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第 1日目［10月 31 日（水）］──────────── 

 

【A会場】金属・無機固体・セラミックス-1 
（ 13 : 20 〜 15 : 00 ） 

座長：高井 茂臣（京大院エネ科） 
1A1320 フラーレン C60に取り込まれた水分子の低温に

おける回転運動と核スピン変換（A近大理工，B阪大院理，     
C 京大化研）〇鈴木 晴 A，中野 元裕 B，橋川 祥史 C，	 	 	

村田 靖次郎 C 
1A1340 アルカリ修飾ホウ酸ガラスの低温過剰熱容量

とボソンピーク（A 筑波大質工，B 東工大フロ材研）	 	 	

〇小島	 誠治 A, 川路 均 B 
1A1400 MgSiO3メージャライトの定圧熱容量測定（A学

習院大理，B愛媛大 GRC，C広島大院理）〇糀谷 浩 A，野

田 昌道 B，井上 徹 B, C，赤荻 正樹 A 
座長：鈴木 晴（近大理工） 

1A1420 シェーライト型 ZrSiO4，コチュナイト型 ZrO2

のエンタルピー・低温熱容量測定と高圧相平衡関係（学習

院大理化）〇赤荻 正樹，橋本 紗季，糀谷 浩 
1A1440 コランダム型構造を示す FeAlO3 固溶体の低温

熱容量（A 京大院エネ科，B 東工大フロ材研，C 京大）      
〇高井 茂臣 A，川路 均 B，田和 佳修 A，薮塚 武史 A，     
八尾 健 C 
 
【A会場】金属・無機固体・セラミックス-2 
（ 15 : 10 〜 16 : 50 ） 

座長：藤森 裕基（日大文理） 
1A1510  環状VO2の熱容量と相転移（A阪大院理，B近

大理工, C Tayuan Univ. Tech., China）〇宮崎 裕司 A，鈴木    
晴 B，堀井 洋司 A，Zixiang Cui C，中野 元裕 A 
1A1530 Zn4Sb3の合成条件にともなう物性変化（東工大

フロ材研）〇気谷 卓，鈴木 渉太，川路 均 
1A1550 Rb2MoO4の多形転移と熱的挙動（A山口大教育，
B東工大フロ材研，C山口大院創成科学，D山口大）〇重松 
宏武 A，川路 均 B，笠野 裕修 C，増山 博行 D 

座長：気谷 卓（東工大フロ材研） 
1A1610 アンチペロブスカイト型リチウムイオン伝導

体の組成と動的構造変化（日大生産工）〇山田 康治，池
田 晃大，福島 幹大，山根 庸平，中釜 達朗 
1A1630 ガラス添加した Al2TiO5 の熱膨張挙動の変化  
（A日大文理，B日大院総合基）〇杉本 隆之 A，横田 大典
B，藤森 裕基 A 
 

 

 

 

 

【B会場】生体・医薬・食品-1 
（ 13 : 20 〜 15 : 00 ） 

座長：神山 匡（近大理工） 
1B1320 リン脂質二分子膜のゲル－液晶中間相形成：充

填状態依存相転移と形成機構（A 徳島大院社会，B 徳島大

院先端） ○松木 均 A，木口 碧 B，中尾俊樹 B，本橋 牧
子 B，後藤 優樹 A，玉井 伸岳 A 
1B1340 輸液と脂肪乳剤の混合持続点滴における配合

変化（A福岡大薬，B鹿児島市立病院）○大波多 友規 A，

池田 浩人 A，湯川 美穂 A，安藝 初美 A，瀬戸口 誠 B，福

岡 龍一 B，武藤 充 B 
座長：松木 均（徳島大院先端） 

1B1400 Lysozyme-イオン液体凝集体の構造変化および
熱安定性（近大院総合理工）○野間 真里，岡部 円，神山 
匡 

1B1420 生物進化の駆動力は情報によるエントロピー

生成速度極少の原（元群馬大学）○天谷 和夫 
1B1440 持続可能な開発のための教育の生物進化の歴

史の熱力学的解析による意義付け（元群馬大学）○天谷 和
夫 
 
【B会場】高分子・有機物-1 
（ 15 : 10 〜 16 : 50 ） 

座長：森川 淳子（東工大院理工） 
1B1510 DSC測定と in-situ X線測定の融合による高分子
材料の融解挙動解析（群馬大院理工）○上原 宏樹，山延 健 
1B1530 昇温過程における in-situ WAXD/SAXS同時測定
を活用したポリエチレン延伸フィルムの融解挙動解析と

