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平成26年度　東洋大学板倉キャンパスシンポジウムパネル発表テーマ一覧

Ｎｏ． タイトル 研究者 研究室名

1 Methylobacterium sp. 121株の運動性に影響を与える因子の探求

2
好アルカリ性細菌Bacillus pseudofirmus OF4株由来の機能未同定Small Protein,
BpOF4_01690の機能解析

3 円石藻　Pleurochrysis carteraeの石灰化機構の解析 生命科学部　生命科学科教授・長坂　征治 地球環境科学研究室

4 高齢者の運動機能に関する筆跡を用いた定量化方法の開発 生命科学部　生命科学科教授・川口　英夫 脳神経科学研究室

5 シナプス可塑性の分子メカニズム研究―脳の柔らかい性質を探る―

6 樹状突起スパインの形態変化

7 雄性ホルモンが引き起こす雌ティラピアの脳の性転換 生命科学部　生命科学科教授・金子（大谷）律子 神経機能制御研究室

8
Random-MFON for bioanalysis (1): in-situ SERS measurements for thin layer
chromatography

9
Random-MFON for bioanalysis (2): SERS measurements of molecules adsorbed on a
solid object with FlexiSERS

10
Random-MFON for bioanalysis (3): suppression of quenching in surface-enhanced
fluorescence

11 Random-MFON for bioanalysis (4): near-IR LSPR sensor with its improved sensitivity

12
Random-MFON for bioanalysis (5): Ag nanostructures prepared by galvanic displacement
from surface-adsorbed Cu and Al nanoparticles

13
Random-MFON for bioanalysis (6): LSPR sensor as an educational tool for students
enrolled in a biology-related program (since 2009)

14 放射線抵抗性細菌のDNA修復機構に関する研究 生命科学部　生命科学科教授・鳴海  一成 放射線微生物学研究室

15 イネの玄米サイズを増加させ収量を向上させる遺伝子（TGW6)の発見 生命科学部　生命科学科准教授・廣津　直樹 植物生理学研究室

16 ヴィクトリア朝文学研究室 生命科学部　生命科学科講師・江口  智子 ヴィクトリア朝文学研究室

17 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

18 東洋大学生命環境科学研究センター開設記念シンポジウム

19 極限低水温下での下廃水処理向けアンモニア除去技術

20 畜産アンモニア臭気用の生物脱臭技術開発

21 下水からの生物的リン回収に関する基礎検討

22 コレステロール値を測る酵素 生命科学部　応用生物科学科教授・道久　則之 応用生体触媒研究室

23 ムラサキ培養細胞におけるナフトキノン環形成機構 生命科学部　応用生物科学科教授・山本　浩文 植物代謝工学研究室

24 Strigolactoes regulate leaf senescence in response to phosphorus deficiency in rice 生命科学部　応用生物科学科准教授・梅原　三貴久 植物細胞工学研究室

25 好塩菌、耐塩菌の分離と利用

26 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

27 ワシノ巣風穴由来土壌サンプルからの好冷性有用酵素生産菌の探索 生命科学部　応用生物科学科准教授・三浦　　健 極限環境生物資源利用学研究室

28
都市生態系における企業緑地の役割：全国８事業所での緑地／生物相調査～簡易調査
ツール性能調査～

生命科学部　助教・岩渕    翼 生態適応科学研究室

29 微生物機能の活性制御手法の開発

30
Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｙｃｌｉｃ　ｈｅｐａｔｏｔｏｘｉｎ　ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　ｃｙａｎｏｂａ
ｃｔｅｒｉａ

31
藍藻類捕食原生動物と共存細菌との相互作用-水道における生物障害と障害物質への
対策-

32 抗菌剤曝露が及ぼす硝化反応の阻害

33 銀ナノコロイド曝露が及ぼす増殖阻害—藍藻類と藍藻類捕食原生動物-

34 銀ナノコロイド曝露が及ぼす硝化反応阻害

35 非平衡蒸気検出型ニオイセンサの試作開発 食環境科学部　食環境科学科教授・大熊　廣一 食品計測工学研究室

36 身近な事柄から展開する科学教育教材の研究 食環境科学部　食環境科学科教授・柄山　正樹 科学教育研究室
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生命科学部　応用生物科学科講師・清水　和哉 分子生態学研究室

