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日本食品工学会第 1３回（2012 年度）年次大会 
事前登録締切： 7 月 9 日（月） 

日本食品工学会のホームページ：http://www.jsfe.jp/ 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

会 期 平成 2４年８月９日（木），１０日（金）（2 日間） 

会 場 北海道大学 大学院農学研究院・農学部 札幌市北区北９条西９丁目 

   http://www.agr.hokudai.ac.jp/info/access.html 

懇親会 札幌アスペンホテル（札幌市北区北８条西４丁目 TEL:011-700-2111） 

交 通 JR 札幌駅，札幌市営地下鉄さっぽろ駅より徒歩 15 分 

後 援 北海道大学，(地独)北海道立総合研究機構，食品と機械リエゾンオフィス， 

（財）函館地域産業振興財団北海道立工業技術センター 

 

 

＜事前登録締切：7 月 9 日（月）厳守＞ 

 
 事前登録申込は，基本的にWeb経由となります．日本食品工学会のホームページhttp://www.jsfe.jp

より，年次大会参加申込サイトへアクセスしてください．なお，インターネットにアクセスできな

い方は，Faxでお申し込みください．なお，締切日以降は，会場での当日登録となります． 

 事前参加登録申込後，平成 24 年 7 月 9日（月）までに会誌第 13 巻 1 号に挟み込んであります「払

込取扱票」を用いて参加費，懇親会費をお振込みください（ご所属は明瞭にご記入ください）． 

 払 込 取 扱 票 を ご 希 望 の 方 は ， 年 次 大 会 実 行 委 員 会 受 付 担 当 へ ， 電 子 メ ー ル

（jsfe@bpe.agr.hokudai.ac.jp）または Fax（011-706-3848）でお申し込みください．なお，締切

日以降は，会場での当日登録となりますのでご注意願います． 

 

 

大会参加費（大会講演要旨集代を含む），懇親会参加費 

 事前登録（７月９日まで） 当日登録 

正会員 学生会員 非会員 正会員 学生会員 非会員 

大会参加費 8,000 4,000 12,000 10,000 6,000 14,000 

懇親会参加費 6,000 3,000 9,000 8,000 5,000 11,000 

 

 

講演要旨集 

 事前登録者には，７月中旬に発送します．当日登録者は，受付でお取り受けください． 

 

  

http://www.agr.hokudai.ac.jp/info/access.html
http://www.jsfe.jp/


 

大会事務局 

 〒060-8589 札幌市北区北９条西９丁目 北海道大学 大学院農学研究院生物生産工学部門 

       日本食品工学会第 13 回年次大会実行委員会 

 

 大会実行委員長：木村俊範，顧問：伊藤和彦， 

総務：清水直人，木村俊範，﨑山高明 

プログラム：五十部誠一郎，北川雅彦，山本和貴 

会場：樋元淳一，河野慎一，清水直人，川村周三，山田加一郎，参加登録：植村邦彦，樋元淳一 

受付：小疇 浩，本間稔規 

会計：川村周三，小西靖之，木下康宣，懇親会：本多芳彦，熊林義晃 

インダストリアルプラザ：渡辺晋次，岩田均，東 秀樹 

シンポジウム：一色賢司，椎名武夫，伊藤和彦，清水條資，稲熊隆博，古橋敏昭 

広報：高橋是太郎，関 秀司，鍋谷浩志 

                                   

大会に関する問合せ先： 

総務 清水直人（Tel&Fax: 011−706−3848, E-mail: shimizu@bpe.agr.hokudai.ac.jp） 

 

本大会に関する案内は，http://www.jsfe.jp/に掲載の予定です． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表について 
 
★ 口頭発表は会場に設置の液晶プロジェクターにより行います．パソコンは各自でお持ちいた

だきコネクターケーブルに，ご自分で接続ください．なお，ケーブルのパソコンへのピン留

めはしないでください． 
★ 口頭発表の発表時間（インダストリアルプラザを除く），発表 10 分，質疑（交代時間を含む）

5 分の合計 15 分です． 
★ パソコンと液晶プロジェクターの相性等により映写ができない場合に備えるため，発表ファ

イルを収めた USB メモリをご持参ください．ファイルは，パワーポイント 2007 形式で作成

または保存したものに限ります． 
（USB メモリは事前に必ずウイルスチェックを行ってください） 

★ インダストリアルプラザの展示については，展示会場内で１件５分のショートプレゼンテー

ション（説明）を行います．パソコン，液晶プロジェクターは会場に準備しますので，上記

と同様の USB メモリをご持参下さい． 
★ ポスター発表会場は，２会場（Ｓ１２，Ｓ２２）になります．発表のボードは，幅 90 cm，

高さ 210 cm です．ピンなどは会場に準備してあります． 
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大会日程 

受賞講演 会場 日付 時間  

学会賞 Ａ会場 １０日 14:00～14:25  

技術賞 Ｂ会場 １０日 14:30～14:50  

研究賞 Ｃ会場 １０日 14:30～14:50  

シンポジウム 会場 日付 時間 講演番号 

シンポジウムＡ「非常時を含む食料供給・

調達の安定化と安全性の確保」 
Ａ会場 ９日    9:30～12:00 SA01～SA05

シンポジウムＢ「北海道の農畜水産加工技

術の展開方向」 
Ａ会場 １０日 14:30～17:00 SB01～SB04

シンポジウムＣ「北海道の農産物を利用し

た食品の開発」 
Ｂ会場 ９日 9:30～12:00 SC01～SC04

一般講演（セッション） 会場 日付 時間 講演番号 

食品製造・加工Ⅰ Ｂ会場  13:00 ～ 15:45 1B01～1B11

食の安全性・殺菌・洗浄・保存 
 

Ｃ会場 

 

 

 

 

９日 

13:00 ～ 14:45 1C01～1C07

食品バイオテクノロジー 14:45 ～ 15:15 1C08～1C09

その他 15:15 ～ 15:45 1C10～1C11

食品製造・加工Ⅱ 

Ｄ会場 

13:00 ～ 14:00 1D01～1D04

計測・制御 14:00 ～ 15:00 1D05～1D08

分析・物性・物理化学Ⅰ 15:00 ～ 16:00 1D09～1D12

食品製造・加工Ⅲ Ｂ会場  

 

