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(〒152－0033 東京都目黒区大岡山 2-12-1 TEL 03-5734-3737) 

http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/index.html 

交 通 東急目黒線･東急大井町線 大岡山駅下車 徒歩約 5分 

 
 

プログラム 

＜10:00～10:05＞ 

開会の挨拶 (高分子と水･分離に関する研究会 運営委員長) 八木原 晋 

 

［一般研究発表 1件 20 分(研究発表 15 分･討論 5 分)］ 

＜10:05～10:45＞ ［座長 八木原 晋］ 

1) 混合多糖溶液のミクロ相分離とゲル化 

(海洋大院) ○松川真吾 

2) コロイド粒子凝集速度に基づく撹拌強度評価と高分子添加の最適化 

(筑波大生命) ○足立泰久、(筑波大院生命環境)Oktaviani 

＜10:45～11:25＞ ［座長 松川 真吾］ 

3) 水複雑系のフラクタル水構造解析による水素結合ネットワークの凝集構造の特徴づけ 

(東海大理) ○八木原晋 

4) 水系における感温性高分子の構造転移に及ぼすイオン強度の影響 

 (東工大工)鏡原佑樹･児玉友佳里、(東工大物質) ○佐藤満 

 

［ポスター発表］ 

＜12:25～13:20＞ ポスター発表１分紹介 

＜13:20～15:10＞  

 Presentation Time （ポスター番号：奇数）：13:20 ～ 14:15 
 Presentation Time （ポスター番号：偶数）：14:15 ～ 15:10 
 

［一般ポスター発表］ 

P1) インピーダンススペクトロスコピーによる UF膜、RO膜の機能分離層の微視的評価 

(信州大環境エネ研)○田中厚志、(信州大)木村睦･谷岡明彦 

［民間企業若手研究者ポスター］ 

P2) 超純水向け過酸化水素濃度オンライン測定装置の開発 

(オルガノ)○森野翔太･川上雅之･高田仁･山下幸福･矢野大作 



［学生奨励ポスター発表］ 

P3) アミノ酸イオン液体を利用した新規ドライ物質の調製と CO2吸収材料としての性能評価 

(東工大物質)〇西山昂希･三宅雅也･佐藤満 

P4) ポリエチレンオキサイドとシリカナノ粒子の混合系の流動性に関する研究  

(筑波大院生命環境)〇川崎将吾、(筑波大生命)小林幹佳 

P5) 化学修飾セルロース水溶液のレオロジー挙動－置換基依存性－ 

(農工大院連農)〇新井健悟･四方俊幸 

P6) Effect of multivalent cations on gelation process and physical properties of  
gellan gum studied by NMR 

