
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）	 

 



  

 ※印のある発表は口頭での発表もございます。	  

ポスター発表	 プログラム	 

（会場：ギャラリー２）	 

閲覧：14:00〜	 ディスカッション：18:05〜19:05	 

番号 タイトル 著者 

0 0 歩行アシスト機器 実演 （17:00 まで） 本田技研工業（株） 

1  宮崎日機装株式会社の取組等について 宮崎日機装（株）  

2  

※

 

※ 

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  野菜の機能性を考慮し健康に効果的な食べ方ができる 

「実践講座」の取組 

南九州大学 

 〇山内美智子・小川恒夫・竹之山愼一・ 

 川北久美子・兒玉詩織・髙見明花・ 

 杉尾直子 

 

4  １日３５０ｇの野菜摂取効果 ～主に県産野菜を使って～ 南九州大学 

 〇川北久美子・山内美智子・兒玉詩織・ 

 木村詩緒・竹之山愼一・長友多恵子・ 

 髙見明花、杉尾直子 

 

5  大学生における調査からの 

野菜接種増加サポート計画に関する提案 

南九州大学 

 〇杉尾直子・兒玉詩織・山内美智子・ 

 川北久美子・長友多恵子・髙見明花・ 

 木村詩緒 

 

6  スポーツ合宿施設における合宿向け食事メニュー開発 南九州大学 

 〇杉尾直子・兒玉詩織・山内美智子・ 

 長友澄夏・髙見明花・竹之山愼一・ 

 六車三治男 

 

7  作物ゲノム情報を応用した油料作物ゴマ・ヒマワリ・ダイズの 

高品質食用油脂生産向上技術の開発 

宮崎大学農学部 

 ○緒方華子・高木啓輔・中島皐耀・ 

 石橋孝明・湯淺高志 

 

8  宮崎県におけるダイズ生産拡大の試み 宮崎大学農学部  ○橋口正嗣・明石良 

9  食用かんしょの糖度・糖組成解析及び官能評価 宮崎大学地域資源創成学部 

 〇山﨑有美 

串間市農業振興課  

 山下義信・山口憲一・長友るみ 

JA 串間市大束  島田友樹 

 

※	 

※	 

※	 



  

 ※印のある発表は口頭での発表もございます。	  

番号 タイトル 著者 

10  フード・オープンラボを利用した商品開発 宮崎県食品開発センター 

 ○溝添暁子・松浦靖・野上麻美子・ 

 三輪華織・金井祐基・川末節子・ 

 永山志穂・平川良子・山田和史 

 

11  高糖度で加工の省力化が可能な種なしキンカン「宮崎夢丸」 宮崎県総合農業試験場 

 〇山名宏美・生賴由喜男・原ノ後翔 

宮崎県食品開発センター 

  三輪華織・山田和史 

 

12  サトイモ疫病対策技術の開発 宮崎県総合農業試験場 

 〇黒木修一 

宮崎県農政水産部農業経営支援課 

 後藤弘・杉村幸代 

宮崎県農政水産部西諸県農林振興局 

 黒木知子 

 

13  廃菌床を有効活用して堆肥化・飼料化する 

循環システムの構築 

（株）マエノ 

 ○前野賢一・田中浩文・今井 常世 

宮崎大学農学部  國武久登 

 

14  大規模園芸施設に対応する総合栽培技術開発の取組 宮崎県総合農業試験場 

 〇栗間信行・黒木修一・野﨑克弘・ 

 壹岐怜子・溝口則和・杉田浩一 

 

15  農業におけるロボットの耕深制御の研究 宮崎大学  

 〇田島祐介・李根浩 

宇都宮大学  神ノ尾淳 

延岡工業高校  桑畑敦志 

 

16  もぐらを撃退する新たな農業用ロボット 宮崎大学工学部 

 ○法村武竜・李根浩 

宮崎大学大学院 

 白石聖稀・高井來秀 

 

17  遮熱塗装による畜舎内温熱環境の改善 宮崎大学工学教育研究部 

 河村隆介 

宮崎大学農学部付属 

フィールド科学教育研究センター 

 小林郁雄 

（株）宮防  村社英秋・荻原英範 

 