 

１０日 

9:00 ～ 11:45 2B01～2B11

分析・物性・物理化学Ⅱ Ｃ会場  9:00 ～ 12:00 2C01～2C12

品質管理・評価 Ｄ会場  9:00 ～ 12:00 2D01～2D12

食品製造・加工Ⅳ 
Ｅ会場 

 

 

 

 9:00 ～ 11:30 2E01～2E10

環境・食資源循環 11:30 ～ 11:45 2E11 

ポスター発表 

ポスター

会場 

S12，S22

 

 

 

９日 

 

16:00 ～ 18:00 

コアタイム 

奇数：16:00-17:00 

偶数：17:00-18:00 

P01～P66 

インダストリアルプラザ＋北海道コーナ

ー/展示およびショートプレゼンテーショ

ン 

生物生産

工学実験

棟 

展示 13:00～18:00 

プレゼン 16:00 ～

18:00 

I01～I11 

評議員会・総会・懇親会 会場 日付 時間  

評議員会 Ｅ会場 ９日 12:00 ～ 12:50  

総会 Ａ会場 １０日 13:00 ～ 14:00  

懇親会（札幌アスペンホテル）  ９日 18:30 ～ 20:30  

Ａ会場：大講堂         Ｅ会場：Ｎ11 講義室 

Ｂ会場：Ｓ31 講義室      ポスター会場：Ｓ12 およびＳ22 講義室 

Ｃ会場：Ｓ21 講義室      インダストリアルプラザ：生物生産工学実験棟 

Ｄ会場：Ｎ31 講義室 



会場案内図  

 

アスペンホテル
懇親会会場

インダストリ
アルプラザ・

北海道コーナー

大会受付 大会会場
Ａ～Ｅ，ポスター会場

生物生産工学実験棟

生物生産工学実験棟
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大会会場平面図 

（農学部・農学研究院本館） 

 

Ａ会場
（大講堂）

Ｂ会場
（Ｓ３１）

Ｃ会場
（Ｓ２１）

Ｄ会場
（N３１）

休憩室
（N２１）

ポスター会場
（Ｓ２２）

ポスター会場
（Ｓ１２）

受付、クローク

Ｅ会場
（N１１）

大会実行
委員会
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★★★★★ プログラム ★★★★★ 

受賞講演 

 

 

８月 10 日（金） 

【学会賞受賞講演】（Ａ会場，14:00～14:25） 

多相系における速度過程に関する食品工学的研究 

京都大学大学院農学研究科 安達修二 

 

８月 10 日（金） 

【技術賞受賞講演】（Ｂ会場，14:30～14:50） 

野菜本来のおいしさが味わえる新しい野菜飲料（やさいしぼり）の開発 

カゴメ株式会社 鍵谷和生，生形省次，川地真由 

 

８月 10 日（金） 

【研究賞受賞講演】（Ｃ会場，14:30～14:50） 

食品ハイドロコロイドの物性に関する研究 

共立女子大学家政学部 熊谷 仁 

 

 

シンポジウム 

 

A 非常時を含む食料供給・調達の安定化と安全性の確保 

（オーガナイザー：一色賢司（北大）， 椎名武夫（(独)農研機構食総研）） 

SA01 東日本大震災から得た食料供給体制の課題 

池戸重信（宮城県産業技術総合センター） 

SA02 食の安全性と安定供給はトレードオフなのか? 

加地祥文（厚労省小樽検疫所）     

SA03 東日本大震災と食品生産・低温物流 ― （株）ニチレイの経験から 

河合義雄（(株)ニチレイ）      

SA04 北海道における食品の安全性確保と食料備蓄  

関 俊一（北海道農政部） 

SA05 放射性セシウムの基準値はどのようにきめられたのか？ 

    －仕組みと経緯，暫定規制値と新基準値－ 

   大谷敏郎（(独)農研機構食総研） 

 

     

B 北海道の農畜水産加工技術の展開方向 

（オーガナイザー：伊藤和彦（北大），清水條資（JST）） 

SB01 北海道の食品加工の展開方向  

   沖野 洋（北海道経済部）     

SB02 農畜産物加工技術の展開   

柿本雅史（（地独) 北海道立総合研究機構 食品加工研究センター）     

SB03 水産物加工技術の展開    

   北川雅彦（(地独) 北海道立総合研究機構 中央水産試験）      

SB04 乳製品工業における加工技術の展開       

    片野直哉（よつ葉乳業（株））      
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C 北海道の農産物を利用した食品の開発 

                     （オーガナイザー：古橋敏昭（テーブルマーク（株）），稲熊隆博（カゴメ（株）)） 

SC01 GABA 無洗米の開発  

水野英則（（株）サタケ）   

SC02 北海道の素材にこだわった野菜飲料の開発  

古井博康（カゴメ（株））    

SC03 北海道栗かぼちゃコロッケの開発 

  古橋敏昭（テーブルマーク（株））    

SC04 じゃがいものサラダ・惣菜への利用状況と課題 

     小林謙太郎（キユーピー（株）)      

 

口頭発表 

 

