
講演・口頭発表プログラム 
2022年6月4日（土） 

A会場 セッション1 (9:00～9:40) 
座長 灰野 岳晴 

B会場 セッション1 (9:00～9:40) 
座長 坂本 英文 

1A01 テトラアミドを基盤としたレセプターによるアニ

オン認識（山形大理）○近藤 慎一・片桐 壮平  

1B01 長鎖アルキルを有する層状配位高分子の結晶形状

変化を伴う多形転移（1.奈良先端大先端科技，2.筑
波大数理物質）○尾本 賢一郎1・青山 翔太1・Galica 
Tomasz2・西堀 英治2・Rapenne Gwénaël1 

1A02 有機溶媒を溶離液とするアフィニティー型クロマ

トグラフィー～アレーン基修飾されたシリカゲル

と堅い環状ポルフィリン多量体の特異的相互作用

（東理大理二）清野 和暉・〇佐竹 彰治 

1B02 ジアザシクロオクタン骨格を主鎖に持つ配座柔軟

性ラダーポリマーの合成と物性および酸/塩基応答

性（1.阪大院工，2.東工大化生研）○石割 文崇1・

井上 恵希2・三宅 小百合1・福島 孝典2・佐伯 昭紀1 

交代時間 9:40～9:45 

A会場 セッション2 (9:45～10:25) 
座長 後藤 敬 

B会場 セッション2 (9:45～10:25) 
座長 壹岐 伸彦 

1A03 アントラセンを有する分子ピンセット：二重の相互

作用による自己相補性環状体の構築（東工大理）〇

山科 雅裕・澤中 裕太・豊田 真司 

1B03 超分子ブロック同心円トロイドの精密合成（1.鳥大

院工，2.物材機構，3.京大院工）○佐々木 紀彦1・

竹内 正之2・杉安 和憲3 
1A04 四本のアルキル基で連結されたビスキャビタンド

分子の協同的分子認識（広大院先進理工）○藤本 陽
菜・下山 大輔・平尾 岳大・灰野 岳晴  

1B04 スマネンの超分子ポリマー形成に基づくシグナル

増幅センシング（1.東工大理，2.阪大院工，3.筑波

大数理物質）〇水野 裕彬1・中澤 廣宣2・宮川 晃尚3・

燒山 佑美2・櫻井 英博2・福原 学1 

休憩 10:25～10:40 

A会場 セッション3 (10:40～11:20) 
座長 平岡 秀一 

B会場 セッション3 (10:40～11:20) 
座長 秋根 茂久 

1A05 4重[3]ロタキサン結合形成を利用したTb-フタロシ

アニンダブルデッカー型単イオン磁石の磁気物性

制御（1.名大院理，2.名大物国センター）○山田 泰
之1,2・山田 遙香1・西川 敦基1・珠玖 良昭1・阿波賀 
邦夫1・田中 健太郎1 

1B05 内部表面がフッ素被覆された{Mo132}クラスターの

ゲスト内包特性（1.北大院環境，2.北大地球環境）

○村田 千夏1・七分 勇勝1,2・小西 克明1,2  

1A06 19F NMR スペクトルを利用した[2]ロタキサンのコ

ンフォメーション解析（東理大理）○斎藤 慎一・

Rashid Showkat・村上 隆史・小金澤 寛・武藤 雄一

郎・吉越 裕介 

1B06 単一分子で強誘電体の様な振る舞いを示す単分子

誘電体の開発と応用（1.広島大院先進理工，2.JST
さきがけ）○西原 禎文1,2  

交代時間 11:20～11:25 

  



A会場 セッション4 (11:25～12:05) 
座長 佐田 和己 

B会場 セッション4 (11:25～12:05) 
座長 鍋島 達弥 

1A07 速度論支配による配位自己集合のアプローチ（東大

院総合文化）○平岡 秀一・高橋 聡・真田 直樹・立

石 友紀・菊地 勇 

1B07 自己組織化による異核4核カルシウム-ランタニド-
チアカリックスアレーン錯体の形成（東北大院環

境）○唐島田 龍之介，松岡 弘憲，壹岐 伸彦 
1A08 M12L24中空錯体への包接によるアミロイドβ凝集

会合構造の観測（1.東大院工，2.分子研，3.京大

iCeMS） ○中間 貴寛1・竹内 絵里奈1・矢木 真穂2・

藤田 大士3・加藤 晃一2・藤田 誠1,2 

1B08 バナジウム酸素種のフッ化物イオンの内包と酸化

触媒特性（金沢大理工）○菊川 雄司・坂本 祐依・

栗本 雄志・林宜仁  

昼食 12:05～13:10 

ポスター発表（1P01～1P76） 

奇数：13:10～14:00 

偶数：14:00～14:50 

休憩 14:50～15:00 

A会場 実行委員挨拶・次回シンポジウムの案内等 15:00～15:10 

A会場 特別講演 15:10～16:10 
座長 菅 誠治 
S1 特殊ペプチド創薬からネオバイオロジクス創薬へ 

菅 裕明（東大院理） 

休憩 16:10～16:20 

A会場 特別講演 16:20～17:20 
座長 佐田 和己 
S2 非結合性相互作用増幅と直交機能集積を特徴とするらせん高分子PQXのキラル機能開拓 

杉野目 道紀（京大院工） 

休憩 17:20～17:30 

A会場 功労賞 表彰式と受賞講演 17:30～18:30 
座長 早下 隆士 
S3 協同効果とホスト−ゲスト・超分子化学 

鍋島 達弥（筑波大数理物質） 
 

  



