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大会１日目（１１月１３日） 

口頭発表 

A 会場 

分析化学 

10:05–10:55 座長：石坂昌司（広島大） 

1A-04 オペランド赤外分光法による硫黄－有機

共重合体修飾 Pt 電極における 1-プロパノ

ール酸化反応機構解明 

（山口大院創）○松本友・日高祐・森永明

日花・堤宏守・片山祐 

1A-05 オペランド赤外分光法による Pt 電極表面

でのヒドロキシルアミン酸化反応機構解

析 

（山口大工・山口大院創）○中美沙紀・松

本友・森永明日香・片山祐・堤宏守 

1A-06 二次元層状空間における異種金属イオン

の共存によるアンモニア酸化反応活性化

メカニズム 

（山口大院創）○森永明日香・小野隆太郎・

白井敬介・堤宏守・藤井健太・中山雅晴・

片山祐 

11:10–11:43 座長：片山祐（山口大） 

1A-07 自己組織化マップを用いた中海低質の汚

濁評価法の開発 

（米子高専物質工・米子高専支援セ・米子

高専電気情報工）○大江信之輔・藤井貴敏・

伊達勇介・日野英壱・青木薫・権田英功 

1A-08 米子湾に流入するごみの定量化と堆積物

の起源 

（米子高専物質工・米子高専支援セ・米子

市環境政策課）○佐藤詩織・藤井貴敏・伊

達勇介・日野英壱・青木薫・大峯正人・口

田知則 

B 会場 

無機化学 

09:00–09:50 座長：島内理恵（高知大） 

1B-01 ソーダライト型トポロジーを有する結晶

性ナノ空間におけるホウ素架橋構造の効

果 

（高知工大院工）○森文香・大谷政孝 

1B-02 Ru 錯体をゼオライトに固定化した触媒を

用いた過酸化水素合成 

（愛媛大院理工）○髙橋昌也・山口修平・

八尋秀典 

1B-03 修飾分子の末端基設計による白金表面上

でのアンモニア酸化反応活性向上 

（山口大院創）○東中大輝・日高祐・片山

祐・堤宏守 

10:05–10:55 座長：今村和也（高知大） 

1B-04 Pd サブナノ粒子における水素吸蔵メカニ

ズムの解明 

（山口大工・山口大院創）○安藤岬・小野

隆太郎・森永明日香・日高祐・片山祐・堤

宏守 

1B-05 One-Step Solvothermal Synthesis of Ni 

Catalysts Supported on ZrO2-Based Porous 

Spheres and Their Catalytic Activity for 

Dry Reforming of Methane 

（Kochi Univ. Tech.）○Meiliefiana, Tsuzumi 

Nakayashiki, Emi Yamamoto, Kahoko 

Hayashi, Masataka Ohtani and Kazuya Kobiro 

 



1B-06 酸化チタンナノロッドを用いた水分解に

よる酸素発生への助触媒の効果 

（山口大院創）○工藤正成・山﨑鈴子 

11:10–12:00 座長：山﨑鈴子（山口大） 

1B-07 高温固相反応法による Ti1−xZrxNb(PO4)3の

合成と電気伝導度の測定 

（高知大院総合）○田中優樹・木下桂・島

内理恵 

1B-08 還元活性な配位子を有するロジウム二核

錯体の電気化学的水素発生反応 

（島根大院自然科学）○矢野なつみ・片岡

祐介 

1B-09 金属有機構造体の結晶相転移に与える構

造因子の解明 

（高知工大院工）○金重貴也・大谷政孝 

C 会場 

有機化学 

09:00–09:50 座長：川本拓治（山口大） 

1C-01 五配位ケイ素化合物クロチルシラトラン

とアルデヒドとの反応 

（島根大院自然科学）○古川将太朗・西垣

内寛 

1C-02 光延反応によるインドールの C-選択的ア

ルキル化反応の開発と縮環インドールの

合成 

（徳島文理大薬）○三谷玲奈・岩岡和也・

北村圭・角田鉄人・加来裕人 

1C-03 銅触媒存在下 1,4-HAT を伴う遠隔求核置

換反応 

（山口大院創）○清水大輔・黒瀬彩子・西

形孝司 

10:05–10:55 座長：加来裕人（徳島文理大） 

1C-04 キラル α-ブロモアミドを用いた立体特異

的第三級アルキル薗頭カップリング反応

開発 

（山口大院創）○赤川裕紀・土屋直輝・西

形孝司 

1C-05 イソキノリン-N-オキシドの光誘起アルキ

ル化反応 

（島根大院自然科学）○森實亮太・西垣内

寛 

1C-06 スズラジカルをもちいたラジカルカスケ

ード反応の位置選択性 

（山口大工）○甲野健人・川本拓治・上村

明男 

11:10–12:00 座長：仁子陽輔（高知大） 

1C-07 銅触媒下での原子移動型ラジカル環化反

応の開発 

（山口大院創）○松本淳希・中島悠成・西

形孝司 

1C-08 高求電子性 N-アシルイミンを利用した四

官能性メタンの合成 

（高知工大環境理工）○日笠光・岩井健人・

西脇永敏 

1C-09 薬物送達に向けた核酸会合体の開発 

（香川大医・青学大理工）○栗原亮介・朝

日航・板垣拓馬・簾聡太朗・和田健司・田

邉一仁 

D 会場 

高分子化学 

09:00–09:50 座長：平尾岳大（広島大） 

1D-01 オリゴ(アルコキシカルボニルメチレン)を

マクロ開始剤として用いたブロック共重

合体の合成 

（愛媛大院理工）○劉洋・下元浩晃・伊藤

大道・井原栄治 

1D-02 キノン系配位子を有する種々の Pd 錯体を

用いたジアゾ酢酸エステルの重合 

（愛媛大院理工）○宮野雄斗・下元浩晃・

伊藤大道・井原栄治 

1D-03 構造規則性・単分散オリゴウレタンの合成 

（高知工大院工）○山内春花・林正太郎 

 

