療に有効であることを示した。

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　　教授　矢野　友啓
TEL/FAX：0276-82-9143/9356　Mail：yano_t@toyo.jp

最近の研究から、発がんやがんの再発等に関して、従来提唱されていた多段階発がん理論等が
当てはまらないケースが多く認められ、その従来の理論に代わって、発がんの原因やがんの再
発等の要因として、癌細胞の中でも未分化な状態にある一部のがん細胞であるがん幹細胞が重
要であるというがん幹細胞理論が提唱されてきた。そこで、本研究では、最近の日本において
急増している前立腺がんに絞って、前立腺がん幹細胞の分離法の構築とその分離したがん幹細
胞の培養法、がん幹細胞を標的にした抗がん成分のスクリーニングの可能性の検証を行うこと
を目的としている。現在までに、前立腺がん幹細胞を簡便で、再現性良く濃縮する方法の構築
に成功し、従来の培養法で前立腺がん幹細胞の培養と抗がん成分のスクリーニングが可能な方
法を確立してきている（2016AACRで発表）。今後はこの方法をさらに改良し、がん幹細胞を
標的にした新規抗がん成分をスクリーニングしていく予定である。

癌予防・治療、薬品業界 アメリカ癌学会（評議員）、日本ビタミン学会
（代議員、トピックス等担当委員）、
ビタミンＥ研究会（幹事）、日本癌学会、
日本薬学会

がん幹細胞を標的にした新たな
前立腺がん予防・治療法の構築

分子病態栄養学研究室	

矢野　友啓
Tomohiro	Yano

キーワード

研 究 分 野

がん幹細胞，前立腺がん

医学，腫瘍学

前立腺癌幹細胞の分離法の構築と新たな抗が
ん成分の探索法の検討

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

食環境科学部　食環境科学科　　教授　矢野　友啓
TEL/FAX：0276-82-9143/9356　Mail：yano_t@toyo.jp

　H28細胞に対して生理的濃度範囲（シスプラチンが無効な濃度範囲）で、T3Eは濃度依存的
に顕著な増殖抑制効果を示したが、この濃度範囲ではヒト正常中皮細胞には顕著な影響を示さ
なかった。T3EのH28細胞増殖抑制作用については、予測された強力なSrc阻害作用が認められ、
その作用は主にSrc阻害によるG1期停止が関与していることが判明した。しかし、T3Eの作
用は、このG1期停止に加えて、G2/M期停止と顕著なアポトーシス誘導が関与していること
が判明した。このT3Eの増殖抑制作用のうち、G2/M期停止と顕著なアポトーシス誘導に関与
するシグナル伝達系の特定を試みたところ、G2/M期停止に関しては、Srcに依存しない（IL-6
依存）Stat3活性化抑制が、アポトーシス誘導にはSrcと Stat3活性化抑制がそれぞれ関与して
いることが明らかになった。このように、T3Eは中皮腫細胞の悪性形質発現に関与する重要な
複数のシグナル分子の伝達系を同時に抑制することにより、顕著な細胞増殖抑制作用を発揮し
ていることが推測され、従来の抗がん剤とは異なる作用により、抗中皮腫剤として機能するこ
とが示された。すなわち、T3Eは新規抗中皮腫剤として有望と考えられる。

癌予防・治療、サプリメント・薬品業界 アメリカ癌学会（評議員）、日本ビタミン学会
（代議員、トピックス等担当委員）、
ビタミンＥ研究会（幹事）、日本癌学会、
日本薬学会

新規トコトリエノールエーテル
誘導体の抗中皮腫作用

分子病態栄養学研究室

矢野　友啓
Tomohiro	Yano

キーワード

研 究 分 野

中皮腫，抗がん剤耐性改善，トコトリエノール誘導体

薬学，腫瘍学

新規トコトリエノールエーテル誘導体が強力
な抗中皮腫作用を持つことを示した。

研究テーマ

研 究 概 要

産業界との連携可能事項 所属学会・委員



研究内容

くさやによる体臭を同時摂取する食品で改善
することを試みる。

食物科学研究室	

吉江　由美子
Yumiko	Yoshie-Stark

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

　日本において一般的に入手可能な食品の中には、ニンニク、ニラ、納豆、鮒鮨、くさやと
いった特徴的なにおいを持ったものが多く存在する。このような食品は摂取したのちに口臭な
どに影響を与えることを我々は経験的に知っている。しかし、特徴的なにおいを持った食品
の摂取による体臭への影響に関した報告は少ない。これまでに地中海原産のスパイスである
Fenugreek を摂取すると、汗となって現れる体臭が影響を受けることが2010年および2011
年に Food…Chemistry に報告されている。一方で、ヒトの体臭は、摂取した食品だけでなく、
皮膚の微生物も影響しているとも2013年に報告されている。このような体臭もしくはヒトの
皮膚のにおいを電子鼻（Electronic-nose;…E-nose）で分析し、差異をすることが可能であった
とした報告もある。しかしながら、食品の摂取による体臭の変化をE-nose と成分分析を同時
進行させた例は少ない。…
　そこで本研究では、日本で食べられている特徴的なにおいを持つ食品として、くさや・ニラ・
ニンニクを選択し ,これらの摂取による体臭への影響についてE-nose用いて測定し、ガスクロ
マトグラフ -質量分析計（GC-MS）を用いて揮発性成分（におい成分）を明らかにすることを
試みている。
　具体的には、男子学生がくさやを摂取し、その後の汗のにおい分析を行っている。このくさ
や摂取において同時にレモンやショウガなどをはじめとする消臭効果を示すとされる食品を摂
取すると、体臭が翌日には改善されているのかを電子鼻で分析し、統計解析を行っている。

商品開発ならびに官能検査、成分分析。 日本水産学会、日本分析化学会、
日本食品科学工学会、
Institute…of…Food…Technologists,…USA.

