
ポスター発表プログラム (1P01～1P76) 
2022年6月4日（土）13:10～14:50 

 

奇数：13:10～14:00 偶数：14:00～14:50 

1P01 カルボキシ基により内部修飾されたオリゴフェニレンリングによるアンモニア吸着（1.東工大理，2.東理大理） 
○小野 公輔1・石川 智貴1・河合 英敏2・後藤 敬1 

1P02 柔軟なトリペプチドによる巨大環状錯体の速度論的な形成（お茶大院理）○三宅 亮介・佐藤 優衣・田中 頌子  

1P03 カリウムイオンに応答してゲル形成ならびに色調変化を示す超分子ヒドロゲルの開発（1.高知大理工，2.東北大多

元研，3.北大電子研）茶畠 悠汰1・谷口 涼1・芥川 智行2・中村 貴義3・和泉 雅之1・○越智 里香1 

1P04 ルフィガロール誘導体の表面分子集積と金属錯体形成（産総研電子光）○吉川 佳広  

1P05 非晶性ポルフィリンのエキシマー発光特性を支配するアリレンエチニレン架橋基のη2アルキン···金属配位相互

作用（京都工繊大）○森末 光彦・浅田 晴登・中村 美南海・河西 美歩 

1P06 ホストーゲスト形成に基づく分子非対称化と光機能変化（1.長崎大院工，2.東大院総合文化）○堀内 新之介1,2・

作田 絵里1・有川 康弘1・馬越 啓介1 

1P07 エチレングリコール基を有する新規両親媒性スクアレンの合成と自己組織化特性（1.産総研，2.筑波大）○Tran 

Ngoc Linh1・有村 隆志1,2・富永 健一1,2・礒田 博子1,2・木越 英夫2 

1P08 ポリロタキサンを基盤分子とした変幻自在型ゲノム編集分子送達キャリアの構築（1.熊本大院薬，2.熊本大院先導
機構）○東 大志1,2・田原春 徹1・木原 拓也1・小野寺 理沙子1・本山 敬一1 

1P09 可動性架橋を用いた高分子材料の設計と力学物性評価（1.阪大院理，2.阪大高等共創，3.阪大基礎理学研究セ，

4.OTRI，5.阪大産研，6.山形大院有機材料，7.JASRI）○以倉 崚平1・村山 駿介6・池本 夕佳7・大﨑 基史1,3・山口 

浩靖1,3,4・原田 明5・松葉 豪6・髙島 義徳1,2,3,4 

1P10 ドナー型置換基を有するピラジナセンの酸化還元及び光物性（芝浦工大工）○リチャーズ ゲーリー ジェームズ・

青木 啓太・秋林 大貴・タンボリ マジド・堀 顕子 

1P11 速度論支配による多成分かご形Pd(II)配位自己集合体の経路選択形成（東大院総合文化）○阿部 司・平岡 秀一  

1P12 ナフタレン縮環プロペランのヘキサアミノ体に基づく有機固体の気体吸着（1.京大院工，2.金沢大WPI-NanoLSI）

○加藤 研一1・瀬戸 延欣1・廣井 達己1・大谷 俊介1・生越 友樹1,2 

1P13 アリーレンと1,2-cis-シクロプロピレンを繰返し単位とするキラル大環状化合物の合成、構造および動的挙動 
（岡山大院自然）○三浦 智也 

1P14 5-ヘキシニルオキシ-ククルビット[7]ウリルの合成とその性質（1.東大生研，2.東大環安セ）○唐 蔚1・周 奇1・

吉川 功1・北條 博彦1,2・南 豪1 

1P15 [18]crown-6イオンチャネル構造を有する結晶の固相イオン・分子交換機能（1.広島大院先進理工，2.広島大

CResCent，3.広島大先進セ，4.東北大多元研，5.北大電子研，6.JSTさきがけ）○眞邉 潤1・伊藤 みづき1・市橋 
克哉1・今野 大輔1・藤林 将1・Cosquer Goulven1,2・井上 克也1,2,3・芥川 智行4・中村 貴義5・西原 禎文1,2,3,6 