８月９日（木）（Ｂ会場，13:00～15:45） 

【食品製造・加工Ⅰ】 

1B01  バインダ噴霧条件がトウモロコシ澱粉の流動層造粒工程に与える影響 

（農研機構食総研，*ポッカコーポレーション，**磐田ポッカ食品） 

〇五月女格，井上孝司*，片桐孝夫*，竹内博一**， 

津田升子，竹中真紀子，岡留博司，五十部誠一郎 

1B02 凍結乾燥を用いたココアの成形に関する試み 

 （京大院工）永友貴之，○鈴木哲夫，田門 肇 

1B03  ホエイタンパク質微粒子を利用した脂肪代替素材の検討 

（森永乳業（株））○荒瀬寛，湯田直樹，鈴木学，越智浩，岩附慧二 

1B04  高アミロース米を用いた新規食品の開発 

（農研機構食総研, *東大院農生科）  〇柴田真理朗, 杉山純一,  

 藤田かおり, 蔦瑞樹, 吉村正俊, 粉川美踏*, 荒木徹也* 

1B05  高圧処理を利用した超微細米粉の製造 

（*NICO，**新潟製粉，***食研セ，****食総研，*****新潟薬大応生科） 

○木戸みゆ紀*，小林兼人*・**，知野秀次*・***， 

西脇俊和*・***，本間紀之*・***，山本和貴****，重松亨***** 

1B06  粒子径分布が異なる米粉の製パン性 

（岩手大農応生化）○鈴木あすみ，清水優子，三浦 靖 

1B07  マグネタイト膜によるデンプン粒の分離 

（佐賀大院）○川喜田英孝，宇野裕士，森貞真太郎，大渡啓介 

1B08  通電加熱による蜂蜜析出糖類の溶解 

（石川県立大, *(株)ラベイユ） 小林 愛, 瀬戸路子*, ○野口明徳 

1B09  ホール卵を構成する各要素の電気物性に関する研究 

（海洋大海洋科）○中井利雄，福岡美香，酒井昇 
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1B10  微生物燃料電池技術の応用による食酢と電力のコプロダクションを目指した基礎的検討 

（群大院工） ◯谷野孝徳，奈良洋平，大嶋孝之 

1B11  短波帯交流瞬間加熱および低温加熱の併用による豆乳中の枯草菌芽胞の失活 

（農研機構食総研）○植村 邦彦，高橋 千栄子，小林 功 

 

８月９日（木）（Ｃ会場，13:00～14:45） 

【食の安全性・殺菌・洗浄・保存】 

1C01  スプレードライによる Cronobacter sakazakii の死滅挙動解析 

（農研機構食総研）◯小関成樹，中村宣孝，椎名武夫 

1C02  高電圧パルス電界を利用した牛乳の殺菌 

（*群馬大学院工学研究科，**協同乳業株式会社）○亀田剛*，谷野孝徳*，大嶋孝之*，原島浩之** 

1C03  浸透圧およびイオンストレスが大腸菌の圧力死滅挙動に及ぼす影響 

(新潟薬大・応生科, *NICO, **ブルボン, ***新潟薬大・薬, ****東北大院・農) 

○長谷川敏美, 中村拓哉, 木戸みゆ紀*, 林真由美, 井口晃徳, 重松亨, 平山匡男**,  

山口利男***, 上野茂昭****, 藤井智幸****  

1C04  Distribution analysis of nivalenol contaminated in grains of a Japanese soft winter 

wheat cultivar after milling 

(*農研機構食総研，**農研機構九州沖縄農研，***農研機構本部) 

○MD. Sharif Hossen*, Megumi Yoshida**, Hiroyuki Nakagawa*, Hitoshi Nagashima*,  

Takashi Nakajima***, Hiroshi Okadome* and Masayo Kushiro* 

1C05  キャビテーションの利用による新たな洗浄方法 

(森永乳業装置研，*神戸大) ○設楽英夫，蔦原道久* 

1C06  フローサイトメトリーと多変量解析による茶飲料中の生菌数推定 

(農研機構食総研，*（株）日立製作所，**（株）日立 E&S) 

蔦瑞樹，○杉山純一，川崎晋，藤田かおり，吉村正俊，佐々木康彦*，武井三雄** 

1C07 キムチ酵母の圧力耐性に及ぼす野菜エキスの影響 

（農研機構食総研, *越後製菓, **長岡科技大） 

○山本和貴, Melba Padua Ortega, 根井大介, 顧暁曄, 鐘雷, バウム博美,  

小林篤*, 川村麻梨子*, 小林正義*，福田雅夫** 

 

８月９日（木）（Ｃ会場，14:45～15:15） 

【食品バイオテクノロジー】 

1C08  Saccharomyces cerevisiae 圧力耐性・感受性 UV 変異株の圧力死滅挙動の解析 

（*新潟薬大応生科, **岐阜大院連農科, ***NICO, ****ブルボン, *****東北大院農） 

○南波優*, 野村一樹**, 南須原悠輔*, 林真名歩*, 木戸みゆ紀***, 林真由美*, 井口晃徳*, 重松亨*, 

平山匡男*・****, 上野茂昭*****, 藤井智幸*・***** 

1C09 Formation of lactose gel by using anhydrous porous crystals obtained by dehydration 

in ethanol 

（香川大学農学部応用生物科学科）○Nicolas Verhoeven, Hidefumi Yoshii 
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８月９日（木）（Ｃ会場，15:15～15:45） 

【その他】 

1C10  新機構一軸ねじポンプ「PiCO ポンプ」の構造と原理・性能について 

（古河産機システムズ(株)） ○林元和智，宮下学 

1C11  Fractionation of terpenes from citrus oil model compounds using supercritical CO2 

（名大院化工，*SCF Techno-Link） ○Siti Machmudah，後藤元信，福里隆一* 

 

８月９日（木）（Ｄ会場，13:00～14:00） 

【食品製造・加工Ⅱ】 

1D01  脂質ベシクルとの共存による hesperetin 吸収性の向上 

（*筑波大命環境，**農研機構食総研） 〇大泉 祐樹*，渡辺 純*,**，佐藤 誠吾*，市川 創作* 

1D02  静電積層法を用いた O/W エマルション油滴の高分子多層被覆による分散安定性の向上 

（筑波大生命環境系）○岩田直也，佐藤誠吾，市川創作 

1D03  蒸気吹き込み法によるＯ／Ｗエマルションの調製 

（広大院生物圏科学）○草壁雄太，川井清司，羽倉義雄 

1D04  デジタル画像処理を用いたパスタの表面粗さの簡易測定法 

（京大院農）○小川剛伸，安達修二 

 

８月９日（木）（Ｄ会場，14:00～15:00） 

【計測・制御】 

1D05  分光光度計を用いた新規で簡便な乳化安定性評価方法の提案 

（摂大薬，筑波大院生環科）○相澤秀樹 

1D06  加熱によるゴマ種子中の油脂分布変化 

（千葉大院園芸）○畠山富士子，田川彰男，小川幸春 

1D07  3 次元 X線トモグラフィによるパン生地の気泡計測 

（神戸大学大学院農学研究科）○寺川裕也，豊田淨彦，黒木信一郎，井原一高 

1D08  ファイバープローブ FTIR 法によるパン生地発酵過程の糖消長測定 

（神戸大院農）○豊田淨彦，寺川裕也，井原一高 

 

