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また、上記以外にも各研究科・センターのホームページにも
掲載しておりますので、ご確認ください。
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：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■生活科学研究科 ●食・健康科学
市川 直樹

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
ICHIKAWA Naoki 准教授

①ミトコンドリアATP合成系の調節機構
②ATP合成酵素、酸化的リン酸化、酵素の活性調節、
IF1、酵母、遺伝子操作、生化学

上田 由喜子

UEDA Yukiko 准教授

①健康教育と食行動を制御する行動分析学的研究
②健康教育、食行動、行動変容、行動分析、教育方法、
フードセキュリティ、
スポーツ栄養

金

東浩

KIM Dong-ho 准教授

①リポ蛋白質受容体が担う多様な生命現象の分子栄
養学的研究、生活習慣病に関する分子栄養学的研
究

名・①研究シーズ・②キーワード

西川 禎一 NISHIKAWA Yoshikazu 教授

①下痢原性大腸菌の病原機構と疫学、生体防御機能
に及ぼす加齢と栄養の影響、水産加工品のリステリ
ア汚染
②病原性、疫学、大腸菌、老化、栄養、
自然免疫、乳酸
菌、
リステリア

羽生

大記 HABU Daiki 教授

①慢性肝疾患の栄養学的治療、高齢者の栄養学的評
価と治療
②慢性肝炎、肝硬変、高齢者、
サルコペニア、
フレイル、
ロコモ

早見

直美 HAYAMI Naomi 講師

①思春期・青年期の食行動と栄養教育法に関する研
究

②リポタンパク質受容体、脂質代謝、生活習慣病

②ダイエット、ボディイメージ、
メディアリテラシー、食
育、
ライフスキル

小島

福村

明子

KOJIMA Akiko 准教授

①食品成分による生活習慣病の予防効果および創傷
治癒促進効果の作用メカニズムの解明とその応用
戦略に関する研究

智恵 FUKUMURA Tomoe 准教授

①生活習慣病予防と栄養・食生活支援に関する研究

②ガン、炎症性肝疾患、肥満、
アルツハイマー病、
パーキ
ンソン病、
アンチエイジング、皮膚線維芽細胞コラー
ゲン・エラスチン産生能、
角化細胞遊走能

②生活習慣病予防、
栄養、
食生活、
ライフステージ

佐伯

古澤

茂

SAEKI Shigeru 教授

直人 FURUSAWA Naoto 准教授

①生活習慣病に関する分子栄養学的研究、
リポ蛋白質
レセプターに関する分子栄養学的研究

①食品および環境中に残存する化学物質の分析法、産
卵鶏における動物用医薬品の残留/動態

②脂質代謝、
コレステロール代謝、
リポ蛋白質レセプ
ター

②食品の安全性確保、化学物質残留、残留分析、国際
標準残留分析法

出口 美輪子

本郷

DEGUCHI Miwako 特任助教

翔子 HONGO Shoko 特任助教

①生活習慣病に関する分子栄養学的研究

①生活習慣病予防のための食品成分に関する研究

②生活習慣病、糖質代謝

②生活習慣病、
脂質代謝、
機能性食品成分

中台

増田 俊哉

枝里子 NAKADAI Eriko 准教授

①プロバイオティクスや食品因子、医薬品化合物が生
体の老化や感染抵抗性に与える影響
②線虫、
プロバイオティクス、病原性細菌、食品因子、
医薬品化合物、老化
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氏

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#seika

MASUDA Toshiya 教授

①ポリフェノールなど、機能性食品成分の成分間反応
の解析と各種有用機能の解明

：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■生活科学研究科 ●食・健康科学
安井

洋子

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
YASUI Yoko 准教授

①テーラーメード栄養指導に関する臨床栄養学的研
究
②栄養評価、食行動

由田 克士

氏

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#seika

名・①研究シーズ・②キーワード
YOSHITA Katsushi 教授

①健康増進と生活習慣病予防に関する公衆栄養学的
研究
②健康増進、生活習慣病、予防、栄養、食生活、公衆栄
養、疫学、適正体重、肥満、
やせ、高血圧、栄養調査、
低出生体重児

■生活科学研究科 ●居住環境学
生田 英輔

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
IKUTA Eisuke 准教授

①居住空間およびコミュニティの安全に関する研究
②人的被害、
コミュニティ防災、脆弱性評価、防災計
画、災害時要援護者、避難行動要支援者、避難行
動、避難計画、防災教育、
日常災害、
リスクコミュニ
ケーション

