
第 24 回技術・研究発表交流会	 プログラム	 
	 

会場：宮崎市民プラザ４階	 ギャラリー・大会議室	 

	 

時刻	 ギャラリー１	 ギャラリー２	 大会議室	 

12:00	 開場（受付開始）	 （ポスター準備）	 	 

13:00	 開会	 

地域交流講演会＜宮崎県産学官

連携コーディネート講演会＞・宮

崎県イノベーション共創プラッ

トフォームセミナー	 

「Honda におけるロボット研究

の歴史と『Honda 歩行アシスト』

のご紹介」	 

本田技研工業（株）	 

	 パワープロダクツ事業本部	 

	 浜谷	 一司	 氏	 

	 

	 

14:05	 

14:20	 

＜宮崎大学	 	 最近の取組＞	 

○地域デザイン講座について	 

○日機装（株）との共同研究包括

連携協定〜宮崎日機装（株）の取

組等について〜	 

	 

ポスター発表	 

	 展示	 【閲覧可】	 

14:50	 休憩	 

15:00	 

	 

15:00（口頭発表）	 

（公財）宮崎県産業振興機構採択	 

産学官共同研究開発	 成果発表

（20 分×6 件）	 

	 

15:00（口頭発表）	 

宮崎大学平成28年度戦略重点経費

成果報告	 

（15 分×4 件）	 	 

	 17:00	 休憩	 16:00	 休憩	 

17:15	 

	 

17:15	 口頭発表	 ①	 

（12 分×4 件）	 

	 

16:10	 口頭発表	 ②	 

（12 分×9 件）	 	 

18:05	 

	 

	 

	 ポスター発表	 

	 ディスカッション	 

	 【発表者との質疑応答】	 

	 

	 

19:05	 閉会	 	 ＜移動（各自）＞	 

19:30	 懇親交流会	 【会費	 4,000 円】	 

会場：JAPANESE	 DINING	 砦（橘通西 3-3-4，☎050-3469-6546）	 

 



地域交流講演会＜宮崎県産学官連携コーディネート講演会＞	 

宮崎県イノベーション共創プラットフォームセミナー	 

（会場：ギャラリー１）	 

13：00～14：05	 

時刻	 タイトル	 講演者	 

13:00	 主催者挨拶	 

	 
	 

13:05	 Honda におけるロボット研究の歴史と『Honda 歩

行アシスト』のご紹介	 
本田技研工業（株）	 

パワープロダクツ事業本部	 	 浜谷一司	 

	 

	 

	 

	 

宮崎大学	 最近の取り組み	 

（会場：ギャラリー１）	 

14：05〜14:50	 

番

号	 
時刻	 タイトル	 講演者・著者	 

1	 14:05	 宮崎大学産学・地域連携センター	 

地域デザイン講座について	 

	 

宮崎大学産学・地域連携センター	 

地域デザイン講座	 

	 〇三上博幸・中野敦・長友明子	 

	 

2	 14:20	 日機装（株）との共同研究包括連携協定	 

-宮崎日機装株式会社の取組等について-	 

	 

宮崎日機装（株）	 西脇章	 

	 

 



（公財）宮崎県産業振興機構採択	 産学官共同研究開発成果発表	 プログラム	 

（会場：ギャラリー１）	 

15：00～17：00（20 分×6 件）	 

番

号	 
時刻	 タイトル	 著者	 

1	 15:00	 鶏ふん燃焼灰および牛肉骨粉を利用した	 

トマト専用高付加価値有機質肥料の開発	 
南国興産（株）	 

	 ○東崎千草・岸下友美・堀井麻美子・	 

	 坂梨彰範・道辻純一郎	 

宮崎大学農学部	 	 圖師一文	 

宮崎県総合農業試験場	 

	 杉田浩一・有簾隆男	 

2	 15:20	 ロコモティブシンドローム	 

診断・検診用計測機器の実用化	 
宮崎大学医学部	 

	 帖佐悦男・鶴田来美・塩満智子	 

宮崎大学工学部	 田村宏樹	 

宮崎大学大学院工学研究科	 	 

	 川原文哉・古川慶貴	 

三和ニューテック（株）	 

	 ○冨田幸嗣・田中智則・森川愛子・	 

	 秦秀一・近藤敬佑・竹中將晃	 

	 

