
第 29 回技術・研究発表交流会 
第 22 回 機器分析講演会 

宮崎県産業振興機構事業成果報告 
プ ロ グ ラ ム 

 

会場：宮崎大学 330 記念交流会館，教育学部棟 L202，L302 

 

 

時刻 
330 記念交流会館 

コンベンションホール 

セッションⅠ 

教育学部棟 L202 

セッションⅡ 

教育学部棟 L302 

9:45 受付開始 

 

  

10:30 開会 

 

  

10:35 

 

 

地域交流講演会 

 

  

11:35  （昼食） 

13:00 

 

14:00 

宮崎県産業振興機構  

事業成果報告（4件） 

第 22 回機器分析講演会 

14:15 

 

15:45 

口頭発表 

(6 件) 

口頭発表 

(6 件) 

16:00 ポスター発表 

 

  

17:00 閉会 

 

  

 

 

  



地域交流講演会 

＜会場：330 記念交流会館 コンベンションホール＞ 

 

 

 

 

  

開会 

10:30 主催者挨拶 

地域交流講演会 

時刻 タイトル 著者所属・氏名 

10:35 研究開発分野に関連する知財活用の現状と 

最近の主な動きについて 

経済産業省九州経済産業局 

地域経済部・産業技術革新課 

知的財産室長 榎本史夫 



セッションⅠ 

＜会場：教育学部棟 L202 教室＞ 

宮崎県産業振興機構事業成果報告 

時刻 
番

号 
タイトル 著者所属・氏名 

13:00 1 携行可能でオンサイト検査を目指した 

リアルタイム PCR 装置の開発 

㈱システム技研 

 長峯清隆・温水浩昭・○長峯隆介・柿直樹 

鹿児島大学 隅田泰生・新地浩之 

㈱スディックスバイオテック 

 隅田純史・有馬えり子 

13:15 2 木材乾燥機廃液浄化技術の開発 ㈱高嶺木材 高嶺清哲・上舞武治・〇前田大輔 

宮崎大学農学部 井上謙吾・亀井一郎 

 

13:30 3 焼酎廃液微生物燃料電池の実用化に向けた開発 ㈱イープラン 三吉啓二 

宮崎大学農学部 

 ○井上謙吾・藤村壮一郎・神取和也・岡本由乃助 

 

13:45 4 軟骨魚類の未利用部位を活用した 

加工食品とペット用おやつの商品化技術開発 

㈲丸哲 ○日髙啓行・山﨑健策・山﨑裕子 

酪農学園酪農学園大学 鳥巣至道・山本集士 

岸上蒲鉾㈱ 岸上和男・村上陽太郎 

宮崎県水産試験場 

 濵田美砂・長野昌子・林悠真・那須春香 

 

14:00 休憩 

 

口頭発表 

時刻 
番

号 
タイトル 著者所属・氏名 

14:15 1 天然化合物の構造と 

バイオマーカータンパク質発現の相関解析 

宮崎大学農学部 〇岩切裕哉・大田輝・永濱清子 

・黒木勝久・榊原陽一 

 

14:30 2 牛伝染性リンパ腫ウイルス感染症に関する 

新規検査技術の開発と社会実装 

宮崎大学農学部・産業動物防疫リサーチセンター 

 〇関口敏 

宮崎大学医学獣医学総合研究科 野津昂亮・鄔心悦 

宮崎県経済農業協同組合連合会 牛谷雄一 

 

14:45 3 宮崎県産ブルーベリー素材が 

涙液分泌機能低下マウスに及ぼす影響 

宮崎大学テニュアトラック推進室 〇小川健二郎 

宮崎大学農学研究科 浦田果林・小河原康貴 

宮崎大学農学部 田頭明音・西山和夫・山﨑正夫 

㈱ビオラボ 後藤陽・野見山将太 

 

15:00 4 DI-EI-MS メタボロミクスによる 

ブルーベリー葉・茎の機能性評価 

九州保健福祉大学薬学部 荒木理佐・○甲斐久博 

㈱ビオラボ 後藤陽・中山貴之 

宮崎大学工学部 菅本和寛 

宮崎大学医学部 森下和広 

宮崎大学農学部 國武久登 

 

