
第 27 回技術・研究発表交流会 プログラム 
（20200825 改訂） 

 

会場：宮崎市民プラザ ギャラリー 

 

時刻 内容 

10:30 

10:45 
主催者挨拶 

10:45 

12:15 

セッション Ⅰ  

口頭発表（15分×6件） 

12:15 

13:15 
休憩 

13:15 

 

14:30 

セッション Ⅱ 

宮崎県産業振興機構共同研究事業報告会 

口頭発表（15分×5件（予定）） 

14:30 

14:45 
休憩 

14:45 

16:45 

セッション Ⅲ  

口頭発表（30分×1件、15 分×6件） 

 

  



セッション Ⅰ 口頭発表（15分×6件） 

番

号 
時刻 タイトル 著者 

1 10:45 宮崎大学 地域デザイン講座活動報告 〇三上博幸・中野敦 

（宮崎大学地域デザイン講座） 

 

2 11:00 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― 

金岡保之 

（宮崎大学地域資源創成学部） 

 

3 11:15 宮崎の国際化支援事業における日本人学生の変容

～留学生を補佐する立場を通しての成長～ 

川崎典子 

（宮崎大学工学部国際教育ｾﾝﾀｰ） 

 

4 11:30 基礎教育科目における外国人留学生による母語・

出身地域文化紹介とその国際交流へ波及効果 

寺尾智史 

（宮崎大学 

多言語多文化教育研究ｾﾝﾀｰ） 

 

5 11:45 産学地域連携による 

えびの市立八幡丘公園の再整備デザイン構想 

〇熊野稔・谷田貝孝・伊藤慎一朗 

（宮崎大学地域資源創成学部） 

三上博幸 

（宮崎大学地域デザイン講座） 

 

6 12:00 新型コロナウィルス感染症の 

県内経済への影響について 

杉山智行 

（（一財）みやぎん経済研究所） 

 

 

 

セッション Ⅱ 口頭発表（15分×5件） 

宮崎県産業振興機構共同研究事業報告会 

番

号 
時刻 タイトル 著者 

1 13:15 クロム回収リサイクルによる 

廃棄物削減装置の実用化に向けた開発 

〇吉玉和生・佐藤章弘・畑田敏勝 

（吉玉精鍍㈱） 

古賀弘毅 

（福岡県工業技術センター 

 機械電子研究所） 

宮崎県機械技術センター 

宮崎県工業技術センター 

九州エンジニアリング（株） 

九州めっき工業組合 

 

2 13:30 火山噴出物シラスを原料とした新規親水・ 

防曇加工技術 

近藤千恵子・○栗原路子 

（高千穂ｼﾗｽ（株）R&D ｾﾝﾀｰ）  

瀬戸口亮 

（高千穂ｼﾗｽ（株）山田工場） 

 

野口大輔 

（都城工業高等専門学校 

 物質工学科） 

 



3 13:45 キャッシュレス化による観光産業に与える 

経済効果の検証事業 

〇水居徹・鎌田麻衣子 

（アイコムティ㈱）） 

深澤康治（JTB 宮崎支店） 

濱元秀俊・稲葉美織（㈱文宣ラボ） 

 

4 14:00 高齢者等に対する自動車運転評価システムを

活用したサービスの提供に向けた研究開発 

㈱オファサポート 

 

 

5 14:15 豚糞及びシイタケ廃菌床の利活用に関する 

技術開発 

前野賢一・田中浩文（（株）マエノ） 

國武久登（宮崎大学農学部） 

小玉誠（宮崎県工業技術センタ－） 

 

 

 

セッション Ⅲ 口頭発表（30分×1件，15 分×6件） 

番

号 
時刻 タイトル 著者 

1 14:45 日機装との共同研究講座の活動報告 

～新型コロナウイルスに対する 

深紫外線 LED の効果を中心に～ 

〇稲垣浩子（宮崎大学医学部） 

杉山博信 （日機装㈱）) 

齊藤暁（宮崎大学農学部） 

岡林環樹（宮崎大学 CADIC） 

藤元昭一（宮崎大学医学部） 

 

2 15:15 潰瘍性大腸炎治療における連携事例 大平久英（日機装㈱） 

 

3 15:30 Activation of calcitonin gene-related 

peptide and adrenomedullin receptors by 

PEGylated adrenomedullin. 