(海洋大院) 〇ZHOU Yun、(East China Normal Univ.)KONG Demei･ZHAO Qiuhua 

(海洋大海洋)MATSUKAWA Shingo 

P7) 高分子気体分離膜における表面修飾ナノ粒子が透過特性メカニズムにおよぼす影響 

(首都大院都市環境)○三上寛翔･村本卓也･亀山百合･田中学･山登正文･川上浩良 

P8) 低加湿燃料電池作動で水を有効利用可能なナノファイバー複合薄膜の作製と特性評価 

(首都大院都市環境)○小椋隆廣･田中学･川上浩良 

P9) 鋳型法による極微細流路構造の作製と濡れ挙動評価 

(名工大工)○八重尾太朗･石井大佑･河合航輝 

P10) 繊維状ウイルスからなる液晶性メンブレンの構築と分離特性評価 

(東工大物質)○猪俣晴彦･澤田敏樹･芹澤武 

P11) 架橋低電荷密度陰イオン交換膜の膜特性と電解質透過挙動 

(信州大院総理工)○湊屋貴浩、(信州大工)北川篤史･野崎功一･清野竜太郎 

P12) 微細イオン交換樹脂含有不均質両性荷電膜の溶質透過性に及ぼす膜調製条件の影響 

(信州大院総理工)○児玉崚介、(信州大工)長屋早紀･清野竜太郎 

P13) ナノスーツ法とμCT法を用いた含水試料の微細構造直接観察 

(名工大工)○門脇 凛･石井大佑 

P14) キューティクル構造の動的濡れ特性評価 

(名工大工)○伊藤 希望、(名工大院工)石井大佑 

P15) 水系における感温性高分子の構造転移に及ぼすイオン効果 

(東工大物質)○田中利采･佐藤満 

P16) ＣＤＩプロセスにおける脱塩特性 

(信州大院総理工)○柳沢友輝 

(信州大工)塩冶一馬･清野竜太郎、(信州大特任)谷岡明彦 

P17) 有限要素法による生体の誘電測定用非侵襲電極の形成電場解析 

(東海大理)○原敬洋 

(東海大院理)齋藤徹哉･庄司幸平、(東海大理)喜多理王･新屋敷直木･八木原晋 

P18) 時間領域反射法によるグリセロール水溶液を塗布したヒト皮膚の水構造解析 

(東海大院理)○齋藤徹哉 (東海大理)浅野晴香･喜多理王･新屋敷直木･八木原晋 

P19) 誘電分光法による分子･イオンダイナミクスからのW/Oエマルションの経時的水滴成長評価 

(東海大院理)○庄司幸平･齋藤徹哉 

(東海大理)喜多理王･新屋敷直木･八木原晋、(東海大熊本教育セ)福崎稔 



(産総研)西村聡･大園拓哉、(エバートロン)林正史･田中久雄 

P20) 木材中の異方的な水分子のダイナミクスにおける研究 

(東海大院理)○堀雄貴、(東海大院総理工)川口翼･斉藤宏伸 

(東海大理)喜多理王･新屋敷直木･八木原晋、(東海大熊本教育セ)福崎稔 

(都市大共通教育)須藤誠一、(森林総研)鈴木養樹 

P21) Effects of charge density of polyelectrolyte chain on the kinetics of adsorption onto  

colloidal particles 

(Univ. of Tsukuba)○Yiran Zhuang･Yasuhisa Adachi 

P22) Mixing Intensity on the Basis of Collision between Colloidal Particles and its  

