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　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総数（8）件

主要な研究テーマは、「ベトナムにおける母子の健
康改善を目的とした地域を基盤とした栄養学的アプ
ローチの検討」です。現在は以下の 3 つの研究に従
事しています。
1.「乳幼児の保育状況と成長、感染症の発症」

ベトナム山岳地域の乳幼児を対象として、子供の
母乳・離乳保育状況が、発育状態、感染症の発症率、
身体機能・精神発達および微量栄養素の栄養状態

（鉄・亜鉛・ビタミン A）に及ぼす影響について、
生後 2 年間の追跡調査を実施しています。

2.「女性における貧血の予防・改善」
私達の実施した先行研究では、ベトナム紡績工場
就労女性の貧血のり患率が高いことが示されてい
ます。そこで、それらの女性を対象とした鉄剤の
投与試験を実施し、今後の貧血のコントロール対
策を検討しています。

3.「乳幼児の亜鉛・鉄の栄養状態の改善」
開発途上国の乳幼児にとって、鉄や亜鉛の欠乏は
深刻な問題です。ベトナム山岳地域において、亜
鉛、鉄の栄養状態の評価（生化学検査や食事調査）
を行い、それらの栄養状態改善のための介入研究
を計画しています。

My main research is on community-based 
nutritional approach to improve maternal and child 
health in Vietnam. The following 3 researches are 
currently conducted. 
1. “Study on nutritional status, feeding practice 

and infectious disease among infants” We 
investigate the effects of feeding practice; namely 
breastfeeding and complementary feeding, on the 
infant’ s growth, motor development, incidence 
of infectious disease and micronutrient status; 
specifically iron, zinc and vitamin A, during the 
first 2 years of birth. 

2. “Study for control anemia in women” 
 High prevalence of anemia among female factory 

workers in Vietnam was observed in our pre-
conducted survey. We implemented an iron 
supplementation study to suggest a future 
approach to control anemia among the women. 

3. “Study for improving iron and zinc status among 
infants”
 Deficiencies of iron and zinc are serious health 
issues among infants in developing countries. 
We have assessed iron and zinc status including 
biochemical assessment and dietary intakes 
and are planning a future intervention study to 
improve the micronutrient status among infants 
in rural mountainous Vietnam. 
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　今日、栄養と健康についての人々の関心が高まり、多くの情報があふれていますが、正しい情報というのは
意外と少ないものです。そして、それは日本だけではなく世界中で共通して言えることであり、正しい情報の
発信が求められています。栄養と健康に関する正しい情報を見極めるための基礎を勉強すること、また正しい
情報を発信するための調査・研究方法を学ぶことによって、活躍の場は世界に広がっていきます。世界の栄養
問題に、一緒に取り組んでいきませんか？

管理栄養士養成課程における「公衆栄養学実習」、
「公衆栄養学臨地実習」、「栄養カウンセリング論実
習」、「調理科学実験」、教職課程における「調理実習」
を補佐する。

特に、公衆栄養学実習および公衆栄養学臨地実習
では、学生が将来に管理栄養士として保健所や小学
校で働く際の実践的な活動内容の指導および活動を
研究として発展させるための手法を指導しています。

I assist the following nutritional trainings for 
undergraduate students:
1. Internship in public health center in dietetic course
2. Research methods for planning and implementing 
human research in community nutrition
3. Practice in counseling for health education
4. Practice in cookery science
5. Practice in basic cooking   




