
第 56 回高分子と水に関する討論会 
 
主 催 高分子学会 高分子と水・分離に関する研究会 
協 賛 応用物理学会 化学工学会  繊維学会 電気化学会 日本化学会 日本食品科学工学会 日

本機械学会  日本農芸化学会 日本生化学会 日本膜学会 日本水環境学会 日本薬学会 

日本分析化学会(予定) 
日 時 平成 30 年 11 月 29 日(木) 10:00 ～ 17:00 
会 場 東京海洋大学楽水会館 2 階大会議室 

(〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7) 
https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/map/shinagawa.html 

交 通 JR 線・京浜急行線 品川駅港南口(東口)から徒歩約 10 分、東京モノレール天王洲アイル駅から「ふ

れあい橋」を渡り正門まで約 15 分 
https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/access/shinagawa.html 

 
プログラム 
9:55～10:00 開会の挨拶 (高分子と水･分離に関する研究会 運営委員長)八尾  滋 

［口頭発表］ 
［座長 四方 俊幸］ 
10:00~10:30 1) 水素結合ネットワークの誘電的挙動による水分子の凝集構造の特徴づけ 

 (東海大理) ○八木原晋 
10:30~11:00 2) PIC およびミクロゲルによるコロイド凝集の初期過程 

(筑波大院生命環境) ○足立泰久･小川和義 
(モスクワ大高分子)Ilyasov Leonid、(筑波大院生命環境)VoonHuey Lim 

11:00~11:30 3) 混合カラギーナンの相分離挙動 
(海洋大院) ○松川真吾 

［ポスター発表］ 
 Presentation Time （ポスター番号：奇数）：13:00 ～ 14:00 
 Presentation Time （ポスター番号：偶数）：14:00 ～ 15:00 

［一般ポスター発表］ 
P1) 広帯域誘電緩和測定による木材中の自由水・結合水の分子ダイナミクス 

(東京都市大物理)○須藤誠一 
(森林総合研究所)鈴木養樹、(東海大理)斉藤宏伸・川口翼・阿部史也・西尭宏・八木原晋 

［学生奨励ポスター発表］ 
P2) 糖・多糖溶液中の氷結晶成長挙動 

(海洋大院海洋科学)○吉田晋吾 
(海洋大食品生産)松川真吾・(海洋大院海洋科学)Geonzon Lester Canque 

P3) A microrheological study on the phase separation of mixed polysaccharide solutions 
(海洋大院海洋科学)○Geonzon Lester Canque 

(Dept. of Physics, Univ. of San Carlos) Bacabac Rommel、(海洋大食品生産) 松川真吾 
P4) 化学架橋した PVA ゲルの糖水溶液中における膨潤挙動 

(お茶女学院)○沙魚川遥、(お茶女大)雨宮敏子・(お茶の水女子大学)仲西正 
P5) 時間領域反射法によるヒト皮膚の誘電測定 

(東海大院)○丸山裕子・鎌田隼人・喜多理王・新屋敷直木・八木原晋 
P6) 多糖類プルラン水溶液の粘弾性挙動 

https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/map/shinagawa.html


(農工大院農)○長谷川ひかる・四方俊幸 
P7) コンニャクグルコマンナン水溶液の粘弾性挙動 

(農工大院農)○橋本將太・四方俊幸 
P8) 糖類濃厚水溶液の分子ダイナミックスに関する研究 

(農工大院農)○由本拓也、(農工大院連農)新井健悟・(農工大院農、農工大院連農)四方俊幸 
P9) ポリフッ化ビニリデンの溶液中での分子運動についての研究 

(農工大農)○野原裕生・(農工大院農)田川文菜・四方俊幸 
P10) Caffeine と類似化合物の水溶液中における水和挙動 

(農工大院農)○石井晴菜・四方俊幸 
P11) ナノファイバー内部/表面のプロトン伝導パスを連結させた新規複合電解質膜の作製と燃料電池応用 

(首都大院)○小椋隆廣・田中学・川上浩良 
P12) 含水率の異なるポリ(NIPAm)系ナノコンポジットゲル中の水和水量の DSC による検討 

(首都大院)○小峰一将・山登正文・川上浩良 
P13) 尿素－水系の誘電分光と NMR による動的構造の研究 

(東海大理)○古旗華保莉・高橋儀樹・川口翼 
(東海大院理)堀雄貴・(東海大理)八木原晋・新屋敷直木・喜多理王・(東海大熊本教育セ)福崎稔 

P14) Kinetics of polyelectrolyte adsorption onto polystyrene latex particle: Effects of charge density of 
polyelectrolyte chain 