〇明石絵美子・永田さやか・ 

山﨑基生・北村和雄 

（宮崎大学医学部） 

 

4 15:45 AI 技術を用いた外傷 CT画像における 

骨折の自動検出 

〇東美菜子・中田博・平井敏範 

（宮崎大学医学部） 

桂川茂彦 

（帝京大福岡医療技術学部） 

武井瑞樹・中村佳児（富士フイルム） 

 

5 16:00 産学官連携による白ウコンの産地化に向けた 

取組事例 

吉田勝一郎 

（宮崎県総農試薬草・地域作物ｾﾝﾀｰ） 

 

6 16;15 キンカンから抽出したβクリプトキサンチン 

の高分散化と細胞吸収性の評価 

〇大島達也・稲田飛鳥・髙橋幸毅・ 

越智貴大（宮崎大学工学部） 

山崎正夫・江藤望（宮崎大学農学部） 

山崎有美 

（宮崎大学地域資源創成学部) 

 

7 16:30 引き縄釣り用しゃくり機の開発 ○鄧鋼（宮崎大学工学部） 

荒武尚（宮崎大学 CRCC） 

清本康夫（㈱キヨモトテックイチ） 

 

 



ポスター（報告集への掲載のみ） 

番号 タイトル 著者 

P- 1 農産物の輸出拡大に向けた 

九州沖縄地域における取組状況と課題 

〇宮本圭介・中原秋恵・服部太一朗・ 

奥野成倫・桂真昭 

（農研機構九州沖縄農業研究ｾﾝﾀｰ） 

 

P- 2 みやざきｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共創ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 宮崎県商工観光労働部企業振興課 

工業技術センター 

 

P- 3 家畜骨由来 HAP フィラーを活用した 

複合材料の開発 

〇田頭宗幸・下池正彦 

（宮崎県工業技術センター） 

溝口進一（宮崎県循環社会推進課) 

高橋克嘉（宮崎県食品開発センター) 

 

P- 4 潰瘍性大腸炎治療における連携事例 大平久英（日機装㈱） 
 

P- 5 劣化樹脂の 

赤外吸収スペクトルライブラリの構築 

〇赤木剛・下池正彦・山本建次・ 

清水正高（宮崎県工業技術センター） 

湯浅友識（宮崎県食品開発センター） 

 

P- 6 暗視野光学系を利用した 

微粒子のダイナミクスの直接観察 

〇下池正彦・山本建次・清水正高 

（宮崎県工業技術センター） 

湯浅友識（宮崎県食品開発センター) 

 

P- 7 開発現場における電磁ノイズ評価のための 

簡易 EMI 測定方法の検討 

〇小田誠・川野宣彦 

（宮崎県工業技術センター） 

岡山県工業技術センター 

山口県産業技術センター 

福岡県工業技術センター 

熊本県産業技術センター 

大分県産業科学技術センター 

鹿児島県工業技術センター 

 

P- 8 3D プリンタ造形物の強度特性評価について 〇小野貴哉・川野宣彦 

（宮崎県工業技術センター） 

 

P- 9 県産果樹における 

アンチエイジング素材の検討 

〇松井愛・湯浅友識 

（宮崎県食品開発センター） 

松浦靖（宮崎県環境管理課） 

 

P- 10 LC-MS/MS を用いたポリフェノール類の 

スクリーニング分析に関する検討 

〇湯浅友識・松井愛・永山志穂 

（宮崎県食品開発センター） 

松浦靖（宮崎県環境管理課） 

 

P- 11 麹から抽出される核酸関連物質について 〇祝園秀樹・山本英樹・水谷政美 

（宮崎県食品開発センター） 

 

P- 12 乳酸菌スターターによる 

醤油中ヒスタミンの低減 

〇福良奈津子・水谷政美・喜田珠光 

（宮崎県食品開発センター） 

 



P- 13 廃プラスチックおよび廃木材を利用した 

再生ボードの開発可能性調査 

〇田中洋（宮崎県木材利用技術ｾﾝﾀｰ） 

丸田耕正・東郷和也 

（㈱都城北諸地区清掃公社) 

小玉誠・溝口進一 

(宮崎県工業技術センター) 

 

P- 14 宮崎県企業成長促進プラットフォーム事業 

について 

阿多裕二・大矢博・鳥越健一・ 

金丸雅文・〇阿部真美 

（公財 宮崎県産業振興機構  

宮崎県企業成長促進ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ事務局） 

 

