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For B-CON2 
B-CON2開催にあたって 

 

 

We started as the "Life-Science Research Group", which was launched 

with the people who shared the aspiration in the Kyushu. 

In 2018, the name was changed to "Biofunctional Finding Organization 

(BFO)" and we have been promoting activities. 

This time, I am glad to be able to hold the first international conference 

as Biofunctional Finding Organization (BFO) in Hong Kong, an 

international city rich in food culture that supports biofunction. 

Being able to hold the "Biofunctional Finding Conference (B-CON)" as 

a place to report and present results in an international city will have a 

significant meaning to the Organization. 

In addition, I would like to express my heartfelt thanks to all the people 

involved in the plenary session. 

 

Biofunctional Finding Conference 2 

Chairperson  NEMOTO Seiji 
 

 

 

 

 

本機構は、九州の地で志を共にした者たちと共に立ち上げた、「生命科学研究会」として始まりました。 

2018年には、名称を「生体機能探査推進機構（BFO：Biofunctional Finding Organization）」と改め、

活動を進めてまいりました。 

 今回は、生体機能探査推進機構として初めての国際学会を、生体機能を支える食文化の豊かな国際都市

である香港で開催できることをうれしく思います。 

国際都市で、成果の報告・発表する場として「生体機能学術会議（B-CON）」を開催できたことは、本機

構にとっても大きな意味を持つことになるでしょう。 

なお、本会議の開催にあたり、ご尽力いただきました関係者各位には、厚く御礼を申し上げます。 

 

第 2回生体機能学術会議 

議長  根本 清次 
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Biofunctional Finding Conference 2: B-CON2 

第 2回生体機能学術会議 概要 

 

DATE Sep, 1st, 2019 (Sun)～Sep, 3rd, 2019 (Tue) 

開催日 令和元年 9月 1日(日)～3日(火) 

 

THEME 
BIOFUNCTIONAL RESEARCH  

in International City HONG KONG 

テーマ 「国際都市香港にみる生体機能研究」 

 

Chairperson NEMOTO Seiji 
議長 根本 清次 

 

place 
IBIS HONG KONG CENTRAL & SHEUNG WAN, SOHO 1, 6F 

No.28 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong 
会場 宜必思香港中上環酒店 ６階 SOHO 1 

香港上環德輔道西 28號 

 

MAP  
周辺地図 

 

 

Office 
1-1, Hibino, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, 〒261-0021 

Mail： biofunctional.finding.org@gmail.com 
事務局 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野 1－1 

Mail： biofunctional.finding.org@gmail.com 
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PROGRAM 
日程 

 

1st DAY Sep, 1st, 2019 (Sun) 

第 1日 令和元年 9月 1日(日) 

 

TOPIC 1 OPENING 

 

18:00-18:10 Opening 

 開会あいさつ 

18:10-19:10 
Keynote 1 

“Frontier of Biofunctional Research.” ― NEMOTO Seiji 

 基調講演Ⅰ「生体機能研究の最前線」 根本清次 

19:30-21:00 Welcome Party 

 懇親会 

 

 

2nd DAY Sep, 2nd, 2019 (Mon) 

第 2日 令和元年 9月 2日(月) 

 

TOPIC 2 FOOD & RESEARCH 

 

9:00-10:00 
Keynote 2 

“Food and Economy, Hong Kong.” ― SIT(H.K.)Co.,Ltd 

 基調講演Ⅱ「香港を取り巻く食と経済」 住電商事株式会社 

10:00-10:50 Report 1 

 研究報告 1 

11:00-11:50 Report 2 

 研究報告 2 
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TOPIC 3 FIELDWORK 

 

14:00-17:00 Fieldwork in Hong Kong 

 現地視察（上環及び中環地区） 

18:00-19:00 
Keynote 3 

“FOODs” ― ASARI Joei 

 基調講演Ⅲ「食」 浅利定栄 

20:30-21:30 Ending Party 

 懇親会 

 

 

3rd DAY Sep, 3rd, 2019 (Tue) 

第 3日 令和元年 9月 3日(火) 

 

TOPIC 4 ENDING 

 