15:15 5 地震・津波災害時の避難行動シミュレーションで拓く 

宮崎市の防災教育                  

～情報技術による学校・地域の連携支援の提案～ 

 

宮崎大学工学部  〇川崎典子・〇臼﨑翔太郎 

15:30 6 電力取引支援装置及び電力取引支援方法 宮崎大学教育学部 ○山口尚哉・山口由佳 

公立鳥取環境大学 堀摩伊也 

九州大学持続的共進化地域創成拠点 出口喜也

(2022 年 3月末退職) 

長崎大学情報データ科学部 西井龍映 

 

16:00 （ポスターセッション ＜330 記念交流会館＞へ） 

 



セッションⅡ 

＜会場：教育学部棟 L302 教室＞ 

 

 

 

  

第 22 回機器分析講演会 

時刻 タイトル 講師 

13:00 Agilent7850 ICP-MS のご紹介と分析例 アジレント・テクノロジー㈱ 宮下和彦 

 

14:00 休憩 

 

口頭発表 

時刻 
番

号 
タイトル 著者所属・氏名 

14:15 1 九州地域の持続可能な成長に向けて 

～SDGs 経営の推進～ 

 

九州経済産業局 平川伸子 

14:30 2 九州及び宮崎県内の 

観光ブランド認識の変化に関する研究 

 

宮崎大学地域資源創成学部 杉山智行 

14:45 3 ダンスを通して、ビジネスに必要不可欠な「伝える力」

「受け入れる力」「協働する力」を育成しよう 

んまつ一ポス ○野邊壮平 

(一社)namstrops 高橋るみ子 

 

15:00 4 高大連携を基軸とした教育プログラムの開発 

～ゆたかな世界を協創する 

イノベーター育成を目指して～ 

宮崎大宮高等学校 ○木塲康典・○猪股秀一 

15:15 5 学部教育国際化の試み 宮崎大学地域資源創成学部 金岡保之 

 

15:30 6 産学官民金連携による 

日本語教育・日本語教師養成の展開 

 

宮崎国際教育サービス㈱（MIES） 長友和彦 

16:00 （ポスターセッション ＜330 記念交流会館＞へ） 

 



第 22 回分析講演会 ポスター発表 （16:00～17:00） 

＜会場：330 記念交流会館 コンベンションホール＞ 

 

  

番号 タイトル 著者所属・氏名 

分析－1 N−ラウロイルサルコシンによる 

Sc(III), Y(III)の遷移金属からの分離・回収 

 

○松本茉李南，金丸慎太郎，馬場由成，菅本和寛 

（宮崎大学大学院工学研究科） 

 

分析－2 深共晶溶媒による Sc(III)の協同抽出 

および拮抗作用の定量的評価 

 

○牛﨑そら，金丸慎太郎，馬場由成，菅本和寛 

（宮崎大学工学部） 

 

分析－3 光学活性なフィタン酸とプリスタン酸の合成と構造解析 

 

○山口滉太 1，十亀侑矢 1，菅本和寛 1，中西友紀 2 

（宮崎大学工学部 1)、宮崎大学農学部 2)） 

 

分析－4 超原子価ヨウ素を用いた酸化を鍵反応とする 

カテコール型ジテルペン類の合成と NMR による構造解析 

 

○中井朋香 1，東﨑無我 2，須原弘登 3，加藤政和 3，

菅本和寛 

（宮崎大学工学部 1)、宮崎県小林保健所 2)、宮崎県

木材利用技術センター3）） 

 

分析－5 ブルーベリー葉・茎熱抽出物の 

プロアントシアニジン含有量と重合度の分析 

および ATL 細胞増殖抑制効果 

 

○鈴木耀介 1，甲斐久博 2，森下和広 3，菅本和寛 1 

（宮崎大学工学部 1)、九州保健福祉大学薬学部 2) 、

宮崎大学医学部 3⁾） 

 