キーワード

研 究 分 野

水産物，発酵食品，機器分析，官能検査

農学・水産化学

研究テーマ

研 究 概 要

食環境科学部　食環境科学科　　教授　吉江　由美子
TEL/FAX：0276-82-9153/9033　Mail：yumiko_y@toyo.jp

くさやの摂取による体臭の変化と
その改善

問合せ先



研究内容

生物/化学発光エネルギー変換機構の解明と
老化や発ガンに対する光効果についての応用
研究を目指す。

光生物科学研究室	

和田　直久
Naohisa	Wada

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

　“光環境 ”とは生物の生存にとって光の作用が不可
欠な場合、その取り巻く外界をいう。例えば、生物自
体が光を放出し、周りの空間に光環境を提供している
現象が“生物発光”として捉えられる。当研究室では、
外界から取り込まれた栄養素が細胞内でどのようにし
て光エネルギーとして放たれるのか？―に関する研究
を光生物科学の立場から主に発光キノコを対象にして
行っている。
　因みに、図１はホタルの明滅光がどのような仕組み
で達成されるのかを示す模試図である。図2には発光
キノコの光る仕組みの作業仮説を掲げた。この場合に
は、ミトコンドリアの呼吸鎖の入り口で電子を供給す
るNADHが必須の分子として描かれている。すなわち、
ミトコンドリアのエネルギー代謝反応が生物発光反応
と共役 /拮抗することでエネルギーの流れが制御され
ると解釈できる。栄養素をエネルギーに変える細胞内
器官ミトコンドリアについてそのエネルギー摂取との
関わり合い方から、抗酸化作用、細胞寿命や発ガンと
の関連性に着目した研究も目指す。

省エネルギーを目指した光源や疾患部位特異
的新規発光診断試薬開発のための基礎・応用
研究

日本化学会、日本生物物理学会、米国化学会

キーワード

研 究 分 野
生物 /化学発光（発光キノコなど）、細胞内エネルギ―変換機構（ミトコンドリア）
活性酸素消去の役割

生物科学

研究テーマ

研 究 概 要

食環境科学部　食環境科学科　　教授　和田　直久
TEL：0276-82-9214　Mail：bhwada@toyo.jp

生物 / 化学発光反応の基礎研究と
その応用展開

問合せ先

図１　ホタルの明滅機構のモデル

図２　発光キノコの反応とミトコンドリアに
　　　おける呼吸鎖の関係の作業仮説



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

問合せ先

身体トレーニングや食習慣などの生活習慣が
静脈血管機能に及ぼす影響を検討

食環境科学部　食環境科学科　　准教授　大上　安奈
TEL：0276-82-9145　Mail：oue@toyo.jp

　静脈血管は非常に伸展性が高く血液を保持しやすい
性質があるため、私たちが安静にしている時は全血液
量の60～ 70%が静脈血管に存在している。そして、
いざ身体の各組織に血液が必要となった場合に (例え
ば運動時など )、静脈は血管を収縮して、血液を心臓
に還しやすくしている。つまり、静脈血管は「伸展性
（柔らかさ）」と「収縮性」を兼ね備えた血管であり、
両性質を巧みに使い、全身の血液循環に貢献している。
また近年では、静脈血管の柔らかさを保つことが、健
康の維持増進にもつながるとされている。
　しかし、静脈血管の特性に関する知見は主に動物実
験で検証されたものであり、ヒトにおいて、①静脈血
管の伸展性を決定している要因は何か？また、その伸
展性を維持・向上する方法は？、②運動や環境の変化によって静脈血管が収縮する仕組みはど
のようになっているのか？、など不明な点が多い。図は、動物実験のデータをもとに、ヒトの
静脈血管応答に関与すると考えられる要因を表したものである。現在は特に、『圧受容器を介
した調節』、『身体トレーニング』および『日頃の食習慣』が静脈血管の特性や応答に及ぼす影
響を検討している。

運動不足や加齢に伴い血管機能は低下する。
血管の健康の維持・向上を身体活動や栄養の
観点から考える研究をおこなっているため、
スポーツ科学分野や健康増進事業に関する産
業界と連携できると考えられる。

日本体力医学会、日本生理人類学会、
日本栄養改善学会

運動時および様々な環境時の静脈血管
応答とそれに影響を及ぼす要因の解明応用生理学研究室	

大上　安奈
Anna	Oue

キーワード

研 究 分 野

循環調節，身体トレーニング，食習慣

健康・スポーツ科学

研究テーマ

研 究 概 要

心血管中枢



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

問合せ先

植物色素合成に関わる酵素反応を解明しそれ
らを応用することで、化合物群を合成しその
機能性を探る

食環境科学部　食環境科学科　　准教授　佐々木　伸大
TEL：0276-82-9156　Mail：sasaki076@toyo.jp

　植物がもつ色素化合物群は、食の彩りに
利用されたり、天然の食品添加物として利
用されている。近年では、それらの色素化
合物が人にとって有用な機能を有している
ことが報告されており、それらの機能性が
注目されている。また、植物色素の中に
は、その分子構造内にdopamineやDOPA、
GABAのような動物の神経伝達に関わる化
合物の構造を有しているものもあり、それ
らの機能性が注目される。しかし、これら
の色素化合物は、主成分でないものも多く
存在しており、植物材料から抽出・精製す
のには多大な労力を有する。そこで、これ
らの合成に関わる酵素反応を明らかとする
ことで、これらの化合物を酵素学的に合成する系を確立し、それらの機能性を検討する試みを
行っている。また、酵素反応を利用することによって、基質を変化させることで、これらの化
合物のアナログを合成することで、植物には極微量にしか存在しない、または、自然界には存
在しない化合物を合成することも目指している。