9:00-9:30 Ending 

 閉会挨拶 

10:00-11:00 General Meeting & Board of Directors 

 総会及び理事会 

 

 

《Conference Fee》 
参加費用 

 

All Dates (全日程) ２０，０００JPY 

1 Day （1日間） ／ 2 Days （２日間） １０，０００JPY ／ １７，０００JPY 

Only Keynote （基調講演のみ） １５，０００JPY 

※Payment deadline: Aug 28, 2019  (Payable on the day) 

※Bank transfer: Japan Post Bank 

  (same bank 10500-93149501/ other bank [store] 058- [account] 9314950) 
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Abstract 
講演・研究報告抄録 

 

《Keynote》 
基調講演 

 

Keynote 1 1st DAY Sep, 1st, 2019 (Sun) 18:10-19:10 

基調講演Ⅰ 第 1日 令和元年 9月 1日(日) 18:10-19:10 

“Frontier of Biofunctional Research.” 

NEMOTO Seiji 
「生体機能研究の最前線」 

根本清次 

Today’s biofunctional research as the keyword for food, and share it with you. 

今日における生体機能研究を「食」をキーワードにしてその最新の知見を皆様と共有する機会としたい。 

 

 

Keynote 2 2nd DAY Sep, 2nd, 2019 (Mon) 9:00-10:00 

基調講演Ⅱ 第 2日 令和元年 9月 2日(月) 9:00-10:00 

“Food and Economy, Hong Kong.” 

SUMIDEN INTERNATIONAL TRADING (HK) CO.,LTD. 
「香港経済と食文化について」 

住電国際貿易（香港）有限公司 

About World-famous international city HONG KONG, focusing on food and economy. 

国際都市として世界的に有名な香港について、食と経済活動に焦点を当ててホットな話題を提供したい。 

 

 

Keynote 3 2nd DAY Sep, 2nd, 2019 (Mon) 18:00-19:00 

基調講演Ⅲ 第 2日 令和元年 9月 2日(月) 18:00-19:00 

“FOODs” 

ASARI Joei 
「食」 

浅利定栄 

Consider what cultural significance exists for food when people live their lives. 

人が生活を営む上で「食」がどのような文化的な意義を見出されたのかを考察したい。 
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《Report 1》 
研究報告 1 

 

No.１ 

Present and Future Prospects of Research on Relationship 

between Walking out and Falling 

KAGAWA Shota¹², KIYOKAWA Takuma¹² 

１）TOHTO University ２）Biofunctional Finding Organization 

I looked back on a study that measured basic walking data from the start of walking to the second step 

for elderly people and healthy adults, and considered what kind of research is needed from now on in order 

to evaluate the fall risk of elderly people by the data. As a result, in order to perform screening and risk 

profile evaluation for high-risk fallers, It was concluded that a prospective cohort study to follow older 

people and a cross-sectional study to compare assessment methods already evidenced are needed. 

 

高齢者の歩き出しと転倒の関係に関する研究の現在と展望 

香川将大¹², 清川拓馬¹² 

１）東都大学 ２）生体機能探査推進機構 

高齢者と健常成人を対象として歩行開始から 2 歩目までの基礎的な歩行データを測定した研究を振り返り、そのデータによって高齢者の転倒リスクを評

価するためには、これからどのような研究が必要であるかを考察した。その結果、転倒ハイリスク者のスクリーニングとリスクプロファイル評価を行うた

めには、高齢者を追跡調査する前向きコホート研究と、既にエビデンスのある評価方法との対比を行う横断研究が必要との結論となった。 

 

 

No.２ 

The nursing histological study of the impact of synthetic snoring sound 

give to rest during sleep 

KIYOKAWA Takuma¹²³⁴, MIYAMOTO Kouki⁵, HAMADA Sho⁶, KINOSHITA Hiroe¹², 

KAGAWA Shota¹², NEMOTO Seiji¹² 

１）TOHTO University ２）BFO ３）Chiba University ４）Kenkoigaku Association 

５）National Cancer Center Japan ６）Miyazaki Prefecture 

Whether the sound of snoring interferes with sleep, were examined using EEG and questionnaire. The 

sleep experiments using synthetic snoring sound, the transition to non-REM sleep on the first time average 

3 minutes 28 seconds from the snoring sound, and the second time on average 18 seconds. In the 

questionnaire, 12 cases for the discomfort to the snoring indicates the discomfort, it was answered not 

sleep is 12 cases for snoring. The quality of sleep, it is suggested that recognizes the annoyance by factors 

also associated therewith from the nature of the sound. 

