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会場１ 口頭発表プログラム 

 

第 21回分析講演会 

順番 タイトル 著者 

１ 

※ 

宮崎大学産学・地域連携センター 

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 

 

２ 

 

マルチ食品分析装置 Nexera XR による 

機能性食品分析について 

 

㈱島津製作所 品玉匠司 

 

口頭発表 

番号 

 
タイトル 著者 

G1-1 

※ 

＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

チーム宮崎による新型コロナウイルス治療薬 

探索をモデルとした抗微生物薬開発研究を 

可能にするプラットフォーム構築事業 

 

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 
○岡林環樹 

宮崎大学農学部 

齊藤暁・國武久登・原田栄津子・津山濯 

宮崎大学工学部 菅本和寛 

宮崎大学医学部 森下和広 



G1-2 

 

DI-EI-MS メタボロミクスを活用した 

マオウの抗 ATL 活性の品質評価 

九州保健福祉大学薬学部  

穴見友里絵・○甲斐久博 

宮崎大学医学部 森下和広 

明治薬科大学 岡田嘉仁 

G1-3 

 

＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

産後うつ病予防のための周産期における 

宮崎版うつ病予測尺度開発に関する研究 

宮崎大学医学部 

 〇松岡あやか・金子政時・山﨑圭子 

G1-4 

 

＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

宮崎大学発の研究技術を結集し、 

みやざきサクラマスの養殖生産の効率化を 

加速させる 

宮崎大学農学部 ○内田勝久 

宮崎大学大学院農学工学総合研究科 

上野賢 

宮崎大学大学院農学研究科  

八坂友里恵・田岡洋介 

G1-5 

 

＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

地域素材を活用した高機能性食品の開発 

―宮崎完熟きんかん「たまたま」を使用した加

工特性解析と加工品の開発― 

宮崎大学地域資源創成学部  
○山﨑有美・坂元亜美・河野愛未 

宮崎大学工学部 大島達也・髙橋幸毅 

野菜果実 Lab 篠原有紀子 

宮崎県経済農業協同組合連合会 福井敬

一・吉山佳世・近藤知已 

宮崎大学農学部 山﨑正夫 

G1-6 

 

ウシの暑熱ストレス軽減対策について 宮崎県畜産試験場 ○須崎哲也 

宮崎県畜産振興課 松尾麻未 

都城家畜保健衛生所 北野典子 

宮崎大学農学部 河村隆介 

G1-7 

 

振動ローラを利用した水稲の乾田直播技術 農研機構九州沖縄農業研究センター 
〇高橋宙之・中野恵子・深見公一郎・ 

高橋仁康・大段秀記・佐々木豊 

G1-8 

※ 

ガラス繊維強化ウレタン材を再利用した 

多孔質セラミックスの開発 

宮崎大学工学部 
○林駿之介・山村拳志郎・橋本敦也・ 

安井賢太郎・木之下広幸 

G1-9 

※ 

ガラス繊維強化プラスチックを再利用した 

セラミックスの染料吸着材への応用 

宮崎大学工学部 

宮川侑子・○中村大樹・安井賢太郎・ 

木之下広幸 

G1-10 ＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

発泡ウレタン軽量盛土工法の老朽化橋梁の 

更新技術への適用性に関する研究 

宮崎大学工学部 神山惇 

※印の発表はポスターでも発表がございます。 

 

 

会場２ 口頭発表プログラム 

 

（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 

番号 

 
タイトル 著者 

G2-1 

 

オンライン診断を実現する太陽電池ストリング

劣化診断装置の開発 

㈱シーディエヌ 
○長友一則・野田龍三・岩切巌 

・松尾和顕・永井恭兵 

宮崎県工業技術センター 
○鳥原亮・小玉昂史 

宮崎大学  林則行 

航空大学校 竹之内修 



G2-2 

 