DSC測定の相関（群馬大院理工）○田中 秀和，山延 健，
上原 宏樹 
1B1550 高分子の 2 次結晶化における Thermal 
Gibbs-Thomson plot（A広島大院総合科学，B山口大院創成

科学）○戸田昭彦 A，田口 健 A，高野 学 B，野崎 浩二 B 
座長：戸田 昭彦（広島大院総合科学） 

1B1610 温度波スペクトル解析の液晶相転移への応用	

（A東工大院理工，B昭和大）○劉 芽久哉 A，本多 秀彦 B，

森川 淳子 A 
1B1630 ナノ薄膜上の n-アルカン相転移の熱スペクト
ルイメージング（東工大院理工）○劉 芽久哉，森川      
淳子 
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【C会場】ミニシンポジウム 
「産業を支える熱測定 

～企業における熱分析活用事例を学ぼう～」 
（ 13 : 20 〜 16 : 50 ） 

座長：岩間 世界（熊本学園大） 
1C1320  開会の挨拶（星薬科大学）○米持 悦生 
1C1325  自動車プラスチック部品と熱分析（ダイキョー

ニシカワ／京都工繊大）○辻井 哲也 
1C1355  自動車における熱マネジメント技術と熱分析

（デンソー先端技術研）○岩瀬 勝則 
1C1425 熱電材料の測定方法（アドバンス理工）○池内 
賢朗，島田 賢次 
1C1445 リチウムイオン電池の昇温熱測定（A 産総研省

エネルギー，B 産総研安全科学，C 日立製作所研究開発グ

ループ，D産総研電池技術）〇齋藤 喜康 A，岡田 賢 B，

柴田 強 B，宇根本篤 C，阿部 誠 C，廣岡 誠之 C，川治 純
C，奥村 壮文 C，小林 弘典 D，鹿野 昌弘 D，倉谷	 健太

郎 D，竹田 さほり D 
15:05～ 15:15	 休憩 
1C1515  新奇化粧品開発における熱分析の活用（資生堂

グローバルイノベーションセンター）○岡本 亨 
1C1545  企業の研究開発における熱分析活用事例（東レ

リサーチセンター）○石切山 一彦  
1C1615  グループディスカッション（ミニ相談コーナー

の紹介含む） 
 
第 2日目［11月 1日（木）］──────────── 

 

【A会場】磁性体・錯体 
（ 9 : 20 〜 10 : 40 ） 

座長：中澤 康浩（阪大理） 
2A0920 一次元鎖型銅錯体結晶の選択的気体吸着によ

る誘電率変化と熱異常（A 北大電子研，B 東北大多元研，    
C 北大院地球環境）〇高橋 仁徳 A，星野 哲久 B，野呂     
真一郎 C，芥川 智行 B，中村 貴義 A 
2A0940 Valence Bond Orderをしめす新規[Pd(dmit)2]塩の
開発と相転移挙動（A東理大理工物理, B理研）〇上田 康
平 A,B，長谷部 一平 A，田村 雅史 A 

座長：上田 康平（東理大） 
2A1000 High-magnetic-field phase diagram in Ni3V2O8 
(AISSP, BWHMFC, COsaka University) 〇 Chao DongA,B, 
Kazuki SatoC, Yoshimitsu KohamaA, Wang JunfengB, Koichi 
Kindo A 
2A1020 有機電荷移動錯体の強磁場下熱容量測定（A 東

大物性研，B 阪大院理）〇今城 周作 A，小濱 芳充 A，      
中澤 康浩 B，金道 浩一 A 
 

 