18  エネルギー・食料生産技術の高効率化に向けた 

微生物学・分子生物学的解折手法の適用 

都城工業高等専門学校  〇黒田恭平 



  

 ※印のある発表は口頭での発表もございます。	  

番号 タイトル 著者 

19  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 

 

20  黒糖を用いた Euglena 高密度培養法の検討 宮崎大学農学部  〇林雅弘・山嵜真彩 

21  再発酵・蒸留・固液分離を統合したバイオ燃料製造による 

焼酎蒸留廃液処理プロセスの開発 

(株)あなぶき加賀城建設 

 池田勇人 

宮崎大学大学院工学研究科 

 〇戸田靖也 

宮崎大学工学部 

 大迫尚之・大泉百合香・塩盛弘一郎 

 

22  高濃度グリセロール資化性ラビリンチュラの高密度培養 宮崎大学農学部 

 〇林雅弘・松田綾子・藤本綾乃・長岡綾 

 

23  ペントース資化性ラビリンチュラのキシロース資化能強化 宮崎大学農学部  

 〇林雅弘・松田綾子・藤本綾乃・長岡綾 

(株) bits 

 松田高宜・泉可也 

 

24  ラビリンチュラによる 

バイオジェット燃料生産の社会実装にむけて 

宮崎大学農学部  

 〇林雅弘・松田綾子  

(株) bits 

 松田高宜・泉可也・松永尚之・清水耕平 

 

25  キシロース資化性ラビリンチュラの馴化培養と 

メタボローム解析 

宮崎大学農学部 

 〇林雅弘・松田綾子・藤本綾乃・長岡綾 

(株) bits 

 松田高宜・泉可也 

 

26  医薬品・サプリメントの経口吸収率を高めるペプチド分散剤 宮崎大学工学教育研究部   大島達也 

宮崎大学農学部  〇山崎正夫 

 

27  吸収性の高い魚血由来のヘム鉄製剤 宮崎大学工学教育研究部   大島達也 

 

28  ポルフィリンを用いた 

安全性の高い湿度インジケーターシリカゲルの開発 

宮崎大学工学教育研究部 

 保田昌秀・松本 仁 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

 松本 朋子 

富士シリア化学 (株) 研究開発グループ 

 ○笛田 佳之 

 

※	 



  

 ※印のある発表は口頭での発表もございます。	  

番号 タイトル 著者 

29  廃シリカゲルを用いたコケ緑化基盤材の蒸発熱による 

日射熱低減効果 

宮崎大学大学院工学研究科	 

	 〇田中絢子・王迪柯	 

宮崎大学工学部	 	 櫛間敦貴	 

宮崎大学工学部	 

教育研究支援技術センター	 	 

	 安井賢太郎	 

宮崎大学工学教育研究部	 	 木之下広幸	 

 

30  廃棄ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）を再利用した 

多孔質セラミックスの応用 

宮崎大学工学部	 

教育研究支援技術センター	 	 

	 〇安井賢太郎	 

宮崎大学工学教育研究部	 	 木之下広幸	 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科	 

	 安田雄祐	 

 

31  廃棄 GFRP から作製した多孔質セラミックスによる 

公共用水域の水質浄化 

宮崎大学工学部	 

	 〇池田侃也・山下優・三浦直弥	 

宮崎大学工学部	 

教育研究支援技術センター	 	 

	 安井賢太郎	 

宮崎大学工学教育研究部	 	 木之下広幸	 

 

32  廃棄 GFRP から作製した透水・保水性舗装ブロックの開発 宮崎大学大学院工学研究科	 

	 〇岩崎勇斗	 

宮崎大学工学部	 

	 金子量一・東未沙貴	 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科	 

	 安田雄祐	 

宮崎大学工学部	 

教育研究支援技術センター	 	 

	 安井賢太郎	 

宮崎大学工学教育研究部	 	 木之下広幸	 

 

33  使い捨て容器の中で粉体をより小さく砕く 宮崎県工業技術センター 

 ○下池正彦・久木崎雅人 

34  大学で関わってきたものづくりを 

最適設計の観点から振り返る 

宮崎大学工学教育研究部	 	 宮城弘守 

35  蛍光Ｘ線法によるメッキ厚の簡易測定 宮崎県工業技術センター材料開発部 

 ○山本建次・濵山真吾 

宮崎県工業技術センター企画・デザイン部  

 鶴田哲也 

 