P- 15 宮崎県機械技術センターの紹介 谷口浩太郎・〇村野雄一 

（公財 宮崎県機械技術振興協会） 

 

P- 16 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！ 

森下敏朗 

（公財 宮崎県産業振興機構 

フードビジネス推進課） 

 

P- 17 INPIT 宮崎県知財総合窓口 杉本準（一社 宮崎県発明協会） 

 

P- 18 宮崎太陽銀行グループの支援内容 佐々木康二（㈱宮崎太陽銀行） 

 

P- 19 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 

宇土智子（公財 宮崎県産業振興機構） 

 

 

P- 20 「Karada Good!」プロジェクト事業への 

取組 ～プラスビタミンで毎日元気～ 

〇山内美智子・杉尾直子・竹之山愼一・ 

長友多恵子・川北久美子 

（南九州大学健康栄養学部） 

 

P- 21 大豆ホエーを用いたラビリンチュラ類による 

油脂生産の検討 

〇塚崎龍・林雅弘 

（宮崎大学農学部） 

 

P- 22 キシロース資化性ラビリンチュラにおける 

窒素欠乏が脂質合成に及ぼす影響と 

メタボローム解析 

〇林雅弘・松田綾子 

（宮崎大学農学部） 

 

 

P- 23 バイオ燃料生産にむけた 

油糧微生物ラビリンチュラのキシロース馴化 

とメタボローム解析 

〇松田綾子・林雅弘 

（宮崎大学農学部） 

 

 

P- 24 都城在来大豆「みやだいず」の栽培と 

種子成分 

〇橋口正嗣・橋口拓勇・明石良 

（宮崎大学農学部） 

吉田努（ケンコー食品工業㈱) 

井ノ上亜里沙（都城市役所） 

日高圭将（北諸県農業改良普及ｾﾝﾀｰ) 

松原照美（きらり農場高木) 

中村彰（きっとかな田) 

竹之内征秀（夢ファームたろぼう) 

二見健太（JA 都城） 

 

P- 25 笹サイレージ施肥がイネの生育と 

収量に及ぼす影響 

〇萬壽公貴・橋口正嗣・明石良 

（宮崎大学大学院農学研究科） 

 



P- 26 ラズベリー育種のための 

在来野生種ナワシロイチゴの収集・評価 

〇登島早紀・國武久登・平野智也 

（宮崎大学大学院農学工学総合研究科） 

星野洋一郎（北海道大学農学部） 

三村真紀子（岡山大学農学部) 

 

P- 27 不整地における水平保持を目的とした 

屈脚型形状可変クローラ機構 

〇緒方孝起・Aye Aye Moe・李根浩 

（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

P- 28 家庭菜園を目的とした小型耕耘ロボットの 

耕深制御手法 

〇竹本和馬・李根浩・Aye Aye Moe 

（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

P- 29 歩行支援器への導入を目的とした 

相対距離を用いた下肢動作推定手法 

〇福留隆寛・李根浩 

（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

P- 30 立体計測を目的とした遊星歯車機構による 

球面走査機構 

〇水口健史・李根浩・道内雅己・ 

Aye Aye Moe 

（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

P- 31 コンクリート製構造物の社会基盤設備の 

内部欠陥を可視化する打音検査ロボットの 

開発 

〇 橋口知幸・李根浩・李春鶴・水口健史 

（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

 

P- 32 パイプ管内を移動するメカニズムの研究進捗 〇奥野健司・竹本和馬・Aye Aye Moe・ 

李根浩（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

P- 33 バイオ燃料製造による焼酎粕処理プロセスの 

構築と実用化プラントの設計 

塩盛弘一郎・〇大泉百合香 

（宮崎大学工学教育研究部） 

池田勇人 

（㈱あなぶきハウジングサービス) 

 

P- 34 廃ガラス繊維強化プラスチックと 

粘土を還元焼成したセラミックスの 

染料吸着材への応用 

〇野坂龍彦・安井賢太郎 

（宮崎大学工学部） 

宮川侑子・佐々木航矢 

（宮崎大学大学院) 

木之下広幸（宮崎大学工学教育研究部） 

 

P- 35 廃ガラス繊維強化プラスチックを用いた 

多孔質セラミックスの NOx および SOx 

吸着材への応用 

〇宇佐見俊博・安井賢太郎 

（宮崎大学工学部） 

濵砂太一・佐々木航矢 

（宮崎大学大学院） 

木之下広幸（宮崎大学工学教育研究部） 

 