食品に含まれる植物色素の機能性を解析する
ことで、食品業界への貢献を目指します。

日本植物学会、日本植物細胞分子生物学会、
日本植物生理学会

植物色素合成経路の解明とその応用植物色素研究室	

佐々木　伸大
Nobuhiro	Sasaki

キーワード

研 究 分 野

アントシアニン、ベタレイン、ポリフェノール、植物色素

農芸化学

研究テーマ

研 究 概 要



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

問合せ先

生活習慣と酸化ストレスの指標、尿中8-OHdG
との関連

食環境科学部　食環境科学科　　准教授　高橋　珠実
TEL：0276-82-9045　Mail：takahashi006@toyo.jp

　活性酸素が過剰に存在している状態（活性酸素の生成と消去のバランスが崩れた状態）を酸
化ストレスと呼ぶ。酸化ストレスが高くなると、生体の構造や機能を担っている核酸（DNA)、
タンパク質、脂質を酸化して損傷を与え、構造や機能を障害する。そのDNA損傷はさまざま
な生活習慣病の発症・進展や老化に関与することが明らかにされている。
　尿中8-OHdGは生体におけるDNAの酸化による損傷の程度、酸化ストレスの高低を反映す
る指標として注目されている。そこで、
本研究は生活習慣と尿中 8-OHdGとの
関連を調べ、どのような生活習慣が尿中
8-OHdGに影響を与えているのか検討す
ることを目的とし、子どもから高齢者ま
での尿中 8-OHdG検査および生活習慣
アンケート調査を行っている。また、女
性アスリートの生活習慣と尿中8-OHdG
との関連等の検討も行い、アスリートの
コンディショニングに関する研究も行っ
ている。

健康教育分野、環境保健分野、スポーツ科学
分野との連携が可能と思われる。

日本体育学会員、日本学校保健学会員、
日本衛生学会員、日本スポーツ精神医学会員

生活習慣と尿中 8-OHdG との関連健康スポーツ科学・保健学研究室

高橋　珠実
Tamami	Takahashi

キーワード

研 究 分 野

尿中 8-OHdG，酸化ストレス，生活習慣，発育発達，老化，女性アスリート

健康・スポーツ科学，健康教育，保健教育

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

微生物細胞膜の主要成分であるリン脂質の分
析に基づき、根圏微生物相の変化を解析す
る。

食環境科学部　食環境科学科　　准教授　玉岡　迅
TEL/FAX：0276-82-9218/9000　Mail：tamaokaj@toyo.jp

　微生物細胞膜の主要成分であるリン脂質は、グリセロールに２種の脂肪酸とリン酸１分子が
エステル結合したものである。脂肪酸の長さや不飽和度の違いに加え、リン脂質にエステル結
合する官能基に様々な種類があり、多くのバリエーションが存在する。近年の液体クロマトグ
ラフィ /質量分析装置（LC/MS）の性能向上により、様々なリン脂質の一斉分析が可能になっ
てきた。
　異なる種類の細菌は、細胞膜を構成するリン脂質の種類も異なることから、リン脂質分析は
様々な微生物相の解析に応用できると考えられる。
　そこで本研究では、LC/MS/MSシステムを用いたリン脂質一斉分析の条件を検討し、根圏微
生物相の解析に応用することを試みた。
　リニアイオントラップハイブリッド質量分析により、各種リン脂質の官能基に相当する
ニュートラルロスを設定して分析条件の検討を行っている。

日本農芸化学会

リン脂質分析による微生物相解析の
試み

生物情報学研究室	

玉岡　迅
Jin	Tamaoka

キーワード

研 究 分 野

リン脂質，微生物相解析，LC/MS

生物系農学（農芸化学）

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　　講師　吉﨑　貴大
TEL：0276-82-9012　Mail：yoshizaki@toyo.jp

　近年では、24時間型社会によって日勤と夜勤を繰り返す交代制勤務に従事する者が増えて
いる。また、超高齢社会を迎えた我が国では、医療・介護分野でも交代制勤務は重要な役割を
担っている。一方、交代制勤務者は日勤者に比べてストレス反応が生じやすく、各種の疾患発
症リスクが高いと報告されている。これらの背景として、昼夜逆転の生活による概日リズム（24
時間の日周リズムのうち、脳内の主時計由来のリズム）の乱れが関わる可能性がある。これま
でに、医療施設に勤務する交代制勤務者を対象に調査を行い、通常の日勤日でも概日リズムが
最大値を示す時刻（頂点位相）は、日勤者に比べて遅い時間帯へと後退している可能性を明ら
かにした。さらに、食生活が乱れており、特に朝食欠食者が多いという実態を明らかにした。
　そのため、交代制勤務者の概日リズムの乱れに対して改善策を検討するため、食生活に焦点
を当てたアプローチ法を検討した。特に、時間生物学を応用して食生活の在り方を検討する“時
間栄養学 ”に注目した。ヒトを対象として、2週間にわたって実験的な介入を行ったところ、
食事時刻を遅くすることで、概日リズムの頂点位相が後退することを明らかにした。さらに、
習慣的な朝食欠食者を対象に、2週間にわたって食事時刻を早めたところ、概日リズムの頂点
位相が前進し、さらには血中脂質が減少した。それゆえ、普段の生活が不規則な者でも、食生
活を工夫することで適切な概日リズムを維持できる可能性がある。今後も、基礎的な因果の解
明から、実生活への還元を将来的な目標とし、交代制勤務者のみに留まらず生活習慣が乱れや
すい者の心身の健康に対して、食生活面からのアプローチ法を継続的に検討していく。
【参考】
・Associations…between…diurnal…24-hour…rhythm…in…ambulatory…heart…rate…variability…and…the…timing…and…
amount…of…meals…during…the…day…shift… in…rotating…shift…workers.…Yoshizaki…T…et…al.,…PLoS…One.…2014…Sep…
11;9(9):e106643

・Effects…of…feeding…schedule…changes…on…the…circadian…phase…of…the…cardiac…autonomic…nervous…system…and…
serum…lipid…levels.…Yoshizaki…T…et…al.,…Eur…J…Appl…Physiol.…2013…Oct;113(10):2603-11.