【A会場】招待講演 
（ 13 : 20 〜 14 : 10 ） 

座長：米持 悦生（星薬科大薬） 
2A1320 溶液用熱量計の開発と応用－熱量計形式の選

択手法－（東電大理工）〇小川 英生  
座長：城所 俊一（長岡技科大生物機能） 

2A1420 熱分析による環境分析－水と空気を中心に－

（神奈川大理）〇西本 右子 
 
【A会場】奨励賞受賞講演 
（ 15 : 20 〜 16 : 30 ） 

座長：古賀 信吉（広島大院教育） 
2A1520 酸化物形燃料電池空気極材料の酸素量変化を

伴う構造・機能変化の熱力学的研究（東工大理）〇丹羽   
栄貴 

座長：筑紫 格（千葉工大教育） 
2A1600 無機塩を添加したアミン，アルコール各溶液の

ガラス転移および水素結合構造（鳴門教育大自然・生活系

教育）○寺島 幸生 
 
【B会場】生体・医薬・食品-2 
（ 9 : 20 〜 10 : 40 ） 

座長：城所 俊一（長岡技科大生物機能） 
2B0920 各種金属イオンのタンパク質結合特性と安定

性への影響（A京府大院生命環境科学，B京工繊大繊科セ，	 	 	
C ピッツバーグ大医）○織田 昌幸 A，千賀 明香音 A，      
判谷 吉嗣 A，河合 富佐子 B，伊島 理枝子 C 
2B0940 二本鎖 DNA の塩基対形成に伴う熱力学特性の
評価（AJASRI/SPring-8，B京府大院生命環境科学）○稲葉 	
理美 A,B，織田 昌幸 B 

座長：織田 昌幸（京府大院生命環境科学） 
2B1000 核酸と金属イオンの新規特異的結合の熱力学

的特性（A 東京理科大理，B 神奈川大工）矢口 礼望 A，     
小野 晶 B，○鳥越 秀峰 A 
2B1020 高安定化した低温ショック蛋白質の一本鎖

DNA 鎖からの熱解離反応の DSC（長岡技科大生物機能）
〇城所 俊一，五十嵐 奈美，光野 颯斗，中澤 晶子 
 
【C会場】液体・溶液・集合体・界面-1 
（ 9 : 20 〜 10 : 40 ） 

座長：巾崎 潤子（東工大物質理工） 
2C0900 アンモニウムジニトラミドの液相熱分解に関

する詳細反応モデル構築（A 横国大環境情報研究院，B 横

国大先端研）〇伊里 友一朗 A，三宅 淳巳 B 
2C0920 メソポーラスシリカ細孔内のトルエンのガラ

ス転移挙動（国士舘大学）〇名越 篤史 
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2C0940 有機金属錯体 MIL-101 に吸蔵された水および
ベンゼンの相転移（東工大フロ材研）〇福山  悠豪，	 	 	
川路 均，気谷 卓 

座長：名越 篤史（国士舘大学） 
2C1000 水のポリアモルフィズムの分子動力学（東工大

物質理工）〇巾崎 潤子 
2C1020 アンモニウムジニトラミド混合系の融点に及

ぼす構造の影響（A 横国大先端研，B 横国大環境情報研究

院）◯塩田 謙人 A，伊里 友一朗 B，三宅 淳巳 A 
 
第 3日目［11月 2日（金）］──────────── 

 

【A会場】金属・無機固体・セラミックス-3 
（ 9 : 20 〜 12 : 00 ） 

座長：橋本 拓也（日大文理） 
3A0920 炭酸鉄(II)の熱分解反応に対する反応雰囲気の
影響（広島大院教育）〇福田 昌弘，古賀 信吉 
3A0940 マヤブルーの熱分解反応の速度論的挙動（広島

