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はじめに 
 近年、食の安全性に関する問題が指摘され、これに対する消費者の意識および関心も向上しています。食をめ

ぐる問題・不安要因として、汚染物質、農薬、病原微生物、遺伝子組換え食品等が挙げられます。これらを追跡

可能性（トレーサビリティ）、HACCP・バイオモニタリングシステム、動物実験による実務レベルの安全性検証

等の手法によって解決し、食の安全・安心科学の理論・技術を創出する拠点として平成18年4月に食の安全・安

心科学センター（RCFSS）が設置されました。平成18年度の構成メンバーは、兼任教授9名、兼任助教授3名、

専任助手1 名からなり、有害化学物質診断部門、動植物防疫部門、食材・健康部門、食文化・食育部門の計4 部

門で研究に取り組みました。各部門の役割は以下の通りです。 
有害化学物質診断部門 有害化学物質(農薬，重金属)の検出による安全性確認，検出施設の充実 

動植物防疫部門 
病害，虫害，および雑草害の制御，病害診断，国際動植物防疫，HACCP 概念

の実証 
食材・健康部門 各種機能物質と健康の因果関係の解明，新規機能性食品の開発 

食文化・食育部門 
農・食産業における特産物の更なる価値向上と流通促進，消費者への安全性に

対する広報活動，農・食産業の社会に関わる問題解明 

 
平成22年度からの取り組み 

平成22年度よりRCFSSはセンター構成をセンターコア分野１つに特化させ、取り組むべき重点課題を「農場

から食卓まで」を視野に入れた農畜水産物・加工食品および病原微生物・有害化学物質の「トレーサビリティ」

を保証する理論・技術の創出・確立としました。具体的には１）農畜水産物等や、それらを汚染する恐れのある

危害物質等のトレーサビリティを保証する迅速で精度の高い新規の検出・同定・識別法の開発、２）トレーサビ

リティの確保によって、健康を害する化学物質および危険生物による食物汚染の発生源を特定し、有効かつ迅速

な汚染原因の排除・汚染経路の遮断、また再発を予防すること、加えて、３）生産地や成分表示等の偽装を抑止

し、類似物を区別することを可能にする等としました。 

 食の安全・安心科学センターは、農学研究科F棟6階にあり、農畜産物、食品および病原体の分子生物学的な

トレーサビリティ研究のための実験室、農畜産物、食品の有害・有用成分、食品媒体（包装など）の化学的なト

レーサビリティ研究のための実験室、そしてこれらの研究の情報集積・分析やセンターにて研究を行う学内・学

外研究者（学生、JICA研修生、民間企業研究員も含める）を対象とした一時的な居室空間と最大7名を収容でき

る研究員室で構成されています。 

 上記の施設、設備を利用した教育・研究に加え、RCFSSは後述する動植物防疫科学や食材・健康科学に関する

農学研究科の研究グループと連携し、我が国における農畜水産物の安定生産確保と、機能性食品の創出と安全性

の検証に向けた教育研究を推進しています。これらの取り組みをもって、食の安全安心科学に関する理論・技術

のグローバルスタンダード樹立を目指し、我が国の食料安全保障に関わる総合研究領域を開拓しています。これ

らの目的を達成するべく、RCFSSは、学内研究教育機関はもとより兵庫県、神戸市、（独）農林水産消費安全技

術センター、国立感染研究所、(財)京都高度技術研究、コープこうべや食品・医薬品企業、そして平成18年11

月に東京大学農生命研究科設立された食の安全研究センターと協働・連携して食の安全・安心に向けた研究活動

や啓蒙活動を進めています。 

 
平成26年度からの取り組み 
 平成26年度よりRCFSSのコア技術として、上記トレーサビリティ研究から食品の安全性・機能性を評価する

培養系大腸フローラモデルを利用した研究に移行させてきました。この大腸フローラモデルは、複数の個々人由

来の腸内細菌叢環境を培養槽で再現し、この培養槽に食品素材を添加してその継時的な代謝変換、腸内細菌叢構

成、代謝産物等を解析することで安全性や機能性を評価することができます。機能性表示食品や特定保健用食品

のヒト介入試験への導入として、本試験による評価が期待できます。 
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平成30年度のセンターコア分野における研究業績 
（センター専任教員あるいはセンター施設を利用した教員等による研究業績のみ掲載） 
 

1. 公表学術論文 

原著論文

Sasaki, K., Inoue, J., Sasaki, D., Hoshi, N., 
Shirai, T. Fukuda, I., Azuma, T. Kondo, A. 
Osawa, R. (2019) Construction of a model 
culture system of human colonic 
microbiota to detect decreased 
Lachnospiraceae abundance and 
butyrogenesis in the feces of ulcerative 
colitis patients. Biotechnology Journal  

Yoshida, N., Sasaki, K., Sasaki, D., Yamashita, 
T., Fukuda, H., Hayashi, T., Tabata, T., 
Osawa, R., Hirata, K., Kondo, A. (2019) 
Impact of resistant starch on the gut 
microbiota and its metabolites in a 
single-batch fermentation system varies 
among fecal samples from patients with 
coronary artery disease. Journal of 
Atherosclerosis and Thrombosis  

Ryoko, Y., Tien L. H. T., Arai, S., Tohya, M., 
Ishida-Kuroki, K., Nomoto, R., Kim, H., 
Suzuki, E., Osawa, R., Watanabe, and 
Sekizaki, T. (2018). Development of PCR 
for identifying Streptococcus parasuis, a 

close relative of Streptococcus suis. The 
Journal of Veterinary Medical Science 

大澤 朗  （2019. 2） 『腸管モデルを用いた食

品成分の機能性評価と今後の展望』，太陽化学

メールマガジン，2019-076 

大澤 朗（2019.1.17): 「腸管モデルの開発で、科学

的実験の土台をつくる」，Top Researchers （オ

ンラインジャーナル），株式会社経営共創基盤

（IGPI） 

佐々木大介, 佐々木健吾, 近藤昭彦, 大澤 朗 

（2019）：in vitro 培養システムによる食物繊維

のヒト腸内細菌叢への影響評価，ルミナコイド

研究  Vol. 22 No. 2, 63-73. 