 



10:05–10:55 座長：波多野慎悟（高知大） 

1D-04 付加反応を駆使した効率的なウレタンデ

ンドロンの合成 

（高知工大環境理工）○稲山舜也・山内春

花・林正太郎 

1D-05 Pd 触媒を用いたジアゾ酢酸エステルの重

合による末端官能性ポリ(置換メチレン)の

合成 

（愛媛大院理工）○松村祐美・下元浩晃・

伊藤大道・井原栄治 

1D-06 Pd 開始剤系を用いた糖ユニット含有ポリ

(置換メチレン)の合成 

（愛媛大院理工）○虎谷美波・下元浩晃・

伊藤大道・井原栄治 

生物化学 

11:10–12:00 座長：池上崇久（島根大） 

1D-07 miRNA 検出のための新規 PNA/DNA プロ

ーブの開発 

（岡山大院ヘルスシステム・産総研・近大

理工）○田原健太朗・大槻高史・渡邉和則・

北松瑞生・重藤元・山村昌平・岸高稚 

1D-08 ペプチド添加および赤外自由電子レーザ

ー照射による血清アミロイド A タンパク

質のアミロイド性凝集の抑制 

（山口東理大工）○住谷絹・植田知美・佐

伯政俊 

1D-09 マイクロバブルを用いた溶存酸素供給に

よる米子湾底質の改善効果 

（米子高専物質工・米子高専支援セ・鳥取

県水環境保全課）○若木一左・藤井貴敏・

伊達勇介・日野英壱・青木薫・前田晃宏 

Y 会場 

若手セッション 

10:00–11:30 座長：西脇永敏（高知工大） 

1Y-01 ロジウム二核錯体の金属間結合で奏でる

光/レドックス機能性の化学 

（島根大学）○片岡祐介 

1Y-02 人工光合成を目指した結晶性シングルナ

ノ複合酸化物の合成 

（鳥取大学）○辻悦司 

1Y-03 柔軟性分子結晶学：発光性エラスティック

結晶が開拓するフレキシブルウェーブガ

イド 

（高知工科大学）○林正太郎 

S 会場 

特別講演 

13:15–14:15 座長：小廣和哉（高知工大） 

1S-01 精密合成と持続性化学 

（日本化学会常務理事・中部大学）○澤本

光男 

14:25–15:25 座長：西脇永敏（高知工大） 

1S-02 炭素不活性結合の活性化を鍵過程とする

触媒反応 

（大阪大学）○茶谷直人 

ポスター発表（16:00–17:30） 

無機化学 

1P-01 Mg 系及び Ca 系吸着材の亜ヒ酸除去性能

に及ぼす環境基準値レベルの低濃度フッ

素の影響 

（産総研）○杉田創・小熊輝美・原淳子・

川辺能成・張銘 

1P-02 ジチオテレフタル酸を用いた新規 MOF の

合成 

（岡山理大院理・岡山理大理）○吉井良太・

久高眞帆・橋本尚吾・馬越薫・田邉未都輝・

東村秀之 

1P-03 新規ヒドロキノン-N4 型配位子による銅

(II)および亜鉛(II)錯体の合成と SOD 活性 

（山口東理大工・京大化研・ハワイ大）○

野田健太・脇岡正幸・大木靖弘・Roger E. 

Cramer・太田雄大 

 