 

合成いびき音が安静時睡眠に与える影響についての看護学的考察 

清川拓馬¹²³⁴，宮本幸喜⁵，浜田翔⁶，木下博恵¹²，香川将大¹²，根本清次¹² 

１）東都大学 ２）生体機能探査推進機構 ３）千葉大学 ４）健康医学協会 ５）国立がん研究センター ６）宮崎県 

いびきの音が睡眠を妨害するかどうか、脳波と質問紙を用いて調べた。合成いびき音を用いた睡眠時実験では、1 回目の流れ終わりから平均 3 分 28 秒、

2 回目の流れ終わりから平均 18 秒後にノンレム睡眠に移行した。質問紙調査では、いびきへの不快感について 12 例が不快感を示し、いびきについて 12 例

が眠れないと回答した。睡眠の質では、音の性質よりもそれに付随する要因によってうるささを認識していることが示唆された。 
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No.３ 

Physiological effects of aroma on somatosensory stimulation 

KINOSHITA Hiroe¹², NEMOTO Seiji¹² 

１）TOHTO University ２） Biofunctional Finding Organization, NPO 

In this study, we measured the somatosensory evoked potential (SEP) on the somatosensory cortex and 

investigated the cognitive changes, before and after the presentation of aroma in female subjects with 

persistent somatosensory stimulation.  The aroma used was an essential oil that approximated the scent 

familiar to the Japanese. This time, we show that the relationship between fragrance presentation and 

physiological changes in somatosensory was considered based on the case where the SEP results changed 

before and after the aroma. 

 

芳香が体性感覚刺激に及ぼす生理的影響 

木下博恵¹2，根本清次¹2 

１)東都大学 ２）NPO 法人生体機能探査推進機構 

本研究では、体性感覚刺激状態下にある女性被験者に対し、日本人に馴染みのあるとされる匂いに近似する精油を用いた芳香を呈示し、その前後におけ

る体性感覚野で体性感覚誘発電位（SEP）の測定及び認知的変動の調査を実施した。今回の発表では、SEP 測定の結果、芳香前後で変化が生じたケースを

元に、芳香呈示と体性感覚における生理的変動との関係性について考察したことについて示す。 

 

 

No.４ 

The reality of mindfulness research in Japan 

KATAYAMA Takehiro 

TOHTO University 

From around 2013, mindfulness became known in Japan. Mindfulness refers to “I want to focus on the 

moment's experience intentionally, to just watch it without being evaluated, and to be uninterested”, and 

to promote the maintenance of mental health in the general public in addition to activities, it is actively 

used as a psychotherapy for mental illness. In this paper, in order to grasp the transition of mindfulness 

research in medical care in Japan, we will review the literature using original papers. 

 

日本における、マインドフルネス研究の実態 

片山健浩 

東都大学 

2013 年頃より、日本ではマインドフルネスが知られるようになった。マインドフルネスは“今、この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずに、

とらわれのない状態で、ただ観ること”を指し、一般市民における心の健康保持増進を目的とする活動としてはもとより、精神疾患の心理療法としても、盛

んに活用されている。本稿では、日本の医療におけるマインドフルネス研究の推移を把握するため、原著論文を用いた文献的考察を行う。 
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《Report 2》 
研究報告 2 

 

No.５ 

Development of muscle fatigue screening method using hemoglobin pigment 

component concentration 

KIYOKAWA Takuma¹²³⁴ 

１）TOHTO University ２）BFO ３）Chiba University ４）Kenkoigaku Association 

The subject was exercised in the laboratory and the upper back was photographed. The images were used 

to analyze hemoglobin dye component concentrations. Moreover, it evaluated using VAS (visual analog 

scale). The change in hemoglobin concentration was such that hemoglobin concentration decreased 

immediately after exercise and then increased. The VAS values showed the same trend. 