大澤 朗（2018）：獣医微生物学（第4版），関崎勉，

遠矢幸伸，堀本泰介，村瀬敏之（編），pp. 201-204，

文永堂出版，東京 (18/6/29追加) 

大澤 朗 (2018. 5)：食品成分の機能性・安全性評価

の新展開，ー 神戸大学腸管モデルの概要 ー，

ソフト・ドリンク技術資料，2018年，No. 184, 1

号，p. 1-14 

大澤 朗（2018）： 消化管からみた健康・栄養，日

本栄養・食糧学会監修，南久則・宮本賢一・山

田耕路（編），「第6章 腸内細菌と健康・栄養」 

pp. 103～126，建帛社，東京 

その他の学術論文等 

なし  

 

2. 学術講演 

大澤 朗（2018. 11. 19） 講演： 神戸大学発ヒト

腸内細菌叢モデルの概要と利用例．シンポジウ

ム：「腸」環境の評価システムとその応用、第１

回 抗酸化・機能研究会 （虎ノ門ヒルズ， 東

京） 

Ro Osawa（2018. 11. 15） Evaluation of Functionality of 

Food components by human intestinal models: Kobe 

University's approach , In "Agricultural Science for 

Sustainable Global Development and Healthy Society", 

The 3rd HOKU (Honolulu Office of Kobe University) 

Symposium(Hideto Kono Seminar Room on the 2nd 

floor of JAIMS [Japan-America Institute of 

Management Science] Hawaii, USA ) 

福田伊津子，大澤朗（2018. 9）In vitro培養系ヒト腸

内細菌叢モデル（KUHIMM）を用いたケルセチ

ンおよびその配糖体の影響評価，第23回日本フ

ードファクター学会学術集会，プログラム・抄録

集、p.100（メルパルク京都） 

篠原涼平， 古根隆広，生田直子，佐々木大介，佐々

木建吾，福田伊津子，大澤朗，坂本憲広 (2018. 9) 
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腸内細菌 Bacteroides thetaiotaomicron による食物

繊維の資化性に関する研究，第70回日本生物工

学会 2018年度大会，大会プログラム集，p. 81 (関

西大学千里山キャンパス) 

佐々木大介，佐々木建吾，生田直子，福田伊津子，

近藤昭彦，大澤朗（2018. 9）in vitro 培養系ヒト

腸内細菌叢モデル（KUHIMM）を用いた難消化

性食物繊維の影響評価，第70回日本生物工学会 

2018年度大会，大会プログラム集， p. 81 (関西

大学千里山キャンパス) 

佐々木建吾，井上潤，星奈美子，佐々木大介，福田

伊津子，近藤昭彦，大澤朗（2018. 9） In vitro

培養系ヒト腸内細菌叢モデルによる潰瘍性大腸

炎患者の代謝プロファイル異常の検出，第70回

日本生物工学会 2018年度大会，大会プログラム

集， p. 81（関西大学千里山キャンパス） 

野本竜平，丸山史人，大倉正稔，高松大輔，大澤朗 

(2018. 6) Streptococcus gallolyticusのゲノム関連解

析と多糖生合成遺伝子群の比較，第50回レンサ

球菌研究会，講演要旨 p. 28（神戸市産業振興セ

ンター９階大会議室） 

大澤 朗 （2018. 6. 21）「腸内細菌にみる難培養性

の実態」，第31回さんわかセミナー（主催： 日

本農芸化学会 産学官若手交流会 さんわか） 

（京都大学理学部セミナーハウス・京都） 

星奈美子, 佐々木建吾, 井上潤, 佐々木大介, 福田伊

津子, 近藤昭彦, 大澤朗 (2018. 5) 単槽培養系ヒ

ト大腸細菌叢モデルを利用した潰瘍性大腸炎の

病態評価の検討，第22回腸内細菌学会、腸内細

菌学雑誌32巻2号 p.103 (タワーホール船堀，

東京) 

 

3. 博士・修士号取得者の氏名および論文題名 

なし   

 
4．その他の学術研究活動 

 

 

神戸大学食の安全・安心科学センター・東京大学

食の安全研究センター・岩手大学動物医学食

品安全教育研究センター・大阪府立大学食品

安全科学研究センター・東北大学食と農免疫

国際教育研究センター共同開催フォーラム

「食の安全・安心に資する食育・農育そして

連携」(2018 年 9 月 21-22 日)：大会長，大澤

朗（神戸大学百年記念館六甲ホール） 

 

学外研究機関との共同研究（2件）

 

学外研究機関からの技術相談（4件）

 

特許

なし 

 

表彰 

なし  

 

 