極限環境生命科学研究室

分子神経生物学研究室

環境工学研究室

応用極限微生物学研究室

環境健康科学研究室

バイオプラズモニクス研究室

生命科学部　応用生物科学科教授・角野  立夫

生命科学部　生命科学科教授・伊藤  政博

生命科学部　生命科学科教授・児島  伸彦

生命科学部　応用生物科学科准教授・高品　知典

生命科学部　応用生物科学科教授・柏田　祥策

生命科学部　生命科学科教授・竹井  弘之　
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37 食品微生物の発育挙動，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 食品微生物学研究室 

38 植物バイオによる有用植物の迅速大量増殖系の確立および植物の機能性の解析 食環境科学部　食環境科学科教授・下村　講一郎 植物代謝機能開発研究室

39 食品流通経済研究室　 食環境科学部　食環境科学科教授・野島  直人 食品流通経済学研究室

40 ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕｔｉｄａにおける高発現宿主　－ベクターシステムの開発 食環境科学部　食環境科学科教授・福森　文康 生体分子制御研究室

41 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

42 トコトリエノール誘導体化による抗中皮腫作用強化の可能性

43 しらすのにおいにおける冷凍の影響のＥｌｅｃｔｏｒｏｎｉｃ　Ｎｏｓｅによる検出

44 発酵食品の漬け込み液からの新規調味料の開発

45 生物発光研究の過去・現在・未来 食環境科学部　食環境科学科教授・和田　直久 光食環境科学研究室

46 短時間自転車運動が非活動肢の静脈血管伸展性に及ぼす影響 食環境科学部　食環境科学科講師・大上　安奈 応用生理学研究室

47 糖鎖生物学/バイオセンサ

48 バイオセンシング技術を用いた解析とバイオセンサ開発

49 海藻由来β-1,3(6)-グルコオリゴ糖を利用した自然免疫賦活製品の開発

50 農作物の糖鎖解析と品質評価・診断への応用

51
SELECTIVE DETERMINATION OF ADVANCED GLYCATION END-PRODUCTS USING
MICRO FLOW SPR SYSTEM AND GALECTIN-3

52 女子長距離陸上選手における疲労骨折要因の特定

53 様々な体力レベルと静脈コンプライアンスの関連性

54 日常生活における座位行動の中断回数の日内変動と1日の身体活動レベルの関係

55 Effects of cooking condition on optimum cooking time of vegetables during cooking” 食環境科学部　健康栄養学科教授・飯島　久美子 調理学研究室

56 Comic Madness, or Tragic Mystery, That is the Question 食環境科学部　健康栄養学科教授・五十嵐　博久 イギリス・ルネッサンス研究室

57 成人女子の”貧血のない鉄欠乏症“における亜鉛値の一考察 食環境科学部　健康栄養学科教授・澤田　孝子 微量ミネラル研究室

58 栄養アセスメント情報を活用した給食献立の自動作成システムの構築 食環境科学部　健康栄養学科教授・辻　ひろみ 給食サービス・マネジメント研究室

59 農産物・食品の抗酸化能の測定法 食環境科学部　健康栄養学科教授・林   清 食品機能研究室

60 食塩から単離されたリチウムイオン耐性好アルカリ性細菌のゲノム解析 食環境科学部　健康栄養学科准教授・藤澤　誠 分子食品衛生学研究室

61 酸化インジウムの変異原性　 ―　小核試験・8-OHdGを指標として　―  食環境科学部　健康栄養学科准教授・宮越　雄一 予防医学研究室

62
Lower energy intake at breakfast may be correlated to phase delay in heart rate
variability indices observed in rotating shift workers

食環境科学部　助教・吉崎　貴大 保健栄養学研究室

糖質生命機能科学研究室

食環境科学部　食環境科学科教授・太田　昌子 食品栄養学研究室

分子病態栄養学研究室

食物学研究室

食環境科学部　食環境科学科教授・矢野　友啓

食環境科学部　食環境科学科教授・吉江　由美子

食環境科学部　食環境科学科准教授・宮西　伸光
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