
資料・簡易版

佐藤 順
東洋大学食環境科学部
食環境科学科 食品微生物学研究室 教授(農学博士)
〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1
Tel:0276-82-9154(直通)
E-mail:info@qpfs.or.jp 経由でお願いいたします
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食品品質プロフェッショナルズ顧問の佐藤順です。
食品会社に29年間勤務後（計6社）、人材育成と食品衛生微生物学の研究のため、公募を経て
2011年に東洋大学に着任いたしました。企業経験が長く、大学での研究活動は常に食品製造の現
場目線に立ってきました。大学研究者が不得手な「製造現場で何が問題となっているのか」「それを解決
するためには何をすれば良いのか」を研究してきましたので、研究テーマは実用的な内容が多くなっていま
す。また、微生物検査現場と微生物制御現場の両方に知見があります。

ご挨拶
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【Keywords】
衛生管理・ATP・SDGs目標12・過酢酸・機能性電解水・細菌検査・
殺菌・社会人教育・熟成肉・消費期限・賞味期限・食肉製品・食品安全学・
食品衛生学・食品微生物学・食品防御・食品ロス削減・迅速測定法・
水産食品・惣菜・タイ王国・大学教育・乳製品・HACCP・微生物制御・
日持ち向上・品質管理・品質保証・ミネラルウォーター・野菜サラダ・
予測微生物学・リステリアモノサイトゲネス（50音順）
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大学での人材教育、研究活動を2023年3月で終えるのを機に再び食品業界に戻り、
今後の業界発展に貢献したいと考えております。

個人事業主としてコンサルティング活動を2023年6月1日から開始いたします。会員の
皆様には、ぜひご用命を検討いただけましたら幸いです。

ご興味のある会員様は、私宛に直接、ご連絡をお願いいたします。費用はご依頼の内
容に応じて対応させていただければと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

食品品質プロフェッショナルズ顧問 佐藤 順

コンサルティング活動について



【学位】

・2001年3月 農学博士(京都大学)

【略歴】

・1982年3月 東北大学農学部卒業

・1982年4月～2011年3月 民間企業6社に在籍

・2011年4月 東洋大学生命科学部 食環境科学科着任 准教授

・2013年4月 東洋大学食環境科学部 食環境科学科 教授

学位・略歴・所属学会など

【所属学会等】

日本防菌防黴学会(評議員・編集委員)、日本食品微生物学会、日本食品衛生学会、

日本食品保蔵科学会、日本酪農科学会

群馬県食品安全県民会議委員(学識)

一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ 顧問
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◆ご提供可能な技術内容
対応可能項目（50音順） 期待される効果 備考

HACCP導入に関する事項 食品の安全性確保

海外輸出時の品質管理に関する事項 輸出食品の安全性確保 SDGs No.9

工場衛生管理に関する事項 食品の安全性確保・HACCP対応

工場の海外展開対応 食品の安全性確保、日本と同等の品質管理導入 SDGs No.4,9

細菌検査手技(受託分析は対応できません) 検査技術向上・精度管理 検査指導に伺います

殺菌方法に関する事項 食品の安全性確保

社内教育(品質管理・衛生管理) 従業員の専門知識向上 SDGs No.4

消費期限・賞味期限延長 食品ロス削減、1/3ルール対策 SDGs No.12

製造方式に関する事項(無菌性確保等) 食品の安全性確保

薬剤・容器・培地メーカー・検査機関とのコラボ 共同開発化、微生物等専門知識提供

ハードルテクノロジーに関する事項 食品の安全性確保、製造ライン検証

微生物迅速測定法の導入 倉庫保管料低減、フレッシュネス改善

品質保証および品質管理体制全般 社内体制充実化・FSSC22000対応

MAP(ガス置換包装)に関する事項 消費期限延長、食品ロス削減、バックヤード人手不足
解消、プラスチック削減

SDGs No.8,12,13

輸入原材料・食品の品質管理 輸入原材料・食品の安全性確保、コスト削減
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これまで在籍した食品会社、大学での業務や研究の中から抜粋し、代表的
な16の実績のタイトルを記載しました。詳細内容は「詳細版」に記載してあ
り、ご必要の場合はお問い合わせください。

これまでの実績例
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事例① 食品業界におけるハードルテクノロジーの啓蒙

これまでの実績例(タイトルのみ、順不同)

事例② MAP(ガス置換包装)を利用した食品の消費期限延長

事例③ 内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)：
サラダの生産・物流方法による鮮度保持技術の開発

