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効率濃縮法の開発. 平成 27 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集,
pp. 53-54.
上田卓矢, 鈴木祥広. 2016. 泡沫分離濃縮法を用いた河川水からの活性大腸菌回収法の検討.
平成 27 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 57-58.
板清智也, 伊藤健一, 鈴木祥広. 2016. 宮崎海岸における土砂の鉱物学的類似性の比較. 平
成 27 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp.61-62.
平井貴大, 鈴木祥広, 井上謙吾. 2016. 微生物燃料電池を用いた前処理済みの牛糞尿におけ
る最適な希釈倍率の検討. 平成 27 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要
旨集, pp. 69-70.
寺西康太郎, 鈴木祥広. 2016. レクリエーションビーチの砂浜における細菌汚染の実態と起
源調査. 平成 27 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集,pp. 42-43.

【2015】

Nishiyama M, Shimauchi H, Suzuki Y. 2015. Relationships between temporal variability
of genetic patterns and antibiotic-resistant profiles of fecal indicator bacteria,
enterococci isolated from a human feces. Water Environment Technology Conference,
WET2015 Program and Abstract:55.
Niina K, Iguchi A, Suzuki Y. 2015. Classification of coliform group bacteria in municipal
wastewater using matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass
spectrometry (MALDI-TOF MS). Water Environment Technology Conference,
WET2015 Program and Abstract:55.
寺西康太郎, 鈴木祥広. 2015. 河川に形成する泡沫に濃縮されるふん便指標細菌の実態調査
査. 平成 26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 15-16.
平山翔太, 土手裕, 関戸知雄, 鈴木祥広. 2015. 海産珪藻を用いた生物応答試験による焼却灰
溶出水の生態影響評価. 平成 26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨
集, pp. 32-33.
牛島理博, 鈴木祥広. 2015. 都市河川流域における薬剤耐性サルモネラの分布と遺伝子学的
関連性. 平成 26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 38-39.

宇野瑞穂, 村田匡俊, 鈴木祥広. 2015. 日光照射後に生残する下水処理水中の腸球菌種. 平成
26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 40-41.
新名晃宜, 鈴木祥広. 2015. イオン化飛行型質量分析計（MALDI-TOF MS）による大腸菌の
宿主判別法に関する基礎的研究. 平成 26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会
講演要旨集, pp. 44-45.
荒生靖大, 伊藤健一, 鈴木祥広. 2015. 鉱物学的解析によるダム堆砂の発生源追跡に関する研
究. 平成 26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 59-60.
木原浩助, 横山保夫, 鈴木祥広. 2015. 耳川流域の物質循環の動態に関する研究. 平成 26 年
度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 61-62.
西山正晃, 鈴木祥広. 2015. 都市を経由する河川から単離した腸球菌の薬剤感受性評価. 平成
26 年度日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会講演要旨集, pp. 42-43.
西山正晃, 鈴木祥広. 2015. 都市を流下する河川流域におけるバンコマイシン耐性腸球菌の
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セイによる宮崎県五ヶ瀬川水系における藻類の増殖制限因子の検索. 第 44 回日本水環
境学会年会講演集, p. 21.
小林拓未, 鈴木祥広. 鉄コロイド吸着と泡沫分離を組み合わせたウイルスの高効率濃縮法の
開発. 平成 21 年度日本水環境学会九州支部発表会講演要旨集, p. 20.
古川隼士, 川畑勇人, 鈴木祥広. 沿岸レクリエーションにおける細菌学的調査. 平成 21 年度
日本水環境学会九州支部発表会講演要旨集, p. 12.
古川隼士, 吉田照豊, 鈴木祥広. PFGE 法による沿岸域から単離した腸球菌の遺伝子型解析.
第 44 回日本水環境学会年会講演集, p. 22.

【2009】
鈴木孝彦, 河野智哉, 米加田徹, 酒井正博, 伊丹利明, 鈴木祥広. 海洋性ウイルスの泡沫への
濃色機能を利用した高感度検出法の開発. 土木学会第 64 回年次学術講演会講演概要集
(CD-ROM) VII 部門, p. 67-68.
鈴木孝彦, 河野智哉, 米加田徹, 酒井正博, 伊丹利明, 鈴木祥広. 2009. 分散気泡を利用した
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発表会.
鈴木祥広, 高林禎, 松永勝彦. 1994. 磯焼け現象における無節サンゴモの他感作用物質. 日本

水産学会.
鈴木祥広, 久万健志, 松永勝彦. 1993. 大型藻類が摂取する鉄の化学形態. 分析化学会北海道
支部 1993 年冬季研究発表会講演要旨集 p.53.
鈴木祥広, 久万健志, 松永勝彦. 1991. ホソメコンブ芽胞体による Fe の取り込み速度. 平成 3
年度日本水産学会春季大会講演要旨集 p.167.
鈴木祥広, 北川知子, 工藤勲, 松永勝彦. 1989. フルボ酸を含む河川水中の Fe(II)の定量法.
分析化学会北海道支部 1989 年夏季研究発表会講演要旨集 p.53.