大院教育）〇山本 優衣，古賀 信吉 
3A1000 水酸化マグネシウムの熱分解反応における水

蒸気の影響（広島大院教育）〇小谷 賢紀，古賀 信吉 
座長：古賀 信吉（広島大院教育） 

3A1020 重水を用いて合成したエトリンガイトおよび

モノサルフェートの熱分解（龍谷大理工）〇白神 達也，
氷置 泰 
3A1040 新しい CO2吸収材料 BaCeO3の発見（A東工大

理, B日大文理，C高知大）〇丹羽 栄貴 A，近藤 かおり B，

青木 允建 B，佐藤 隆平 B，藤井 孝太郎 A，藤代 史 C，橋

本 拓也 B，八島 正知 A 
3A1100 熱分析による Pr2-xNdxNiO4+δの安定性の解析（日

大文理）〇酒井 守，王 成堃，曽我 春貴，大木葉 隆司，
橋本 拓也 

座長：丹羽 栄貴（東工大理） 
3A1120 RF マグネトロンスパッタ法による固溶限界を
超えたペロブスカイト型酸化物固溶体の形成（群馬大理工）

○阿光 美歩，藤沢 潤一，花屋 実 
3A1140 β-Si3N4/ステンレス鋼コンポジット材料組織の
熱伝導特性とマルチフラクタル解析（東京都市大）○武田 
真理子，大久保 和也，水上 侑香，佐藤 圭浩，根本 一宏，
小林 亮太，包 躍，宗像 文男 
 
【B会場】高分子・有機物-2 

（ 10 : 00 〜 12 : 00 ） 

座長：宮崎 裕司（阪大院理） 
3B1000 高速カロリメトリーを用いたエポキシ樹脂の

硬化挙動解析（東レリサーチセンター）○古島 圭智，    

廣田 信広 
3B1020 Flash DSCを用いたポリプロピレン／疎水化変
性セルロースナノファイバーの結晶化挙動の評価（京大工）

○引間 悠太，袖長 美南海，安東 恵，大嶋 正裕 
3B1040 キトサンの熱分解反応の速度論的挙動におけ

る多段階性（A防衛大応化，B広島大院教育）氏家 剛志 A，

○山田 秀人 A，吉田 隆哉 A，土屋 雅大 A，古賀 信吉 B 

座長：山田 秀人（衛大応化） 
3B1100 多機能型パイロライザーを用いるアクリル系

粘着剤の組成分析（Aフロンティア・ラボ, BM&Wリサー
チ, C東北大）○青野 真依 A，塩野 愛 A，浅井 聡 B，渡辺 
忠一 A，寺前 紀夫 A, C 
3B1120 多機能型パイロライザーを用いるリサイクル

ポリマーに混入した規制物質の分析（Aフロンティア・ラ

ボ，B フロンティア・ラボ USA）○塩野  愛 A，岩井        
逸子 B，渡辺 忠一 A 
3B1140 チオフェンおよび重水素化チオフェンの低温

熱容量測定（A阪大院理，BPolytech. Univ. Catalonia, Spain，
CB. Verkin Inst. Low Temp. Phys. Eng., Ukraine）○宮崎     
裕司 A, Josep Lluís TamaritB,  Alexander I. KrivchikovC,    
中野 元裕 A 
 
【C会場】 
（ 10 : 00 〜 12 : 00 ） 

座長：神崎 亮（鹿児島大院理工） 
3C1000 フッ素置換炭化水素を含む三成分系液－液平

衡と構成二成分系の過剰モルエンタルピー（A東電大院理

工研，B 東電大院先端，C 東電大理工）〇舩山 順子 A，     
長田 慎平 B，小川 英生 C，木村 二三夫 C 
3C1020 リゾチームに対するイオン液体の選択的溶媒

和量の決定（近大院総合理工）〇中森 翔太，野間 真理，
神山 匡 
3C1040 シクロデキストリン－イオン液体包接機構の

熱力学的解明（近大院総合理工）〇青木 綾香，林 英貴，
神山 匡 

座長：神山 匡（近大理工） 
3C1100 イオン液体中におけるポリアクリル酸皮膜ナ

ノ粒子表面での酸塩基反応（鹿児島大院理工）〇神崎 亮，	 	
酒匂 美夏，児玉谷 仁，冨安 卓滋 
3C1120 （2C0900に移動） 
3C1140 理科大好きになっていただくために（近畿大）