1P16 非イオン性界面活性剤の種類によって生じるホスト分子疎水性コアへの侵入様式の多様性（東理大薬）○黒澤 

祐哉・大塚 裕太・後藤 了 

1P17 速度論的テンプレート効果を利用した環サイズの異なる自己集合型メタロナノベルトのサイズ選択的構築（1.金沢
大院自然，2.金沢大 NanoLSI）○中村 亮介1・酒田 陽子1,2・秋根 茂久1,2 

 



1P18 有機マトリックス支援近赤外室温燐光の発現（都立大院都市環境）○長谷川 椋平・岩切 星慈・伊藤 正人・久保 
由治 

1P19 動的界面におけるプロトン勾配を駆動力とした水溶性ポルフィリンの超分子重合挙動（1.京都府大生命環境，2.京

都府大院生命環境）〇前田 貴登1・神﨑 千沙子2・沼田 宗典2 

1P20 C60会合能を有する電子供与性湾曲π電子系（立命館大生命科学）○安孫子 太一・羽毛田 洋平・前田 大光 

 

1P21 ピラー[5]アレーンのジアステレオ選択的な結晶化とロタキサン合成（1.京大院工，2.金沢大 WPI-NanoLSI）
○安澤 樹一1・和田 圭介1・Shixin Fa1・加藤 研一1・大谷 俊介1・生越 友樹1,2 

1P22 結晶内の超分子チャネル構造を利用したアルキルアンモニウムイオンへの固相交換（1.広島大院先進理工，2.広島

大キラル国際研究拠点，3.広島大先進セ，4.東北大多元研，5.北大電子研，6.JSTさきがけ）○伊藤 みづき1・眞邉 
潤1・市橋 克哉1・今野 大輔1・藤林 将1・Cosquer Goulven1,2・井上 克也1,2,3・芥川 智行4・中村 貴義5・西原 禎文
1,2,3,6 

1P23 分子内相互作用により安定化したπ電子系アニオンのイオンペア集合化（立命館大生命科学）○横山 未結・前田

大光 

1P24 カリックス[5]アレーンとフラーレンのホスト-ゲスト相互作用を基盤とした両親媒性ジブロックポリマーの合成
（広島大院先進理工）○沖汐 祐紀・平尾 岳大・灰野 岳晴 

1P25 ポリペプチドをホスト分子として用いた疎水性化合物の水溶化とその生体応用（1.広島大院先進理工，2.産総研）

○河村 昇吾1・河崎 陸1・日野 彰大2・山名 啓太1・池田 篤志1 

1P26 アミノ酸の化学修飾による低分子ゲル化剤の開発（明治薬大）○関口 李子・木村 真也・横屋 正志・山中 正道  

1P27 両親媒性ポルフィリンAuIII錯体を基盤としたイオンペア集合体の創製（立命館大生命科学）○丸山 優斗・田中 
宏樹・前田 大光 

1P28 キラルな溶媒によるテトラキスポルフィリン超分子ポリマーのらせん構造制御（広島大院先進理工）○岸野 晴・

平尾 岳大・灰野 岳晴 

1P29 グアニン四重鎖とトリフェニルメタン誘導体の相互作用（奈良高専物質）○岩田 和・西本 徳子・宇田 亮子  

1P30 キャビタンド型ホスホン酸の合成と選択性制御能の検証（龍谷大院理工）○吉田 匠完・赤阪 龍平・岩澤 哲郎  

1P31 ビス(フェニルイソオキサゾリル)ベンゼン誘導体を配位子にもつ白金(Ⅱ)錯体の異方的光学応答（広島大院先進理

工）○吉田 真也・平尾 岳大・灰野 岳晴 

1P32 積層型トリスポルフィリンホスト分子の合成と協同的分子認識（1.広島大院理，2.広島大院先進理工）○久野 尚
之1・灰野 岳晴2 

1P33 有機分子を内包したカプセル型ポリオキソメタレート分子Na8[H2V10O18(O3PC12H8PO3)]・29H2O の合成と誘電物
性（1.広島大院先進理工，2.広島大CResCent，3.広島大先進セ，4.JSTさきがけ）○宮代 一志1・藤林 将1・加藤 
智佐都1・Cousqer Goulven1,2・井上 克也1,2,3・西原 禎文1,2,3,4 