Application to the Analysis of Flocculation Dynamics with Polyelectrolyte 

  (Univ. of Tsukuba)○Oktaviani･Yasuhisa Adachi 

P23) 磁場配向させた有機/無機ハイブリッドゲルの異方的膨潤挙動 

 (首都大院都市環境)○大山光太郎･山登正文･望月翔馬･川上浩良 

(物材機構)廣田憲之 

P24) 真空紫外線とシランカップリング剤により表面構造を制御したポリイミド膜の気体分離特性 

(明大理工)○岩佐怜穂･水津崇宏･山持晴加･吉岡哲朗･永井一清 

P25) バイオマスを原料とする高分子架橋膜の溶存酸素バリア性 

 (明大理工)○長濱 純人･玉木智也･加藤駿･永井一清 

P26) 含水状態におけるエチレンビニルアルコール共重合体中の気体の拡散特性 

(名工大院工)○松下晴香･吉水広明 

P27) 多糖類水溶液の動的粘弾性挙動 

(農工大農)○長谷川ひかる、(農工大院連農) 新井健悟･四方俊幸 

P28) Caffeineの水溶液中における水和挙動 

(農工大農)○石井晴菜、(農工大院連農)佐川直也･四方俊幸 

P29) エチレングリコールオリゴマーの溶液中における分子ダイナミクスに関する研究 

(農工大農)○齊藤まなみ、(農工大院連農)佐川直也･四方俊幸 

P30) 両性高分子電解質の等温滴定挙動 

 (筑波大生命環境)○吉田健太、(筑波大生命)小川和義 

P31) ポリアクリル酸とポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)の複合体形成の温度依存性 

(筑波大生命環境)○小林燎平、(筑波大院生命環境)露久保淳、(筑波大生命)小川和義 

P32) ポリイオンコンプレックスとベントナイトを利用した森林セシウムの除染 

(茨城大院理工)〇安食貴也･相澤雄介、(茨城大工)熊沢紀之 

P33) Poly(vinyl pyrrolidone)アルコール溶液における液体からガラス状態までの高分子 

およびアルコールの誘電緩和 

(東海大理)〇藤井慎季、(東海大院理)萬代健太、(東海大院総理工)高塚将伸 

(東海大マイクロナノ研セ)佐々木海渡 

(東海大理･東海大マイクロナノ研セ)喜多理王、(東海大理)新屋敷直木･八木原晋 

P34) 誘電分光法による Poly(ethylene imine)水溶液の分子運動の温度および濃度依存性 

(東海大院理)〇井上紫央里、(東海大マイクロナノ研セ)佐々木海渡 

(東海大理･東海大マイクロナノ研セ)喜多理王、(東海大理)新屋敷直木･八木原晋 



P35) ポリ 4-メチル-1-ペンテンの結晶相における Xe収着特性評価 

(名工大院工)〇野村優友･吉水広明 

P36) SCCBC の親水性機能性部位の側鎖長さ依存性を用いたポリエチレン表面改質 

(福岡大院工)〇三保優雅、(福岡大工) 関口博史･中野涼子、(福岡大院工･福岡大工)八尾滋 

P37) 側鎖結晶性ブロック共重合体によるポリエチレン不織布の表面改質と表面メッキ性 

(福岡大院工)〇内野智仁、(福岡大工)中野涼子･関口博史、(福岡大院工･福岡大工)八尾滋 

［一般研究発表 1件 20 分(研究発表 15 分･討論 5 分)］ 

＜15:20～16:00＞ ［座長 小川 和義］ 

5) 拡散場としての高分子 [3]; ヨウ素の共存下での高分子マトリクス内のイオンの「多重拡散」 

(京大原子炉)○川口昭夫 

6) 自己光混合レーザを用いたコロイドの電気泳動スペクトルの観測 

(都市大共通教育)○須藤誠一 

 

＜16:00～16:40＞ ［座長 吉水 広明］ 

7) 拡散 NMR法による不均質系の特徴づけ 

 (東海大院総理工)○川口翼、(東海大理)喜多理王、新屋敷直木、八木原晋 

(東海大熊本教育セ)福崎稔 

8) タンパク質およびセルロースからなる繊維材料による消臭 

(実践女大生活)稲垣サナエ･池田紘子･○牛腸ヒロミ、(東工大名誉)小見山二郎 

［表彰］ 

＜16:50～17:00＞        (高分子と水･分離に関する研究会 運営委員長) 八木原 晋 

 

 

参加要領 

1)定員 70名 

2)参加費(税込) 企業･大学･官公庁 4,320円，学生 2,160円 

 名誉会員･終身会員･フェロー･ゴールド会員･シニア会員 2,160 円  

 (高分子と水･分離に関する研究会メンバー 3,240円) 

 ※振込手数料は振込人にてご負担くださいますようお願いいたします。 

3)申込方法 学会行事参加申込サイト http://www.spsj.or.jp/entry/からお申込ください。 

 参加証，請求書(希望者のみ)を順次配布いたします。 

4) 振込先 銀行振込 <三菱東京 UFJ銀行 銀座支店 (普) 1126232 公益社団法人 高分子学会> 

 郵便振替 <00110-6-111688 公益社団法人 高分子学会> 

5)その他 プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 本討論会は全員登録制です。研究発表者、共同研究者で本討論会に出席される

方は必ず参加申込をしてください。 
 

問合先 高分子学会 第 55 回高分子と水に関する討論会係 
〒104-0042 東京都中央区入船 3-10-9 新富町ビル 6F 
電話 03－5540－3771 FAX 03－5540－3737 

 
 

行事参加申込 QRコード 

http://www.spsj.or.jp/entry/ 


