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生体工学系

Toshio Itahara, Hisashi Tamura,
Junpei Kanda, Takehiko Ueda

Control of Aromatic Hydrocarbons in Liquid Crystal State Chem. Listy 98, s48-s49 2004年9月

Takehiko Ueda, Masaru Nishikawa,
Shinichi Nakatake, Yoshifumi
Iwamoto, Toshio Itahara

Aggregated Emulsion of Hydrocarbons Formed With
Partially Hydrophobized Chitosan Oligomer

Chem. Listy 98, s49-s50 2004年9月

長﨑 智子, 上田 岳彦, 森 聖子,
末松 寛史, 板原 俊夫

セラミド類似化合物による液滴表面エネルギーの制御 第57回 コロイドおよび界面化学討論会講演要

旨集, p.457
2004年9月

北井 千晴, 上田 岳彦, 海田 福一,
濱根 大輔, 朽木 友祐, 板原 俊夫

単一電極による酸化還元種の空間分布決定 第8回多目的酸素電極装置研究会講演要旨

集, p.4
2004年9月

海田 福一, 上田 岳彦, 平野 博嗣,
板原 俊夫

有用ガスを発生する微生物のスクリーニング法の開発 平成16年度日本生物工学会大会講演要旨

集, p.224
2004年9月

吉原 智樹, 久野 彰史, 吉永 圭介,
橋口 周平, 中島 敏博*, 伊東 祐二,
杉村 和久

アミロイドベータ (Ab) 特異的ヒト抗体の単離 平成16年度日本生化学会九州支部例会(熊
本大会)　プログラム抄録 p.46

2004年5月

山本 真由美, 林 智博, 橋口 周平,
中島 敏博*, 伊東 祐二, 杉村 和久

ファージディスプレイを用いたコンフォメーション特異的
プリオン抗体

平成16年度日本生化学会九州支部例会(熊
本大会)　プログラム抄録 p.46

2004年5月

黒木 沙織, 伊東 祐二, 橋口 周平,
中島 敏博*, 杉村 和久

ヒトケモカインMCP-1活性を阻害するヒト抗体の性状解

析

平成16年度日本生化学会九州支部例会(熊
本大会)　プログラム抄録 p.47

2004年5月

林 智博, 橋口 周平, 有村 玄太,
伊東 祐二, 杉村 和久

FcεRI上のIgE binding site 1を認識しhistamine遊離を阻

害するヒト抗体

平成16年度日本生化学会九州支部例会(熊
本大会)　プログラム抄録 p.47

2004年5月

前田 政敏, 伊東 祐二, 橋口 周平,
中島 敏博*, 杉村 和久

ファージライブラリより得られた抗CD86ヒト一本鎖抗体の

機能解析

平成16年度日本生化学会九州支部例会(熊
本大会)　プログラム抄録 p.48

2004年5月

吉原 智樹, 久野 彰史, 橋口 周平,
中島 敏博*, 伊東 祐二,
津山 新一郎*，野中 悟*，
村田 長芳*，杉村 和久

アミロイドベータ (Ab) 特異的ヒト抗体 第77回日本生化学会 要旨集　ｐ.980 2004年10月

山本 真由美, 林 智博, 橋口 周平,
北本 祥, 中島 敏博*, 伊東 祐二,
杉村 和久

ファージディスプレイを用いたコンフォメーション特異的
プリオン抗体

第77回日本生化学会 要旨集　ｐ.979 2004年10月

坂元 孝太郎，伊東 祐二，村岡 賢，

橋口 周平，杉村 和久

Isolation of Lactoferrin Binding Peptide by T7-phage
Display and Its Immunoregulatory Activities.