1P-04 マイクロ電子線回折条件における電子線

照射損傷の定量的解析 

（高知工大院工）○坂本ひかる・大谷政孝 

1P-05 ホウ素架橋構造を有する多孔性結晶の合

成と物性 

（高知工大院工）○加藤健史・大谷政孝 

1P-06 ヒドロキシピリジン架橋ロジウム二核錯

体の開発と水素発生反応 

（島根大総合理工・島根大院自然科学）○

佐藤孝三・矢野なつみ・小原吉浩・片岡祐

介 

1P-07 ビスジフェニルホスフィノメタン架橋ロ

ジウム二核錯体の合成と酸化触媒反応 

（島根大総合理工・島根大院自然科学）○

飯島成美・矢野なつみ・越猪昴幸・片岡祐

介 

1P-08 シッフ塩基とフェノールを含む多座配位

子の銅(II)およびマンガン(III)錯体の合成

と性質 

（島根大院自然科学・岡山理大フロンティ

ア研・関学大理工）○瀬戸竜之介・島田恵

輔・片岡祐介・矢野なつみ・赤司治夫・御

厨正博・半田真 

1P-09 セリンが配位したキラルイリジウム錯体

の合成と発光特性 

（愛媛大院理工・日大文理）○瀧本和誉・

島田拓実・渡邉裕・吉田純・佐藤久子 

物理化学 

1P-10 機械学習による CCU 用逆水性ガスシフト

反応触媒の高活性化 

（島根大院自然科学）○足立成弘・久保田

岳志・小俣光司 

1P-11 機械学習による CCU 用メタノール合成触

媒の調製 

（島根大院自然科学）○日下部翔一・久保

田岳志・小俣光司 

1P-12 水素化脱硫触媒におけるアルミナ担体へ

の第二成分添加の影響 

（島根大院自然科学）○齋尾拓哉・久保田

岳志・小俣光司 

1P-13 赤外分光法を用いたニトロスピロピラン

のずれ応力効果の評価 

（山口東理大院工・山口東理大工・和歌山

高専生物応化）○河村光紀・井口眞・舟浴

佑典 

1P-14 クリスタルバイオレットラクトンのずれ

応力によるクロミズム 

（山口東理大院工・山口東理大工・和歌山

高専生物応化）○服部聖也・高垣早那・井

口眞・舟浴佑典 

有機化学 

1P-15 芳香族アルデヒドをアリール源とするビ

シクロアルケンの不斉ヒドロアリール化

反応 

（高知高専）○野並玲奈・白井智彦 

1P-16 Rieke 銅による電子不足アルキン類の二電

子還元反応 

（山口東理大工）○中尾祐貴・橋本徹・北

條信 

1P-17 凝集誘起発光特性を示す糖脂質型両親媒

性分子の合成・物性評価 

（高知大院総合・高知工大院工・高知大理

工）○堤尚輝・伊藤亮孝・仁子陽輔・和泉

雅之・越智里香 

1P-18 前立腺がん細胞のリアルタイムイメージ

ングを指向した OFF/ON 型蛍光プローブ

の開発 

（高知大院総合・高知大理工）○長﨑大明・

堤尚輝・仁子陽輔・和泉雅之・越智里香 

1P-19 電気化学的な C–P 結合形成を経るジベン

ゾホスホールの合成 

（岡山大院自然）○山下惇・栗本悠司・光

藤耕一・菅誠治 

1P-20 固体発光性イミダゾ[1,5-a]ピリジニウム塩

の合成と高圧下での発光挙動変化 

（徳島大院理工・徳島大ポスト LED フォ

トニクス研）○八木下史敏・藤原誠哉・寺

岡智紗希・野口直樹・岡村英一・南川慶二・

今田泰嗣 

 