〇木村 隆良 
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P01 厚板を取り付けた試料の熱物性値測定（東電大工）〇井上 竜ノ介，長澤 光晴 
P02* 微小試料の熱伝導率測定における輻射の影響の軽減と熱電材料への適用（A 阪市大院理，B 理論物理化学研（ギ

リシャ））〇宮地 大樹 A，吉野 治一 A，菅原 寛人 A，G. C. AnyfantisB，G. C. PapavassiliouB 
P03 鋼材による熱膨張と電気抵抗の比較試験（アドバンス理工）〇飯高 佑一，吉泉 麻帆，島田 賢次 
P04 ナノ熱重量測定における熱ドリフトの低減（明治大院理工）〇青木 勇太，中別府 修 
P05 パラフィンフィルムの力学熱量効果測定の試み（A鳴門教育大，B阪大院理）〇寺島 幸生 A，松尾 隆祐 B 
P06 qNMR 用標準物質 1,4-ビストリメチルシリル-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼンの凝固点降下法による純度評価 

（産総研計量標準）〇清水 由隆，山﨑 太一，北牧 祐子，中村 哲枝，鮑 新努，沼田 雅彦 
P07 食品（はちみつ）の特性解析に有効な機器選択とインフォマティックス（Aパーキンエルマージャパン，B（株）

Office K）小林 恭子 A，古川 真 A，岩﨑 貴幸 A，敷野 修 A，古石 真紀子 A, B，〇鈴木 俊之 A  
P08 DSCによる比熱容量測定 VIII －高分子材料の評価－（産総研物質計測標準）〇阿部 陽香 
P09* 高感度 DSC と AC カロリメトリーの同時測定装置の開発（京都工繊大工芸科学）〇辰亥 太郎，辰巳 創一，      

猿山	 靖夫，八尾 晴彦 
P10 発表取消 
P11* 高感度 DSCの高速化の試み（京都工繊大工芸科学）〇岸本 大輝，辰巳 創一，八尾 晴彦，猿山 靖夫 
P12* CdTe 量子ドット蛍光スペクトルの温度依存性（東工大物質理工）〇森竹 将之，本田 玲緒，劉 芽久哉，森川 	 	 	

淳子 
P13 冷凍機付高感度熱流束測定装置を用いた過冷却グリセロールの結晶化過程の長期観測（A 王立プノンペン大理，

B千葉大教育）ソウ カリヤン A，東崎 健一 B，〇林 英子 B 
P14* 交流法を用いた圧力下熱量測定による分子性化合物の相転移挙動の探究（阪大院理）〇丸山 柊近，野本 哲也，

山下 智史，圷 広樹，中澤 康浩 
P15* 磁場角度分解法による二次元超伝導体の電子熱容量測定（A阪大理院， B東大物性研，C兵庫県立）〇福地 宗太

郎 A，今城 周作 B，野本 哲也 A，山下 智史 A，圷 広樹 A，中澤 康浩 A，山田順一 C 
P16* 転異温度付近での相境界近傍に位置する有機超伝導体の熱力学的挙動（A阪大院理，B東大物性研）〇松村 祐希

A，今城 周作 B，山下 智史 A，圷 広樹 A，中澤 康浩 A  
P17* マグネタイト微粒子の Zn ドープ効果と磁気ハイパーサーミア効果（A横国大理工，B横国大院工，C横国大院理

工，D横国大院環情，E阪大院理）〇伊藤 勇毅 A，井出 太星 B，藤原 康暉 B，大嶋 晃人 C，神田 康平 D，佐橋 侑
馬 A，高橋 由弥 A，一柳 優子 A, B, C, E 

P18 磁気ナノ微粒子のイオン化支援機能（A横国大理工，B横国大院工，C横国大院理工，D横国大院環情，E阪大院

理）〇佐橋 侑馬 A，伊藤 勇毅 A，井手 太星 B，藤原 康暉 B，大嶋 晃人 C，神田 康平 D，一柳 優子 A, B, C, E 
P19 伝導性スピンクロスオーバー錯体[Fe2(bpypz)2(TCNQ)2]TCNQ)2 の比熱容量測定（A 阪大構造熱，B 福岡大理）     