第41回ペプチド討論会 要旨集 p-2-056 2004年11月

濱崎 隆之, 日高 夕貴, 橋口 周平,
伊東 祐二, 中島 敏博*, 中西 憲司*,
杉村 和久

IL-18特異的ヒトscFv抗体フラグメントのFab抗体、IgGへ
の抗体エンジニアリング

第54回日本アレルギー学会 アレルギー 53,
p.973

2004年11月

林 智博, 橋口 周平, 吉永 圭介,
木全 将章, 伊東 祐二,鳥飼 正治*,
中島 敏博*, 杉村 和久

抗体エンジニアリングにより構築したヒトFceRIa特異的ヒ

トFab抗体の性状解析

第54回日本アレルギー学会 アレルギー 53,
p.922

2004年11月

杉村 和久 コンホメーション病の診断と治療をめざしたヒト抗体エン
ジニアリング

（農林水産技術会議事務局の委託事業によ
る）公開シンポジウム　融合新領域研究戦略
的アセス調査　抗体, 受容体を用いた診断・検

出システム構築への道　講演要旨, p.7

2004年11月

黒木 沙織, 福田 菜月、伊東 祐二,
橋口 周平, 中島 敏博*, 杉村 和久

ヒトMCP-1特異的ヒト抗体MC32の阻害活性機序の解析 第34回日本免疫学会総会　要旨集　p.227 2004年12月

杉村 和久, 濱崎 隆之, 日高 夕貴,
加藤 善一郎*, 橋口 周平,
中島 敏博*, 伊東 祐二, 中西 憲司*

IL-18結合サイトIIIを認識するヒト一本鎖抗体 第34回日本免疫学会総会　要旨集　p.111 2004年12月

前田 政敏, 山下 早希子, 伊東 祐二,
橋口 周平, 鳥飼 正治*, 中島 敏博*,
杉村 和久

ヒト抗体ファージライブラリより得られた抗B7RP-1単鎖Fv
抗体による補助刺激シグナル遮断とT細胞応答抑制

第34回日本免疫学会総会　要旨集　p.227 2004年12月

杉村 和久 ファージディスプレイ法を用いたプリオン抗体の作製 農林水産技術会議事務局委託プロジェクト研
究：BSE等動物プリオン病の制圧のための技

術開発、平成16年度　研究推進会議要旨、p.
79

2004年12月

T. Yoshihara, A. Kyuuno,
K. Yoshinaga, S. Hashiguchi,
T. Nakashima*, Y. Ito, K. Sugimura

Human VL chain fragment specific to amyloid-beta 1-42 Cambridge Healthtech Institute’s 5th annual
international conference: Recombinant
antibody

2004年4月
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T. Hamasaki, S. Hashiguchi,
M. Yamamoto, T. Nakashima*,
Y. Ito,H. Tsutsui*, K. Nakanishi*,
K. Sugimura

IL-18 binding site III-specific human scFv antibody with
the blocking activity on IL-18 signaling

Cambridge Healthtech Institute’s 5th annual
international conference: Recombinant
antibody

2004年4月

T. Hamasaki, S. Hashiguchi, Y. Ito,
K. Nakanishi*, K. Sugimura

Human Antibody Recognizing the Epitope of Interleukin-
18 Binding Site III for IL-18 Receptor

12th International Congress of Immunology
and 4th annual conference of FOCIS, 142A

2004年7月

S. Hashiguchi, T. Hayashi, Y. Ito,
K. Sugimura

Binding Epitope of Human Anti-FcεRI α-Chain Receptor
Antibody, RE51, with the Blocking Activity on IgE-
Mediated Histamine Release

12th International Congress of Immunology
and 4th annual conference of FOCIS, 142A

2004年7月

Y. Ito, S. Yamashita, A. Tomichi,
S. Hashiguchi, K. Sakamoto,
T. Nakashima*, K. Sugimura

Blockade of Costimulatory Signal and Immuno-
Suppression by Anti-Human B7-RP1 scFv Antibodies
from Naïve Human Antibody Phage Library

12th International Congress of Immunology
and 4th annual conference of FOCIS, 36C

2004年7月

S. Hashiguchi, M. Yamamoto,
S. Kitamoto, T. Nakashima*,
H. Yamanaka*, D. Ishibashi*,
S. Sakaguchi*, S. Katamine*, Y. Ito,
K. Sugimura

Prion-conformation-specific human antibodies
established from phage display library

International symposium prion diseases food
and drug safety, Abstract p.30

2004年10月

T. Yoshihara, A. Kyuno,
S. Hashiguchi, T. Nakashima*,
Y. Ito, S. Nonaka*, S. Tsuyama*,
F. Murata*, K. Sugimura

Human VL chain fragment specific to amyloid-beta 1-42

(Ab1-42)
15th Annual International Conference
Antibody Engineering

2004年11月

H. Takanashi, A. Matsumoto,
T. Hirano, T. Nakajima,
A. Ohki, S. Fujita,

Hazardous substances in leachate from char made from
residue of dry methane fermentation of Yakushima
biomass

Proc. the 2nd World Biomass Conference,
Rome, Italy, pp.1989-1992

2004年5月

M. Hirata*, M. Koide*,
E. Toorisaka*, H. Takanashi,
K. Sakai*, T. Hano*

Production of L-lactic acid as raw material of
biodegradable polymer from organic waste