産婦人科用プラスチック膣鏡の開発 安井㈱ 

荒殿剛・波田野真人・○佐々木頌祐 

G2-3 

 

ハンズフリーコミュニケーション支援システム ㈱昭和 ○黒木保善    

関西大学システム理工学部 小谷賢太郎 

京都大学大学院医学研究科 小濵和貴 

産業技術総合研究所人間情報研究部門 

長谷川良平 

宮崎県工業技術センター 

布施泰史・小田誠 

宮崎県機械技術センター 

津田洋行・知念武志 

G2-4 

 

途上国の子供たちに基礎教育を提供する 

AI 搭載のタブレット「Ta-BE（タビー）」の開発 

㈱教育情報サービス 荻野次信 

宮崎大学工学部 ティティズィン 

㈱ビーアンドエム 荻野紗由理 

 

口頭発表 

番号 タイトル 著者 

G2-5 

※ 

地域の国際化の研究  

―宮崎県日向市にﾄｰｺﾞ共和国のﾎｽﾄﾀｳﾝ― 

宮崎大学地域資源創成学部 金岡保之 

G2-6 

 

地域におけるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｴｺｼｽﾃﾑ創出に関する 

理論とその実践に向けた取り組みについて 

宮崎大学地域資源創成学部 谷田貝孝 

G2-7 

 

＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

宮崎県教育委員会等と協働した 

へき地・小規模校に関する総合的研究 

宮崎大学教育学部 
○遠藤宏美・藤井良宜・小林博典・ 

藤本将人 

宮崎大学大学院教育学研究科 

吉村功太郎・伊波富久美・竹内元 

G2-8 

 

県内における新型コロナウイルス感染症の 

経済影響について 

（一財）みやぎん経済研究所 杉山智行 

※印の発表はポスターでも発表がございます。 

 

 

  



ポスター発表（報告集・Web での公開） 

 

 

第 21回分析講演会 ポスター発表 プログラム 

 

番

号 
所属 氏名 

タイトル 

1 宮崎大学教育学部 

 

 

 

○有井秀和 

 

 

 

ゲルミルカチオンを利用した 

含ゲルマニウム環状化合物の合成 

 

 

2 1宮崎大学工学部 
2宮崎大学農学部 

 

 

○十亀侑矢 1,菅本和寛 1, 

中西友紀 2 

 

 

減炭反応を用いた光学活性な 

プリスタン酸の合成 

 

 

3 宮崎大学工学部 

 

 

 

○松本茉李南,金丸慎太郎, 

馬場由成,菅本和寛 

 

N-ラウロイルサルコシンを基体とした 

深共晶溶媒の創出と分析化学への応用 

 

 

4 宮崎大学工学部 

 

 

 

○濱内莉子,金丸慎太郎, 

馬場由成,菅本和寛 

 

 

pH 応答性高分子包接膜による 

有害金属イオンの選択的分離・除去 

 

 

5 宮崎大学工学部 

 

 

 

○牛﨑そら,金丸慎太郎, 

馬場由成,菅本和寛 

 

イソステアリン酸と TOPOによる 

深共晶溶媒の創出と Sc3＋、Fe3＋ 

および Y3＋の抽出分離 

 

6 1宮崎大学工学部 
2宮崎大学産学・地域連携ｾﾝﾀｰ 
3株式会社 Have fun Factory 

○坂下大河 1,松本朋子 2, 

金田奈津希 3,森下雅之 3, 

廣瀬遵 1,菅本和寛 1 

ヒュウガトウキの同定と 

クマリン類の定量分析 

 

 

7 宮崎大学工学部 

 

 

 

○白上努,鍋谷悠 

 

 

 

リンポルフィリン・酸化チタン電極を

用いた水の過酸化水素への光酸化反応 

 

 

8 宮崎大学工学部 

 

 

 

○中川翔太,荒井昌和 

 

 

 

GaAs 基板上 InAs 結晶成長初期段階 

およびドーピング影響の観察 

 

