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平成27年度支部行事 

 

月 日 内容 

27.4 14 第1回役員会 

5 22 第1回幹事会 

6 27-28 

27 

第52回化学関連支部合同九州大会 

化学工学会九州支部学生賞審査会 

7 17-18 第26回九州地区若手ケミカルエンジニアリング討論会 

8  第46回化学工学の基礎講習会（7/29-7/31, 8/5-7, 8/19-21） 

9 28 第2回役員会 

10 8 

8 

九州支部ワークショップ 

第2回幹事会 

11  化学工学の基礎出前講習会（10/9, 14, 26, 11/16, 12/8, 18, 21） 

28.1 22 

22 

第18回企業と大学・高専の人材育成懇談会 

第3回役員会 

2 18 第3回幹事会 

3 5 第18回化学工学会学生発表会（福岡大会） 
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第 52回化学関連支部合同九州大会 報告 

 
平成 27 年 6 月 27 日、北九州国際会議場において、第 52 回化学関連支部合同九州大会が

行われました。本年は日本化学会九州支部設立 100 周年記念国際シンポジウムと同時開催の

予定でしたが、MERS の影響で韓国からの来日が中止され、シンポジウムの方は延期されま

した。第 52 回化学関連支部合同九州大会では、特別講演 1 件、依頼講演 7 件、一般ポスター

発表 783 件（うち化学工学分野から、依頼講演 1 件（西浜先生）、一般ポスター発表 78 件の

発表）が行われ、大変盛況のうちに終わりました。化学工学会九州支部では、47 件のポスタ

ー賞応募発表に対し 29 人の審査員で化学工学分野の審査を行い、下記の優秀発表者 9 人をポ

スター賞として表彰いたしました。これらの発表者には、懇親会において柘植義文支部長よ

り賞状と副賞（3000 円分の図書カード）が手渡されました。ここに受賞者の栄誉を称えます

と共に、ポスター賞審査にご協力頂きました審査委員の先生方に厚く御礼申し上げます。 

 

ポスター賞受賞者（演題順、敬称略） 

永井貴之（九州大）「観察/評価の容易さと生体内類似環境を両立した新規培養法の開発」 

坂本裕希（九州大）「臓器工学に基づく血液循環可能な移植用肝グラフトの開発」 

秋吉孝則（九州大）「架橋密度を制御した Pd担持ナノゲル触媒の活性評価」 

山口健太（北九大）「ＰＤＭＳ型マイクロウェルチップを利用したマウス iPS胚様体培養」 

平山貴啓（九州大）「組織工学的人工胆管構築に向けた抗菌性基材の開発」  

角 崇弘（佐賀大）「高分子修飾シリカ粒子を用いた単粒子膜の作製と膜構造に対する基板電荷の影響」 

寺西亮士（九州大）「機能性磁性ナノ粒子を用いた細胞内局所加温による遺伝子発現誘導」 

岩水岳教（九工大）「タンパク質発現を亢進させる LEAペプチドの発現量制御によるタンパク質発現への影響」 

桜木優人（九州大）「効果的な経皮がんワクチン開発のための Solid-in-Oil化技術の利用」 

 

審査委員氏名（敬称略、順不同） 

審査委員長：神谷典穂（化学工学会九州支部企画幹事） 

審査取りまとめ役：中里 勉（Q-NET 会長） 

審査委員（29 名） 

 後藤雅宏、上平正道、井嶋博之、水本 博、河邉佳典、白木川奈菜、三浦佳子、松本陽子、 

池野慎也、馬渡佳秀、中澤浩二、西浜章平、大渡啓介、川喜田英孝、神谷典穂、松根英樹、 

大島達也、大榮 薫、吉田昌弘、武井孝行、大河平紀司、若林里衣、平田 誠、市原英明、 

古水雄志、佐々木満、岩熊美奈子、中里 勉、松山 清 
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平成 27年度化学工学会九州支部学生賞審査会報告 