Proc. the 2nd World Biomass Conference,
Rome, Italy, pp.2096-2098

2004年5月

太田 聖治, 中村 明美,
中島 常憲, 高梨 啓和,
大木 章

水素化物発生原子吸光分析および原子蛍光分析によ
るヒ素のスペーシエーション

第53回日本分析化学会年会講演要旨集, p.6 2004年9月

松本 安生*, 高梨 啓和,
上村 芳三, 甲斐 敬美

水素エネルギーの社会的受容性に関する研究 環境科学会2004年会一般講演･シンポジウム･

プログラム, pp.58-59
2004年9月

A. Ohki, Y. Sakaguchi,
T. Nakajima, H. Takanashi

Analysis of arsenic, boron, and some other elements in
coal fly ash by X-ray photoelectron spectroscopy

Proc. the 21st Annual International Pittsburgh
Coal Conference, Osaka, Japan, Paper No.17-2

2004年9月

T. Nakajima, T. Fukuda,
H. Takanashi, A. Ohki

Leaching of organic matters from coal into aqueous
media and their ecotoxicities

Proc. the 21st Annual International Pittsburgh
Coal Conference, Osaka, Japan, Paper No.P5-2

2004年9月

A. Iwashita, T. Nakajima,
H. Takanashi, A. Ohki,
Y. Fujita*, T. Yamashita*

Determination of major and trace elements in coal fly ash
by microwave-assisted acid-digestion and ICP-AES
analysis

Proc. the 21st Annual International Pittsburgh
Coal Conference, Osaka, Japan, Paper No.P5-3

2004年9月

S. Tanamachi, A. Iwashita,
T. Nakajima, H. Takanashi,
A. Ohki

Release behavior of mercury and arsenic from coal
during pyrolysis

Proc. the 21st Annual International Pittsburgh
Coal Conference, Osaka, Japan, Paper No.P5-4

2004年9月

A. Ohki, Y. Sakaguchi,
A. Iwashita, T. Nakajima,
H. Takanashi

Surface enrichment of hazardous elements in coal fly ash
and their leaching behavior

Proc. the 3rd Asian-Pacific Landfill
Symposium, Kitakyushu, Japan, pp.579-585

2004年10月

上久保 利智郎, 岡田 章吾,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

石炭の微生物脱硫と微量元素浸出挙動 第41回石炭科学会議発表論文集, pp.29-30 2004年11月

中島 常憲, 中俣 聡美,
福田 貴志, 高梨 啓和, 大木 章

石炭から水相中へ溶出する物質の環境毒性 第41回石炭科学会議発表論文集, pp.31-32 2004年11月

川原 毅，高梨 啓和，

中島 常憲，大木 章
淡水産生物に対するアンチモン化合物の生態毒性試
験

地域提案JICA研修　研究報告会,
「ヒ素研究の最前線2004」

2004年11月

太田 聖治，中島 常憲,
高梨 啓和，大木 章

水素化物発生原子分光分析によるヒ素のスペーシエー
ション

地域提案JICA研修　研究報告会,
「ヒ素研究の最前線2004」

2004年11月

加治屋 仁，小坂 瑞樹，

新福 桂子，高梨 啓和，

中島 常憲，大木 章

水道水の安全性向上を指向した農薬の環境安全性評
価

第39回日本水環境学会年会講演要旨集,
p.68

2005年3月

福岡 香織，高梨 啓和，

中島 常憲，大木 章
FISH法を用いたThiobacillus denitrificans の計数 第39回日本水環境学会年会講演要旨集,

p.271
2005年3月

太田 聖治, 中村 明美,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

水素化物発生原子分光分析によるヒ素のスペーシエー
ションと汚泥サンプルへの応用

第39回日本水環境学会年会講演要旨集,
p.349

2005年3月
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甲斐 敬美, 上村 芳三, 高梨 啓和,
高橋 武重, 松本 安生*, 藤江 幸一*,
鈴木 基之*