3	 15:40	 高機能プラスチック製手術器具の開発	 安井（株）	 

	 荒殿剛・○波田野真人・佐々木頌祐	 

琉球大学医学部附属病院	 

	 清水雄介	 

	 

4	 16:00	 肝臓がん治療用 DDS 新処方乳化製剤の	 

即時調製のためのデバイスの開発	 
エス・ピー・ジーテクノ（株）	 

	 〇藤原光輝・小野友也・糸平俊一・	 

前田大悟	 

（一財）九州医療資源財団	 

	 	 岩崎義彦・柳衛宏宣※	 

（※明治薬科大学教授)	 

	 

5	 16:20	 安全・安心な高級魚陸上養殖の	 

水質システム技術開発	 
（有）大田商店	 	 ○大田幸宏	 

宮崎県南那珂農林振興局	 	 古川三記子	 

宮崎県水産試験場	 	 南隆之	 	 	 

（株）キヨモトテックイチ	 星野義郎※	 
	 ※アドバイザー	 

	 

6	 16:40	 遠赤外線と熱風を併用した	 

効率的焙煎加工装置開発	 
（株）ドライアップジャパン	 	 

	 瀬川幸三郎・○瀬川幸雄	 

総合農業試験場茶場支場	 

	 高嶋和彦・佐藤邦彦	 

	 

	 



	 

口頭発表	 ①	 プログラム	 

（会場：ギャラリー１）	 

 

17:15〜18:03 （12 分×4 件） 

番	 

号	 
時刻	 タイトル	 著者	 

1 

 

 

17:15 高度 ICT 外国人材導入にむけた 

日本語教育支援プログラム 

宮崎大学 国際連携センター  

 伊藤健一・白石文恵・栁沼ちひろ・ 

 江口清子・伊丹利明 

宮崎大学語学教育センター日本語教育部門  

 寺尾智史・○杉村佳彦 

 

2 

※ 

17:27 ICT を活用した宮崎の魅力発信の研究 

〜外国人旅行客の為の総合パッケージモデル構想〜 

 

宮崎大学地域資源創成学部  金岡保之 

3 17:39 みやざきスタートアップセンターの取組について 宮崎商工会議所専門経営指導センター 

 杉田剛 

 

4 17:51 耳川をいい川にする 

～森林とダムと川と海のつながり～ 

耳川水系総合土砂管理計画に関する評価・

改善委員会 

(事務局 宮崎県県土整備部河川課) 

 

※印の発表はポスターでも発表がございます。 

 



宮崎大学	 平成 28 年度戦略重点経費	 成果報告	 プログラム	 

（会場：大会議室）	 

	 

15:00〜15:45 （15 分×4 件） 

番	 

号	 
時刻	 タイトル	 著者	 

1	 15:00	 子どもの貧困問題に対する	 

産学官民連携基盤の構築	 

宮崎大学教育学部	 	 

	 添田佳伸・〇椋木香子・遠藤宏美・	 

	 盛満弥生・河原国男・高橋るみ子・	 

	 中村佳史・木根主税・大泉佳宏・大野匠・	 

	 樺島優子	 

宮崎大学教育学部附属教育協働開発ｾﾝﾀｰ	 	 

	 新地辰朗・竹内元	 

	 

2	 15:15	 ハイスループット食品機能評価技術の応用	 宮崎大学農学部	 

	 ○山崎正夫・永濵清子・榊原啓之・	 

	 榊原陽一・食の科学ユニットメンバー	 

	 

3	 15:30	 HTLV-1/ATL 研究診療分野における拠点形成	 

-宮崎の特性を活かした	 

HTLV-1 感染から ATL への包括的研究医療推進-	 

宮崎大学医学部	 

	 〇森下和広・中畑新吾・市川朝永・	 

	 下田和哉・天野正宏・岡山昭彦・丸山治彦	 

	 