ヒトを対象とした疫学調査・食生活改善によ
る健康維持・増進の方策の検討

●日本栄養改善学会
●日本栄養・食糧学会
●日本栄養士会
●日本時間生物学会
●日本睡眠学会
●時間栄養科学研究会

心身の健康と食生活に関する
時間栄養学的な検討

保健栄養学研究室	

吉﨑　貴大
Takahiro	Yoshizaki

キーワード

研 究 分 野

栄養疫学，食生活，概日リズム，心拍変動，心身の健康

応用健康科学

研究テーマ

研 究 概 要 食生活と健康維持・増進に関わる疫学研究



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　食環境科学科　　助教　吉田　明日美
TEL：0276-82-9016　Mail：yoshida094@toyo.jp

　味覚は食事の嗜好、選択、摂取において重要な役割を果たします。このため、味覚は毎日の
食事の選択に寄与し、長期的なエネルギーや栄養素の摂取量に大きく影響します。すなわち、
味覚閾値を正常に保つことは、将来にわたる健康の維持・増進の実現に重要であると考えます。
味覚閾値は、個人間での差が大きいことが知られていますが、個人内でもさまざまな要因によっ
て変動すると考えられています。われわれの研究室では、健康な一般の方を対象とした調査に
より、味覚閾値の変動要因のうち、主に生活
習慣に関連する因子を探索しています。この
調査によって得た知見と、季節を考慮した1
年間の体重の測定結果とを結びつけ、特定保
健指導等の現場における、より実践的な健康・
栄養教育の実施に資するデータの蓄積を目指
しています。この他に、身体活動に伴う味覚
閾値の変化の知見から、スポーツに従事する
方のトレーニング後の効果的な食事内容につ
いても検討していく予定です。

生活習慣と味覚閾値とのかかわりについての
知見を、一般の方やスポーツに従事する方に
対する健康・栄養教育の場で、広く活用でき
ると期待します。

日本栄養士会、日本栄養改善学会、日本栄養・
食糧学会、日本体力医学会

ヒトの健康維持・増進に貢献する
味覚のはたらき

応用健康科学研究室	

吉田　明日美
Asumi	Yoshida

キーワード

研 究 分 野

身体活動量、食事摂取量、味覚閾値

応用健康科学、食生活学

研究テーマ

研 究 概 要 食生活や運動習慣、体重変化と味覚閾値との
関連を明らかにする。



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　五十嵐　博久
TEL：0276-82-9011　Mail：非公開

1.研究テーマ	
『ハムレット』、『オセロー』、『マクベス』などのシェイクスピア悲劇には個性豊かな「悲劇的」
な主人公が登場しますが、初演の頃は、彼らは必ずしも「悲劇的」ではなく、道化的な人物と
しての様相も帯びていたと考えられます。18世紀後期を契機としてその様相が磯褪せ、さらに、
19世紀以降のロマン主義批評によって、人物像に脚色が加えられ、その結果として、現代の私
達が考えるような悲劇的人物像が成立したと考えられます。その変遷の歴史を文献によって辿
りながら究明しようというのが、私の研究テーマです。
2. 最近の主な研究業績
○論文
五十嵐博久、「道化的人物としてのオセロー」、『東洋大学人間科学総合研究所紀要』第12号…
平成 22年 3月）、77-97.
五十嵐博久、「ムーア人を描くシェイクスピア言説の特殊性について」『東洋大学人間科学総
合研究所紀要』第13号（平成24年 3月）、95－ 103．
Hirohisa…Igarashi,…Joel…B.…Altman,…The…Improbability…of…Othello:…Rhetorical…Anthropology…
and…Shakespearean…Selfhood…（U…of…Chicago…P,…2010）,…Shakespeare…Studies…vol.…49…（平成
25年 3月）,…35-37.…（書評論文）

○最近の主な著書
Hirohisa…Igarashi,…Comic…Madness,…or…Tragic…Mystery,…That…Is…the…Question:…The…Loss…of…
Comic…Features…and…the…Invention…of…Tragic…Mystery…in…Shakespeare’s…Hamlet,…Tokyo:…
Eihosha,…2013.

公開講座や啓発セミナーへの出向等。 国際シェイクスピア学会、英国シェイクスピ
ア学会、日本シェイクスピア協会

イギリス・ルネッサンス文学研究イギリス・ルネッサンス文学研究室

五十嵐　博久
Hirohisa	Igarashi

キーワード

研 究 分 野

英文学，シェイクスピア，ルネッサンス，テクスト，受容

ヨーロッパ文学

特に18世紀におけるシェイクスピア作品の
受容過程を研究している。

研究テーマ

研 究 概 要

問合せ先



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食品に含まれるポリフェノールによる動脈硬
化制御機構の解明

●赤ワインなど、食品に含まれる抗酸化能の
研究（ヒト研究含む）

●中鎖脂肪酸など体脂肪軽減作用のヒトでの
研究

日本栄養・食糧学会前会長、日本臨床栄養学
会理事、日本未病システム学会理事、日本機
能性食品医用学会理事（前理事長）、日本ポ
リフェノール学会理事、日本健康・栄養シス
テム学会理事

キーワード

研 究 分 野

動脈硬化，ポリフェノール，酸化・炎症・脂質代謝，コレステロール

病態栄養学，脂質代謝学，臨床医学，食と健康

　赤ワイン、お茶、ココアが、ＬＤＬの酸化変性を防ぐことを初めてヒトで実証した研究室で、
ヒトのポリフェノール研究の発祥した研究室です。
　食が健康維持、疾病（特に心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化）の予防に果たす役割を研究し
ています。
　食生活の乱れにより、生体内では『酸化ストレス』、『炎症』、『脂質代謝異常』が引き起こされ、
動脈硬化進展が促進します。本研究では、植物性食品に幅広く含まれるポリフェノールについ
て、抗酸化作用を中心に動脈硬化予防作用を検討しています。

動脈硬化予防に関わる食事因子の
探究

研究テーマ

研 究 概 要

医科栄養学研究室	

近藤　和雄
Kazuo	Kondo

問合せ先 食環境科学部　健康栄養学科　　教授　近藤　和雄
TEL：0276-82-9175　Mail：kondo002@toyo.jp



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　佐藤　加代子
TEL：0276-82-9146　Mail：sato002@toyo.jp