 平成 27 年 6 月 27 日に北九州国際会議場において平成 27 年度九州支部学生賞審査会が行わ

れました。本学生賞は、学生自身の能力を審査する観点から、研究の理解度やプレゼンテー

ション能力を特に重視して毎年審査が行われている支部企画です。本年は博士課程（博士後

期課程）4 名，修士課程（博士前期課程）6 名が審査会において研究発表を行い、14 名の審

査委員によって厳正に審査が行われました。その結果、受賞者は下記の通り、博士課程の部

は 1 名、修士課程の部 2 名の方に決定しました。発表した学生諸君の研究への理解、発表能

力も高いレベルのものが多く､今後のさらなる活躍が期待される審査会となりました｡長時間

にわたり教育的見地に立ち、厳正なる審査を担当して頂いた審査委員の皆様に、心より感謝

申し上げます｡ 

 

博士課程の部 

宮本大輔（北九州市立大学） 

「幹細胞培養におけるミクロ培養環境の重要性」 

修士課程の部（発表順） 

板垣亮平（鹿児島大学） 

「天然多糖類を用いた D 相乳化技術とエマルジョンの安定性に関する基礎的検討」 

小松将大（九州大学） 

「CHO細胞によるバイオ医薬品生産のための生産細胞構築技術の開発」 

 

審査委員氏名（順不同、敬称略） 

 柘植義文、上江洲一也、平田 誠、中澤浩二、大島達也、星野 友、白木川奈菜、 

 水本 博、西浜章平、武井孝行、中里 勉、松根英樹、古水雄志、田中 学 
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平成２７年度 「第４６回化学工学の基礎講習会」 報告 

 

 

【 開催日 】  ７月２９日 ～ ８月２１日 （ 全９回 ） 

 

【 会 場 】  九州大学西新ﾌﾟﾗｻﾞ 中会議室（７月２９日のみ大会議室） 

福岡市早良区西新 2-16-23 

 

【 受講者 】 

 

全部受講 １５件、  部分受講 ４６件、  １テーマ受講 ８件 

延べ受講申込数    ２６４名 

延べ出席者数     ２４８名 

申込 / 出席 

         1．化学工学基礎   〔７月２９日（水）〕 ４０ / ３９ 

        2．流動       〔７月３０日（木）〕 ２９ / ２７ 

        3．伝熱        〔７月３１日（金）〕 ３２ / ３０ 

        4．ガス吸収       〔８月５日（水）〕 １７ / １４ 

        5．蒸留        〔８月６日（木）〕 ３２ / ３０ 

        6．抽出            〔８月７日（金）〕 ２５ / ２３ 

        7．固液分離         〔８月１９日（水）〕 ２５ / ２４ 

        8．粉粒体操作      〔８月２０日（木）〕 ２７ / ２５ 

        9．撹拌・混合     〔８月２１日（金）〕 ３７ / ３６  
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平成２７年度 化学工学会九州支部ワークショップ 

特別企画：里帰り講演会 報告 

 

主催：化学工学会九州支部 

協賛：東九州化学工学懇話会，西九州化学工学懇話会，南九州化学工学懇話会，北九州化学

工学懇話会，沖縄化学工学懇話会 

日時：平成 27年 10月 9日（金）15:00〜18:00（18:30より懇親会） 

場所：ＫＫＲホテル熊本 ローズルーム（http://www.kkr-hotel-kumamoto.com/access.html） 

   〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町 3-31；096-355-0121（代表） 

講演会参加費：一般 5,000円，学生 2,000円 

懇親会参加費：一般 5,000円，学生 3,000円 

 

趣旨 九州支部に縁のある講師陣による里帰り講演会を企画しました。現在展開されている先

端研究開発に加え、九州から国内外の研究機関へと活躍の舞台を移された経験談、外から見

た九州支部、さらには国外でのキャリア形成に至る幅広い話題を提供頂きます。キャリアパ

スの１つのかたちを学ぶ機会として、学生会員の皆様にも是非ご参加頂ければ幸いです。 

 

講演プログラム（各演題 40分、質疑込み：演者略歴は別紙をご参照下さい。） 

○小野 努 先生（岡山大学 化学生命工学専攻 教授） 

  演題：「バイオから高分子材料・マイクロリアクター開発へ」 

○多湖 輝興 先生（東京工業大学 化学工学専攻 教授） 

  演題：「ナフサ接触分解用ゼオライト触媒の反応工学的設計」 

○上村 芳三 先生（ペトロナス工科大学 化学工学科 教授） 

  演題：「外国で研究者として働くということ」 

○大久保 達也 先生（東京大学 化学システム工学専攻 教授） 

  演題：「プロセスの制御によるゼオライト合成法の革新」 

 