８月９日（木）（Ｄ会場，15:00～16:00） 

【分析・物性・物理化学Ⅰ】 

1D09  タンパク質凍結変性に及ぼす共存物質添加効果 

（石川県大院生資環） ○西野裕貴, 宮脇長人 

1D10  食品高分子溶液物性に及ぼす水分活性および低分子共存物質の影響 

（石川県大院生資環） ○松平景子，宮脇長人 

1D11  粘度 B係数と部分モル比容から求めた水溶液中のアミノ酸とそのオリゴマーの水和数 

（県立広島大生命環，*石川県大生資環）〇佐藤之紀，岩切恵梨奈，福山紗由実，宮脇長人* 

1D12  フルクトースのガラス転移温度に及ぼす含水率の影響に関する分子論的検討 

（京大院工） ○鈴木哲夫，金子 創，田門 肇 
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８月１０日（金）（Ｂ会場，9:00～11:45） 

【食品製造・加工Ⅲ】 

2B01  アスコルビン酸の安定性に及ぼす環境要因の条件 

（石川県大院生資環）○井上絵里加, 辰野倫子, 宮脇長人 

2B02  ホエイ構成タンパク質の加熱に伴う汚れ付着挙動の解析 

（海洋大海洋科）○金子英基，萩原知明，崎山高明 

2B03  揮発性脂肪酸メチルを含むリノール酸メチルの自動酸化過程 

（京大院農）○馬 鉄錚，高橋朋子，小林 敬，安達修二 

2B04  マイクロチャネル乳化基板の表面特性が長期連続運転に与える影響 

（*農研機構食総研，**筑波大生命環境） 

○張 晏如*,**，小林 功*，Marcos A. Neves*,**，植村邦彦*，中嶋光敏*,** 

2B05  Formulation characteristics of water-in-oil-in-water emulsions encapsulating 

L-ascorbic acid using microchannel emulsification 

(* National Food Research Institute, NARO 

** Graduate School of Agriculture and Life Science, The University of Tokyo 

*** Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba) 

○Nauman Khalid*,**, Isao Kobayashi*, Marcos A. Neves*, *** and  

Kunihiko Uemura*, Mitsutoshi Nakajima*,*** 

2B06  Formulation and stability of O/W submicron emulsions loaded with baicalein 

(*National Food Research Institute, NARO,  

**Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, Thailand,  

***Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba) 

○Witcha Treesuwan*,**, Sosaku Ichikawa***, Wang Zheng*,***, Mitsutoshi Nakajima*,***,  

Marcos A. Neves*,***, Kunihiko Uemura* and Isao Kobayashi* 

2B07  Recovery and concentration of polyphenols from olive mill wastewater by integrated  

membrane system 

(*Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba;   

**Center of Biotechnology of Sfax, Tunisia)  

○Ilyes Dammak*, Marcos A. Neves*, Sami Sayadi**, Mitsutoshi Nakajima* 

2B08  Stability and release properties of oleuropein-loaded W/O/W emulsions formulated 

using microchannel emulsification  

(* Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba 

**National Food Research Institute, NARO 

*** Center of Biotechnology of Sfax, Tunisia) 

○Safa Souilem*,**, Marcos A. Neves*,**, Isao Kobayashi**, Sami Sayadi***  

and Mitsutoshi Nakajima*,** 

2B09  Colour changes in fish during cooking process 

（海洋大海洋科）〇Llave Yvan, Matsuda Hiroki, Fukuoka Mika, Sakai Noboru 
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2B10  Analysis of solute distribution in ice-phase in progressive freeze-concentration 

（石川県大院・生資環）○Mihiri Gunathilake，新村希世美，辰野倫子，宮脇長人 

2B11  Subcritical water extraction of carbohydrate from passion fruit peels 

(*Faculty of Engineering and industrial Techonology, Silpakorn University 

**Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi Rajabhat University 

***Graduate School of Agriculture, KyotoUniversity) 

○Khwanjai Klinchongkon*, Pramote Khuwijitjaru*,  

Jintana Wiboonsirikul** and Shuji Adachi*** 

 

８月１０日（金）（Ｃ会場，9:00～12:00） 

【分析・物性・物理化学Ⅱ】 

2C01  ナノ微粒子質量分析（Nano-PALDI MS)による新規農薬検出法の開発 

（北陸先端大院，横山国大*，石川県立大**）○平修，金子大作，一柳優子*，小西康子** 

2C02  ナノギャップデバイスを用いたナノエマルションの直接観察技術の開発 

（*農研機構食総研，**筑波大生命環境） 

○小林 功*，堀 祐子*，王 政*,**，Marcos A. Neves*,**， 

植村邦彦*，中嶋光敏*,** 

2C03  Development of O/W Nanoemulsions with Improved Oxidative Stability 

（*筑波大学生命環境系,  **農研機構食総研）○Marcos A. Neves*,**，小林 功*，中嶋光敏*,** 

2C04  食物の消化挙動が観測可能なぜん動運動を備えたヒト胃モデル装置の開発 

（*農研機構食総研， **筑波大生命環境） 

○中田 友輝*,**，小林 功*，中嶋 光敏*,**，Marcos A. Neves*,**,  

植村 邦彦*，佐藤 誠吾**，市川 創作** 

2C05  豆乳タンパク質の熱変性度の評価と豆腐ゲル強度との相関 

（筑波大生命環境系，農研機構食総研*）  ◯大河内 純，植村 邦彦*，中嶋 光敏， 

佐藤 誠吾，市川 創作 

2C06  2 バイトテクスチャー試験（TPA）で求められるパラメータと食物の咽頭部流速との関係 

（共立女子大家政，日本大学生物資源*，農研機構食総研**） 

○秋間彩香，小倉聖美，谷米（長谷川）温子*，御厨香，神山かおる**，熊谷日登美*，熊谷仁 

2C07 レオメータによる食感の平均値解析 

（長谷川香料，技術研究所）○三次博之，福原孝一，川端兆宏 

2C08  カルボキシレート型陽イオン交換樹脂によるタンパク質の脱アミド化に及ぼす溶媒の影響 

（日大院生資化，*共立女子大家政）○清水詩織，中西良博，伊地知南， 

赤尾真，熊谷仁*，熊谷日登美 

2C09  人工消化した米飯粒の組織構造 

（千葉大院園芸）○田村匡嗣，田川彰男，小川幸春 

2C10  炊飯過程における米粒の成分含有量変化 

（千葉大院園芸）○大島誉章，田川彰男，小川幸春 
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2C11  グルテンフリー米粉パンへの様々な食品成分の添加効果について 