〇堀井 洋司 A，宮崎 裕司 A，石川 立太 B，川田 知 B，中野 元裕 A 
P20* 希薄磁性半導体ナノ微粒子 ZnOの作製とアニール温度依存性（A横国大院工，B横国大院理工，C横国大院環情，     

D横国大理工，E阪大院理）〇井手 太星 A，藤原 康暉 A，大嶋 晃人 B，神田 康平 C，一柳 優子 A, B, D, E 
P21 1,1,2,2,3,3,4-ヘプタフルオロシクロペンタン＋アルカノール系における等圧気液平衡（A東電大院理工，B東電大

院先端，東電大理工）〇谷本 知樹 A， 長田 慎平 B，小川 英生 A，木村 二三夫 A 
P22* 層状液晶を示す nTCBの熱容量と相挙動（A筑波大数物，B PAN核物理研）〇野田 宙志 A，山村 泰久 A，菱田 真

史 A，Maria Massalska-Arodź B, 齋藤 一弥 A 
P23* 混合熱測定による HFC +種々のエーテル溶液の溶媒和状態についての研究（A東電大院先端研，B東電大）〇長

田 慎平 A，小川 英生 B，木村 二三夫 B 
P24* シリカナノ細孔に充填した糖アルコールの熱挙動（A日大院総合，B東工大材料工，C国士舘理工）〇加藤 純平

A, 伊東 良晴 B，名越 篤史 C，藤森 裕基 A 
P25 架橋デキストランゲル Sephadex G-25 に吸着した水の熱挙動（東電大理工）〇鈴木 麻理奈，村勢 則郎，山室      

憲子 
P26 ネマチック－スメクチック A 相転移を示す nCB/8CB 二成分系の熱的研究（筑波大数物）○櫻井 一成，山村      

泰久，菱田 真史，齋藤 一弥 
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P27 ホウ砂球反応における溶球の呈色変化の濃度依存（A熊本学園大商，B京大院人間・環境，C群馬大院理工，D明

治学院大法，E明治学院大教養）○岩間 世界 A，下野 智史 B，畠山 義清 C，藤原 章司 D，福山 勝也 E 
P28* 窒素雰囲気中における酢酸銀－ポリ乳酸混合物の熱分解反応（広島大院教育）○原 大地，古賀 信吉 
P29* γ-オキシ水酸化鉄の熱分解および生成物の構造相転移の速度論的挙動（広島大院教育）○酒井 康宏，岡崎 敬寛，

福田 昌弘，古賀 信吉 
P30* 色素を包含した粘土鉱物顔料の熱分解反応の速度論的挙動（広島大院教育）○岡崎 敬寛, 岩﨑 春，酒井 康宏，

山本 優衣，古賀 信吉 
P31* 窒素雰囲気中における水酸化マグネシウムの熱分解反応の速度論的解析（広島大院教育）○岩﨑 春，小谷 賢紀，

古賀 信吉 
P32 ナトリウム融液－炭酸カルシウム反応の速度論的挙動（A広島大院教育，B原研）○古賀 信吉 A，菊地 晋 B 
P33* ペロブスカイト型酸化物 SrFe1-xMxO3-δ (M = Mn, Co)の価数変化と酸素吸収放出特性の相関関係（A高知大理工，   

B徳島大理工）○大嶋 奈津美 A，藤代 史 A，土井 卓哉 B，桜木 時央 B，大石 昌嗣 B 
P34 Ca0.6Sr0.4TiO3:Pr 薄膜のエレクトロルミネッセンスにおける電流・輝度緩和とその熱処理効果（群馬大理工）     

○京免 徹 
P35* β-Si3N4ステンレス鋼コンポジット材料の自己組織化と熱伝導特性（東京都市大）○大久保 和也，武田 真理子，

根本 一宏，水上 侑香，佐藤 圭浩，小林 亮太，宗像 文男 
P36 AlN ウィスカーを含有する AlN 低温焼結体の熱伝導性の評価（A東京都市大，B東北大）○岡崎 裕也 A，小林       