P- 36 廃シリカを用いたセラミック基板に苔 

または芝を貼り付けた屋上緑化材の 

放射熱低減効果 

〇立石瑞貴・安井賢太郎 

（宮崎大学工学部） 

大峰智也（宮崎大学大学院) 

藤﨑稔（富士シリシア化学㈱) 

木之下広幸（宮崎大学工学教育研究部） 

 



P- 37 南九州地方に堆積する特殊火山性土の 

微粒子吸着材への応用 

〇亀川陽太・安井賢太郎 

（宮崎大学工学部） 

佐々木航矢・濵砂太一 

(宮崎大学大学院) 

三澤尚明（宮崎大学農学部） 

南曲誠（㈲南建興業） 

木之下広幸（宮崎大学工学教育研究部) 

 

P- 38 宮崎大学教育学部附属中学校における 

キャリア教育実践 

〜仕事分析から仕事を創造し、自分の生き方

を考える〜 

〇椋木香子・竹内元 

（宮崎大学教育学研究科） 

遠藤宏美・盛満弥生・小林博典・ 

藤本将人・境泉洋（宮崎大学教育学部） 

鬼塚拓・坂口瑞穂 

（宮崎大学教育学部附属中学校） 

 

P- 39 地域と共に。 

2015～の熊野稔の地域計画に関する 

産官学協働、研究、地域貢献 

 

熊野稔（宮崎大学地域資源創成学部） 

P- 40 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― 

 

金岡保之 

（宮崎大学地域資源創成学部） 

P- 41 地域作物を基軸とした新規加工食品の開発 〇山崎有美・坂元亜美・河野愛未 

（宮崎大学地域資源創成学部） 

大島達也・髙橋幸毅 

（宮崎大学工学部） 

篠原有紀子（野菜果実 Lab.） 

福井敬一・吉山佳世・近藤知已 

（宮崎県経済農業協同組合連合会） 

 

P- 42 高校・大学・世界をむすぶ 

ー地域での高大連携による国際理解学習の 

試み 

〇荒木瑞夫・山本佳代 

（宮崎大学多言語多文化教育研究ｾﾝﾀｰ） 

河野久（宮崎大学国際連携センター） 

小川隆弘（宮崎第一高校） 

 

P- 43 留学生とのオンラインプレゼンテーション 

交流がもたらす異文化理解 

〇山本佳代・荒木瑞夫・内野富子 

（宮崎大学多言語多文化教育研究ｾﾝﾀｰ） 

P- 44 在福岡アメリカ領事館 

×宮崎大学図書館プロジェクト 

-アメリカ領事館と協力した｢地域の国際化｣

プロジェクトの展開- 

 

○河野久・ 

マイケル・エドワード・シャワティ 

（宮崎大学国際連携センター） 

P- 45 Al 系溶射皮膜の大気腐食特性に及ぼす 

皮膜厚さの影響 

中野敦 

（宮崎大学地域デザイン講座） 

 

P- 46 キッズデザインシティみやざき 〇児玉孝文 

（宮崎大学産学・地域連携センター） 

豊福彬文（宮崎大学国際連携センター)  

 



P- 47 かるふぁん！-企業メセナ協議会- × インタ

ーナショナル・アーツ・カーニバルみやざき

2022（仮称) 

〇野邊壮平 

（宮崎大学産学・地域連携センター） 

高橋るみ子（一般社団法人 namstrops) 

豊福彬文（んまつーポス） 

 

P- 48 研究成果有体物授受の管理について 長濱秀樹 

（宮崎大学産学・地域連携センター） 
 

P- 49 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ｼﾞﾒﾝﾄ室 

 

P- 50 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- 51 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- 52 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- 53 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- 54 宮崎大学公開講座：フルマラソンを走ろう♪ 

～人生 100 年時代に向けた 

新たな自分への挑戦～ 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域連携部門 

 

P- 55 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- 56 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 

連携研究設備ステーション 

 

P- 57 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- 58 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- 59 地域デザイン講座 

『宮大企業フォーラム』 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 

 

P- 60 地域デザイン講座 

『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 

 

P- 61 地域デザイン講座 

『幸せへのひとづくり 実践編』 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

地域デザイン講座 

 

P- 62 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 

 

 

 