　今日では、「健康寿命」を伸ばして平均寿命との差を縮めることが重要な課題である。個人、
集団の健康の維持・増進と生活習慣病予防、医療費の抑制につなげる公衆栄養活動、特に子ど
もの健康と食に関する研究を行っている。具体的には栄養疫学研究による子どもの健康・食に
関する現状の把握、問題点とその要因の発掘、問題点解決に向けた事業展開、健康評価尺度の
開発、効率・効果的な教材開発の検討を行っている。
　これまでに子どもの健康は、頭痛、眠い、だるい、気力が出ないなどの体調不快感の訴えが
多く、深刻な状況であること。体調不快感の要因分析で、主な要因は「間食」「朝食欠食」「食
事時間が楽しくない」、関連要因にとして、夜型などの生活リズムの乱れ、やせ願望、生活・
食習慣の乱れなどであることを立証した。また主要要因をテーマに栄養教育介入としたランダ
ム化比較試験による栄養教育効果と効果の持続性について検討し、教育効果は、３ヵ月まで持
続するが６ヵ月までは持続しないことを明らかにした。
　今後も地域や教育現場における子どもの健康・食生活に関する基礎的研究に基づいた健康・
栄養教育、および評価尺度開発、教材開発を目指した研究を行いつつ、関係者・関係機関の連携、
協働による公衆栄養活動の展開予定である。

地域や集団組織や保育園・小学校・中学校な
どと連携し、健康・食に関する栄養疫学研究
および健康づくりを目指した教育効果の実践

公衆衛生学会、日本小児保健学会、日本栄養
改善学会、日本咀嚼学会、日本小児栄養研究
会など
群馬県若い世代食育推進協議会、群馬県東部
地域食育推進ネットワーク会議、板倉町健康
づくり推進協議会、川崎市食育推進協議会

地域の子どもの健康・食に関する
公衆栄養学的研究

公衆栄養学研究室	

佐藤　加代子
Kayoko	Satoh

キーワード

研 究 分 野

地域，子どもの健康づくり，食生活，公衆栄養活動

社会医学

地域や教育現場における子どもの健康・食に
関する栄養疫学研究および健康評価尺度・教
材の開発

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究テーマ

研 究 概 要

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　辻　ひろみ
TEL：0276-82-9155　Mail：tsuji005@toyo.jp

【背景】
　給食の食事は継続的に利用することにより、
健康的な食事を体験的に学ぶ機会となります。
そこで提供される食事の製造品質は、設計時の
品質に類似した品質で作られていることが重要
です。
　給食施設の食堂には、健康増進法施行規則に
より栄養表示が義務付けられていることから、
利用者は食堂のメニューの栄養摂取量の数値
を見てから食事を食べることから、その食事が
どのくらいのエネルギーやたんぱく質、食塩を
摂るのかを体験を通して知識を蓄積してゆきま
す。これらの経験は、個人の将来の生活習慣病
リスクを低減化できるのです。
【目的】
　汚染区域、非汚染区域と作業区域を分けたセ
ントラルキッチンで品質の変動幅を少なくした
食事をどう調理するのがよいか、調理工程、サー
ビス工程について実作業を作業測定の方法で分析し、設計時の問題点の把握、改善、標準作業の設定を行っ
ています。

給食施設では、給食は「健康な食事」の代表と認
識して利用している場合が多いと思われます。健
康経営を目指す企業であればメニューに表示さ
れた栄養表示と提供された食事からの栄養補給
量が類似していることを確認する責任もありま
す。実際に提供される食事が献立表に類似した栄
養補給量なのか、変動要因は調理工程のどこにあ
るのかなど把握、分析をします。

日本栄養改善学会評議員　日本給食経営管理
学会・評議員、日本フードサービス学会
日本保育学会、日本産業衛生学会、
日本調理化学会

給食における作業工程の設計による
品質変動に関する研究

給食サービス・マネジメント研究室

辻　ひろみ
Hiromi	Tsuji

キーワード

研 究 分 野

栄養管理，品質管理，フードサービス

複合領域

料理の作業室別調理・配食工程図

品質変動の少ない品質の給食、サービスを
どのように設計したらよいか



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　角田　伸代
TEL：0276-82-9176　Mail：tsunoda001@toyo.jp

　生活習慣病の発症に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。そのため、生活習慣病を予防・改善する食事、食品、環境などについての研究は数
多く行われています。しかし、病院や特定検診に来る患者さんの身体状況や病態、食生活状況
は千差万別で、画一的な科学的根拠のみでは食生活改善アドバイスに困る場面が多々あります。
そこで、本研究室では、病院や特定検診など実践の場で利用可能な食事療法における科学的根
拠を構築するための研究を行っています。
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分泌され、インスリン分泌を促進し
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
　脊髄損傷者には車椅子利用者が多く、生活習慣病患者も健常者よ
り多いことが知られています。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。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。

●新規あるいは既存食品・料理の患者を対象
とした臨床研究

●科学的根拠に基づいた臨床の場で利用可能
な食品の開発・利用法の検討

●脊髄損傷者のように車椅子生活を余儀なく
されている人々のための健康管理器具の開
発・利用法の検討

●実践の場で利用できるエビデンス集の作成

日本病態栄養学会、日本静脈経腸栄養学会、
日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本栄養・
食糧学会、日本脂質栄養学会、日本栄養改善
学会（評議員）

実践で利用可能な食事療法における
科学的根拠の構築

臨床栄養学研究室	

角田　伸代
Nobuyo	Tsunoda

キーワード

研 究 分 野

魚油，インクレチン，糖尿病，脂質異常症，脊髄損傷

健康・スポーツ科学

問合せ先

研究テーマ

研 究 概 要 実践で利用可能な食事療法における科学的
根拠を構築する。



研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　西牟田　守
TEL：0276-82-9147　Mail：nishimuta@toyo.jp