講演・口頭発表プログラム 
2022年6月5日（日） 

A会場 セッション1 (9:00～9:40) 
座長 生越 友樹 

B会場 セッション1 (9:00～9:40) 
座長 久保 由治 

2A01 ホスト・ゲスト化合物の極低温気相分光（広島大

院先進）村松 悟・○井口 佳哉  

2B01 カリックス[4]アレーンの結晶による置換フェノー

ル位置異性体の包接における選択性制御（東北大

院工）○諸橋 直弥・坂本 篤哉・松本 知明・佐々木 
拓郎・齊藤 柾・服部 徹太郎 

2A02 アゾベンゼンユニットを含むキラル大環状化合物

の設計・合成と光異性化反応（1.東理大薬生命創薬，

2.東理大総合研究院，3.北大院理）○青木 伸1,2・芝

内 涼太1・磯部 理沙1・田中 智博1・棚田 法男3・景

山 義之3 

2B02 活性化された荷電π電子系のイオンペアリングに

よる電子物性の発現（1.立命館大生命科学，2.新潟
大研究推進機構）○田中 宏樹1・小林 洋一1・古川 貢
2・前田 大光1  

交代時間 9:40～9:45 

A会場 セッション2 (9:45～10:25) 
座長 青木 伸 

B会場 セッション2 (9:45～10:25) 
座長 前田 大光 

2A03 立体規制を有するテトラキスキノリン誘導体によ

る亜鉛およびカドミウムイオンの蛍光識別（1.奈良

女大工，2.奈良女大理，3.奈良女大共生セ）○三方 
裕司1,2,3・野﨑 香名2・田中 真琳2 

2B03 フルオレセイン分子の自己集合によるType I 光増
感剤の創出（1.阪大院工，2.名大院医）〇重光 孟1・

佐藤 和秀2・木田 敏之1  

2A04 ピラー[5]アレーン骨格を有するドナー・アクセプ

ター型共役系分子のゲスト光学応答（1.京大院工，

2.金沢大WPI-NanoLSI）○和田 圭介1・大谷 俊介1・

加藤 研一1・生越 友樹1,2 

2B04 円偏光発光を示す強発光性多核ホウ素錯体の創製 
（1.九大院工，2.九大CMS）〇小野 利和1,2・崔 潞
霞1  

休憩 10:25～10:40 

A会場 セッション3 (10:40～11:20) 
座長 三方 裕司 

B会場 セッション3 (10:40～11:20) 
座長 木田 敏之 

2A05 窒素系多座配位子を利用した含ポルフィリン[3]カ
テナンの運動性及び発光特性の制御（東大院総合）

○岡 勇気・正井 宏・寺尾 潤  

2B05 アントラセン誘導体とγ-シクロデキストリンの固

体状態での複合化と円偏光発光特性（1.奈良女大

理，2.近畿大理工，3.阪大院工，4.奈良教育大，5.
京大エネ研）○高島 弘1・柿本 悠奈1・池村 僚矢2・

今井 喜胤2・藤内 謙光3・山崎 祥子4・中田 栄司5 
2A06 蛍光プローブ/修飾シクロデキストリン超分子複合

体の選択的単糖認識におけるプローブ構造の影響

（上智大理工）○橋本 剛・平原 裕也・杉田 巧・小

嶋 渉平・鈴木 陽太・早下 隆士  

2B06 ホスフィンオキシド基を有するポルフィリンを配

位子としたケージ状希土類超分子の合成と発光特

性（1.北大WPI-ICReDD，2.北大院工，3.北大院総

合化学）○庄司 淳1,2・細谷 祥太3・北川 裕一2・伏

見 公志2・長谷川 靖哉1,2 

交代時間 11:20～11:25 

  



A会場 セッション4 (11:25～12:05) 
座長 寺尾 潤 

B会場 セッション4 (11:25～12:05) 
座長 長崎 健 

2A07 疎水性材料中のシクロデキストリン由来超分子架

橋の電気化学的ガスセンサーとしての検討（1.阪大

院理，2.阪大高等研，3.東大生産研，4.兵庫県大院

情報，5.山大院有機，6.阪大FRC，7.阪大OTRI，
8.阪大産研）○朴 峻秀1・佐々木 由比3・石井 良樹4・

村山 駿介5・大代 晃平3・石澤 朋佳5・ 山口 浩靖1,6,7・

原田 明6,8・鷲津 仁志4・南 豪3・松葉 豪5・髙島 義
徳1,2,6,7 

2B07 青色定常光照射下で自律的に振動を継続するアゾ

ベンゼン誘導体結晶の、緑色偏光に応答した運動

の変調（北大院理）○景山 義之・矢崎 大介・松浦 
真紀子  

2A08 ナフタレンをリンカーとしたγ-シクロデキストリ

ン二量体の包接挙動（埼玉大院理工）○石丸 雄大・

大山 井郷 

2B08 テトラフェニルエチレン誘導体-多糖錯体を用いる

固体情報を維持した水溶液の作製（広島大院先進

理工）○池田 篤志・日野 彰大・重川 陸・河﨑 陸 

昼食 12:05～13:10 

ポスター発表（2P01～2P75） 

奇数：13:10～14:00 

偶数：14:00～14:50 

休憩 14:50～15:00 

A会場 SHGSC Japan Award of Excellence 2022 表彰式と受賞講演 15:00～16:05 
座長 早下 隆士 
AW1 化学修飾に基づく超分子ヘムタンパク質集合体の開発 
 大洞 光司（阪大院工） 
AW2 速度論的制御を鍵とした新規金属錯体型ホスト・ゲストシステムの創製 
 酒田 陽子（金沢大理工） 

ポスター賞表彰式・閉会式 16:05～16:20 

 
 