（石川県大院食品）○庄田和生，本多裕司，小西康子 

2C12  コメの品種と炊飯液粘度の関係 

（千葉大院園芸）○長井拓生，田川彰男，小川幸春 

 

８月１０日（金）（Ｄ会場，9:00～12:00） 

【品質管理・評価】 

2D01  赤外分光法を用いた加熱保存過程におけるコーヒー飲料の品質評価 

（三重大院生物資源，*三重大生物資源）〇橋本篤，林愛実*，末原憲一郎，亀岡孝治 

2D02  近赤外吸収スペクトルによるスティックコーヒーの非破壊迅速分析 

（東京海洋大学，*東洋ハイテック株式会社） 

〇阪口宗，石川裕，金谷克彦，長谷川淳治，山本信彦*，中村岳幸*，貝島健太*，崎山高明 

2D03  ホウレンソウの鮮度評価に関する研究 

（東大院農，*日大生）〇金 仙女，川越義則*，牧野義雄，大下誠一 

2D04  ハイパースペクトルカメラによるブロッコリーの退色速度予測に関する研究 

（東大院農，*日大生） ○保阪亜祐実，牧野義雄，川越義則*，大下誠一 

2D05  容器包装詰食品における加工程度の非破壊評価に関する研究 

（広島大院生物圏科学）○小山順子，川井清司，羽倉義雄 

2D06  メタボロミクスを利用した濃口醤油の品質管理技術 

（香川産技センター） 大西茂彦，○松岡博美，浅井貴子，松原保仁，稲津忠雄，岩崎賢一 

2D07  Change in physicochemical properties and antioxidant activity of dried chili and 

chili powder during storage 

（石川県大院生資環, *Kasetsart Univ.） 

Kwanhathai Chaethong, Rungnaphar Pongsawatmanit* and 宮脇長人 

2D08  生鮮ボイル毛ガニの品質評価指標に関する研究 

（道工技セ，(有)船岡商店*）○木下康宣，野上智代，赤石恵，船岡聡* 

2D09  生鮮ボイル毛ガニの品質保持技術に関する研究 

（道工技セ，(有)船岡商店*）○木下康宣，野上智代，赤石恵，船岡聡* 

2D10  アイスクリームの内部構造の 3次元計測に基づく品質評価 

（* 日大生資源，**韓国順天大） ○都 甲洙*，川西啓文*，裵 英煥** 

2D11  小麦粉製品の経時的な口どけの変化に関与するデンプンの性状因子 

（岐阜大院連農，*岐阜大院応生，**岐阜大応生） 

○Nguyen Thi Huong Lan，柴田真奈美*，北折典子*，Lifen Zhang，西津貴久**，後藤清和** 

2D12  二次元可視/近赤外分光分析による貯蔵中マンゴー果実の非破壊品質評価 

（東大院農，*日大生，**神戸大農，***ボゴール農科大，****NEC） 

○牧野義雄，勇亜衣子，栖原健比呂，大下誠一，川越義則*，黒木信一郎**， 

プルワント アリス ヨハネス***，アフマド ウスマン***，ストリスノ***， 

塚田正人****，石山塁****，芹沢昌宏**** 

 



xiii 
 

８月１０日（金）（Ｅ会場，9:00～11:30） 

【食品製造・加工Ⅳ】 

2E01 冷凍米飯の氷結晶計測に基づく凍結・保存条件の 適化 

（前川製作所, *FKC）〇河野晋治,川村いづみ,山上伸一,相良泰行* 

2E02 凍結を利用したハイドロゲル微粒子創製技術の検討 

（兵庫県大院工）〇中川究也，長尾裕充，影本真之 

2E03 凍結乾燥ケーキ中に生じるタンパク質の質量分布と酵素活性分布 

（兵庫県大院工）〇中川究也，村上航，畑中隆信 

2E04 界面前進凍結濃縮法による果汁及び果汁凝縮液の高品質濃縮 

（石川県大院・生資環，* (株)果香） 

○新村希世美，辰野倫子，ミヒリ グナティラカ，小林 康弘*，宮脇 長人 

2E05 リン酸およびハイドロキシアパタイト存在下でのマルトビオン酸 Ca の挙動 

（サンエイ糖化(株)） ○深見健，大塚正盛 

2E06 連続水熱処理装置を用いた黒酵母βグルカン精製粉末の製造方法 

（佐大・農，*日本オリゴ（株），**伊藤忠製糖（株）） 

○林 信行，藤田修二，篠原 智*，上野秀雄*，近藤修啓** 

2E07 電気穿孔と凍結処理による中島菜内部構造変化の比較 

（石川県立大，*石川県農総セ） 

○石田信昭，石塚遼太郎，吉田智昭，三輪章志*，野口明徳，古賀博則 

2E08 有機酸を用いたリンゴ果皮に含まれる赤色色素の抽出法 

（石川農総研，*石川農林）○三輪章志，山田幸信* 

2E09 超臨界二酸化炭素を応用した肝からのこく附与物質の選択的抽出 

（*北大院水，**北大院環境）○小野寺 敬*，沖野龍文**，栗原秀幸*，高橋是太郎* 

2E10 食品中水分種 NMR 相関時間制御による食製品設計 

（道立工技センター，*北見工大，**ADTEC） 

○小西靖之，木戸口恵都子，三浦宏一*，松田宏樹*，小林正義** 

 

８月１０日（金）（Ｅ会場，11:30～11:45） 

【環境・食資源循環】 

2E11 食品残渣ヒューマスの有効利用の研究 

（*味の素㈱，**青学大理工） ○小林博貴*，伴信雄*，橋本修** 

 

ポスター発表 

 