上田 博之

UEDA Hiroyuki 准教授

①アジアにおける住空間構造の研究、高齢者の居住空
間の研究、地域施設の計画に関する研究
②住空間、空間構造、
アジア、高齢者、居住空間、地域
施設

永村

一雄

EMURA Kazuo 教授

①低炭素化のための建物の熱性能評価、建築気候の
ための気象要素の統計解析、再帰型高反射素材の
熱性能評価、温冷感申告における尺度構成
②熱性能、評価、熱損失係数、統計解析、気象要素、再
帰反射、
ヒートアイランド、熱環境、温冷感申告、尺度
構成、解析

岡田 明

OKADA Akira 教授

①ヒト-道具環境系のヒューマン・インタフェース研究、
加齢に伴う機能変化の研究、子どもを対象とした人
間工学

氏

小池

名・①研究シーズ・②キーワード

志保子 KOIKE Shihoko 准教授

①建築ストック活用のデザインに関する研究、大阪長
屋再生のデザイン、戸建て空き家のリノベーションデ
ザイン
②建築ストック、
空き家、
大阪長屋、
ニュータウン、
再生、
リノベーションデザイン

小伊藤

亜希子 KOITO Akiko 教授

①子どもの放課後の遊びと居場所、
ライフスタイルの
変化に対応した住居計画、京都・大阪の町家・長屋
の活用と住み方
②住生活、住居計画、住宅リフォーム、住み方、子ども、
放課後、
遊び、
居住環境、
町家、
長屋、
ライフスタイル

酒井

英樹 SAKAI Hideki 准教授

①都市環境に配慮した太陽熱高反射材の開発・評価
（ヒートアイランド対策）、視覚特性にもとづくデザイ
ン、
材料表面の質感の研究
②ヒートアイランド、日射反射率、視覚、照明環境、色
彩、
光沢、
質感

瀧澤

重志

TAKIZAWA Atsushi 教授

①建築や街路等の狭域空間に対する高度な空間解析
技術、避難計画問題に対する効率的な数理計画とマ
ルチエージェントシミュレーションの融合技術

②ヒューマン・インタフェース、道具、加齢、人間工学、
心身機能の発達

②空間分析、空間データマイニング、避難計画問題、数
理計画、
ネットワークフロー、
ZDD、
マルチエージェン
ト、
深層学習

岡本

中野

滋史 OKAMOTO Shigefumi 講師

①木造建築の構造に関する研究
②耐震構造、木質構造、木質材料

茂夫 NAKANO Shigeo 教授

①都市計画・都市デザイン・景観
②都市計画理論・公共空間の整備・団地再生・古民家
再生・景観デザイン
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：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■生活科学研究科 ●居住環境学
西岡 基夫

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
NISHIOKA Motoo 助教

①押引動作における身体負担に関する研究、車いすの
操作性に関する研究、高齢者に配慮した鉄道車両の
機能性に関する研究
②動作・姿勢、人間工学、
ユニバーサルデザイン、車い
す、
動作、
人間工学、鉄道車両、高齢者

FARNHAM CRAIG EDWARD FARNHAM CRAIG EDWARD 准教授

①ミスト蒸発冷却利用による熱的快適性の改善と熱中
症対策、排熱回収、CFDシュミレーション
②ミスト、冷却、熱的快適性、
ヒートアイランド

福田 美穂

FUKUDA Miho 准教授

①中国建築史、元朝の宮殿建築、東アジアにおける生
活空間の歴史
②中国、
宮殿、建築史、東アジア

松下

大輔

氏

宮野

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#seika

名・①研究シーズ・②キーワード

道雄 MIYANO Michio 特任教授

①地域の防災と安全および住居安全工学に関する研
究
②自然災害、住宅内事故、避難行動、人的被害、防災計
画

森

一彦 MORI Kazuhiko 教授

①福祉環境デザイン
（認知症ケア環境のデザイン、空き
家空きビルの福祉転用、
コミュニティ防災教室のデ
ザイン）
②福祉、環境、デザイン、環境適応、環境行動、場所計
画、探索行動、情報障害者、認知症ケア、ケア環境、
施設転用、
ニュータウン再生、都市、環境改善、
いの
ち

渡部

嗣道 WATANABE Tsugumichi 教授

①耐久性力学（鉄筋コンクリート構造物のひび割れ解
析・耐震解析、木質構造の耐震解析、建築仕上げの
剥離問題）
②建築構造物、
外壁仕上げ材、
コンクリート工学

MATSUSHITA Daisuke 教授

①医療福祉施設における医療者や利用者の行動セン
シング、住宅における生活行動把握による居住者の
見守りや問題発見、数理的手法による建築計画
②人間行動、屋内測位、センシング、行動計測、
ビッグ
データ、機械学習、特徴量抽出、最適化、入居後評価
（POE）