亮太 A，橋本 怜 A，原田 晃一 B，後藤 孝 B 
P37 水熱合成法を用いた KNN 膜の合成と物性（A東工大物質理工，B東工大工学院電気，C上智大理工，D東北大金

材研，E山梨大先端材料，F桐蔭横浜大医用工）○伊東 良晴 A，舘山 明紀 A，中村 美子 A，清水 荘雄 A，黒澤        
実 B，舟窪 浩 A，内田 寛 C，白石 貴久 D，木口 賢紀 D，今野 豊彦 D，熊田 伸弘 E，石河 睦生 F 

P38* X 線一分子追跡法を用いた DNA 結合に伴うタンパク質の動的構造変化と熱力学量との相関解析（A京府大院生

環科，B高輝度光科学研究センター，C東大新領域）○細江 雄飛 A，稲葉 理美 A,B，関口 博史 B，佐々木 裕次 C，        
織田 昌幸 A 

P39* Cytochrome c凝集形成に及ぼす共溶媒効果の熱力学・速度論的解明（近大院総合理工）○野間 真里，中西 翔也，
神山 匡 

P40* DNA結合タンパク質 c-Myb R2R3の構造安定性におけるイオン強度依存性 （A京府大生命環境，B高輝度光科学

研究センター）○川崎 茉希 A，細江 雄飛 A，稲葉 理美 A,B，織田 昌幸 A 
P41 正電荷リポソームと siRNA のリポプレックス形成機構の研究（星薬大薬）○新庄 永治，古石 誉之，福澤 薫，

米持 悦生 
P42* 等温滴定型熱量測定法（ITC）を用いた HSAと高血圧治療薬ロサルタンの結合解析（千葉科学大薬）○岡野 幹，

島崎 智裕，渡邉 楓，大高 泰靖，杉本 幹治，澁川 明正 
P43* D-フルクトースと D-タガトースの低温熱容量（A 筑波大数物，B 香川大農）○岩垣 紗季子 A，山村 泰久 A，        

菱田 真史 A，深田 和宏 B，齋藤 一弥 A 
P44 カテキンと β-シクロデキストリンとの相互作用（A福岡大薬，B近畿大生物理工）○池田 浩人 A，大波多 友規 A，

湯川 美穂 A，藤澤 雅夫 B，安藝 初美 A 
P45* 3本鎖 DNA結合タンパク質と 3本鎖 DNAの特異的結合の熱力学的特性（東京理科大理）○新村 真依子，木内     

一樹，鳥越 秀峰 
P46 Chiral inversion analysis of heated thalidomide in powder state（早稲田大先進理工）○足立 風水也，篠原 加奈子，

新妻 優研，荻野 禎之，朝日 透 
P47 iPP及び PEの結晶化と融解の DSC曲線間に潜む温度と時間の不確定性（群馬大）○田中 信行 
P48* 動的光散乱法を用いた過冷却液体領域でのスチレンオリゴマーの緩和時間の温度と分子量依存性（千葉工大院工）

○杉嵜 南斗，藤村 順，五十嵐 広大，筑紫 格 
P49 ナノスケール熱分析法とフォトサーマル赤外分光法による高分子材料についての検証（日本サーマル・コンサル

ティング）○小林 華栄，江尻 ひとみ 
P50* アモルファス高分子の構造が与えるガラス転移温度以下の熱容量の影響（千葉工大院工）○横田 麻莉佳，筑紫 格 
P51* 様々な測定で観測した低分子量アモルファススチレンオリゴマーのガラス転移近傍の緩和現象（千葉工大院工）  

○藤村 順，杉嵜 南斗，横田 麻莉佳，西山 枝里，筑紫 格 
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P52 力学熱量効果の測定をソフトマター一般へ拡張する試み（A阪大院理，B近畿大理工，C (現)理化学研究所）○松
尾 隆祐 A，鈴木 晴 B，片島 拓弥 A, C，井上 正志 A 

P53 植物由来の天然ワックス－オイル混合系における熱測定（東京都市大環情）○倉部 冴絵，飯島正徳 
P54*  塩及びポリエチレングリコールを含有するメチルセルロースヒドロゲルのゲル化過程（神奈川大理）○持田     