1P-21 ベンゾフロベンゾフランの特異な反応性

を利用したプロペラ型分子の合成 

（岡山大院自然）○桐畑朋佳・光藤耕一・

菅誠治 

1P-22 非対称フルオレノンの二量化反応におけ

る反応プロセスの検証 

（龍谷大院理工）○田口雄太・岩澤哲郎 

1P-23 α 位にニトロ基を有する β-ジケチミネート

の合成と物性 

（高知工大院工）○中林真宏・伊藤亮孝・

林正太郎 

1P-24 フラビン–ヨウ素触媒を用いた酸素酸化的

C–N 結合形成反応の開発 

（島根大院自然科学）○武田明紀・岡井駿

樹・渡部恭士・飯田拡基 

1P-25 インドール類の電解酸化転位反応による

スピロオキシインドール骨格の形成法 

（岡山大院工）○寒川紗衣・菅誠治・佐藤

英祐 

1P-26 ピレン含有スクアライン誘導体の合成と

in vivo 二光子蛍光イメージングへの応用 

（高知大院総合・山口大院理・愛媛大医）

○磯江真綺・鈴木康孝・川俣純・川上良介・

今村健志・波多野慎悟・渡辺茂・仁子陽輔 

1P-27 ピリジル基を有する TTF 類縁体の合成と

金属錯体の作製 

（愛媛大院理工・愛媛大 RU: PGeS・愛媛

大 RU: OSC・京大院理）○池田駿喜・榊原

諒・栗林翼・吉村彩・白旗崇・依光英樹・

御崎洋二 

1P-28 1,2-及び 1,3-二重不斉誘導によるケトンの

立体選択的還元 

（島根大院自然科学）○川本貴斗・西垣内

寛 

1P-29 C-カルボニル置換されたアキラル六員環

ニトロナートの合成とその反応性 

（徳島大院理工・徳島大院社会産業理工）

○長谷川修磨・藤木隆祐・辰巳尚展・今村

壮汰・藤原佳奈・西内優騎 

1P-30 9,10-置換アントラセンビスイミドを組み

込んだ含窒素大環状分子の合成と分光学

的性質 

（岡山理大理）○立山博得・岩永哲夫 

1P-31 β 位連結型 HPHAC 二量体の合成と物性 

（愛媛大院理工）○藤川佳乃・高瀬雅祥・

森重樹・奥島鉄雄・宇野英満 

1P-32 脂溶性安定ニトリルオキシドを活用した

ナノエマルジョン表面への機能性分子修

飾 

（高知大院総合）○兼子益臣・波多野慎悟・

渡辺茂・仁子陽輔 

1P-33 2,3-置換アントラキノンを基盤としたドナ

ー／アクセプター型分子の合成と酸化的

環化反応の検討 

（岡山理大理）○國政健・岩永哲夫 

1P-34 ルイス酸触媒を用いた不斉補助基を導入

したジアリールメタノールとスルファミ

ン酸エステル求核剤とのジアステレオ収

束的な反応の開発 

（島根大院自然科学）○金子丈臣・中田健

也 

1P-35 含フッ素低分子量ゲル化剤で形成した Li

イオン液体ゲル電解質のゲル物性および

電気化学特性 

（山口大院創・山口大工）○松本健太・森

田由紀・岡本浩明 

1P-36 アントラキノイドで拡張された TTF を有

機配位子、希土類金属を中心金属とする金

属有機構造体の合成と性質 

（愛媛大院理工・愛媛大 RU: PGeS・愛媛

大 RU: OSC・高知大理工・北大電子研・北

大院地球環境）○辺見慶介・鳥居耀司・吉

村彩・白旗崇・御崎洋二・越智里香・高橋

仁徳・野呂真一郎・中村貴義 

1P-37 両末端位にフルオロ置換基を有する低分

子量ゲル化剤のゲル物性 

（山口大院創・山口大工）○中村耕壮平・

金重裕太・森田由紀・岡本浩明 

1P-38 ブチルスズ反応剤を用いたベンジルの光

ブチル化反応 

（島根大院自然科学）○後藤良喜 

1P-39 n 型有機半導体特性を志向したケトン誘導

体の開発 

（香川大院工）磯田恭佑・○兼澤佑基 



1P-40 ペルフルオロアルキル基を有するビフェ

ニル誘導体を用いたゲルの物性評価 

（山口大院創・山口大工）○金光壮太・金

只晃太郎・吉原稜一朗・泊野竜也・松本健

太・森田由紀・岡本浩明 

1P-41 様々なアリール基を有する 10-ヒドロキシ

ベンゾ[h]キノリンの光化学物性 

（高知工大院工）○三輪真梨乃・伊藤亮孝 

1P-42 ニトロベンゼンから N-フェニルヒドロキ

シアミンへの光還元反応 

（高知大理工）○増田早希・恩田歩武・今

村和也 

理科・化学教育 

1P-43 銅－亜鉛系ボルタ型電池の電流－電圧特

性 －電解質溶液による変化－ 

（鳴門教育大ジュニアドクター発掘・養成

講座・鳴門教育大附属中学校・鳴門教育大

院学校教育）○椎橋栄斗・武田清 

1P-44 イオン汚染物質の吸着を目指した活性炭

の賦活処理の研究 

（岡山県立玉島高等学校）○杦山慎太郎・

○内藤隆仁・○三村優翔・○福永輝月 

1P-45 植物色素によるアルマイトの着色 

（高知工業高等学校）○栄枝歩貴・平野隆

雅・佐野結依・中澤愛七 

1P-46 廃棄卵殻の構造を活用した PM2.5 吸着現

象の解明と機能材料の創製 

（米子工業高等専門学校）○野田悠成・野

坂彩乃・八田友維 

1P-47 紫キャベツからのアントシアニン色素の

定着の検討 ～合成サポナイトとの複合化

～ 

（愛媛大学附属高等学校）○井上櫻子・○

児玉ひなの・菅琢哉 

 

 

 

 

 

大会２日目（１１月１４日） 

口頭発表 

A 会場 

物理化学 

10:05–10:55 座長：舟浴佑典（和歌山高専） 

2A-04 Ethylene sulfite を溶媒とする超濃厚電解液

の構造および電気化学特性 

（山口大工・新潟大院自然・山口大院創）

○鈴木健創・韓智海・藤井健太 

2A-05 電解液による非水系レドックスフロー電

池活物質の電気化学特性への影響 

（山口大工・山口大院創）○糸稲凌汰・古

城聖也・森永明日香・片山祐・堤宏守 

2A-06 均一高分子網目を基盤とする全固体高分

子電解質の基礎物性およびイオン配位構

造 

（山口大工・山口大院創）○加藤亜蘭・藤

井健太 

11:10–12:00 座長：藤井健太（山口大） 

2A-07 層状マンガン酸化物被覆炭素正極の合成

とその Li–S 電池特性 

（山口大院創）○古城聖也・中山雅晴・片

山祐・堤宏守 

2A-08 ボールミリングにより作製したシリコン

ナノ粒子による可視光発熱 

（新居浜高専環境材料工）○浅田洋平・坂

本全教 

2A-09 ハロゲン化物イオンの置換によるヘキサ

メチレンテトラミンを用いたペロブスカ

イト構造への影響 

（山口大院創）○本田弘樹・綱島亮 

 

 

 