(筑波大院生命環境)○ZHUANGYIRAN・DoanYen Thi Hai・(筑波大生命環境)足立泰久 
P15) PIC を利用した森林セシウムの自然集積除染 

(茨城大院理工)○相澤雄介・(茨城大工)熊沢紀之 
P16) カチオン性高分子とベントナイト複合体による凝集沈殿作用 

(茨城大院理工)○杉原輝俊・(茨城大工)熊沢紀之 
P17) 親水/疎水性膜を用いた膜蒸留による随伴水からの水回収 

(信州大院総理工)○寛長勇人、(信州大工)清野竜太郎、(信州大特任)谷岡明彦 
P18) 水溶性孔形成剤を用いた多孔質シリコーン膜の作製と膜透過性能 

(信州大院総理工)○松木達、(信州大工)関徳明・塩澤滉平・清野竜太郎 
P19) 毛管力を利用したバイオミメティック極微細流路の液体輸送速度の高速化 

(名工大院)○八重尾太朗・(名工大院)石井大佑・鹿島翼・武藤光司・河合航輝 
P20) フナムシの脚から着想を得た微細構造による液体拡張制御 

(名工大)○鹿島翼・河合航輝・石井大佑 
P21) 温度・pH 応答濡れ性変化高分子膜の作製 

(名工大院工)○門脇凛・石井大佑 
P22) フナムシ模倣流路の高速液体輸送メカニズム 

(名工大工)○桑田力真、(名工大院工)武藤光司・石井大佑 
P23) 高耐久性防汚塗膜における組成と動的濡れ性の相関 

(名工大)○犬飼茉莉亜、(藤倉化成)磯貝隆・根元勉・(名工大院工)石井大佑 
P24) マダラホソカの腹部を模倣した親水・撥水パターンの作製 

(名工大院工)○田形直哉・石井大祐 
P25) 両親媒性分子のプラズマ重合膜''ナノスーツ''の水分子収着と構造評価 

(名工大院工)○澤山菜々美・伊藤慎悟・石井大佑 
P26) 配向制御したポリ-4-メチルペンテン 1(PMP)膜の気体拡散異方性の評価 



(名工大院工)○野村優友・吉水広明 
P27) 液晶性ポリエステルのアルカンガスの拡散性の NMR 法による評価 

(名工大院工)○庄司大槻・吉水広明 
P28) 高分子を添加した分散液中のコロイド粒子間ポテンシャル：ライン光ピンセットによる測定 

(京大院工)○石原平・天野健一・(理研・阪大院生命)岩城光宏・(京大院工)西直哉・作花哲夫 
P29) 側鎖結晶性ブロック共重合体を用いた新規な細胞培養基盤の開発とその評価 

(福岡大工)○山口晃志・平井翔・中野涼子・八尾滋、(福岡大薬)櫨川舞・中島学 
P30) フッ素系側鎖結晶性ブロック共重合体を用いたテフロン微粒子の極性溶媒分散系の創製 

(福岡大院工)○牛島優太・平井翔 
(福岡大工)中野涼子・関口博史、(福岡大院工・福岡大工)八尾滋 

 P31) X 線により位置確認が可能な新規動脈塞栓剤の創製 
(福岡大院工)○讃井香純 

(福岡大工)平井翔・関口博史・中野涼子、(滋賀医大)新田哲久、(福岡大工,福岡大院工)八尾滋 

［口頭発表］ 

［座長 八木原 晋］ 
15:15~15:35 4) 高分子量アクリルアミド系共重合体の高磁場勾配 DOSY によるキャラクタリゼーション 

(栗田工業)○渡邊一也・(徳島大院社会理工)右手浩一 
15:35~16:05 5) 側鎖結晶性ブロック共重合体を用いた難改質性高分子多孔膜の化学的改質 

(福岡大工)○八尾滋 
16:05~16:35 6) セルロースナノファイバーによるセルロース系布の改質 

(東京家政大家政)○濱田仁美・白井菜月 

［座長 足立 泰久］ 

16:45~17:15 7) 凝集によって発生するメソ粒子の挙動とその起源 
(中央大学)○山村寛・(中央大学)丁青 

17:15~17:45 8) 高分子中の気体拡散特性を NMR でみる 
(名工大院工)○吉水広明 

17:45～18:00  表彰   (高分子と水･分離に関する研究会 運営委員長) 八尾  滋 

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 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 56 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/ 


