
高分子・ハイブリッド材料研究センター 
2019 PHyM シンポジウム 

 
主 催：東北大学多元物質科学研究所 高分子・ハイブリッド材料研究センター 

協 賛：高分子学会東北支部、東北ポリマー懇話会、 「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出 

ダイナミック・アライアンス」 および物質・デバイス領域共同研究拠点 

日 時：2019 年 11 月 12 日（火）、13 時～18 時（意見交換会会：18 時～19 時） 

場 所：東北大学多元物質科学研究所 

南総合研究棟２号館 1 階大会議室（講演会）、２階渡り廊下（ポスター発表） 

参加費：無料（意見交換会の参加費は別途徴収） 

 

＜プログラム＞ 

13：00  本センターの紹介 

13：05～13：15 「センター分野紹介 中川研」 

13：15～13：55 招待講演「剛直な星型・環状高分子の溶液中における分子形態とその機能」 

寺尾憲（大阪大学理学研究科） 

13：55～14：05 「センター分野紹介 及川研」 

14：05～14：45 招待講演「電子衝突で挑む分子科学」 

高橋正彦（東北大学多元研計測研究部門） 

14：45～14：55 「センター分野紹介 京谷研」 

14：55～15：35 招待講演「時間分解静電気力顕微鏡による分子系ナノ構造体の電荷イメージング」 

松本卓也（大阪大学理学研究科） 

 

15：35～15：50 休 憩 

 

15：50～16：00 「センター分野紹介 笠井研」 

16：00～16：40 招待講演「新規レーザー光技術を用いた２光子顕微鏡による細胞機能イメージング」 

根本知己（北海道大学電子研） 

16：40～16：50 「センター分野紹介三ツ石研」 

16：50～17：30 招待講演「電子線を用いた顕微計測技術開発と材料への応用」 

寺内正巳（東北大学多元研先端計測開発センター） 

17：30～17：40 「センター分野紹介 芥川研」 

 

18：00～19：00 ポスター発表＆意見交換会 

 

連絡先： 

東北大多元研 高分子・ハイブリッド材料研究センター 

芥川智行 

〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1 

TEL：022-217-5653、e-mail：akutagawa@tohoku.ac.jp 

  



PHyM シンポジウム ポスター発表 

 

P1 (Li+ or Na+)(crown ether)TCNQ 錯体の動的イオン場が構造―物性におよぼす影響 

(東北大院工, 東北大多元研, 北大電子研) ◯三部宏平, 星野哲久, 武田貴志, 中村貴義, 芥川智行 

 

P2 スピンフラストレーションをもつ分子性スピントロニクス材料」 

(東北大多元研) ◯星野哲久 

 

P3 様々な条件で酸化処理した炭素粉末を触媒としたセルロースの加水分解 

(東北大多元研 1, 日立化成 2) ◯我部篤 1, 高月瑛 1, 西原洋知 1, 平谷正彦 2, 金枝雅人 2, 栗原祥晃 2, 京

谷隆 1 

 

P4 アルミナナノ粒子への化学気相蒸着によるカーボン堆積機構の検討 

(東北大多元研 1, 日産自動車 2) ◯後藤駿輔 1, 野村啓太 1, 山本雅納 1, 西原洋知 1, 伊藤仁 2, 内村允宣
2, 京谷隆 1 

 

P5 Fabrication of antimicrobial nanoparticles for the treatment of infectious diseases 

(東北大多元研) ◯山内啓大朗, 谷田恵太, 小関良卓, 笠井均 

 

P6 分子歪みに支配されるカロテノイド色素ナノ粒子の光学特性 

(東北大多元研 1, 奈良先端大 2, 海洋機構 3) ◯鈴木龍樹 1, 安原主馬 2, 出口茂 3 

 

P7 1-ヘキサンチオールを用いた相間移動法による金－白金合金ナノ粒子の表面修飾 

(東北大多元研) ◯中村貴宏, 黒田陸斗, 中川勝 

 

P8 光ナノインプリントにおける蛍光アライメントに向けた和の角度モアレ縞の観察著(東北大多元

研) ◯吉田拓真, 伊東駿也, 中村貴宏, 中川勝 

 