13:30–14:20 座長：綱島亮（山口大） 

2A-10 簡便に合成できるナノカーボン複合型ヘ

マタイト光触媒 

（新居浜高専環境材料工）○檜垣乃愛・越

智公陽・藤田涼雅・坂本全教 

2A-11 可視光照射下で光電変換可能な白金イオ

ンドープ酸化チタン電極の作製 

（山口大院創）○山本菜々美・山﨑鈴子 

2A-12 酸素空孔欠陥導入ヘマタイト光触媒の活

性度検証 

（新居浜高専環境材料工）○藤田凉雅・坂

本全教 

14:35–15:25 座長：坂本全教（新居浜高専） 

2A-13 Co(III)ニトリト錯体の固相連結異性化過

程における誘電率の時間発展 

（山口大院創）○知念真妃郎・綱島亮 

2A-14 ペンタセン薄膜に対するずれ応力効果 

（山口東理大院工・山口東理大工・和歌山

高専生物応化）○吉岡采・井口眞・舟浴佑

典 

2A-15 各種極性溶媒中でのケトヘキソースの互

変異性体比率と変旋光挙動 

（香川大院農・香川大希少糖研）○今井真

優・吉原明秀・佐藤正資・深田和宏 

B 会場 

無機化学 

09:00–09:50 座長：山口修平（愛媛大） 

2B-01 相転移を示す金属有機構造体の構造制御

合成 

（高知工大院工）○岸大路英佑・大谷政孝 

2B-02 オルトキノンとアルキンの環化付加反応

を利用したベンゼン環の構築 

（岡山理大院理・岡山理大理）○三浦晶・

野々上直佳・伊豆味聖也・尾木涼香・窪木

厚人・原村昌幸 

2B-03 CCC-Pincer 型カルボジホスホラン白金

(Ⅱ)錯体を用いた不飽和炭化水素化合物の

ヒドロシリル化反応 

（広島大院先進理工）○井手祐徳・三輪寛

人・久保和幸・久米晶子・水田勉 

10:05–10:55 座長：太田雄大（山口東京理科大） 

2B-04 水熱合成したマグネシウムイオン伝導体

の結晶構造解析 

（高知大院総合）○木ノ桐尚哉・福永好美・

島内理恵 

2B-05 微小球状イオン交換媒体内に担持した遷

移金属錯体の励起エネルギー移動消光 

（高知工大院工）○美里泰蔵・伊藤亮孝 

2B-06 パドルホイール型ロジウム二核錯体を用

いたエレクトロクロミズム特性の発現 

（島根大院自然科学）○小原吉浩・矢野な

つみ・片岡祐介 

11:10–12:00 座長：久保和幸（広島大） 

2B-07 ポリオキソメタレートを基盤とする多孔

質結晶の合成と物性 

（高知工大院工）○中田晋也・大谷政孝 

2B-08 ハロゲン置換されたビス(トリアジニル)フ

ェナントロリンの溶媒抽出機構を解明す

るための DFT 計算による研究 

（広島大院先進理工・広島大 N-BARD）○

深澤優人・中島覚 

2B-09 ビス（ピリジル）ベンゼン型架橋配位子誘

導体を用いた鉄二価集積型錯体のスピン

状態の研究 

（広島大院先進理工・広島大院理・広島大

N-BARD）○和田淳・加藤茜・中島覚 

高分子化学 

13:30–14:20 座長：下元浩晃（愛媛大） 

2B-10 新規なポリ(2-フェニルフェニレンオキサ

イド)の合成と物性 

（岡山理大院理・岡山理大理）○中野晟志・

橋口翔・田邉洋一・東村秀之 

2B-11 ビスキャビタンド分子の自己集合により

生じる超分子らせんポリマー 

（広島大院先進理工）○浜田幸希・下山大

輔・平尾岳大・灰野岳晴 



2B-12 多機能性 π 共役系分子：アントラセン－ア

クリロニトリル構造の反応性と物性 

（高知工大環境理工）○谷久保泰樹・林正

太郎 

14:35–15:25 座長：飯田拡基（島根大） 

2B-13 シアノ基を側鎖に有するポリエーテル系

電解質でのイオン伝導へのカチオン種に

よる影響 

（山口大院創）○山中聡一郎・松岡里歩・

片山祐 

2B-14 ラジカル重合開始剤を使用したETFEフィ

ルムのグラフト重合による表面改質 

（高知工大院工）○水田悠介・西脇永敏・

杉本隆一 

2B-15 側鎖立体障害による配位構造変化がポリ

エーテル系電解質のイオン輸送特性に及

ぼす影響 

（山口大院創）○松尾幸祐・崔亮秀・片山

祐・堤宏守 