1P34 シクロデキストリンを用いた超分子複合体形成によるアデニンヌクレオチドの円偏光発光センシング（阪大院工）
○宮本 啓史・重光 孟・山田 慎太郎・森 直・木田 敏之 

1P35 立体障害を軽減した荷電ポルフィリンのイオンペア集合化（立命館大生命科学）○橋本 祐也・田中 宏樹・前田 

大光 

1P36 全アリール置換型ピラー[n]アレーンの合成とその特性（1.京大院工，2.金沢大WPI-NanoLSI）○金田 知也1・加藤

研一1・大谷 俊介1・生越 友樹1,2 

1P37  主鎖にキラルビナフチル骨格を導入したhead-to-tail型超分子ポルフィリンポリマーの合成（広島大院先進理工）
○古屋 壮一朗・久野 尚之・平尾 岳大・灰野 岳晴 



1P38 ヒスチジンおよびアスパラギン酸側鎖を導入したDNA三叉路分岐構造の合成（東大院理）○工藤 脩史・布施 伸之・
竹澤 悠典・塩谷 光彦 

1P39 極低温気相分光によるアルキルアンモニウムイオン-クラウンエーテル包接錯体の立体構造とその炭素鎖長依存性

の解明（広島大院先進）○合田 遼介・金沢 紗矢・町田 栞・村松 悟・井口 佳哉 

1P40 （β-ジケトナト）ルテニウム錯体を用いたホウ酸検出法の開発（1.上智大院理工，2.上智大理工）○佐藤 海1・

木本 洋1・橋本 剛2・早下 隆士2 

1P41 アントラセンとトリプチセンで構築した大環状ケージ化合物とフラーレン類の錯体形成（東工大理）○三谷 拓示・
鶴巻 英治・豊田 真司 

1P42 高次エキシトンの直接電子抽出を指向した水分解光触媒としてのSWCNT/TiO2 hybridsの開発（1.岡山大院環境生
命，2.富山大都市デ）○山神 将大1・田嶋 智之1・高口 豊2 

1P43 嵩高い四面体型スルホン酸と修飾トリフェニルメチルアミンの多孔質有機塩における特異なトポロジー形成とそ

のガス吸着特性（阪大院工）○施 宏居・岡 弘樹・藤内 謙光 

1P44 二面性ラダーポリマーの精密合成とその性質（阪大院工）○室谷 一晴・石割 文崇・佐伯 昭紀 
 

1P45 メカノクロミック分子の結晶情報を保持した多糖による水溶化法の開発（広大院先進理工）○重川 陸・川崎 陸・杉川 
幸太・西村 智貴・中谷 都志美・池田 篤志 

1P46 修飾アミロースからの種々の環状オリゴ糖の簡便合成（阪大院工）○小雲 慎二郎・紀平 諒・重光 孟・木田 敏之 

 

1P47 新規分子性トリカルボニルレニウム(I)錯体結晶のゲートオープン機能に基づくベイポクロミック挙動と蒸気誘起

発光増大（1.兵庫県立大院理，2.九大院工，3.阪大院理，4.SPring-8/JASRI）○松田 雄貴1・小澤 芳樹1・田原 圭志
朗1・小野 利和2・吉成 信人3・今野 巧3・杉本 邦久4・小林 慎太郎4・河口 彰吾4・阿部 正明1 

1P48 自己集合カプセルとゲスト分子の会合により生じるAnBm超分子星型共重合体の合成（1.広大院理，2.広大院先進理

工）○新田 菜摘1・高塚 芽衣1・木原 伸一2・灰野 岳晴2 

1P49 カリックス[4]アレーンと金属イオンの自己集合により形成される三重らせんホスト分子の水中における協同的ゲ
スト包接（広島大先進理工）○森江 将之・関谷 亮・灰野 岳晴 