4	 15:45	 宮崎地域における廃棄物の再生利用と	 

土壌・水環境保全に関する研究開発	 

宮崎大学工学教育研究部	 

	 〇木之下広幸・土手裕・関戸知雄	 

宮崎大学工学部教育研究支援技術ｾﾝﾀｰ	 

	 安井賢太郎	 

宮崎大学教育学部	 	 岡村好美・湯地敏史	 

宮崎大学農学部	 	 松尾光弘	 

宮崎大学国際連携ｾﾝﾀｰ	 	 伊藤健一	 

宮崎大学産学・地域連携ｾﾝﾀｰ	 	 境健太郎	 

	 

※印の発表はポスターでも発表がございます。 

  



口頭発表	 ②	 プログラム	 
（会場：大会議室）	 

16:10〜17:58 （12 分×9 件） 

番	 

号	 
時刻	 タイトル	 著者	 

1 

 

16:10 無病球根の効率的増殖を核とした 

有望球根切り花の生産流通技術開発 

宮崎県総合農業試験場 

 ○中村薫・郡司定雄・長友広明・永友佑樹・ 

 原田聖斗・大田哲史・溝口則和・山田千加子・ 

 櫛間義幸・河野亜希子・大坪早貴 

国立研究開発法人農研機構花き研究所 

 湯本弘子・松下陽介 

南九州大学  菅野善明 

秋田県農業試験場 

 佐藤孝夫・山形敦子・横井直人                                                  

山形県庄内総合支庁産業経済部 

 菅原敬・伊藤政憲・古野伸典・吉田祐一                                  

奈良県農業研究開発センター 

 仲照史・虎太有里・辻本直樹・浅野峻介・ 

 平山喜彦 

 

2 

※ 

16:22 新生宮崎市の在来野菜「佐土原」ナスを 

正真正銘かつ常勝のブランドにするための 

生理学および育種学的研究 

南九州大学大学院・南九州大学 

 〇竹之山愼一・松本朋子・川北久美子・ 

 六車三治男・石井修平・比恵島伴和・陳蘭庄 

 

3 16:34 亜熱帯島嶼環境下における 

腐食環境モニタリングに関する研究について 

宮崎大学産学・地域連携センター 

 地域デザイン講座  中野敦 

 

4 16:46 ケイ酸化合物を利用した消火剤の開発 三生技研（株）  〇真隆志・菅原鉄治 

宮崎大学工学教育研究部  塩盛弘一郎 

 

5 16:58 アルバック機工（株）の事業について アルバック機工（株）  橋本泰弘 

 

6 17:10 宮崎大学における太陽熱利用の取り組み 宮崎大学工学教育研究部 

 ○長瀬慶紀・友松重樹・河村隆介 

 

7 

※ 

17:22 臨床工学的視点からの医療現場のニーズ （一社）宮崎県臨床工学技士会 

 〇平田朋彦（野尻中央病院） ・ 

 外山芳久（県立宮崎病院）・ 

 大田善久（県立宮崎病院）・ 

 川越信宏（宮崎生協病院）・ 

 福元広行（小林市立病院）・ 

 関孝 （古賀総合病院） 

 

8 

※ 

17:34 地域医療における遠隔診療システムの活用 

～遠隔診療プラットフォーム「ポートメディカル」～ 

宮崎大学医学部  〇桐ケ谷大淳・吉村学 

ポート（株）  園生智弘・伊藤恭太郎・岡田里佳 

 

9 

※ 

17:46 麹菌発酵乳飲料「百白糀」の開発と機能性評価 宮崎県食品開発センター 

 ○祝園秀樹・水谷政美・山田和史・山本英樹・ 

 高山清子・藤田依里・喜田珠光 

（有）白水舎乳業 

 都成謙三・山中章英・古市佳代 

 

※印の発表はポスターでも発表がございます。 