C 会場 

有機化学 

09:00–09:50 座長：西形孝司（山口大） 

2C-01 キャビタンド型ブレンステッド酸の新規

合成と触媒性能の評価 

（龍谷大理工）○吉田匠完・岩澤哲郎 

2C-02 オリゴホスフィンスルフィド化合物を保

護剤とする Pd ナノ粒子触媒の合成と応用 

（愛媛大院理工）○合田宏樹・末永悠太・

藤永朔・寒原啓介・太田英俊・林実 

2C-03 面不斉フェロセン縮環ホスホン酸のエナ

ンチオ選択的合成法の開発と応用 

（徳島大院創成科学・徳島大院社会産業理

工・北大院生化・千葉大院理）○大路健仁・

岡崎願之晋・劉強・安江里紗・吉田和弘・

小笠原正道 

10:05–10:55 座長：白井智彦（高知高専） 

2C-04 ジベンゾ[g,p]クリセンの位置選択的な官

能基化とねじれ角の拡大 

（龍谷大院理工）○赤阪龍平・岩澤哲郎 

2C-05 イソキノリンと 4配位ベンジルホウ素反応

剤を用いたベンジルイソキノリンアルカ

ロイドの合成 

（島根大院自然科学）○槇浦巧・西垣内寛 

2C-06 分子内 C–H 結合挿入反応を利用したジャ

スモン酸類の合成研究 

（近畿大院）○森田麻祐子・岡田芳治 

11:10–12:00 座長：太田英俊（愛媛大） 

2C-07 2 つの異なる配位性官能基を有する活性化

ウレア誘導体を用いた非対称ケトンの合

成 

（大分大院工･大分大理工･高知工大環境

理工）○横野尊大・平尾翔太郎・原田拓典・

石川雄一・西脇永敏・大賀恭 

2C-08 逐次的光延反応による光学活性鎖状化合

物の合成 

（徳島文理大薬）○伊勢沙季・北村圭・角

田鉄人・加来裕人 

2C-09 ペプチド型有機配位子を用いた軽金属

MOF 結晶・ゲルの合成 

（高知大院総合・高知工大院工・北大院地

球環境・北大電子研・東北大多元研・高知

大理工）○板東佑依・伊藤亮孝・野呂真一

郎・高橋仁徳・芥川智行・中村貴義・和泉

雅之・越智里香 

13:30–14:20 座長：越智里香（高知大） 

2C-10 ヘキサアザトリナフチレンの新規結晶構

造 

（岡山理大院理・岡山理大理・茨城大理）

○大島貴宏・世良一真・藤原裕貴・神尾壮

樹・藤澤清史・東村秀之 

2C-11 熱的刺激をトリガーとしたアントラセン

結晶のドミノ型単結晶－単結晶相転移 

（高知工大環境理工）○樋野優人・林正太

郎 

2C-12 キラルな溶媒によって制御される超分子

ポルフィリンポリマーのらせん構造 

（広島大院先進理工）○岸野晴・平尾岳大・

灰野岳晴 



14:35–15:25 座長：磯田恭佑（香川大） 

2C-13 酸添加による新規ビアンスリル誘導体の

蛍光性制御 

（高知工大院工）○岩﨑智子・伊藤亮孝 

2C-14 新規ピレン誘導体の合成と皮膚組織の二

光子励起蛍光イメージングへの応用 

（高知大院総合・愛媛大院医）○井上和貴・

川上良介・村上正基・佐山浩二・今村健志・

波多野慎悟・渡辺茂・仁子陽輔 

2C-15 有機修飾 Ni ナノ粒子触媒を用いたフェノ

ールの選択的水素化 

（愛媛大院理工）○近藤良祐・中西大介・

太田英俊・林実 

D 会場 

理科・化学教育 

10:05–10:55 座長：古賀信吉（広島大） 

2D-04 新規人工甘味料の研究開発 

（高知小津高等学校）○熊野ひなみ・○竹

村光貴・○友草春香・川添結斗・安岡樹希 

2D-05 黄色のゴム状硫黄生成における材料粒子

の粒径が与える影響 

（愛媛県立松山中央高等学校）小林桃子・

中川優奈・○秋山寧音・○中野明香・槇大

輔 

2D-06 マイクロプラスチックによる海の環境問

題の現状 

（高知県立山田高等学校）○橋本剛・永野

美咲・津曲佑奈・弘末夢弥 

11:10–12:00 座長：武田清（鳴門教育大） 

2D-07 硫酸を素材とした化学平衡および熱化学

の実験教材 

（広島大院人間社会科学）○堀田実杜・古

賀信吉 

2D-08 マイクロスケール実験の新しい展開:コロ

ナ禍での実習授業 

（香川大教育・東北大）○高木由美子・高

橋智香・荻野和子 

 