分析－6 ポリプロピレンシートの 

断面 TEM 用超薄切片作製及び分析例 

 

○原口智宏 

（宮崎大学工学部教育研究支援技術センター） 

 

分析－7 高硬度プラスチック樹脂の 

断面 TEM 観察を目的とした試料作製方法の検討 

 

○原口智宏 

（宮崎大学工学部教育研究支援技術センター） 

 

分析－8 ヒュウガトウキ含有クマリン類の抽出と合成および分析 

 

 

 

 

○松本朋子 1，杉井秀彬 2，湯浅千絵 3，川田好晃 3，

金田奈津希 3，森下雅之 3，廣瀬遵 2，菅本和寛 2 

(宮崎大学産学・地域連携センター1 )、宮崎大学工

学部 2)、株式会社 Have fun Factory3)) 

 



ポスター発表 （16:00〜17:00） 

＜会場：330 記念交流会館 コンベンションホール＞ 

番

号 
タイトル 著者所属・氏名 

1 パイロット養成における 

バーチャル・リアリティ利用の可能性 

 

航空大学校 猪口雄三 

2 自己潤滑膜を生成する 

ハイブリッドポリマーベアリングの開発 

 

宮崎大学工学部 〇中池亘・古池仁暢 

富山大学 木田勝之・溝部浩志郎 

3 バイオマス燃焼装置におけるクリン力防止に関する研究 宮崎県工業技術センター ○大迫貴太 

宮崎県循環社会推進課 溝口進一 

 

4 蒸気圧測定による W/O エマルション水滴内溶質濃度算出 

 

宮崎県工業技術センター 清水正高 

5 油の中にナノ分散された水溶性食品素材 

 

宮崎県工業技術センター 下池正彦 

6 宮崎県工業技術センターにおける 

湿度コントロール技術の開発と展開 

宮崎県工業技術センター ○陰山翼・小野貴哉 

・田河智章・河野孝平・布施泰史 

 

7 ユーグレナ（ミドリムシ）がつくる 

パラミノンナノファイバーの社会実装にむけて 

宮崎大学農学部 〇林雅弘 

㈱ユーグリード  

羽多野晃一・石川一雄・宇高尊己 

 

8 ユーグレナ（ミドリムシ）による 

バイオジェット燃料生産に光合成は不要だ！ 

宮崎大学農学部 〇金川真人・林雅弘 

宮崎大学大学院農学研究科 福田美月 

 

9 ユズの CTV 強毒・弱毒遺伝子型判別技術の開発 宮崎大学農学部 ○竹下稔・山田千鶴 

宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場 

久留洸貴 

宮崎県総合農業試験場果樹部 

山名宏美・山口秀一 

 

10 ブルーベリー葉の脂肪細胞機能改善作用 宮崎大学農学部 

 ○山﨑正夫・須子田萌・木上佑晟 

・藤井健斗・古賀靖子・國武久登・西山和夫 

宮崎大学地域資源創成学部 山﨑有美 

宮崎大学工学部 鈴木耀介、菅本和寛 

宮崎大学テニュアトラック推進室 小川健二郎 

九州保健福祉大学薬学部 甲斐久博 

㈱ビオラボ 後藤陽、中山貴之 

 

11 宮崎県産ブルーベリー素材が 

涙液分泌機能低下マウスに及ぼす影響 

宮崎大学テニュアトラック推進室 〇小川健二郎 

宮崎大学農学研究科 浦田果林・小河原康貴 

宮崎大学農学部 田頭明音・西山和夫・山﨑正夫 

㈱ビオラボ 後藤陽・野見山将太 

 

12 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性 

ピーマン F1台木品種‘台ひなた’の育成 

宮崎総農試 ○武田和宣・・山口和典・杉村和実 

宮崎総農試・宮崎農業普及課 原口祐輔 

宮崎総農試・宮崎中部農振 大田哲史 

宮崎総農試・宮崎経済連 郡司孝幸 

農研機構野花研  

松永啓・齊藤猛雄・宮武宏治・新村芳美 

南九州大環境園芸学部 杉田亘・陳蘭庄 

 