　生活習慣病と呼ばれている疾患群は、生活習慣に起因する様々な条件により発症し、また、
予防しうる疾患群である。発症の危険因子は、加齢、エネルギー摂取過剰、ストレス、運動不
足などが、また、予防因子は、適度な運動、休養、栄養素が過不足しない食事などが知られて
いるが、不明なことも多く残されている。一方、生活習慣病に罹患しなくとも、加齢により、
体力が低下し、十分に食事が摂取できず、自立した生活が維持できない人が増加している。
　これらの現象は、身体全体の栄養状態が低下するだけではなく、生体が細胞内の栄養状態を
維持できなくなるとともに、細胞を取り巻く細胞外液と細胞内との間での膜を介する物質交換
と、それによる細胞の機能維持能力が低下することに起因する部分が多い。
　一方、生体を構成する元素に注目すると、それらは、健康時には、細胞と細胞外液とで分布
が異なり、細胞内に蓄積する元素や、細胞が細胞外に排除している元素が存在することが分か
る。しかし、加齢によりこの分布特性がくずれ、細胞内と細胞外との元素の勾配が減少し、細
胞の活性が失われるものと想定できる。
　そこで、加齢により本来細胞内に多いカリウム、マグネシウム、リン、亜鉛、鉄などが細胞
から失われ、本来細胞外に多い、ナトリウムやカルシウムが細胞内で増加することが加齢変性
の多くを説明できることが明らかとなった。
　食事、運動、休養によって、これら加齢変化を復調する方法を現在検討中である。（詳しく
研究結果を知りたい方はPubMedで nishimuta…Mを検索するか、直接お問い合わせください）

健康寿命を延長する食品、医薬品、健康機器
の開発
生活習慣病の一次予防法の指導

日本生理学会評議員、日本栄養・食糧学会評
議員、日本体力医学会理事、日本肥満学会評
議員、日本微量元素学会評議員

生活習慣病の一次予防を含む健康の
持続法の開発

人体栄養学・応用生理学研究室

西牟田　守
Mamoru　Nishimuta

キーワード

研 究 分 野

健康，運動，栄養，休養，一次予防，カルシウム，マグネシウム，亜鉛，食塩

健康スポーツ科学，応用健康科学，加齢・老化

問合せ先

研究テーマ

研 究 概 要 生活習慣病の一次予防と、生涯健康を持続さ
せる方法の開発



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　林　清
TEL/FAX：0276-82-9220/9801　Mail：hayashi@toyo.jp	

　食品には、三つの基本的な機能がありま
す。最も重要な機能はたんぱく質、脂質、
糖質等の栄養機能であり一次機能と呼ばれ
ています。2番目の機能は味、におい、色、
触感（舌触りなど）、形、大きさなどヒト
の感覚機能によって、その食品の嗜好に影
響を及ぼす因子であり、二次機能と呼ばれ
ています。3番目の機能が、健康の維持や
向上に関与する生体調節機能で三次機能と
よばれています。これらの３つの機能のう
ちでも三次機能に着目し、研究に取り組ん
でいます。とりわけ、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、種々の効果が明らかになっています。抗酸化物
質の多くは、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
です。野菜や果物などの植物性食品には、多種類の抗酸化物質が含まれており、これらの抗酸
化成分の測定を中心に研究を行っています。

関連特許

食品には私たちのカラダ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、長期にわたりとり
続けていると効果が現れます。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。多様な連携が可能ですので、お問い
合わせください。

日本応用糖質科学会（副会長）、日本食品科
学工学会、日本農芸科学会

少糖類糖アルコールの酵素合成法（特願平 2003-10448）、
ヘテロオリゴ糖の製造方法（日本特許 3146361 号）他

農産物・食品の抗酸化能食品機能研究室	

林　清
Kiyoshi	Hayashi

キーワード

研 究 分 野

食品科学，抗酸化能，酵素利用

農芸科学

生理機能が期待されている農産物・食品に含
まれる抗酸化成分の測定

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　教授　宮越　雄一
TEL：0276-82-9221　Mail：miyakoshi@toyo.jp

　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、細胞を傷害す
る。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
ている。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る。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ある。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る。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
定が行われている。
　当研究室では、培養細胞などを用いて化学物質曝露による酸化的DNA損傷（8-OHdG）の
評価を行う。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
行う。

化学物質を取り扱う職場、新規化学物質の開
発、健康食品、サプリメント

日本産業衛生学会（代議員）、日本衛生学会
（評議員）、日本公衆衛生学会、日本環境変異
原学会、厚生労働省安衛法ＧＬＰ専門家、労
働衛生コンサルタント（保健衛生）、日本医
師会認定産業医、社会医学系専門医・指導医

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

予防医学研究室	

宮越　雄一
Yuichi	Miyakoshi

キーワード

研 究 分 野

変異原性，活性酸素

社会医学，衛生学・公衆衛生学，産業医学

酸化的DNA損傷である8-hydroxydeoxy
guanosine（8-OHdG）を測定し、活性酸素
による健康影響を評価する。

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　准教授　飯島　久美子
TEL：0276-82-9157　Mail：iijima004@toyo.jp

＜背景＞ムクナ属のマメ科植物であるハッショウマメ（学名　
Mucuna…pruriens…var.…utilis…cv.…Hassjoo）はアレロパシー (他感作用：
雑草抑制効果、昆虫の誘因忌避など）を有し、その原因物質である
L-3,4dihydroxy-phenylalanine(L-DOPA）を約4%と多く含み、緑肥
として利用されている。しかし、多収穫であるにもかかわらず、食用
としてはあまり利用されていない。L-DOPAはドーパミンやアドレナ
リンの前駆体であり、重合して褐変物質を生成するが、多量に摂取す
ると下痢嘔吐を起こすことがあるため、ハッショウマメの利用拡大に
は調理によるL-DOPAの除去方法を確立する必要がある。
＜内容＞これまでにハッショウマメの調理特性について検討し、豆の
吸水特性や調理によるL-DOPA量の段階的な低減・除去が可能であ
ることを明らかにした。さらに、ハッショウマメを利用した調理品と
して煮豆や餡、焙煎粉を用いたパン、クッキーやパウンドケーキを調製し、その特徴と嗜好性を検討し、
焙煎粉を用いた調理品に高い嗜好性が認められた。
　そこで、それらの調理品の抗酸化性が確認できれば、利用拡大につながるものと考えられる。また、ハッ
ショウマメはデンプン性の豆であるがタンパク質量が多く、発酵食品である味噌としての利用も可能で
ある。現在「ハッショウマメ味噌」の嗜好性および抗酸化性を検討している。