2D-09 主体的・対話的で深い学びを導く探究活動

の指導と評価 ～テーマ設定から課題解決，

プレゼンテーションまで～ 

（岡山県立玉島高等学校）○大下英一 

13:30–14:20 座長：金田隆（岡山大） 

2D-10 依頼講演：旅する化学者 −化学を感じる旅

へのお誘い− 

（岡山県立一宮高等学校）○中尾浩 

14:35–15:25 座長：金田隆（岡山大） 

2D-13 「カルメ焼き」を素材とした化学教材の開

発 

（広島大院人間社会科学）○原誠実・古賀

信吉 

2D-14 化学蓄熱材の反応エンタルピーを決定す

る実験教材 

（広島大院人間社会科学）○圖子雄人・岩

崎春・小谷賢紀・古賀信吉 

2D-15 高等学校学習指導要領の改訂について 

－理科を中心に－ 

（高知追手前高等学校）○高岸憲二 

Y 会場 

若手セッション 

10:00–11:30 座長：西脇永敏（高知工大） 

2Y-01 定常光および短パルスレーザー照射下で

のジアリールエテンナノ粒子のフォトク

ロミック反応 

（愛媛大学）○石橋千英 

2Y-02 ダイヤモンド量子センシング温度計を用

いたナノ温度計測 

（岡山大学）○藤原正澄 

2Y-03 薬物送達に向けた核酸材料の開発 

（香川大学）○栗原亮介 

13:30–15:00 座長：西脇永敏（高知工大） 

2Y-04 水酸化物ナノ粒子の液相合成とメソ・マク

ロ構造体構築への利用 

（広島大学）○樽谷直樹 



2Y-05 三座ピンサー型ニッケル錯体の合成と触

媒反応の開発 

（山口東京理科大学）○橋本徹 

2Y-06 山岳地域における湿性沈着中の鉛同位体

分析に基づく大気中鉛の発生源解析 

（徳島大学）○山本祐平 

ポスター発表（16:00–17:30） 

分析化学 

2P-01 ソフトケミカル手法による製紙廃棄物中

の CaCO3の除去及び Ca 源の再資源化 

（島根大院自然科学）○柴田葵介・山田勝

海・久保田岳志・小俣光司・宮崎英敏 

2P-02 斐伊川流入起源の懸濁態リンが宍道湖の

水質に与える影響 

（島根大院自然科学・島根大 EsReC）○早

川隼也・江川美千子・管原庄吾・朴紫暎・

清家泰 

2P-03 土壌の化学性と微生物量の相関に関する

基礎検討 

（高知高専・東京都立産業技術高専）○小

松靖心・下元陽菜・吉岡将孝・中山信・高

田拓・木村竜士・大角理人 

無機化学 

2P-04 ピンサー型カルボジホスホラン-白金錯体

を銀イオンで架橋した Pt2Ag2 四核錯体の

反応性 

（広島大院理・広島大院先進理工）○丸山

真依・興津寛幸・久保和幸・久米晶子・水

田勉 

2P-05 新規 2 核銅(II)ポリピリジン錯体の合成と

酸素還元反応 

（山口東理大工・京大化研・ハワイ大）○

島野礼央・脇岡正幸・大木靖弘・Roger E. 

Cramer・太田雄大 

2P-06 球状 SnO2 多孔体の単工程ソルボサーマル

合成 

（高知工大院工）○谷口彩乃・柳原宗果・

大谷政孝・小廣和哉 

2P-07 アルキル置換ベンゼンを有するビス（ピリ

ジル）型架橋配位子を用いた鉄二価集積型

錯体のスピン状態に関する研究 

（広島大院先進理工）○黒木駿・加藤茜・

和田淳・中島覚 

2P-08 硫黄窒素ドナー配位子を用いた溶媒抽出

によるルテニウムの分離について 

（広島大院先進理工・広島大 N-BARD）○

白藤雅也・高嶋雄治・中島覚 

2P-09 触媒化学気相成長法によるカーボンナノ

チューブ−球状金属酸化物複合材料の合成 

（高知工大院工）○廣瀬沙紀・隈部佳孝・

沢田侑斗・Adam Pander・古田寛・小廣和

哉 

2P-10 ルテニウム(III)二核錯体 PPh4[{Ru(acac)-

Cl}2(μ-Cl)3] (acac− = アセチルセトナート

イオン) の合成と性質 

（島根大総合理工・岡山理大フロンティア

研・関学大理工・島根大院自然科学）○中

島海・速水智洸・赤司治夫・御厨正博・半

田真 

2P-11 フェノキシド及び水架橋を有するマクロ

環四核ニッケル(II)錯体の構造と磁気的性

質 

（島根大院自然科学・岡山理大フロンティ

ア研・関学大理工）○宮下侑也・松村紘希・

赤司治夫・御厨正博・半田真 

有機化学 

2P-12 環化付加反応を鍵反応とするナフタレン

誘導体合成法の開発 

（阿南高専）○堀井翔太・篠原仁・杉山雄

樹 

2P-13 マウス脳深部血管の高速イメージングを

志向した近赤外発光性ピレン誘導体の開

発 

（高知大理工・山口大理・愛媛大医）○松

浦瞳・鈴木康孝・川俣純・川上良介・今村

健志・波多野慎吾・渡辺茂・仁子陽輔 

 

 