1P50 ロタキサン型インターロック構造を用いたπ共役系化合物の集積構造制御（東理大理）○森 隆至・吉越 裕介・
斎藤 慎一 

1P51 全6タイプのヘテロPd2L4かご形錯体の速度論自己集合（1.東大院総合文化，2.日大医）○真田 直樹1・阿部 司1・

岡澤 厚2・平岡 秀一1 

1P52 カーボンナノチューブ内外の分子間光電子誘起移動によって促進される色素増感水分解水素生成（1.岡山大院環境

生命，2.富山大都市デ）○水口 拓也1・田嶋 智之1・山神 将大1・高口 豊1,2 

1P53 非共有結合相互作用を利用したピロール架橋型キノンの開殻系への展開（立命館大生命科学）○杉浦 慎哉・前田 
大光 

1P54 酸化的カップリングを用いた環状ビアントリル二量体の合成と構造（1.岡山理大院理，2.岡山理大理）○清水 厚希
1・岩永 哲夫2 

1P55 LiSCNとジニトリル化合物を用いたLiイオン伝導性分子結晶の開発（静大院総）○清水 慶幸・鴨井 一樹・守谷 誠 

 

1P56 赤色発光を示すペリレン誘導体を封止したロタキサンの合成と発光特性（富山大院薬）○西沖 航平・大石 雄基・

千葉 順哉・井上 将彦 

1P57 ポルフィリン誘導体含有リポソームの安定性と光線力学活性の評価（広島大院先進理工）○西村 航太郎・島田 
莉紗子・山名 啓太・河崎 陸・中谷 都志美・池田 篤志 



1P58 ６位メチル化シクロデキストリンからの超分子構造体の作製（阪大院工）○石田 遥也・Justine M Kalaw・木田 

敏之・重光 孟 

1P59 バッキーボウル・ジインデノクリセンの液相合成と構造解析（龍谷大院理工）○赤阪 龍平・吉田 匠完・岩澤 哲郎 

 

1P60 D-π-A型シアノスチルベンを用いたケモメトリックス不斉認識（都立大院都市環境）○川口 楓・伊藤 正人・久保 
由治 

1P61 単純固相混合によるPOM内部空間へのゲスト包接（1.北大院環境，2.北大地球環境）○村田 千夏1・申 栽燮1・

七分 勇勝1,2・小西 克明1,2 

1P62 蛍光分子を導入した[3]カテナンの合成と光物性（1.新潟大院自然，2.新潟大理）○大塚 佑真1・石津 友希1・下机 

涼太2・岩本 啓1 

1P63 C3 キラルな二面性トルキセン類が示す優れた円偏光発光異方性とその解釈（1.阪大院工，2.京大化研）○大峰 

拓也1・石割 文崇1・廣瀬 崇至2・佐伯 昭紀1 

1P64 内部修飾した環状ポリオキソメタレート,P8W48O184の合成と誘電評価（1.広島大院先進理工，2.広島大CResCent，
3.広島大先進セ，4.JSTさきがけ）○竹本 悠真1・藤林 将1・加藤 智佐都1・Cosquer Goulven1,2・井上 克也1,2,3・

西原 禎文1,2,3,4 

1P65 二分子ゲスト包接を利用した超分子架橋ハイドロゲルの熱・光刺激による粘弾性制御（1.大阪工大工，2.大阪技術
研）○中野浩平1・川野 真太郎2・佐藤 博文2・靜間 基博2・村岡 雅弘1 

1P66 量子化学計算による巨大環状金属錯体の初期生成機構に関する研究（1.東北大院理，2. お茶大院理）○張 大鵬1・

岸本 直樹1・三宅 亮介2 

1P67 生体内ポリアミンを検出する蛍光試薬の開発（京府大院生命環境）○塚本 彩花・長尾 昌典・新 ゆかり・今吉 

亜由美・椿 一典 

1P68 非平面構造を誘起するアニオン応答性π電子系の合成とイオンペア集合化（立命館大生命科学）○釘﨑 梨央・
羽毛田 洋平・前田 大光 

1P69 トリペプチドによる環状金属イオン配列におけるキラリティ誘起（お茶大院理）○田中 頌子・三宅 亮介 
 

1P70 カーボンナノチューブと複合体を形成するD-π-A型アリーレンエチニレン色素の合成（1.岡山理大工，2.岡山大院

環境生命，3.富山大都市デ）○渡部 光1・江國 堅登1・奥田 靖浩1・田嶋 智之2・高口 豊3・折田 明浩1 

1P71 ヘテロポルフィリンを基盤としたπ電子系カチオンのイオンペア集合化（立命館大生命科学）○藤田 雅輝・羽毛田 

洋平・前田 大光 

1P72 軸配位子交換を利用した自己集合型環状三核コバルト(III)saloph錯体の合成と協同的なゲスト認識（1.金沢大院
新学術，2.東工大化生研，3.金沢大院自然，4.金沢大WPI-NanoLSI）○内堀 将吾1・ロレンツォ カッティ2・酒田 