P9 蛍光増強を指向したチタニア-有機色素ハイブリッドナノ構造体の作製 

(東北大多元研 1, 物材機構 2) ◯柳田拓也 1, 小野寺恒信 1, Sato Rodrigo2, 武田良彦 2, 及川英俊 1 

 

P10 Doped Cu-TCNQ ナノ結晶の作製とスイッチング特性 

(東北大多元研) ◯松下史佳, 小野寺恒信, 及川英俊 

 

P11 Synthesis of Functional Materials Starting from Cyclosiloxane 

(東北大多元研) ◯Huie Zhu, Akkus Buket, Manmian Chen, Soyeon Kim, Masaya Mitsuishi 

 

P12 シリルエーテル骨格を有する新規高分子の合成 

(東北大多元研) ◯吉田直輝, 朱慧娥, 三ツ石方也 

 

P13 Velocity control of Spontaneous Emulsification for Microdroplet Array Enrichment  

(東北大多元研 1, JST さきがけ 2) ◯Piangrawee Santivongskul1, Mao Fukuyama1,2, Akihide Hibara1 

 



P14 透過型電子顕微鏡を用いたシリカナノ粒子分散ゴムの変形・破壊メカニズム解析 

(東北大院工 1, 東北大多元研 2) ◯長尾知彦 1, 宮田智衆 2, 陣内浩司 2 

 

P15 大角度ロッキング電子回折図形を用いた結晶構造因子の精密化 

(東北大多元研 1、東北大学際研 2) ◯森川大輔 1, 津田健治 2 

 

P16 Cs タングステンブロンズナノ粒子の異方的誘電応答の測定 

(東北大多元研 1, 住友金属鉱山 2) ◯町田佳輔 1,2, 足立健治 2, 佐藤庸平 1, 寺内正己 1 

 

P17 脂肪族アミン光解離反応の動力学研究 

(東北大多元研 1, 広島大 2) ◯鬼塚侑樹 1,2, 山崎勝義 2, 高口博志 2 

  



2019 年度高分子・ハイブリッド材料研究センター（PHyM）若手フォーラム 

主 催：東北大学多元物質科学研究所 高分子・ハイブリッド材料研究センター 

協 賛：高分子学会東北支部、東北ポリマー懇話会、 

「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス」および物質・デバイス

領域共同研究拠点（予定） 

日時：2019 年 11 月 13 日 

場所：東北大学多元物質科学研究所 南総合研究棟 2 号館 1F 大会議室（講演会） 

＜プログラム＞ 

8:55 開会・趣旨説明 

9:00~9:40 招待講演１ 

「有機／無機ハイブリッド型人工光合成ゲルの設計（仮）」 

桶葭 興資先生（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科） 

9:40~10:20 招待講演２ 

「ポリマーブラシによる液晶のアンカリング：表面力測定を用いた評価」 

柳町 拓哉先生（東北大学未来科学技術共同研究センター（NICHe）） 

10:20~10:40 休憩 10:40~11:20 招待講演３ 

「新規結晶性ゲルの開発とその応用展開」 

宮 瑾先生（山形大学大学院理工学研究科）   

11:20~12:00 招待講演４ 

「電子顕微鏡を用いた液体・ソフトマテリアルの原子および微細構造直接観察」 

宮田 智衆先生（東北大学多元物質科学研究所） 

12:00~13:00 昼食 

13:00~13:40 招待講演５   

「超高感度な蛍光スイッチング特性を有する蛍光性フォトクロミック分子材料の開発」 

深港 豪先生（熊本大学大学院先端科学研究部） 

13:40~14:20 招待講演６ 

「界面化学現象を利用したマイクロ生化学分析操作の開発」 

福山 真央先生（東北大学多元物質科学研究所） 

14:20~15:00 招待講演７ 

「力や光に応答する機能性高分子材料の開発」 

今任 景一先生（広島大学大学院工学研究科）   

15:00~15:20 休憩 

15:20~16:00 招待講演８ 

「生物流体から学ぶバイオミメティクス」 

菊地 謙次先生（東北大学大学院工学研究科） 

16:00~16:40 招待講演９   

「金錯体の結晶相転移と特異な刺激応答特性」 

関 朋宏先生（北海道大学大学院工学研究院） 

16:40~16:45 閉会 