　多収穫という利点を有し未利用食材であるハッ
ショウマメは食資源として利用の可能性が高く、
L-DOPA量を必要に応じて調整するための調理条
件も明らかであり、嗜好性の高い食品についても
検討済みです。
　また、ハッショウマメ味噌の抗酸化性については
実験からは高い値が確認できており、利用拡大に
つながるものと考えられます。

日本調理科学会、日本家政学会、日本栄養・食糧
学会、日本食品科学工学会

ハッショウマメ調理品の抗酸化性に
関する研究

調理学研究室	

飯島　久美子
Kumiko	Iijima

キーワード

研 究 分 野

ハッショウマメ，調理特性，抗酸化性，Ｌ -DOPA，味噌

生活科学

ハッショウマメの調理特性に基づいた利用拡
大のための研究

研究テーマ

研 究 概 要

Amount	of	L-DOPA	in	JVB	under	
various	cooking	conditions



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　准教授　井上　広子
TEL/FAX：0276-82-9177/9000　Mail：inoue003@toyo.jp

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。
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。そこで私たちは、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。
4)…精神疾患患者の食習慣・生活習慣の実態解明
　精神疾患領域の患者に対する食習慣・生活習慣の実態に関する報告は乏しく、管理栄養士と
して、患者に対し栄養教育を実施するには、情報量が極めて少ない現状にあります。そこで本
研究では、精神疾患を有する患者に対し、食・生活習慣等の調査を詳細に行い、栄養教育支援
方法の確立や精神疾患の予防や改善の手立てが食生活の面から得られるよう、鋭意研究を進め
ています。

当研究室では、管理栄養士が行う生活習慣病
の予防・改善のための食育支援を実施してい
ます。また、疾病の一次予防を目的とした食
品中の機能性成分やその食品に着目したヒト
介入試験の実施と評価も行っています。栄養
と健康に関する連携については、お声掛けく
ださい。

米国栄養士会（Academy…of…Nutrition…and…
Dietetics）、日本栄養・食糧学会、日本公衆
衛生学会、日本栄養改善学会、日本教育医学
会、日本家政学会、日本栄養士会

食行動や食嗜好の要因探索と
効果的な栄養教育方法の構築

栄養教育学研究室	

井上　広子
Hiroko	Inoue

キーワード

研 究 分 野

栄養教育，健康教育，栄養科学

生活科学

科学的根拠に基づいた栄養教育方法と客観的
評価の確立を目指す

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

予測不可能である疲労骨折は、ホモシステイ
ンやペントシジンを低減させる食品の長期服
用により、リスクを低減することができる。

研究テーマ

研 究 概 要

食環境科学部　健康栄養学科　　准教授　太田　昌子
TEL：	0276-82-9026　Mail：masako@toyo.jp

　厳密な体重管理を行っている女性アスリートは、健康障害の三主徴（無月経、疲労骨折、
low…energy…availability）を起こしやすい（Sports…Med.…Bulletin…27:4,…1992）。特に、長距離
陸上選手において疲労骨折が多数報告されている一方で、精度の高い疲労骨折の予測・予防法
は確立されていない。疲労骨折とは「一回の外力では骨折しない程度の力学的負荷が正常な骨
の同一部位に繰り返し加わることによって、骨組織に破綻をきたすもの」とされており、選手
生命にも関わるリスクの高い障害である。しかし、現在最も普及しかつ汎用されている予測方
法は二重X線吸収法（Dual-energy…X-ray…Absorptiometry：DXA）による骨密度測定であるが、
DXAでは皮質骨と海綿骨の区別が出来ず、あくまでもDXAによる骨密度測定値は参考程度に
終わっている。
　一方で、骨強度は骨密度が7割と骨質3割で決定されるため、本研究では骨質に注目し、女
子長距離陸上選手を対象に、疲労骨折のリスク評価法の確立や、疲労骨折が起こらないように
する一次予防の検討を行っている。すなわち、骨質マーカーと言われるホモシステインやペン
トシジンが生体内で低減できる食品や栄養素を特定できれば、「疲労骨折を防ぐ食品素材の開
発」に進展できる。

骨質マーカー（ペントシジン、ホモシステイ
ン）を指標とした調査研究

日本栄養・食糧学会、日本ビタミン学会、
日本栄養改善学会、日本臨床生理学会

疲労骨折予防を目的とした食品の
開発

食品栄養学研究室	

太田　昌子
Masako	Ota

キーワード

研 究 分 野

疲労骨折，骨質，ホモシステイン，ペントシジン

生活科学



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

食環境科学部　健康栄養学科　　准教授　藤澤　誠
TEL/FAX：0276-82-9025　Mail：m_fujisawa@toyo.jp

　本研究室では、①食品衛生微生物の多様性と②食品衛生微生物の薬剤耐性機構に興味を持っ
て研究しています。
①微生物の多様性
　市販の食塩中から、リチウムイオンに耐性を持ち、高いアルカリpH下で生育可能な好アル
カリ性細菌を単離しました。このような特殊環境に生息する微生物を極限環境微生物といいま
す。好アルカリ性細菌は食品だけでなく、私たちの腸内からも見つかっていますが、好アルカ
リ性細菌と食品、さらにはヒトの健康との関係についてはほとんど明らかになっていません。
私たちが発見した好アルカリ性細菌のゲノムからは近縁種には存在しないビタミンB12 の合成
経路が見つかりました。このような微生物が将来、私たちの健康や暮らしに役立つことが期待
できます。
②食品微生物の薬剤耐性機構
　食品業界における製造装置や環境、容器包装等の殺菌において、近年、過酢酸製剤 (過酢酸
および酢酸と過酸化水素の平衡溶液 )の利用が広がっています。Paenibacillus…chibensis は芽
胞形成細菌であり、その芽胞は過酢酸製剤に対して高い耐性を持つことから、衛生管理上の問
題となっています。私たちは、本菌の芽胞中に過酸化水素の分解活性があることを見出しまし
た。そこで、本菌のゲノム解析を行い、9個のカタラーゼ遺伝子および12個のペルオキシダー
ゼ遺伝子を見出しました。今後、これらの遺伝子の機能と過酢酸耐性の関係を明らかにするこ
とで、過酢酸耐性菌の根本的な抑制に寄与することが期待できます。