屋久島水素ステーションにおける電気分解による高圧
水素製造

化学工学会第70年会研究発表講演要旨集，

p.685
2005年3月

平野 敬仁，高梨 啓和，

中島 常憲，大木 章
高電圧印加処理を用いたバイオディーゼル燃料の精製 化学工学会第70年会研究発表講演要旨集，

p.780
2005年3月

加藤 龍蔵 セルオートマトンによるHIV感染とAIDS発症のシミュ

レーション

数理モデル化と問題解決シンポジウム2004論
文集，pp.393-396

2004年10月

R. Kato, Y. Enomoto* Simulation of vortex dynamics in type-II
superconducting films with a pinning array

17th International Symposium on
Superconductivity, pp.218

2004年11月

末満 圭, 亀田 俊輔, 野元 寛之,
王 鋼, 湯ノ口 万友

角度によらない物体認識に関わる脳波特徴 平成16年度電気関係学会九州支部連合大会

（鹿児島）

2004年9月

王 鋼, 黒岩 大 水平・垂直線条に反応する第一次視覚野領域の更なる
機能的分割

第27回日本神経科学大会（大阪） 2004年9月

宮下 貴行, 石川 亮介, 王 鋼 ラットバレル野細胞機能構築と可塑性 平成16年度電気関係学会九州支部連合大会

（鹿児島）

2004年9月

野元 寛之, 亀田 俊輔, 末満 圭,
王 鋼

角度によらない物体認識における脳波発生源の推定 平成16年度電気関係学会九州支部連合大会

（鹿児島）

2004年9月

山下 和香代, 小濱 慎司, 池澤 亮佑,
林 潤一, 王 鋼

角度によらない物体認識に関する行動学的研究 平成16年度電気関係学会九州支部連合大会

（鹿児島）

2004年9月

王 鋼, 吉田 邦広 大脳皮質特性を考慮した視覚刺激に伴う内因性光学的
信号の抽出

第43回日本エム・イー学会（金沢） 2004年5月

G. Wang, A. Honma, S. Obama,
W. Yamashita, T. Sugihara*,
K. Tanaka*

View-invariant object discrimination depends on image
familiarity

34th Annual Meeting, Society for
Neuroscience,  San Diego, USA

2004年10月

湯ノ口 万友, 中島 淳, 吉田 宏,
保坂 栄弘*

局所筋疲労回復に対する低強度パルス磁気刺激法の
効果

第43回日本ME学会 2004年5月

A. Nuruki, Y. Ueno, K. Yunokuchi Changes of auditory tone modulates Human EEG activity XVth Congress of the International Society of
Electrophysiology & Kinesiology

2004年6月

湯ノ口 万友, 中島 淳, 塗木 淳夫,
王 鋼

パルス磁場による局所筋疲労に伴う発揮筋力の低下の
抑制

第19回日本生体磁気学会 2004年7月

松木 和俊, 新村 松悟, 湯ノ口 万友 電磁調理器の周辺電界分布の測定および検討 第28回日本応用磁気学会学術講演会,
p.294

2004年9月

西 達也, 中島 淳, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

パルス磁気刺激による末梢部の局所筋疲労回復効果
の検討

電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.100
2004年9月

渡邉 智也, 湯ノ口 万友 磁気刺激コイルの電流波形に対する影響 電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.74
2004年9月

佐藤 愛子, 上野 裕司, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

純音に対するα波の周波数ゆらぎの変化 電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.98
2004年9月

堀之内 宏太, 友清 向能,
湯ノ口 万友

認識の違いにおけるワーキングメモリの検討 電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.128
2004年9月

上薗 聡子, 上野 裕司, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

純音呈示時における脳波解析開発に関する研究 電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.68
2004年9月

新村 松悟, 松木 和俊, 湯ノ口 万友 植物種子の発芽過程における定常磁場の影響に関す
る研究

電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.99
2004年9月

城崎 格, 湯ノ口 万友 皮膚定常電位における自律神経制御の検討 電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.101
2004年9月

芝原 克朗, 古市 浩隆, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

ダブルコーンコイルを用いた経頭蓋磁気刺激における
誘導電流分布

電子情報通信学会九州支部第12回学生会講

演会, p.72
2004年9月

槐島 慎, 友清 向能, 田中 慶太*,
王 鋼, 湯ノ口 万友

ワーキングメモリタスクにおける異なる認識課題の検討 第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.350

2004年9月

友清 向能, 堀之内 宏太,
湯ノ口 万友

ワーキングメモリと痴呆の関連性 第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.349

2004年9月

中島 淳, 西 達也,  塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

局所筋疲労回復におけるパルス磁気刺激の効果 第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.383

2004年9月

上野 裕司, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 純音の周波数変化に対する脳波の周波数ゆらぎに関
する研究

第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.352

2004年9月

牧原 聡, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 聴覚刺激による体性感覚誘発電位gating効果の発生メ

カニズムの研究

第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.351

2004年9月
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古市 浩隆, 塗木 淳夫, 玉利 陽三*,
湯ノ口 万友

末梢神経磁気刺激における不均一媒質境界近傍の興
奮特性

第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.365

2004年9月

松木 和俊, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 電磁調理器近傍の体積導体中における電解分布の及
び検討