事例④ 食品製造における各種殺菌方法の研究

事例⑤ 食品工場のATP拭き取り検査におけるCCP決定に関する試み
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＠大学

＠企業＋大学

＠大学

＠大学

＠企業＋大学



事例⑦ 熟成肉のリステリア汚染状況調査

事例⑧ 微生物増殖予測プログラムの開発と食品保存試験への適用

事例⑨ タイで販売・提供される飲食物等の食品衛生学的研究

事例➉ 海外乳業工場(タイ)における品質管理体制の構築

事例⑪ チュラロンコン大学(タイ)との海外インターンシップ構築
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事例⑥ ナチュラルミネラルウォーター中の従属栄養細菌に関する研究

これまでの実績例(タイトルのみ、順不同)

＠企業

＠大学

＠大学

＠大学

＠大学

＠大学



事例⑬ 無菌充填方式PETボトル飲料向け過酢酸製剤の開発

事例⑭ 無菌充填方式PETボトル飲料製造ラインのバリデーション

事例⑮ 缶コーヒー用粉乳調製品の開発・品質管理とその輸入

事例⑯ 微生物迅速測定法の研究
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事例⑫ 大豆ヨーグルトの品質管理体制構築

これまでの実績例(タイトルのみ、順不同)

＠企業

＠企業

＠企業

＠企業

＠企業



＜原著論文（2000年以降）＞
・タイのレストランおよび屋台で提供される飲食物の細菌汚染状況
日本防菌防黴学会誌 48(4) 153-156 2020年4月
・ガス置換包装による豚肉、牛肉および鶏肉の保存性向上効果
日本防菌防黴学会誌 46(9) 385-393 2018年9月
・飲料工場由来Paenibacillus favisporusおよびP. chibensis芽胞に対する過酢酸の殺菌効果
日本防菌防黴学会誌 45(9) 431-436 2017年9月
・Effects of modified atmosphere packaging, food life extenders and temperature on the shelf life of ready-made dishes

Biocontrol Science 21(1) 13-19 2016年3月
・欧州産ナチュラルミネラルウォーターの細菌学的品質および検査方法の検討
日本防菌防黴学会誌 44(2) 57-60 2016年2月
・Evaluation of the adequacy of the consume-by date of rice balls sold at convenience stores  

Biocontrol Science 19(4) 165-171 2014年12月
・Applicability of the ISO Enterobacteriaceae test for determining the suitability of pasteurized milk for shipment

Jpn. J. Food Microbiol.31(2) 86-92 2014年6月
・Evaluation of an improved bioluminescence assay for the detection of bacteria in soy milk

Biocontrol Science 18(1) 1-7 2013年3月
・Distribution of filamentous fungi in a manufacturing factory for plastic caps for soft drinks

Biocontrol Science 15(3) 87-90 2013年3月
・Bacillus polymyxaおよびB. circulansの紫外線耐性
日本防菌防黴学会誌 32(10) 495-497 2004年10月
・菌数測定用簡易培地の清涼飲料無菌性確認試験への適用
日本防菌防黴学会誌 29(8) 507-510 2001年8月
・Identification of an antifungal substance derived from the oil-based extract of licorice

Biocontrol Science 6(2) 113-118 2001年
・Antifungal activity of plant extracts against Arthrinium sacchari and Chaetomium funicola

Journal of Bioscience and Bioengineering 90(4) 442 - 446 2000年
・Fungicidal effect of peracetic acid preparation on Arthrinium sacchari and Chaetomium funicola isolated from a tea beverage  

manufacturing plant

Biocontrol Science 5(2) 121-126 2000年
・Identification of filamentous fungi isolated from aseptic filling system for tea beverages and their microbiological characteristics

Food Science and Technology Research 6(1) 48-53 2000年

論文・著書
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＜総説・解説＞
・腐敗の科学と食品ロス削減 －消費期限延長の最新研究－
保健の科学 64(1) 32-37 2022年1月
・ハードルテクノロジーによる食品の微生物制御 (1)野菜サラダ製造におけるハードルテクノロジー
日本防菌防黴学会誌 49(2) 85-89 2021年2月
・食品工場における食品防御(フードディフェンス)の考え方と業界動向 (1)自社に適合した食品防御チェックリスト作成のすすめ
日本防菌防黴学会誌 44(9) 495-501 2016年9月
・食品工場における微生物迅速測定法導入の評価検討方法の一例
日本防菌防黴学会誌 36(4) 223-229 2008年4月
・甘草(Glycyrrhiza glabra)の抗真菌活性と飲料への展開