 

9 1宮崎大学地域資源創成学部 
2宮崎県総合農業試験場薬草・

地域作物センター 
3宮崎大学農学部 

○山﨑有美 1 

堤省一朗 2,中武卓博 2 

山﨑正夫 3 

みやざき伝統野菜の栄養成分 

及び機能性成分の分析 

 

 

 

 

  



第 28 回技術・研究発表交流会 ポスター発表 プログラム 

 

番号 タイトル 著者 

P- 

※ 

1 ＜宮崎大学戦略重点経費成果報告＞ 

チーム宮崎による新型コロナウイルス治療薬探

索をモデルとした抗微生物薬開発研究を可能に

するプラットフォーム構築事業 

 

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 
○岡林環樹 

宮崎大学農学部 

齊藤暁・國武久登・原田栄津子・津山濯 

宮崎大学工学部 菅本和寛 

宮崎大学医学部 森下和広 

P- 2 焼酎粕を用いた油糧微生物による DHA生産 宮崎県工業技術センター 
○堂籠究・森谷亜希 

宮崎県延岡保健所 小玉誠 

宮崎大学農学部 林雅弘 

P- 3 九州沖縄地域で社会実装を進める 

農研機構の研究成果 

農研機構 九州沖縄農業研究センター 

研究推進部 
○服部太一朗・中原秋恵・田中正仁・ 

奥野成倫・桂真昭 

P- 4 「みやだいず
®
」における 

利用拡大のための付加価値向上 

宮崎大学農学部  
○橋口正嗣・橋口拓勇・明石良 

ケンコー食品工業㈱ 

吉田努・井ノ上亜里沙 

北諸県農業改良普及センター 日高圭将 

きらり農場高木 松原照美 

きっとかな田 中村彰 

夢ファームたろぼう 竹之内征秀 

JA 都城 二見健太 

P- 5 奄美大島における 

キイチゴ育種素材ナワシロイチゴの倍数性変異 

宮崎大学農学部 
○江頭晃大・登島早紀・ 

大村諒・平野智也・國武久登 

東海大学農学部 安田喜一 

静岡大農学部 八幡昌紀 

P- 6 宮崎県産カラーピーマン由来機能性微粒子の 

乳がん抑制作用 

宮崎大学地域資源創成学部 
○山﨑有美・成合美香・宮﨑朱里 

宮崎大学工学部 大島達也 

宮崎大学産学・地域連携ｾﾝﾀｰ 松本朋子 

宮崎県経済農業協同組合連合会 

福井敬一・吉山佳世・近藤知已 

宮崎大学農学部 山﨑正夫 

P- 7 改良 DIBA 法を用いた 

キュウリモザイク病診断キットの開発 

宮崎県総合農業試験場 
○櫛間義幸・早日早貴 

P- 8 肥育後期豚へのきんかんサイレージ給与が 

発育および免疫機能に及ぼす影響 

宮崎県畜産試験場川南支場 
○壱岐侑祐・岐本博紀 

宮崎大学農学部 柳田天靖・保田昌宏 

P- 9 ハイスループット食品機能評価システムの 

改良について 

宮崎大学農学部 
○永濵清子・黒木勝久・榊原陽一 

P- 10 乳酸菌スターターによる醤油中ヒスタミンの 

低減（実用化研究） 

宮崎県食品開発センター  
○福良奈津子・水谷政美 

宮崎県衛生環境研究所 喜田珠光 

P- 11 官能評価によるたくあんの 

品質評価に向けた取組 

宮崎県食品開発センター 
○高橋克嘉・金井祐基・平川良子 

干したくあん・漬物研究会会員企業各社 



P- 12 「Karada Good Miyazaki」プロジェクトへの 

取組～郷土料理をアレンジ～ 

南九州大学健康栄養学部 
○山内美智子・竹之山愼一・長友多恵子・ 

川北久美子・穂積李沙・原田怜奈・ 

杉尾直子 

P- 13 宮崎発のウシの発情検知システムへの挑戦 宮崎大学工学研究科 
○岡部光汰・李根浩・緒方孝起 

宮崎大学工学部 相澤綾一・坂口聖弥 

宮崎県畜産試験場家畜バイテク部 

杉野文章 

P- 14 近接センサを用いた歩行支援機用の 

インタフェースシステム 

宮崎大学工学部  
○福留隆寛・李根浩・長友敏・時﨑理史・ 

砥上直久 

P- 15 RPA(Robotic Process Automation)による 

業務の省力化 

― 放射イミュニティ試験における 

電界均一性測定の自動化 ― 

宮崎県工業技術センター 小玉昂史 

P- 16 起立・着座の認識を目的とした 

非接触測定手法の提案 

宮崎大学工学研究科 
○砥上真久・福留隆寛 

宮崎大学工学部 

時崎理史・長友敏・李根浩 

P- 17 家庭菜園を目的とした小型農業ロボットの開発 宮崎大学工学部 
○竹本和馬・李根浩・横山大輝 

宮崎大学 

農学部附属ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 

満冨和満 

P- 18 地面形状に対し逐次的な平衡保持を可能にする

昇降型可変クローラ機構 

宮崎大学工学研究科 ○緒方孝起・李根浩 

P- 19 管内移動ロボットにおける開発の第一歩 宮崎大学大学院工学研究科 
○横山大輝・ 竹本 和馬 ・李根浩 

P- 20 宮崎発打音検査ロボットの開発 

 