36  油糧微生物ラビリンチュラを用いた 

網羅的脂質・タンパク質生産・利用技術 

～ラビリンチュラを使わないともったいない〜 

宮崎大学農学部  

 〇田岡洋介・永井節子・永坂典子 

宮崎大学大学院農学研究科    堀井健矢 

 



  

 ※印のある発表は口頭での発表もございます。	  

番号 タイトル 著者 

37  油糧微生物ラビリンチュラを用いた 

網羅的脂質・タンパク質生産・利用技術 

～ラビリンチュラの可能性〜 

 

宮崎大学農学部  

 〇田岡洋介・永井節子・永坂典子 

38  観光×防災情報プロジェクト in 宮崎・青島 宮崎大学工学部 

 村上啓介 

宮崎大学地域資源創成学部 

 宮木健二 

（株）システム開発 

宮崎大学産学・地域連携センター 

 西片奈保子 

 

39  頭部姿勢を考慮した自動車運転時の 

視線方向推定システムに関する研究 

宮崎大学大学院工学研究科 

 ○正市園美咲・古藤好美・吉田千香 

宮崎大学工学教育研究部  田村宏樹  

（株）オファサポート 

 

40  放射線災害発生時の消防・警察機関等との連携による 

地域の安全確保を目的とした合同研修会の取り組み 

宮崎大学 

フロンティア科学実験総合センター  

 ○後藤稔男・長田栄二・浅沼武敏・ 

 剣持直哉 

宮崎大学医学部附属病院 

 久家教幸・佐藤勇太・圓﨑将大・ 

 佐々木孝嗣・小味昌憲 

宮崎大学医学部  田原義弘 

 

41  熱電発電システムの応用と最大出力追跡法の開発 宮崎大学農学工学総合研究科 

 ○奥将俊・林則行 

42  光を創る 〜短波長レーザー・エキシマランプの開発〜 宮崎大学産学・地域連携センター 

 ○甲藤正人・宮崎健創 

宮崎大学工学教育研究部 

 加来昌典・亀山晃弘・横谷篤至 

 

43  光で造る 〜光を使ったものづくり応用技術開発〜 宮崎大学産学・地域連携センター 

 ○甲藤正人・宮崎健創 

宮崎大学工学教育研究部 

 加来昌典・亀山晃弘・横谷篤至 

 

44  光で計る 〜光を使った分析・計測技術開発〜 宮崎大学産学・地域連携センター 

 ○甲藤正人・宮崎健創 

宮崎大学工学教育研究部 

 加来昌典・亀山晃弘・横谷篤至 

 

45  介助者及び利用者の力負担を軽減する車椅子の研究開発 宮崎大学大学院工学研究科  白石聖稀 

宮崎大学工学部  〇李根浩 

 

46  段差乗り越え時の力負担補助を目的とした車輪機構の開発 宮崎大学大学院工学研究科  白石聖稀 

宮崎大学工学部  〇李根浩 

 



  

 ※印のある発表は口頭での発表もございます。	  

番号 タイトル 著者 

47  健康な高齢者を対象とした下肢動作支援機の研究開発 宮崎大学大学院工学研究科  

 〇井戸川拓馬・白石聖稀 

宮崎大学工学科  李根浩 

 

48  日常生活における起立着座の動作・観測モデルの提案 宮崎大学工学部  〇藤尾悠生・李根浩 

宮崎大学工学研究科 

  井戸川拓馬・白石聖稀 

 

49  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 

 

50  臨床工学的視点からの医療現場のニーズ 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） 

 

51  宮崎大学医学部附属病院における医工連携の取組み 

― 医工連携コーディネーター配置事業をとおして ― 

宮崎大学医学部附属病院  ○日髙真美子 

宮崎大学医学部総務課  中竹飛雄馬 

宮崎県食品・メディカル産業推進室 

  川内健二・長友宏憲 

 

