
第 26 回日本木材学会九州支部大会プログラム 

 

９月 12 日（木） 

展示発表 

【発表時間 13:30 – 14:30】 

P–1  接着剤を使用せずに接合した重ね梁の強度性能  

  （福岡農林試資源セ）○片桐幸彦、廣田篤彦、朝野 景、（福岡県八幡農

林事務所）占部達也 
 

P–2  木材乾燥時における「桟木痕」の発生状況調査  

  （大分農林水研林業）○古曳博也  

P–3  八ヶ岳高原に生育するサラサドウダンの形成層活動時期  

  （九大院農）○阪上宏樹、後藤栄治、（首都大院理）和田正三、（（株）八
ヶ岳高原ロッジ）新津栄市 

 

P–4  TEMPO 酸化セルロースナノファイバー／キトサンナノファイバー混合

基板における動物細胞の接着挙動 
 

  （九大農）○野田朋佳、（九大院農）畠山真由美、北岡卓也  

P–5  再生セルロースの水中カウンターコリジョンナノ微細化により得られる

ロッド状ナノサイズ繊維 
 

  （九大院生資環, 九大院農）○神田敦史、巽 大輔、近藤哲男  

P–6  Sound absorption coefficient and sound transmission loss of corrugated 
cardboard for blender noise control 

 

  (Chonbuk nat’l univ.) ○Chun-Won Kang, Mina K. Kim, Eun-Suk Jang, 
(Chungnam nat’l univ.) Sang-Sik Jang 

 

P–7  アビエタン型ジテルペノイドの変換を可能とする糸状菌シトクロム P450
の探索 

 

  （九大院生資環）○永友百合香、（九大院農）北岡卓也、一瀬博文  

P–8  スギラミナの配列と幅はぎ接着が直交積層パネル（CLT）の反りに及ぼ

す影響 
 

   （鹿大院農）○伊藤裕幸、（鹿大農）西野吉彦  

P–9  県産ヒノキによる構造用集成材及び直交集成板の製造（Ⅰ）－ヒノキラ

ミナの等級区分－ 
 

   （宮崎木技セ） ○松元明弘、森田秀樹、小田久人  

P–10  エタノール発酵性担子菌 Phlebia sp. MG-60 P2 株と ABE 発酵性細菌 
Clostridium saccharoperbutylacetonicum NBRC109357 株との共培養 

 

   （宮大農）○野村駿介、Chu Luong Tri、亀井一郎  



P–11  スギ人工乾燥廃液の黒色化メカニズム  

  （宮大農）○長田健吾、（宮大工）菅本和寛、（宮大農）亀井一郎  

P–12  木口面硬さ連続測定における髄位置特定機能を活用したスギ心材部黒心
色判別の可能性 について 

 

   （熊本林研セ）○池田元吉、荒木博章、野口琢郎、中村圭子  

P–13  Grifola gargal におけるベンズアルデヒド生合成経路の解明に向けたトレ

ーサー実験 
 

  （宮大農）○中磨怜那、原田栄津子、亀井一郎  

P-14  塗装した外構材の色の経年変化  

  （熊本林研セ）○中村圭子、荒木博章、野口琢郎、池田元吉  

P–15  Cultural properties including bioluminescence and physiological traits of 
luminous mushroom in Aoshima Island of Miyazaki, Favolaschia peziziformis 

 

  （Faculty of Agriculture, University of Miyazaki）○Suphachai Tharavecharak, 
(Miyazaki Prefectural Museum of Nature and History）Shuichi Kurogi, (Faculty 
of Agriculture, University of Miyazaki）Etsuko Harada, Ichiro Kamei 

 

P–16  乾燥スギ内装材を用いた居住空間が作業課題における心理および脳機能

に与える影響 
 

  （九大農）○中島大輔、小山 眞、野村 健、工藤 崇、高濱瞭子、阿

部三佳、吉村友里、（株式会社 トライ・ウッド）渡邉雄一郎、（株式会社 
安成工務店）安成信次、（近大産業理工）大貫宏一郎、（九大農）藤本登

留、清水邦義 

 

P–17  モウソウチク当年稈成長過程におけるキシラン、フェルラ酸およびリグ

ニンの分布 
 

  （宮大農）○宗像典哲、津山 濯、雉子谷佳男、（京大農）高部圭司、

（宮大農）亀井一郎 
 

P–18  耐久性を検討するための木デッキの敷設  

  （福岡大工）○渡辺 浩  

P–19  覚醒時および睡眠中の生理的・心理的評価および揮発性成分分析を組み

合わせた評価系の確立 
 

  （九大農）○楊 楽、吉村友里、中島大輔、野村 健、工藤 崇、阿部

三佳、小山 眞、竹本直道、（トライ・ウッド）渡邊雄一郎、（近大産業

理工）大貫宏一郎、（九大農） 藤本登留、清水邦義 

 

 

 

 

 



口頭発表:フェーズ I 

【座長】 津山 濯(宮大農) 

O–1 14:40– 
15:05 

Mast cell stabilizing effect of the isolated compounds from olive mill 
waste following allergic sensitization - A bioassay-guided fractionation 
approach 

 

  (Kyushu University)○Rogers Mwakalukwa, A. Ashour, Y. Amen, Y. 
Niwa, S. Tamrakar, T. Miyamoto and K. Shimizu 

 

 

 

公開講演会（研鑽プログラム） 

〜未来の木材利用を考える〜 

【司会】雉子谷佳男 (宮大農) 

S-1 15:30– 
16:10 

台湾の農林業廃棄物再利用政策から生じるバイオマスに基づく 
エネルギー供給の将来性について 

 

 