陽子3,4・秋根 茂久3,4 

1P73 外部刺激による分子および超分子レベルでの構造制御による超分子光触媒の活性化と機能（阪大院工）○萩尾 
里美・重光 孟・木田 敏之 

1P74 ドナー・アクセプター型ベンゾチアジアゾール誘導体の溶媒包接結晶によるメカノクロミック発光（1.横浜国大院

理工，2.JSTさきがけ）○八木 匠1・伊藤 傑1,2 

1P75 かご型錯体の内部空孔を利用したカリックス[4]アレーン類の配座制御と反応制御（1.東大院工，2.分子研）○飯塚 

健太1・竹澤浩気1・藤田 誠1,2 

1P76 ローズベンガル分子の超分子ナノシート形成による光増感機構の変化（阪大院工）○文野 明日香・重光 孟・木田 

敏之 

  



ポスター発表プログラム (2P01～2P75) 
2022年6月5日（日）13:10～14:50 

 

奇数：13:10～14:00 偶数：14:00～14:50 

2P01 溶媒和・脱溶媒和の制御による温度応答性高分子の分子設計（1.北大院理，2.北大院総化）○佐田 和己1,2・稲葉 

奈月2・久保田 美羽2・橋本 晃汰2・菅野 明梨2・松岡 慶太郎1,2 

2P02 新規チアジアゾール系半導体ポリマーにおける分子配向制御と有機薄膜太陽電池の特性に及ぼす影響（1.岡山大基

礎研，2.岡山大院自然）○森 裕樹1・皆川 幸哉2・細木 龍智2・浅沼 佑哉2・高橋 竜輔2・西永 周平2・西原 康師1 

2P03 糖との水素結合部位と super-DMAP 部位からなる大環状アシル化触媒の開発（富山大院薬）○大石 雄基・村井 
亮太・筧 和己・千葉 順哉・井上 将彦 

2P04 4-tert-ブチルフェニル基の置換基数による2,4,6-トリアリールフェノキシル誘導体の固化挙動の変化（富山大院理
工）○呂 信文・吉野 惇郎・林 直人 

2P05 Study of calcium isotope separation using DC18C6 crown-ether for the neutrinoless double beta decay of 48Ca（1.

阪産大院人間環境，2.阪大核物理研究セ，3.阪大院工，4.東工大原子炉研，5.京大複合研）○リッティロン アナワッ

ト1・カムスット パンテイワ1・義本 孝明1・硲 隆太1・岸本 忠史2・藤井 俊行3・佐久間 洋一4・福谷 哲5・芝原 雄司
5・砂賀 彩光5 

2P06 5-ボリル-2,3'-ビピリジンの自己集合に及ぼすピリジル基の効果（1.鈴鹿医療科学大保健衛生，2.京大化研，3.京大
院工）○若林 成知1・脇岡 正幸2・宅見 正浩3・谷口 真由1・永木 愛一郎3・大木 靖弘2 

2P07 疎水化シクロデキストリン二量体を用いたバルク重合による動的架橋高分子の評価（1.大阪技術研，2.大阪工大工）
○川野 真太郎1・一藁 海都2・下村 修2・靜間 基博1 

2P08 含水率調整による超分子ヒドロゲルの力学特性及び機能性の評価（1.阪大院理，2.阪大高等研，3.阪大FRC，4.阪

大OTRI）〇朴 峻秀1・植田千晴1・髙島 義徳1,2,3,4 

2P09 蛍光性磁気ビーズを用いたレクチン－糖質間相互作用の検出法の開発（産総研健康医工学）○鈴木 祥夫  

2P10 π電子系を基軸とするソルバトクロミック円偏光発光(CPL)体の開発（1.近畿大院，2.大阪産技研）原 健吾1・岡田 
華奈1・原 伸行1・静間 基博2・○今井 喜胤1 