【 参加者 】 総数   ５２名 

  幹事会   ２０名 

  特別企画 里帰り講演会 ７６名（講師４名含む） 

  懇親会   ４０名（講師４名含む） 
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平成２７年度 「基礎延岡出前講習会」 報告 

 

【 開催日 】平成２７年１０月９日 、１４日、２６日、１１月１６日、１２月８日、１８日、

２１日、  

平成２８年１月１９日、２６日（ 全９回 ） 

 

【 講義時間 】 ８：３０ ～ １４：３０ （昼休み １時間含む） 

【 会場 】   旭化成研修所 セミナープラザ青雲 （ 延岡 ） 

 

【 講師 】     1．化学工学基礎    岩井芳夫（九州大学） 

2．抽出        大渡啓介（佐賀大学） 

        3．流動        松隈洋介（福岡大学） 

        4．固液分離      後藤宗治（北九州高専） 

5．伝熱        深井潤（九州大学） 

6. 反応工学Ⅰ      神谷典穂（九州大学） 

7. 蒸留        甲斐敬美（鹿児島大学） 

8. 反応工学Ⅱ          岸田昌浩（九州大学） 

9. プロセス制御    柘植義文（九州大学） 

 

【 受講者 】  延べ受講申込数    １２６名 

 

                                    受講生 

        1．化学工学基礎     〔１０月９日〕        １５名 

       2．抽出          〔１０月１４日〕       ８名 

        3．流動          〔１０月２６日〕      ２０名 

        4．固液分離       〔１１月１６日〕       １３名  

        5．伝熱              〔１２月８日〕        ２４名 

6. 反応工学Ⅰ       〔１２月１８日〕      １３名 

7. 蒸留                 〔１２月２１日〕      １１名 

8.  反応工学Ⅱ      〔１月１９日〕         ９名 

         9.  プロセス制          〔１月２６日〕        １３名 
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第１８回「企業と大学・高専の人材育成懇談会」 
 

 

日 時： 平成２８年１月２２日（金） 午後１時１５分（受付開始：午後１２時４５分） 

１３：１５～１９：３０   TKP カンファレンスシティ博多  

 

(1)  支部長挨拶 

(2)  参加企業と大学・高専の相談会 

(3)  懇親会  

 

会 場： 懇談会； TKP カンファレンスシティ博多 TKPホール 

懇親会； TKP カンファレンスシティ博多 カンファレンス① 

（福岡市博多区博多駅前 3-19-5 博多石川ビル TEL.092-432-1160） 

 

参加者：  ４１名 

  参加企業 14社 21名 

参加大学 9校 14名 

  参加高専 6校 6名 
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第 18回化学工学会学生発表会（福岡大会）報告 

 

開 催 日：2016年 3月 5日（土） 

主 催：公益社団法人化学工学会 

共 催：化学工学会関西支部・中国四国支部・九州支部，人材育成センター 

趣 旨：若者の理科への興味を引き出し伸ばし，有能な研究者あるいは技術者を育成するに

は，暗記に頼らず，若い年令から自然観察，実験，自前の考察をもとに他人と話し

合う教育が必要である。高校生，高専生および大学生が，研究成果の発表と闊達な

討論を行うことにより，研究者あるいは技術者として堅実に成長する機会を提供す

ることを目的とする。 

日時・会場：2016年 3月 5日（土）9:30～於福岡大学七隈キャンパス（福岡県福岡市） 

発表形式：口頭発表（PCプロジェクタ使用） 

発表時間：15分（発表 10分，討論 4分，交代 1分） 

発表者（登壇者）：大学生（1～4年生），高専生（専攻科生を含む），高校生。 

内 容：化学工学，エネルギー，資源・環境，生物，その他（物理化学，有機化学，無機化

学，材料，計算化学，教育など） 

特別講演： 「自然に学ぶ、自然に任せる機能創製」 

福岡大学工学部化学システム工学科 教授 八尾 滋氏 

参加者：  253名 

  一般    79名 

大学生   111名 

  高専生（4年生以降）  40名 

  引率（高校教員）  5名 

  高校生及び高専生（1～3年生）18名 