８月９日（木）（ポスター会場，16:00～18:00） 

        セッション毎に記載されている講義室（S12 もしくは S22）を使用します． 

         コアタイム ＝ 奇数番ポスター：16:00～17:00 

                 偶数番ポスター：17:00～18:00 

         ９日 13:00～１０日 14:30 
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        ＜ ９日 12:30 までにポスターを掲示してください．＞ 

        ＜１０日 14:30 までにポスターを撤去してください．＞ 

 

【食品製造・加工，S12 講義室】 

P01 短鎖脂肪酸を内包したＷ/Ｏナノエマルションの作製および安定性 

（*農研機構食総研，**筑波大・生命環境,***工学院大工） 

○山中 洋平*,**，小林 功*，Neves  Marcos A*,**， 

上山 惟一***，植村 邦彦*，中嶋 光敏*,** 

P02 Quantitative characterization of oleuropein adsorption at soybean oil-water interface 

(* Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba 

**National Food Research Institute, NARO 

*** Center of Biotechnology of Sfax, Tunisia) 

Safa Souilem*,**, Marcos A. Neves*,**, Isao Kobayashi**,  

Sami Sayadi*** and Mitsutoshi Nakajima*,** 

P03 Formulation and stability of water-in-oil emulsions encapsulating high concentration 

of L-ascorbic acid 

(* National Food Research Institute, NARO 

** Graduate School of Agriculture and Life Science, The University of Tokyo 

*** Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba) 

Nauman Khalid*,**, Isao Kobayashi*, Marcos A. Neves*,***,  

Kunihiko Uemura*, and Mitsutoshi Nakajima*,*** 

P04 Formulation of glycerolipids or fatty acids based emulsions using microchannel 

technology 

(* Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Japan  

** National Food Research Institute, NARO, Tsukuba, Japan 

*** Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco) 

Ben Salah Imane*,**, Marcos A. Neves*,**, Isao Kobayashi**,  

Abdellatif Hafidi*** and Mitsutoshi Nakajima*,** 

P05 Preparation of encapsulated menthol powder by spray drying 

(Dept. of Chem. Eng., Chulalongkorn Univ., *National Nanotechnology  

Center, Thailand. Dept. of Appiled Biological Science, **Kagawa Univ.） 

○ Pitchvipa Prommas, Apinan Soottitantawat, Uracha Ruktanonchai*, Hidefumi Yoshii* 

P06 マイクロバブル内包アルギン酸カルシウムゲルビーズの製造 

（慶應大院理工，慶應大理工*） 

○渡辺絢子，寺坂宏一*，藤岡沙都子*，榎本悠希*，小林大祐* 

P07 Electrospinning of Polystyrene Fibers Functionalized with Inclusion Complex of  

1-Methylcyclopropene and a-Cyclodextrin 

（香川大農，フィランド国立技術研究所（VTT)，ナバレ公立大学） 

○H. Yoshii, T.L. Neoh, A. Yabbuno, Riitta Partanen, Menenzed Patricia 
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P08 トマトジュースの微細化と製品の粒度分布および粘性の物理特性 

（*農研機構食総研，**筑波大学生命・生命環境科学, ***カゴメ（株）） 

○趙 中原*,**, 王 政*,**, Marcos A. Neves*,**, 小林 功*, 植村邦彦*, 中嶋光敏*,**,  

小堀 暁美***, 稲熊 隆博*** 

P09 定形食品原料の乾燥速度に及ぼす有機溶媒注入の影響 

（静大工）○水越綾祐，石川英二，立元雄治 

P10 高温条件における食品タンパク質の熱可塑性 

（石川県立大学院食品科学）○寺下聡一郎，野口明徳 

P11 豆乳を調製するためのジュール加熱条件の検討と豆乳の性状 

（宮城大学食産，マルサンアイ株研*） 

○下山田真，板橋由紀，金内誠，都築公子*，江草信太郎*，本多芳孝* 

P12 Comparison study on the inactivation of Bacillus subtilis spores in milk using joule 

effect and conventional heating 

(*Graduate School of Life and Environmental Sciences University of Tsukuba,  

**National Food Research Institute, NARO) 

○Khadija Ghazi*, Kunihiko Uemura**, Mitsutoshi Nakajima* 

P13 湿式粉砕方法によるナノスケール米粉の作製 

（農研機構食総研）○岡留博司，Sharif MD.HOSSEN，五月女格，竹中真紀子，五十部誠一郎 

P14 米粉生産における歩留りとその加工特性 

（北海道大学大学院）木村俊範，田中政孝，○赤澤寿倖 

P15 多機能抽出装置・高温高圧抽出装置を用いた海産物抽出の検討 

（(株)イズミフードマシナリ，*兵庫県立工業技術センター） 

○奈良平直子，泉恵*，井上守正*，高橋一 

P16 呈味成分流出に影響を及ぼす畜肉加熱時の熱・物質移動解析 

（海洋大海洋科）○石渡奈緒美，福岡美香，酒井昇 

P17 食品反応工学により褐変反応を設計する 

（道立工技センター，*道総研食加研セ，**ADTEC） 

○木戸口恵都子，小西靖之，熊林義晃*，小林正義** 

P18 減圧過熱水蒸気流動層乾燥法の食品原料への適用 

（静大工）○道越太久郎，立元雄治 

P19 酵素処理による新規カラフルポテトマッシュの作製 

（北農研）○石黒浩二，瀧川重信 

 

【分析・物性・物理化学，S22 講義室】 

P20 トウガラシに含まれるカプサイシン・イメージング質量分析 

（北陸先端大院，*富山大学，**石川県立大） 

平修，金子大作，朱妹*，小松かつ子*，小西康子** 

P21 イメージング質量分析によるキュウリ内農薬局在解析 

（石川県立大，北陸先端大院*）〇東海情満，平修*，小西康子 
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P22 昇温レオロジー測定による油脂含有乾燥食品のガラス転移温度の評価 