■生活科学研究科 ●総合福祉・心理臨床科学
鵜川 重和

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
UKAWA Shigekazu 准教授

①高齢者の生活習慣と健康に関する疫学研究

氏

名・①研究シーズ・②キーワード

次郎 OHNISHI Jiro 教授

①精神科ソーシャルワーク、医療ソーシャルワーク、
エ
ンドオブライフケア

②疫学、公衆衛生学

②精神保健福祉、精神障害理解、
メンタルヘルス、
スト
レスマネジメント、
支援者支援、
多職種連携

鵜浦

岡田 進一

直子

UNOURA Naoko 講師

①ソーシャルワークにおける権利擁護
②ソーシャルワーク 成年後見制度
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大西

OKADA Shinichi 教授

①高齢者及び精神障害者プログラムの評価分析、
認知
症ケアに関する研究、高齢者及び精神障害者のため
のプログラム開発と評価調査
②評価分析、
健康、
プログラム評価

：シーズ詳細データ有（HP 参照）

■生活科学研究科 ●総合福祉・心理臨床科学
垣田 裕介

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
KAKITA Yusuke 准教授

①貧困・生活困窮の実態分析、社会政策・支援実践の
手法・プロセス・効果の分析
②貧困、生活困窮、ホームレス、社会政策、社会保障、
生活保護、伴走型支援

後藤

佳代子

GOTO Kayoko 講師

①青年期の心理臨床実践、青年期心性の研究
②心理療法、関係性、孤独感、高機能自閉症

篠田 美紀

SHINODA Miki 准教授

①発達臨床心理学・高齢期の心理臨床に関する研究・
回想法とライフレビューに関する研究・認知症高齢
者と家族の心理的援助
②臨床心理学・高齢者・認知症高齢者・回想法・認知
症予防

清水 由香

SHIMIZU Yuka 助教

①地域精神保健福祉における支援実践のあり方、
スト
レングス視点にもとづく支援、障害の経験の語り、協
働的意思決定
②精神障害者の居宅介護、意思決定支援、障害者福
祉

館

直彦

TACHI Naohiko 特任教授

氏

名・①研究シーズ・②キーワード

中島 尚美 NAKASHIMA Naomi 特任准教授

①子ども家庭福祉、
ソーシャルワーク教育
②社会的養護、母子生活支援施設におけるソーシャル
ワーク実践、
社会福祉士養成

長濵

輝代 NAGAHAMA Teruyo 准教授

①乳幼児期・児童期の心理療法、産後うつ病の心理特
性分析と心理療法、
新生児集中治療室における臨床
心理学的援助
②乳幼児、児童、心理療法、産後うつ病、心理療法、新
生児集中治療室、
臨床心理学的援助、
協働

野村

恭代 NOMURA Yasuyo 准教授

①地域福祉、
居住福祉、
合意形成論
②地域福祉、
居住福祉、
施設コンフリクト

羽下

飛鳥 HAGE Asuka 特任助教

①異文化適応に関する心理臨床学的研究、発達障害、
自閉症スペクトラムの心理臨床に関する研究、心理
療法
②臨床心理学、
異文化適応、
帰国子女、
発達障害

弘田 洋二 HIROTA Youji 特任教授

①精神分析的心理療法の研究、
ウィニコットなど独立
派対象関係論の研究、
パーソナリティとパーソナリテ
ィ障害の研究（特に自閉症スペクトラム障害との関
連性の研究）、
自己愛・倒錯など性愛の研究

①メンタルヘルスマネジメント

所

堀口 正

道彦

TOKORO Michihiko 教授

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#seika

②ストレス障害、
メンタルヘルス、
パーソナリティーアセ
スメント

Horiguchi Tadashi 教授

①社会政策

①社会開発、
中国経済

②社会政策、社会保障、社会福祉

②生活改善、
コモンズ、
アジア
（中国）

中井

松木

孝章 NAKAI Takaaki 教授

①子ども学の構築、多世代交流、語りの質的研究
②食生活、住生活、表象文化、幼老統合ケア、伝承遊
び、子育て支援、語り、少数者

洋人 MATSUKI Hiroto 准教授

①家族社会学、
子育て支援
②家族、
子育て支援、
少子化、
保育、
家族政策
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■生活科学研究科 ●総合福祉・心理臨床科学
三船

直子

氏

名・①研究シーズ・②キーワード
MIFUNE Naoko 教授

①精神病理・自閉症スペクトラムの研究、心理療法の
実践と研究
②関係性、
臨床心理支援、地域支援
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：シーズ詳細データ有（HP 参照）
https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/
seeds/seeds̲kenkyuuka#seika