2P-14 ブチロラクトン型リグナンの合成研究 

（近畿大院システム工・近畿大工）○大塚

彩加・岡田芳治 

2P-15 フラビン触媒を用いたスルフィドの電気

化学的酸素酸化 

（島根大院自然科学）○水嶋大雅・岡真里

奈・飯田拡基 

2P-16 ベンジル基を有するヘキサアザ(4,4′)ビフ

ェニロファン誘導体の合成と物性 

（岡山理大理）○北農陽之・岩永哲夫 

2P-17 塩素化アントラセン結晶の開拓による塑

性・弾性変形機能の発現 

（高知工大環境理工）○矢野圭悟・林正太

郎 

2P-18 電気化学的手法によるトリメチルシリル

シアニドとエポキシドの反応 

（岡山大院自然）○佐々木千華・佐藤英祐・

菅誠治 

2P-19 フラビン−ヨウ素触媒を用いたテトラヒド

ロイソキノリンの C–H 活性化による酸素

酸化的脱水素クロスカップリング反応 

（島根大総合理工・島根大院自然科学）○

三宅葉月・岡井駿樹・飯田拡基 

2P-20 電気化学的手法を用いた連続的脱水素化

反応によるカルバゾール骨格の形成法 

（岡山大院自然）○雪上絢加・佐藤英祐・

菅誠治 

2P-21 官能基化ニトリルオキシド合成等価体と

しての C-ジ置換環状ニトロナートとアル

キン類との環化付加反応挙動 

（徳島大院創成科学・徳島大院社会産業理

工）○芝崎佑磨・西内優騎 

2P-22 新規キンヒドロン型錯体の開発とその性

質 

（香川大創造工）○福田昂大・磯田恭佑 

2P-23 Nα-Boc-δ-セレノリシン誘導体の合成 

（高知大院総合・高知大理工）○田村優伍・

和泉雅之 

2P-24 アルデヒド/ケトンによるアリールボロン

酸のアルキル化を伴うベンゾオキサボロ

ールの合成 

（高知高専）○大久保宗紀・小原紅葉・ヌ

ー・大角理人 

2P-25 大環状共役に基づく芳香族性の発現を指

向した含窒素・硫黄拡張 π 電子系の合成 

（愛媛大院理工）○佐川愛輝・高瀬雅祥・

森重樹・奥島鉄雄・宇野英満 

2P-26 C-ジ置換環状ニトロナート環状付加反応

への光学活性 2 級アミン添加効果 

（徳島大院理工・徳島大院社会産業理工）

○今村壮汰・佐藤雅之・西内優騎 

2P-27 有機溶媒を用いた植物からの香料成分の

抽出 

（高知高専）○下元陽菜・大角理人 

2P-28 不斉シリル化反応によるラセミ 2-アルキ

ル-1-インダノール類の速度論的光学分割

法の開発 

（島根大院自然科学）○岩倉愛弥・鈴木健

史・中田健也 

2P-29 クマリン骨格を有する低分子ゲル化剤の

化粧品への応用 

（山口大院創・山口大工）○遠藤唯・布寺

弘幸・河辺浩輔・森田由紀・岡本浩明 

2P-30 光機能特性を有する新規刺激応答ジアセ

チレン誘導体の開発 

（香川大院工）○星すばる・磯田恭佑 

2P-31 含フッ素低分子量ゲル化剤の分子構造の

違いがゲルの自己修復力に与える影響 

（山口大院創・山口大工）○泊野竜也・秋

山雅・山口潤也・川本雄大・梶山大貴・森

田由紀・岡本浩明 

2P-32 アブラムシの赤色色素 uroleuconaphin 類

の化学変換 

（徳島文理大薬）○大境千晴・北村圭・堀

川美津代・角田鉄人・加来裕人 

2P-33 酸化チタン(IV)光触媒による単糖類を水素

源として使用したニトロベンゼンの光触

媒的水素化反応 

（高知大理工）○大音貴裕・池内一真・坂

本友樹・青野悠士郎・恩田歩武・今村和也 

 



生物化学 

2P-34 4 つの水溶性置換基を導入したフタロシア

ニン金属錯体の一重項酸素発生能 

（島根大院自然科学）○谷本成希・上垣内

謙・藤村卓也・笹井亮・池上崇久 

2P-35 メラノソーム内タンパク質 Pmel17 のアミ

ロイド化を遮断するためのペプチド添加

によるメラニン産生の抑制評価 

（山口東理大工）○河渕優菜・中西和香菜・

静間隆文・岩館寛大・佐伯政俊 

2P-36 環周辺に両親媒性置換基を導入したフタ

ロシアニン金属錯体の合成とそれらの一

重項酸素発生能 

（島根大院自然科学・島根大総合理工）○

上垣内謙・大原颯・池上崇久・笹井亮・藤

村卓也 

2P-37 微生物叢解析による底質環境評価指標の

開発 

（米子高専物質工・米子高専支援セ）○楠

原龍星・藤井貴敏・伊達勇介・日野英壱・

青木薫 

2P-38 SPring-8 マイクロビーム小角 X 線散乱を

用いた加齢に伴う毛髪微細構造変化およ

び吸水性変化の解明 

（山口東理大工・株式会社ミルボン）○北

島薫・馬場湧也・木村洋則・小林翔・伊藤

廉・佐伯政俊 

2P-39 細胞内還元環境下で CPP が離脱する CPP

融合タンパク質の開発 

（岡山大院ヘルスシステム）○小林達哉・

中山真伍・渡邉和則・大槻高史 

2P-40 気相系における固定化アルコール脱水素

酵素反応 

（高知高専）○森愛美里・長山和史 

高分子化学 

2P-41 感温性ポリマーである N-イソプロピルア

クリルアミドの転移温度の制御に関する

研究 

（高知高専）○安水大晴 

2P-42 カルバメート基を有するフラビン化合物

と光学活性メラミン誘導体の自己集合に

よるキラル超分子ゲルの形成 

（島根大院自然科学・島根大総合理工）○

寺西宥太・小迫亮・山田雄太・飯田拡基 

2P-43 焼結法によるヒドロキシアパタイトのチ

タン表面固定化と骨芽細胞分化と骨伝導

性の向上 

（近畿大院システム工・キャステム・近畿

大工・近畿大医）○秋田泰孝・相良宗作・

山本高久・白石浩平・岡田清孝・梶博史 

2P-44 Lewis 酸塩基を利用した機能性高分子膜の

作成と解析 

（高知工大環境理工）○吉野良磨和・林正

太郎 

2P-45 常在菌によるポリスチレン分解と表面性

状のキャラクタリゼーション 

（近畿大院システム工・近畿大工）○岸本

崇勢・大西芽衣・小川智弘・白石浩平 

2P-46 ポリアクリロニトリル含有両親媒性ブロ

ックポリマーのミセル形成能の検討 

（高知大院総合）○牛丸竜輝・仁子陽輔・

渡辺茂・波多野慎悟 

 

 

 

 