Estimation of hemoglobin content using images is considered to be useful information for screening for 

muscle fatigue. 

 

ヘモグロビン色素成分濃度を用いた筋疲労スクリーニング法の検討 

清川拓馬¹²³⁴ 

１）東都大学 ２）NPO 法人生体機能探査推進機構 ３）千葉大学 ４）健康医学協会 

被験者を実験室で運動させ、背中上部を撮影し、その画像を用いてヘモグロビン色素成分濃度を分析した。また、VAS（visual analog scale）を用いて評

価した。ヘモグロビン濃度の変化は、運動直後にヘモグロビン濃度が減少し、その後増加するようなものであった。VAS 値も同じ傾向を示した。 

画像を用いたヘモグロビン含有量の推定は、筋肉疲労のスクリーニングに有用な情報と考えられる。 

 

 

No.６ 

Fermentation food culture of Japan 

Joei Asari 

Biofunctional Finding Organization，NPO 

This thesis describes about fermented foods, especially Japanese fermentation food culture. 

Koji(Aspergillus oryzae) is the key content in Japanese fermented foods. Japanese had been using koji for 

food processing for many centuries. Koji has been coming spotlight nowadays because of health benefits 

by the various enzymes. 

 

日本の発酵食文化 

浅利定栄 

NPO 法人生体機能探査推進機構 

私たちの生活の中でとても身近にある発酵食品について基本的なアルコール発酵、乳酸発酵、酢酸発酵について解説。また、発酵食品の宝庫ともいえる

日本における発酵食文化の最大の特徴であるこうじ(Aspergillus oryzae)とこうじから作られている食品について言及。 

食品加工だけでなくこうじ由来の酵素による生体への作用特に消化と代謝へのかかわりについて考察する。 
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About BFO 
NPO法人生体機能探査推進機構について 

 

NAME Biofunctional Finding Organization, NPO 
名称 ＮＰＯ法人生体機能探査推進機構 

 

Establishment 

(Certification) 
March, 20th, 2015 （July, 22, 2019） 

設立(法人化) 平成 27年 3月 20日 （令和元年 7月 22日） 

 

Officer President 理事長 NEMOTO Seiji 根本 清次 

役員 
Vice President 副理事長 

Vice President 副理事長 

KINOSHITA Hiroe 木下 博恵 

KIYOKAWA Takuma 清川 拓馬 

 
Director 理事 

Director 理事 

KATAYAMA Takehiro 片山 健浩 

ASARI Joei 浅利 定栄 

 
 Councilor 監事 

 Councilor 監事 

KAGAWA Shota 香川 将大 

SHIMADZU Yusuke 嶋津 佑亮 

 

Adress 1-1, Hibino, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken 
所在地 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目１番地 

 

Objective 
This association conducts research and development of human 

biofunctional and its related fields. Promote the quest for the 

information and knowledge through dissemination and 

enlightenment. And it aims at contributing to the improvement 

of the quality of life of people and the public welfare. In 

addition, we aim to contribute internationally. 

目的 

  この法人は、ヒトの生体機能及びその関連分野の研究・開発を行い、その情報や知識を普及・

啓発等を通して、その探査の推進を図り、人々の生活の質の向上及び公共の福祉に寄与するこ

とを目的とし、国際的にも貢献することを目指す。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Cooperation company》 

SUMIDEN INTERNATIONAL TRADING (HK) CO.,LTD. 

住電国際貿易（香港）有限公司 

 

 

〈B-CON2 OFFICE〉第 2 回生体機能学術会議実行委員会 

Chairperson 学術会議長 NEMOTO Seiji 根本 清次 

Secretary General 事務局長 KIYOKAWA Takuma 清川 拓馬 

Member 委員 KINOSHITA Hiroe 木下 博恵 

  KATAYAMA Takehiro 片山 健浩 

 

 

 

＜DATA＞ 

B-CON2 Chairperson NEMOTO Seiji 

1-1, Hibino, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken 

Sep, 1st, 2019 

発行者 第 2 回生体機能学術会議長 根本清次 

所在地 千葉県千葉市美浜区ひび野 1－1 

発行日 令和元年 9 月１日 