（広大院生物圏科学）○川井清司，籐 翠，羽倉義雄 

P23 糖とリン酸との混合系における特異的なガラス転移温度上昇と水分収着特性 

（海洋大海洋科,広大院生物圏科学*）○中島美沙子,渡辺学,川井清司*,鈴木徹 

P24 複数澱粉系原料の混合による糊化特性および加工適性の変化 

（秋田県立大生物資源科学）○張函，佐々木駿，新田陽佳，馬金魁，陳介余 

P25 豆腐製造プロセスにおける豆乳の近赤外スペクトルの解析 

（筑波大生環系，*筑波大生資） 

○源川拓磨，川原悠*，似内美貴，加藤秀明*，竹前みね花* 

P26 非定常プローブ法による水産物の熱物性値の測定 

（*東農大食品，**東農大環境，***岩手大農学， 

****元阿部十良商店，*****朝倉商店， 

******千葉大園芸） 

○村松良樹*，坂口栄一郎**，川上昭太郎**，折笠貴寛***，阿部洋一****， 

朝倉一好*****，田川彰男****** 

P27 ポリマーコーティングした噴霧乾燥粉末からのフレーバー徐放挙動 

（鳥取県産技セ,鳥大工*,香大農**） 

○山本智昭，本坊洋一*，Neoh Tze Loon**，木村伸一，古田武*，吉井英文** 

P28 凍結解凍による魚肉ダメージの PFG-NMR 法による評価 

（海洋大海洋科）○小林りか，松川真吾，渡辺学，鈴木徹 

P29 人参スティック咀嚼時の咀嚼および呼吸挙動特性 

（日獣応生）○小竹佐知子,小林史幸 

P30 低温環境下におけるバイオマスプラスチックフィルムの物理特性 

（北海道大学大学院，*北海道立総合研究機構，**豊通ケミプラス） 

○延原達也，金野克美*，遠藤民雄**，木村俊範 

 

【計測・制御，S12 講義室】 

P31 微小荷重試験と有限要素解析を用いたスナック菓子の局所ヤング率測定法の提案 

（東工大機械制御システム専攻）○門脇廉，伊能教夫，木村仁 

    P32 近赤外分光法を用いた植物工場に用いる液肥成分の計測 

（広島市大院情報科学）○矢野卓雄，大崎貴博，香田次郎，中野靖久 

P33 スチームオーブンレンジによる焼き色変化過程に与える水蒸気濃度の影響 

（阪市大院工，*阪市大院生活科学）○間宮佑介，伊與田浩志，山形純子，酒井英樹* 

P34 水蒸気供給機能を有するオーブンの対流・ふく射による加熱特性の簡易測定 

（阪市大院工）○岩波伸悟，伊與田浩志，山形純子，間宮佑介，茅野友宏 

P35 食用油脂および構成脂肪酸の誘電特性の解析 

（神戸大院農，*中国東北農大）○豊田淨彦，Novia Erfiza，胡立志*，井原一高 
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P36 O/W エマルションの粒子径測定における粒度分布計の測定方式の影響 

（*筑波大院生環科，**農研機構食総研，***筑波大北アフリカ研究センター） 

○王 政*, ** ，Marcos. A. Neves**, ***，小林 功**, ***， 

植村 邦彦**, ***，中嶋 光敏*,**,*** 

 

【食品バイオテクノロジー，S22 講義室】 

P37 スープ料理が示す抗酸化性の総合評価 

（神戸女学院大学人間科学部 環境・バイオサイエンス学科） 

○寺嶋正明，太田祥子，牛島奈央，松村紗季 

P38 乾燥方法が乾燥野菜の抗酸化性に及ぼす影響 

（神戸女学院大学 人間科学部 環境・バイオサイエンス学科） 

○森川麻美，宮部摩耶，徳山沙耶，松村紗季，寺嶋正明 

P39 動物細胞を用いた抗酸化性の評価法 

（神戸女学院大学 人間科学部 環境・バイオサイエンス学科） 

○渡辺良子，金地梨紗，荻野冴子，佐々木 唯，松村紗季，寺嶋正明 

P40 清酒製造工程における酵素活性の変化と醸造特性 

（北九州市立大学大学院 国際環境工学研究科）○佐藤由可衣，許斐隼，二宮純子，森田洋 

P41 Aspergillus 属と Rhizopus 属による混合液体麹の酵素生産 

（北九州市立大学大学院，国際環境工学研究科） 

○許斐隼，佐藤由可衣，二宮純子，森田洋 

P42 ワサビ Wasabia japonica からの不凍タンパク質の精製とその諸性質 

（関西大学化生工，*(株)マル井）○中地 学，河原秀久，片倉啓雄，本木正幸* 

P43 大腸菌細胞のメカニカルストレスにおける細胞表層損傷の解析 

（関西大院・理工，*味の素（株）バイオ・ファイン研，**関西大・化生工） 

〇大植成美，奥谷聡志*，坂元仁**，土戸哲明** 

P44 液体培養による耐酸性α-アミラーゼ生産性の増強 

（北九大院・国際環境工，*北九大・国際環境工）〇宮崎千佳，佐藤貴裕，森田洋* 

P45 高圧処理により誘導される GABA 生成の反応・拡散挙動 

（東北大院農，新潟薬大応生科*）○上野茂昭，片山拓己，重松亨*，藤井智幸 

 

【品質管理・評価，S12 講義室】 

P46 チェダーチーズの粘弾性と香気成分特性および官能評価値の相関分析 

（東大院農生科, 森永乳業(株)*, 

アルファ・モス・ジャパン(株)**, (社)食感性コミュニケーションズ***） 

○守田愛梨, 荒木徹也, 住正宏*, 吉田浩一**, 上田玲子***, 相良泰行*** 

P47 アスパラガス若茎の雪室貯蔵における機能成分および物理特性の保持 

（北大院環境，*北大院農，**弘前大農学生命科学，***建成産業(株)，****北大北方生物圏セ） 

○二階堂華那，地子立，鈴木卓*，前田智雄**，横田冨男***，荒木肇**** 
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【環境・食資源循環，S22 講義室】 