宮崎大学工学研究科 
○水口健史・李根浩・李春鶴 

宮崎大学工学部 北條翔馬 

P- 21 PPS-PTFE ハイブリッドラジアル軸受の 

溝形状変化による耐荷重性能への影響 

宮崎大学工学部 ○古池仁暢 

富山大理工学部 

木田勝之・溝部浩志郎・松村俊彦  

鹿島化学金属㈱ 鹿島祐二・東弘之 

P- 22 電極表面に吸着した有機分子による 

電気化学的触媒還元反応の解析 

九州保健福祉大学 内田太郎 

P- 

※ 

23 ガラス繊維強化プラスチックを再利用した 

セラミックスの染料吸着材への応用 

宮崎大学工学部 

宮川侑子・○中村大樹・安井賢太郎・ 

木之下広幸 

P- 

※ 

24 ガラス繊維強化ウレタン材を再利用した 

多孔質セラミックスの開発 

宮崎大学工学部  
○林駿之介・山村拳志郎・橋本敦也・ 

安井賢太郎・木之下広幸 

P- 25 廃シリカを再利用したセラミック基板を持つ 

薄層緑化材の放射熱低減効果 

宮崎大学工学部 
○緒方丈千代・大峰智也・藤崎稔・ 

安井賢太郎・木之下広幸 

P- 26 廃プラスチック及び廃木材を利用した 

リサイクルボードの開発（Ⅱ） 

－廃木材チップのサイズの影響－ 

宮崎県木材利用技術センター ○田中洋 

㈱都城北諸地区清掃公社 

丸田耕正・東郷和也・高橋祐樹 

宮崎県工業技術センター 

堂籠究・大迫貴太 

P- 27 ラミネと木質パネルを組み合わせた 

新たな木質材料の実用化に向けて 

－接着性能評価－ 

宮崎県木材利用技術センター木材加工部 
○兒玉了一・田中洋 



P- 28 直接膜乳化の規則正しい液滴分裂に関する考察 宮崎県工業技術センター 清水正高 

P- 

※ 

29 地域の国際化の研究 ―宮崎県日向市に 

トーゴ共和国のホストタウン― 

宮崎大学地域資源創成学部 金岡保之 

P- 30 コロナ禍がもたらした 

宮崎の国際教育（グローバル教育）支援 

～宮崎市国際交流協会との協働事業からの考察 

宮崎大学工学部  川崎典子 

P- 31 宮崎大学工学部から 

ボッチャ競技団体への地域交流 

宮崎大学工学部  
○長友敏・李根浩・濵畑貴之 

P- 32 地域の森づくり活動報告 

～市民グループと大学の連携事例として 

宮崎大学産学地域連携課 地域連携係  
○岡みのり 

宮崎大学農学部 光田靖 

P- 33 宮崎県における、 

地域文化倶楽部（文化庁）モデルの提案 

国際こども・せいねん劇場みやざき 

宮崎大学産学・地域連携ｾﾝﾀｰ客員研究員 
○野邊壮平 

NPO法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER 

宮崎大学産学・地域連携ｾﾝﾀｰ客員研究員 

児玉孝文 

んまつーポス 

宮崎大学国際連携ｾﾝﾀｰ客員研究員 

豊福彬文 

一般社団法人 namstrops 

宮崎大学産学・地域連携ｾﾝﾀｰ客員教授 

高橋るみ子 

P- 34 九州 SDGs経営推進フォーラムの取組 九州経済産業局 池部素子 

 

P- 

 

35 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 

阿多裕二・大矢博・鳥越健一・金丸雅文・ 
○阿部真美 

P- 36 宮崎県機械技術センターの紹介 （公財）宮崎県機械技術振興協会 

平山国浩・○村野 雄一 

 

P- 37 みやざきフードビジネス相談ステーション 

次のステップをめざそう！ 

みやざきフードビジネス相談ステーション 

P- 38 中小企業・小規模事業者のための経営相談所 

よろず支援拠点 

宮崎県よろず支援拠点 

P- 39 宮崎太陽銀行グループの支援内容 ㈱宮崎太陽銀行 佐々木康二 

P- 40 宮崎大学産学・地域連携センターの紹介 宮崎大学 産学・地域連携センター 

P- 41 宮崎大学産学・地域連携センター 