茂樹，中野 怜，西本 右子 
P55  脱タンパク天然ゴムおよびそのグラフト共重合体の力学熱量効果測定（A 阪大院理，B ハノイ工科大）○松尾       

隆祐 A，中野 元裕 A，Nghiem Thi ThuongB 
P56  多糖混合系より形成されたヒドロゲルの熱的性質（A青森県立保健大，Bリグノセルリサーチ）○飯島 美夏 A，     

畠山 立子 B，畠山 兵衛 B 
P57* 液晶物質 5CBの相挙動における冷却速度依存性（日大院総合基）○日野原 耀，藤森 裕基 
P58 ガラス転移点近傍の熱容量より評価した分子量の異なるアモルファス高分子の熱力学的フラジリティーと協同

的再配向領域（CRR）（千葉工大院工）○西山 枝里，藤村 順，横田 麻莉佳，筑紫 格 
P59 液晶物質 OHMBBAの液晶相形成における側鎖の影響（日大院総合基）○志藤 広典，吉見 岳久，藤森 裕基 
P60 1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン－ナフタレンジオール類共結晶の構造相転移（A埼玉大院理工，B埼玉大理）    

齋藤 英樹 A，○角田 大樹 A，大嶋	 純司 B，茂木 聖直 B 
P61 PLAの生分解性と高分子構造の関係（東京都市大環情）○安斉 恭一，飯島 正徳 
P62 試料観察 DSC を用いた高分子材料の融解挙動評価（日立ハイテクサイエンス）○西山 佳利，下田 瑛太，高橋     

秀裕 
P63* AFM‐IRを用いたポリヒドロキシ酪酸バンド球晶の異方性マッピング（A東工大物質理工，B日本サーマルコン

サルティング）○本田 玲緒 A， 劉 芽久哉 A，小林 華栄 B，浦山 憲雄 B，森川 淳子 A 
P64 コレステリック液晶のレーマン回転と熱拡散率変化（東工大物質理工）○丸山 心，劉 芽久哉，森川 淳子 
P65* 高速冷却場におけるポリプロピレン／低結晶性ポリプロピレンブレンドの結晶化挙動（A 京大工，B 出光興産）

○肥塚 智也 A，引間 悠太 A， 郡 洋平 B， 武部 智明 B，大嶋正裕 A 
P66 キラルアゾベンゼン結晶の熱相転移と移動現象（A早大院先進理工，B東工大院理工，C早大ナノライフ創新機構）

○谷口 卓也 A，杉山 晴紀 B，植草 秀裕 B，城 始勇 C，小島 秀子 C，朝日 透 A, C 
P67 VOC吸脱着挙動に対するバイオマス炭化物の表面特性の影響（Aリガク，B神奈川大理）○セリヅ ラニ レゴ A，

有井 忠 A，小松 実紗子 B，西本 右子 B 
P68 木質バイオマス炭化物のVOC吸脱着特性に対する表面処理の影響（A神奈川大理，Bリガク）○小松 実紗子 A，

有井 忠 B，セリヅ ラニ レゴ B，西本 右子 A      
P69 ハイドロゲル製熱交換器からの冷却性能測定装置の開発（東工大物質理工）○ザメンゴ マッシミリアーノ，森

川 淳子 
P70 アクリル酸マイケル付加オリゴマーの暴走反応危険性解析（A横国大，B(有)PHA コンサルティング）○藤田 道

也 A，伊里 友一朗 A, 三宅 淳巳 A，飯塚 義明 B， 
P71* 高等学校化学におけるヘスの法則への探究的アプローチ（広島大院教育）○小谷 賢紀，福田 昌弘，古賀 信吉  
P72 知の協創に基づく研究を容易に実施できるシステムの提案（元群馬大）○天谷 和夫  
P73 高速昇／降温（1000℃/min）DSC測定を可能にするメタル/セラミックセンサーChip-DSCの開発に関する報告（㈱

日本サーマル・コンサルティング）○浦山 憲雄 
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