 台湾大学 教授 Chun-Han Ko 氏  

S-2 16:10– 
16:50 

木造建築時代実現のために〜材料と構法開発、担い手〜  

 山佐木材株式会社 会長 佐々木幸久氏  

S-3 16:50– 
17:30 

CLT 耐力壁を活用した宮崎県防災拠点庁舎の設計  

 株式会社 山下設計 構造設計部 岸野 泰典氏  

 

 

 18:00– 

20:00 
懇親会 

 ケイズストリートホテル宮崎 カフェテラスK’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 月 13 日（金） 

口頭発表:フェーズ II  

【座長】横田慎吾 (九大農) 

O–2 10:00– 
10:15 

モウソウチク当年稈由来ミクロソーム膜画分におけるコニフェ

リンおよび p-グルコクマリルアルコールの輸送 
 

  （宮大農）〇島田菜津美、津山 濯、（名大院生命農）松下泰

幸、福島和彦、（京大生存研）矢崎一史、（京大農）高部圭司、 
（宮大農）亀井一郎 

 

O–3 10:15– 
10:30 

植物ペルオキシダーゼ、CWPO-C による成長制御作用機序の解明  

  （九大院生資環）〇横山裕亮 、（宮大農）富家 梓、（九大院生 
資環）Diego Yoshikay、（宮大農）雉子谷佳男、（九大院農）堤 
祐司 

 

O–4 10:30– 
10:45 

1-アミノシクロプロパン-1-カルボン酸（ACC）の分析方法検討

と屈曲処理 2 週間後のスダジイとシラカシにおける内生 ACC 
レベルについて 

 

  （宮大院農）○富家 梓、雉子谷佳男   

【座長】雉子谷佳男（宮大農） 

O–5 10:45– 
11:00 

南九州産ヒノキラミナと韓国カラマツ合板で構成された Ply 
Core CLT の強度性能（１）－曲げ強度性能－ 

 

  （宮崎木技セ）○田中 洋、森田秀樹、（忠南大）姜 錫求、

（宮大教）藤元嘉安 
 

O–6 11:00– 
11:15 

スギ大径丸太より製材した枠組壁工法構造用製材（206 材）の

強度特性 
 

  （熊本林研セ）○荒木博章、野口琢郎、池田元吉、中村圭子

（熊本県林業振興課）平田晃久、（森林総研）加藤英雄 
 

O-7 11:15– 
11:30 

仕上げからの時間経過に伴う地熱乾燥したすぎ板材の揮発性成

分分析に関する研究 
 

  （九大院農）◯竹本直道、吉村友里、阿部三佳、（小国町森林組

合）簗瀬和彦、渡辺久美子、（滋賀県立大学環境科学）中川敏法

（九大院農）藤本登留、清水邦義 

 

【座長】 藤元嘉安（宮大教） 

O–8 11:30– 
11:45 

大分県立武道スポーツセンターの概要と木材調達  

  （大分大理工）○田中 圭、（日本文理大工）井上正文、（大分

林研）城井秀幸、高宮立身、山本幸雄、（大分県土木建築部）伊

東幸子 

 

O–9 11:45– 
12:00 

国の特別名勝「虹ノ松原」における有効資源の活用と循環型プラ

ンの構築 

 



  （佐賀県立唐津南高等学校）〇桑野あみ、吉村隆平、岡本慶祐  

【座長】 津山 濯（宮大農） 

O–10 13:15– 
13:30 

水中カウンターコリジョン法を用いて得られた大豆皮由来ナノ

ファイバーの乳化特性 
 

  （九大院生資環）○大林祐貴、巽 大輔、近藤哲男  

O–11 13:30– 
13:45 

木材の混合に伴う石炭および木炭の粉じん爆発危険性の増大  

  （九州大鉄鋼リサーチセンター）〇戸髙昌俊、（福岡大工）外尾

祐介、正本博士、コウハクル ワサナ、重松幹二 
 

【座長】原田栄津子（宮大農） 

O–12 13:45– 
14:00 

スギ無垢材もしくは非無垢材を使用した住環境におけるヒトへ

の生理学的・心理学的影響 
 

  （九大農）本傳晃義、○小山 眞、野村 健、工藤 崇、阿部

三佳、吉村友里、中島大輔、（株式会社 トライ・ウッド）渡邉

雄一郎、（株式会社 安成工務店）安成信次、（近大産業理工）大

貫宏一郎（九大農）藤本登留、清水邦義 

 

O–13 14:00– 
14:15 

異なる木質住環境がヒトの睡眠の質に及ぼす影響に関する電気

生理学的研究 
 

  （九大農）○野村 健、小山 眞、工藤 崇、阿部三佳、吉村

友里、中島大輔、（九大基幹院）岡本 剛、（トライ・ウッド）

渡邉雄一郎、（安成工務店）安成信次、（近大産業理工）大貫宏

一郎、（九大農）藤本登留、清水邦義  

 

O-14 14:15– 
14:30 

スギ精油のチャバネゴキブリ（Blattella germanica）に対する忌

避効果 
 

  （宮崎木技セ）○東﨑無我、須原弘登  

【座長】 須原弘登（宮崎木技セ） 

O–15 14:30– 
14:45 

共存細菌 Curtobacterium sp. TN4W-19 株が生産する、Stereum 属

白色腐朽菌の菌糸伸長促進物質の解明 
 

  （宮大院農）○小関直人、亀井一郎  

O–16 14:45– 
15:00 

スギ林床を活用したオオイチョウタケの人工栽培  

  （宮大農）○原田栄津子、（株式会社岩出菌学研究所）多田有

人、森園智浩、（三重大生資）松田陽介 
 

 

 

 15:00– 
16:00 

表彰式 

総会 
 