食品衛生微生物に関わる内容であれば連携可
能。

極限環境生物学会、日本分子生物学会、
日本農芸化学会、東洋大学LiFE研究会、
日本食品微生物学会、日本防菌防黴学会

分子生物学的手法を用いた
食品衛生微生物の機能解析

分子食品衛生学研究室

藤澤　誠
Makoto	Fujisawa

キーワード

研 究 分 野

食品衛生微生物，分子生物学，ゲノム

生物科学

研究テーマ

研 究 概 要 微生物の多様性と殺菌剤等への耐性について
分子レベルで研究しています。



問合せ先

研究内容

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

　これまで米の調理について、特に甘みに
注目し、炊飯中の糖量増加に寄与する米内
在性デンプン分解酵素の米粒内の局在や炊
飯中の溶出挙動を明らかにしてきており（図
1）、炊飯過程における糖生成メカニズムに
ついて多くの知見を蓄積してきた。また、
抗原抗体反応を用いることにより、特異性
の高い酵素の動態把握を可能とする手法を
確立してきている。さらに、サツマイモ飯
ではサツマイモβ - アミラーゼが米デンプンも分解して飯の還元糖
量増加に寄与することを明らかにし、このような他の食材との混炊
時の酵素の影響についても研究を行ってきたことから、大麦を用い
た麦飯の炊飯過程でも大麦と米の酵素が相互に作用する可能性があ
ると考えるに至った。
　そこで本研究は、大麦（丸麦）の炊飯過程における内在性酵素の溶出挙動および米との混
炊時に大麦の酵素が米粒の何処に存在するかをデンプン粒レベルで調べ、米内在性酵素の挙
動と合わせて考察し、大麦と米を混炊することで起こる酵素の相互作用を解明し、混炊時の
還元糖生成メカニズムについて明らかにすること、および得られた知見をもとに嗜好性の高
い麦飯の炊飯条件を考察し、大麦の利用拡充に寄与する基礎的かつ有用なデータを蓄積する
ことを目的としている。

米または大麦を用いた、より嗜好性の高い調
理条件の構築および調理加工品の開発

日本調理科学会、日本家政学会、
日本家庭科教育学会

米と大麦の調理に関する研究食生活学研究室	

露久保　美夏
Mika	Tsuyukubo

食環境科学部　健康栄養学科　　助教　露久保　美夏
TEL：0276-82-9148　Mail：tsuyukubo@toyo.jp

キーワード

研 究 分 野

米，大麦，糖

生活科学

麦飯の調理における糖生成機構を解明し、
より嗜好性の高い麦飯の調理を目指す

研究テーマ

研 究 概 要



問合せ先

産業界との連携可能事項 所属学会・委員

研究内容

光の基本的特性を用いた生体用計測技術開発

生体用光計測技術開発Lab	of	Optical	Sensing	for	Biology

ラジャゴパラン・ウママヘスワリ
Uma	Maheswari	Rajagopalan

　ナノ光学に関する研究：近接場顕微鏡開発と生体への応用：光工学が専門であり、レーザ光など光の効果を
理論と実験により調べ、それらの計測への応用を中心として研究をおこなっている。特に、光学顕微鏡ではそ
の分解能は光の波長により制限される。そこで、高い分解能を持つ近接場顕微鏡の開発をおこなった。近接場
顕微鏡は、試料を全反射で照明した際試料面上に局在する近接場を光の波長より微小な開口（プローブ）を用
いて検出することにより、試料面の凹凸を光の波長ではなく開口径で決まる分解能で観測できる顕微鏡システ
ムである。分解能を決めるプローブは光ファイバ（fluoride…doped…fiber）を化学エッチングと金属蒸着により
作製し、神経細胞の微小な構造観察やDNAの観察に応用した。本技術は従来の光学顕微鏡を遙かに超える分
解能が達成可能であり有効な手段であることを証明した。
　脳機能計測用光コヒーレンス断層画像計測システムの提案と開発（OCT）：近年、脳の機能を調べる方法とし
て広く使われているｆMRI,…PET などの目覚ましい発展により、脳の仕組みが徐々に理解できるようになった。
これらの方法の空間分解能は数㎜であり測定条件も高電磁場内などに限られている。より良く脳の仕組みを解
明するためにはさらに高い空間分解能が必要となる。そこでOCTと呼ばれる光断層画像法の脳計測への応用
を提案した。OCT法は低コヒーレンス光源を用いる干渉計で、特定の深さからの物体からの散乱光を分離でき、
物体構造を数ミクロンの分解能で非接触かつ高速に計測が可能である。そこで、新たに機能的光コヒーレンス・
トモグラフィ技術 (functional…OCT) を提案し開発研究を行った。実際に、猫の第一次視覚野での神経活動に伴
うOCT信号変化を検出し、世界で初めて機能構造の断層画像の観察に成功した。最近では波長捜査型光源（swept…
source）OCTを用いて、高速・高分解能でネズミの嗅覚やネコの視覚やの刺激に伴う３次元機能信号マップの
計測を可能としている。
　食品評価用光計測システム開発：レーザ光を生体等物体に照明の際に現れる現像で、物体による散乱光すな
わち動的スペックルの特性を計測することにより食品評価システムを開発中である。

レーザ光による光散乱・スペックルなどの性質を用
いた形状や速度などの測定、回折限界を超えた光学
顕微鏡（走査型近接場顕微鏡）を用いた味覚や臭い
センサなどの評価、時間的に変動する現象の干渉計
による形状や距離などの高精度計測３次元構造計測。
光技術を応用した浮遊粒子状物質 (SPM) 特にナノ粒
子などの生体への影響評価、神経などの高分解能構
造計測や機能イメージング。

食環境科学部	 助教　ラジャゴパラン・ウママヘスワリ
TEL：0276-82-9010　Mail：umamaheswari@toyo.jp

キーワード

研 究 分 野

光の回折・干渉・散乱・吸収，脳神経科学，画像処理，近接場・ナノ光学

生体医工学，脳計測科学，光工学・光量子科学，計測工学，外国語教育

研究テーマ

研 究 概 要
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