第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.364

2004年9月

八十 政夫, 古木 正芳, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

心拍数の分散値を用いたREM睡眠の判別 第57回電気関係学会九州支部連合大会,
p.382

2004年9月

吉田 崇将, 槐島 慎, 湯ノ口 万友,
内藤 正美*

時間変化を伴った相互情報量による脳波解析 日本神経回路学会 第14回大会

JNNS2004, pp.40-41
2004年9月

塗木 淳夫, 上野 裕司, 湯ノ口 万友 純音の周波数変化に対する脳波応答の検討 生体医工学シンポジウム2004 2004年9月

A. Nuruki, S. Makihara, K.
Yunokuchi

Effect of prepulse auditory stimulus on early components
of somatosensory evoked potentials

第8回IEPS福岡 国際学会, p.415 2004年10月

塗木 淳夫, 上野 裕司, 牧原 総,
佐藤 愛子, 上薗 聡子, 辻村 誠一,
湯ノ口 万友

音刺激に対する脳波の周波数ゆらぎの検討 第19回生体・生理工学シンポジウム大会,
pp.217-218

2004年11月

牧原 聡, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 二連続聴覚刺激を用いた正中神経刺激体性感覚誘発
電位の波形変化

第19回生体・生理工学シンポジウム大会,
pp.121-122

2004年11月

吉田 崇将, 田中 慶太*, 内藤 正美*,
湯ノ口 万友

相互情報量による脳波解析の検討 電子情報通信学会「MEとバイオサイバネティ

クス研究会」 MBE, pp.53-56
2005年1月

古木 正芳, 八十 政夫, 辻村 誠一,
湯ノ口 万友

心拍を用いたREM睡眠期のリアルタイムな検出 電子情報通信学会「MEとバイオサイバネティ

クス研究会」 MBE, pp.45-48
2005年1月

八十 政夫, 古木 正芳, 湯ノ口 万友 心拍数の分散を用いたREM睡眠判定法 日本ME学会九州支部学術講演会, p.24 2005年3月

上薗 聡子, 上野 裕司, 佐藤 愛子,
塗木 淳夫, 辻村 誠一, 湯ノ口 万友

複合音呈示時における脳活動の検討 日本ME学会九州支部学術講演会, p13 2005年3月

上野 裕司, 塗木 淳夫, 辻村 誠一,
湯ノ口 万友

純音の周波数変化に対するα波ゆらぎの応答 日本ME学会九州支部学術講演会, p14 2005年3月

白濱 博幸, 吉本 稔, 内藤 正美* 化学振動反応に見られる溶液粘度の振る舞い 第41回化学関連支部合同九州大会, pp.87 2004年7月

野元 満, 西上原 誠, 吉本 稔 味覚物質に対する脂質二分子膜の動的挙動 第41回化学関連支部合同九州大会, pp.87 2004年7月

野元 満, 西上原 誠, 吉本 稔 味覚物質に対する脂質二分子膜の動的挙動 第110回日本物理学会九州支部例会, pp.47 2004年12月

久保 臣悟, 白濱 博幸, 吉本 稔 Belousov-Zhabotinsky反応における溶液の粘度-密度変

化と酸化還元電位変化の関係

第110回日本物理学会九州支部例会, pp.48 2004年12月

丸山 泰寛, 黒澤 茂*, 吉本 稔 ニュートン流体中における水晶振動子共振周波数の角
度依存性

第110回日本物理学会九州支部例会, pp.121 2004年12月

S. Tokimura, M. Yoshimoto,
S. Kurosawa*, M. Naito*

Effect of the immersion angle of a one-face sealed quartz
crystal microbalance in electrolytic solution

The 10th international meeting on chemical
sensors, pp. 836-837

2004年7月

Y. Maruyama, M. Yoshimoto,
S. Kurosawa*, M. Naito*

Behaviors of the quartz crystal microbalance in a
Newtonian liquid

The 10th international meeting on chemical
sensors, pp. 838-839

2004年7月

H. Shirahama, M. Yoshimoto Periodic change of viscosity and density in an oscillating
chemical reaction

2004 Joint international meeting, 206th
Meeting of the electrochemical society, 2004
Fall meeting of the electrochemical society of
Japan,  pp. ps-98.

2004年10月

S. Tokimura, M. Yoshimoto,
S. Kurosawa*, M. Naito*

Effect of the immersion angle of a one-face sealed quartz
crystal microbalance in electric solution

2004 Joint international meeting, 206th
Meeting of the electrochemical society, 2004
Fall meeting of the electrochemical society of
Japan,  pp. ps-98.

2004年10月

M. Yoshimoto, Shin Tokimura,
Yasuhiro Maruyama,
Shigeru Kurosawa*

Immersion angle dependence of the resonant frequency
shift of the quartz crystal microbalance in Newtonian
liquids and electrolytic solutions

Biosensors & Biomaterials Workshop 2005,
Tsukuba, Japan, 2005/3/7, pp-P-I-4

2005年3月