産学連携部門の紹介 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

産学連携部門 

P- 42 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域連携部門の紹介 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域連携部門 

P- 43 宮崎大学産学・地域連携センター 

知的財産部門の紹介 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

知的財産部門 

P- 44 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域人材部門の紹介 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域人材部門 

P- 45 宮崎大学産学・地域連携センター 

連携研究設備ステーションの紹介 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

連携研究設備ステーション 



P- 

 

46 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座の紹介 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 

P- 47 宮崎大学産学・地域連携センター 

まちなかｷｬﾝﾊﾟｽの紹介 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

P- 48 産学官連携リスクマネジメントの取り組み 宮崎大学産学官連携リスクマネジメント室 

長濵秀樹 

P- 49 研究成果有体物授受の管理について 宮崎大学 産学・地域連携センター 

長濵秀樹 

P- 50 公開講座「世界の野球事情」 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域連携部門 

P- 51 公開講座「フルマラソンを走ろう♪」 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域連携部門 

P- 52 みやざき弁で学ぶ 

「いつでもどこでも手話講座」 

宮崎大学産学・地域連携センター 

地域連携部門 

P- 53 宮崎大学産学・地域連携センター地域デザイン

講座の活動報告 

〜共通基礎教育学士力発展科目 

『ライフプラン作成のためのキャリアデザイン

講座』開講報告〜 

宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 ○三上博幸・中野敦 

P- 54 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 主催 

『2021年後期 宮崎大学 企業フォーラム』 

宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 ○三上博幸・中野敦 

P- 55 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 主催 

『2021年後期 宮崎ＴＯＰセミナー』 

宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 ○三上博幸・中野敦 

P- 56 宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 主催 

『幸せへのひとづくり 2021 実践論』 

宮崎大学産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 ○三上博幸・中野敦 

※印の発表は口頭でも発表がございます。 

 

 