P48 ヒューマス炭化粉を用いた電磁波吸収体の開発 

（*味の素(株)，**青山学院大学理工学部電気電子工学科）小林博貴*，○伴信雄*，橋本修** 

P49 レモン果皮を用いたアルコール飲料製造のための酵素糖化 

（近畿大院システム工）高橋紀博，○渡邉義之 

P50 北海道大学札幌キャンパスにおける固液分離技術を用いた厨芥再資源化の検討 

（北大院農，*中央建設コンサルタンツ，**クボタ，***北大院農, ****北大院環境） 

○山下善道，久保弦*，岩田晃一郎**，清水直人***，藤井賢彦****，荒木肇**** 

  P51 粉末ホタテ貝殻の緩衝液/酸・塩基抽出カルシウムの特性  

（北大農学院，*北大農研院）○吉岡泰嗣, 清水直人* 

P52 チーズホエーと籾殻混合物からの乳酸生産 

（関西大化学生命）○山出和弘，安福加奈子，春名桃花，原口めぐみ 

  

   P66 海洋性発酵細菌の発光性に及ぼす硫黄源の影響 

              （大分高専，*北九大・国際環境工） 

二宮純子，桑原眸*，惠良真理子*，田部井陽介*，森田洋* 

 

【食の安全性・殺菌・洗浄・保存，S12 講義室】 

P53 低加圧二酸化炭素マイクロバブルによるポリフェノールオキシダーゼの失活 

（日獣大応生， *明治大農）○小林史幸，池浦博美*，小竹佐知子，早田保義* 

P54 アルギン酸ゲルに包括固定化した光触媒の殺菌効果 

（北九大国際環境工，*北九大院国際環境工）○森田 洋，伊勢田弘太郎*，惠良真理子*，二宮純子 

  P55 超高温極短時間殺菌装置の粉体食品汚染胞子殺滅性能 

（関西大院・理工，* (株)フジワラテクノアート，**関西大・化生工） 

〇附野翔平，井上周子*，岡本敏宏*，平田利雄*，狩山昌弘*，坂元 仁**，土戸哲明** 

P56 酸化系殺菌剤の殺胞子効果における評価法の検討 

（*関西大・化生工，**関西大院・理工）〇鈴木挙磨作*，坂元仁**，土戸哲明** 

 P57 コールドチェーンの温度管理用インジケータの開発 

（北大院水産）○一色賢司，村上喜恵美，山本貴志，須藤あゆみ 

P58 低電圧直流通電による腸炎ビブリオの低減効果の解析 

（海洋大海洋科）崎山高明，須磨谷淳，西村政晃，荏畑さつき，萩原知明 

【その他，S22 講義室】 

P59 フィブロイン膜固定化発光性細菌を用いたバイオアッセイ 

（北九大院国際環境工，*北九大国際環境工）○惠良真理子，二宮純子，森田洋* 

P60 炭酸ガスがモデル水溶液からの香気放散に及ぼす影響 

（日獣大応生）○佐々木友理恵，小林史幸，小竹佐知子 

P61 超臨界貧溶媒法を用いたリコピン／β-シクロデキストリン包接体ナノ粒子の調製 

（名大院工学, *ソウル大, **カゴメ(株)） 

○根路銘葉月，Siti Machmudah,Yong-Suk Youn*，Youn-Woo Lee*，東浦拓摩**，後藤元信 
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P62 ソバアルブミンのα-アミラーゼ阻害作用とその特性 

（日大院・生資科，*日大・生化，**共立女子・家政） 

○二宮和美，宮地由紀子*，森麻由美*，赤尾真，熊谷仁**，熊谷日登美 

 

P63 無機成分含有量を利用した多変量解析による豚肉製品分類法の検討 

（苫小牧高専）○合田元清，小島洋一郎,三上剛，宇津野国治，岩波俊介，山口和美，川上光博 

P64 化学成分データと統計的情報解析による食品分類に関する基礎検討 

（苫小牧高専）○小島洋一郎 

P65 ホタテ貝粉末とバイオマスプラスチックからのシート素材の試作 

（北海道大学大学院，*北海道立総合研究機構） 

○坂本ひさ江，長谷川喜哉，金野克美*，木村俊範 

 

インダストリアルプラザ 

 

８月９日（木）（生物生産工学実験棟，13:00～17:30）: 

ポスター発表・北海道コーナー・展示・ショートプレゼンテーション 

   ＜ 展示物の準備 ９日 12:30 まで, 展示物の撤去 ９日 17:30 以後にお願いします．＞ 

展示会場内にてショートプレゼンテーション（説明）（１件約５分）を行います． 

 

I01 超微細高濃度オゾン水の定置洗浄・殺菌システムへの展開 

（*（株）日立プラントテクノロジー，**ネイチャーズ（株）） 

○末松孝章*，百瀬治男*，佐久間正芳*，荒木智之*，萩原信子** 

I02 冷凍麺の保管中における品質変化と課題 

（テーブルマーク株式会社） 

○村上菜摘，島田浩基，古橋敏昭 

I03 北海道の素材にこだわった野菜飲料の開発 

（カゴメ株式会社総合研究所） 

○古井博康，内野奈津子，田村茂夫，稲熊隆博 

I04 スパイスの機能成分のマスキング・安定化技術の開発 

（ハウス食品株式会社ソマテックセンター） 

○中村正輝，丹治桃香，松田良仁 

I05 新機構一軸ねじポンプ・ＰＩＣＯポンプ 

（古河産機システムズ(株)）○宮下学，林元和智 

I06 固形物入り液状製品の混合から溶解，乳化までが可能な新型乳化溶解タンク USmix 

（株式会社イズミフードマシナリ）○杉舩大亮,福谷隆伸 

I07 アルファー澱粉の付着性低減技術とベーカリー製品への応用 

（（株）Ｊ－オイルミルズ）○後藤勝，長畑雄也，小林功 

I08 食品関連の品質保証システムのご紹介 

（大和サービス(株)事業開発部検査機器事業課）澤田幸雄 
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I09 カセット式迅速細菌数計測装置「カセットラボ○R ONE」 

（（株）日立エンジニアリング・アンド・サービス） 

○佐々木康彦，竹内郁雄，石川淳，  

 

I10 レーザ消泡技術 

（東洋製罐（株） 開発本部 カスタマーソリューションシステム部） 

○辰見栄隆，木村義彦，富倉繁，森田佳之，城宝司，竹内友里 

I11 赤外線多成分測定器の紹介 

（コーンズテクノロジー（株））○尾西孝之 宗像孝幸 

他 北海道コーナー 機械展示 約１０件
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