FFIジャーナル (203) 27- 33 2002年8月
・乳製品輸出大国ニュージーランドの酪農・乳業事情

FFIジャーナル (195) 36-40 2001年11月
・缶入りミルクコーヒーに使用する輸入調製粉乳の品質管理
ミルクサイエンス 49(1) 37 - 44 2000年3月

＜著書＞

・「実用 ポケット食品衛生微生物辞典」（2018）幸書房 東京

・「食と微生物の事典」（2017）朝倉書店 東京

・「食品の腐敗と微生物」（2012）幸書房 東京

・「食の安全・安心に過酢酸はここまで使える!」（2009）サイエンスフォーラム 東京

・「現場必携 微生物殺菌実用データ集」（2005）サイエンスフォーラム 東京

・「次世代無菌包装のテクノロジー」（2004）サイエンスフォーラム 東京

・「食品微生物の簡便迅速測定法はここまで変わった」（2002）サイエンスフォーラム 東京
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論文・著書



＜口頭発表(2012年以降)＞
・ガス置換包装による赤エビの品質維持効果
第48回日本防菌防黴学会年次大会 2021年9月8日
・ローストビーフのガス置換包装条件に関する研究
第46回日本防菌防黴学会年次大会 2019年9月25日
・ローストビーフのガス置換包装による保存性向上効果
第46回日本防菌防黴学会年次大会 2019年9月25日
・ガス置換包装した惣菜類の保存性に関する研究
第114回日本食品衛生学会学術講演会 2018年11月15日
・Paenibacillus属芽胞の低酸性飲料中での発育挙動および基礎耐熱性
第113回日本食品衛生学会学術講演会 2017年11月9日
・微生物増殖予測プログラムの豚肉保存試験への適用
第38回日本食品微生物学会学術総会 2017年10月6日
・Bacillus属およびPaenibacillus属細菌芽胞の発芽に及ぼす過酢酸製剤の影響
第38回日本食品微生物学会学術総会 2017年10月5日
・手洗いに関する食品衛生学的検討
第112回日本食品衛生学会学術講演会 2016年10月28日
・タイ産カレーペーストの微生物学的品質および分離された芽胞形成細菌の諸性質
第112回日本食品衛生学会学術講演会 2016年10月27日
・ガス置換包装した牛肉の保存性向上に関する研究
第37回日本食品微生物学会学術総会 2016年9月16日
・外国産ミネラルウォーター類の従属栄養細菌に関する食品衛生学的研究
第37回日本食品微生物学会学術総会 2016年9月16日
・ガス置換包装した鶏肉の保存性向上に関する研究
第37回日本食品微生物学会学術総会 2016年9月15日
・飲料由来Paenibacillus chibensisおよびP. favisporusの過酢酸耐性
第42回日本防菌防黴学会年次大会 2015年9月2日
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・外国産ミネラルウォーターの細菌学的品質評価
第108回日本食品衛生学会学術講演会 2014年12月5日
・微生物制御因子の惣菜類保存性向上に及ぼす影響
第35回日本食品微生物学会学術総会 2014年9月19日
・Paenibacillus chibensis PB-434株の胞子の過酢酸耐性機構に関する研究
第36回日本分子生物学会 2013年12月
・牛乳工場での細菌検査を想定したVRBG培地の性能比較
平成25年度酪農科学シンポジウム 2013年9月13日
・コンビニエンスストアで販売される米飯類の消費期限妥当性評価
日本食品保蔵科学会第62回大会 2013年6月16日
・腸内細菌科菌群試験法の牛乳工場出荷判定検査への適用
平成24年度酪農科学シンポジウム 2012年8月17日

＜講演会・セミナー＞

最近の主な講演（題目のみ）

・食の安全安心を考える～あなたの食生活は大丈夫？

・食品ロスの現状と惣菜類保存性向上に向けての技術的取り組み

・食品ロス削減のための保存性向上に向けた技術的取り組み

・食品安全のための工場・現場で役立つ微生物制御セミナー

・ナチュラルミネラルウォーターの微生物学

・食品のハードル理論とは何か？～事例：飲料製造における微生物制御の場合～

・食品ロス削減のための保存性向上技術と消費期限延長の考え方

・食品ロス削減と消費期限の延長 ～チルド食品のMAP（ガス置換包装）について～

学会活動・講演会等
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以上、よろしくお願いいたします。