13 労働力不足に対応したヒュウガナツ栽培における 

受粉樹の混植及び高接ぎによる省力安定生産技術の開発 

総合農業試験場亜熱帯作物支場 ○内田秀一郎 

総合農業試験場亜熱帯作物支場 山口和典 

宮崎県立農業大学校 黒木宏憲 

中部農林振興局 原ノ後翔 

 



 

番

号 
タイトル 著者所属・氏名 

14 マンゴーの未熟果を利用したジャム加工に関する研究 宮崎県食品開発センター ○三輪華織・高橋克嘉 

宮崎県立農業大学校 福山明子 

花＊あそび 中武榮子 

 

15 焼酎粕を用いた機能性成分高含有エコフィードの開発 宮崎県食品開発センター 

 ○阿萬尚弥・越智洋・福良奈津子 

宮崎県畜産試験場 須﨑哲也・橋谷薫 

宮崎県畜産試験場川南支場 壱岐侑祐 

 

16 みやざき地頭鶏（むね肉）の 

機能性表示食品のための取り組みについて 

宮崎大学農学部 
○永濵清子・吉松朋紀・黒木勝久・榊原陽一 

みやざき地頭鶏事業協同組合 

 宮本宏之、徳留英裕 

 

17 管理栄養士を目指す大学生が取り組む、 

同世代の健康づくりに関する官学連携事業について 

～整う食バランス～ 

 

南九州大学健康栄養学部 管理栄養学科  
〇長友多恵子・杉尾直子・川北久美子・木村志緒 

宮崎県健康増進課 長倉千花 

宮崎県日向・高鍋保健所〔元健康増進課〕 

 満安しほ 

 

18 ひとり親家庭等学習支援ボランティア活動「ままのて宅習塾」 宮崎大学多言語多文化教育研究センター 

 〇本部エミ 

宮崎公立大学 四方由美 

NPO 法人 ままのて 紫安智穂 

宮崎市子ども未来部子育て支援課 大賀ユキ 

 

19 地方都市の中心市街地における駅前開発を契機とした 

回遊性向上の手法開発 ～宮崎市を事例として～ 

宮崎大学地域資源創成学部  
〇熊野稔・長友瞳・外山将至 

みやざき公園協会 伊藤慎一朗 

 

20 文化部活動の地域移行モデル「ちいきメタバースクラブ」 NPO 法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER 

 豊福彬文・児玉孝文 

 

21 食に関するお悩み、まるごと解決 (公財)宮崎県産業振興機構 

みやざきフードビジネス相談ステーション 
○柚木崎千鶴子 

 

22 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 

宮崎県機械技術センター 

平山国浩・〇村野雄一 

 

23 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 

 

(公財)宮崎県産業振興機構 よろず支援拠点 

 

24 九州オープンイノベーションセンター（KOIC）の 

産業技術振興事業 

 

(一財)九州オープンイノベーションセンター 

25 九州オープンイノベーション創出戦略会議（KICC） (一財)九州オープンイノベーションセンター 

（九州イノベーション創出戦略会議事務局） 

 

26 みやざきイノベーション共創プラットフォーム 宮崎県商工観光労働部企業振興課 

 

27 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プラットフォーム 

 

28 こだわりのローストビーフを知財を活用して全国へ 

【INPIT 宮崎県知財総合支援窓口】 

(一社)宮崎県発明協会 

 

 

29 宮崎太陽銀行グループの支援内容 ㈱宮崎太陽銀行 

 



 

 

 

 

番

号 
タイトル 著者所属・氏名 

30 宮崎大学 産学・地域連携センター 宮崎大学 産学・地域連携センター 

 

31 宮崎大学 産学・地域連携センター 産学連携部門 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

32 宮崎大学 産学・地域連携センター 地域連携部門 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

33 宮崎大学 産学・地域連携センター 知的財産連携部門 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

34 宮崎大学 産学・地域連携センター 地域人材部門 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

35 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 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 

36 宮崎大学 まちなかキャンパス 

 

宮崎大学 産学・地域連携センター 