52  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 

53  ひとり親家庭等学習支援ボランティア活動 宮崎大学語学教育センター  〇本部エミ 

宮崎市福祉部子育て支援課  仁田脇真理 

宮崎公立大学  四方由美 

NPO 法人ままのて  紫安智穂 

 

54  留学生との英語交流を通した異文化理解と語学学習 宮崎大学語学教育センター 

 ○山本佳代・荒木瑞夫・内野富子 

 

55  グローバルに地域をつなぐオンライン英語教育の展開 宮崎大学語学教育センター 

 山本佳代・○荒木瑞夫・前恵子 

 

56  都城高専における地域貢献に向けた 

教育システムとグローカル農工学教育研究センター 

都城工業高等専門学校 

グローカル農工学教育研究センター 

 〇高橋明宏・髙木夏樹 

都城工業高等専門学校 

地域連携テクノセンター 

 佐藤浅次 

 

57  地域で活躍する人材の育成 宮崎総合学院・大原簿記公務員専門学校 

 栗山重隆・○永田和博・〇永山友洋 

 

※	 

※	 

※	 
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58  宮崎大学 産学・地域連携センター 

産学・地域連携部門 

 

宮崎大学産学・地域連携センター 

59  宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域デザイン講座主催 「宮大夕学講座」 

宮崎大学産学・地域連携センター 

 ○長友明子・三上博幸・中野敦 

 

60  宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 『キックオフシンポジウム』のご案内 

宮崎大学産学・地域連携センター 

 〇中野敦・三上博幸・長友明子 

 

61  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 

 〇三上博幸・中野敦・長友明子 

 

62  宮崎大学における 

IR（Institutional Research）推進体制について 

宮崎大学 IR 推進センター 

 ○田中秀典・明石良 

 

63  宮崎大学 産学・地域連携センター 

機器分析支援部門の紹介 

宮崎大学産学・地域連携センター 

 〇松本朋子・境健太郎 

 

64  みやざきファシリティネットワークについて 宮崎大学産学・地域連携センター 

 〇松本朋子・境健太郎 

 

65  連携研究設備ステーションの紹介 宮崎大学連携研究設備ステーション  

 〇今井正人・境健太郎 

 

66  産学・地域連携センター知財部門の紹介 宮崎大学産学・地域連携センター 

 ○有馬明美・長濱秀樹・荒武尚 

 

67  知財総合支援窓口のご案内 （一社）宮崎県発明協会  杉本準 

 

68  公的職業訓練（ハロートレーニング） 

ポリテクセンターにおける職業訓練及び 

各種人材育成支援の紹介等 

 

宮崎職業能力開発促進センター  岡部秀一 

 

69  ・戦略的基盤技術高度化支援事業 九州経済産業局地域経済部産業技術課 

 山本恵一郎 

 

70  ・知的財産関係「段階別」中小企業支援施策 

・ビジネスにおける知的財産活動のメリット 

 

九州経済産業局地域経済部産業技術課 

 山本恵一郎 

71  （公財）宮崎県産業振興機構の 

新技術・新製品の開発・事業化支援事業について 

（公財）宮崎県産業振興機構 

 新事業支援課 

 

72  宮崎県よろず支援拠点 （公財）宮崎県産業振興機構 

 経営情報課 

 

※	 
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73  みやざきフードビジネス相談ステーション （公財）宮崎県産業振興機構 

 農商工連携推進課   

 

 

74  宮崎県企業成長促進プラットフォーム事業について 宮崎県企業成長促進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

 〇黒木康公・鳥越健一・山本孝一・ 

 〇大矢 博 

 

75  宮崎県企業成長促進プラットフォーム事業について 宮崎県企業成長促進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

 〇黒木康公・鳥越健一・山本孝一・ 

 〇大矢 博 

 

76  宮崎県企業成長促進プラットフォーム事業について 宮崎県企業成長促進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

 〇黒木康公・鳥越健一・山本孝一・ 

 〇大矢 博 

 

77  宮崎県企業成長促進プラットフォーム事業について 宮崎県企業成長促進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

 〇黒木康公・鳥越健一・山本孝一・ 

 〇大矢博 

 

78  宮崎県イノベーション共創プラットフォームについて 宮崎県ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共創ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

 〇鳥越清・巣山昭文 

 

	 