2P11 非対称三座配位子を有するパラジウム(II)錯体のヌクレオシド選択的結合形成（1.金沢大国基教院，2.金沢大院自然，
3.岡山大異分野基礎研）○三橋 了爾1・今井 裕也2・鈴木 孝義3・林 宜仁2 

2P12 ピレンセンサーの蛍光スイッチングによるデュアルカチオンセンシング（横浜国大院理工）松浦 侑希・淺見 真年・

○伊藤 傑 

2P13 クラウンエーテルおよびフルオレセインを含む高分子ヒドロゲルの金属イオン応答性に及ぼすクラウンエーテル

含有率の影響（和歌山大院システム工）池田 弦生・大須賀 秀次・〇坂本 英文 

2P14 フェニルアセチレンを有する新規V型両親媒性分子の合成とそのミセル形成（東工大化生研）○平田 慎之介・片桐 
由理・吉沢 道人 

2P15  ピリミジル基導入インダンジオン二量体が示すゲスト誘起結晶-結晶構造変化（阪大院工）○片山 和也・燒山 佑美・
櫻井 英博 

2P16 動的らせんオリゴマーを介した増幅キラリティーセンシング（東工大理）○本間 天音・福原 学  

2P17 ピレン環をもつプロリンアミド誘導体のラセミ結晶とキラル結晶によるメカノクロミック発光（1.横浜国大院理

工，2.近畿大院総合理工，3.JSTさきがけ）○脇山 晋1・池村 僚矢2・今井 喜胤2・伊藤 傑1,3 



2P18 Ni(II)(phen)3錯体により架橋された三叉路型DNA超分子の構築：酵素反応に基づく配位子導入（東大院理）○櫻井 

航平1・竹澤 悠典1・塩谷 光彦1 

2P19 マイクロ流体が持つ直線運動エネルギーを利用する精密超分子重合（1.京都府大生命環境，2.京都府大院生命環境）

○澤田 実樹1・田中 翔貴2・山下 加笑2・沼田 宗典2 

2P20 人工フォトレドックス生体触媒をめざしたタンパク質・ペプチドへのRu錯体の修飾（阪大院工）○加納 龍成・
大洞 光司・林 高史 

2P21 扁球状芳香環カプセルによる平面状分子の選択的内包と孤立化（東工大化生研）○岸田 夏月1・吉沢 道人1 
 

2P22 キラルな金属配位型カプセルにより誘起されるビアリールゲストのCPL発光（広島大院先進理工）○原田 健太郎1・

関谷 亮1・灰野 岳晴1 

2P23 ジトピック型ボロン酸デンドリマーによる細菌認識法の開発（1.上智大理工，2.早大先進理工）○三ヶ木 彩芽1・

眞仁田 晃一1・与安 明日香1・土戸 優志2・橋本 剛1・神澤 信行1・早下 隆士1 

2P24 芳香族架橋配位子を導入した開閉可能な環状コバルト(III)二核メタロホストのゲスト認識と出入り速度の制御（1.
金沢大院自然，2.金沢大NanoLSI）○須藤 涼1・酒田 陽子1,2・秋根 茂久1,2 

2P25 窒素上に酢酸基を有する1,5-ジアザシクロオクタン類の特異な脱炭酸挙動（阪大院工）○村山 直輝・石割 文崇・
佐伯 昭紀 

2P26 三座キレートpapの環状六量体錯体の内孔配位子交換と構造変化（1.筑波大院数理物質，2.筑波大数理物質）

○渡部 悟1・中村 貴志2 

2P27 大環状構造中心部に組み込まれたボロキシンの動的挙動の調査（東工大理）○澤永 佳佑・後藤 敬・小野 公輔  

2P28 マルチリンカーをもつβ-CD二量体の分子認識能に及ぼすリンカーの効果（阪大院工）○山本 康平・重光 孟・
木田 敏之 

2P29 ホスホニウムカチオンと環状スルホニルアミドアニオンからなる有機イオン結晶（静大院総）○ノー ミー ミー 
アウン・守谷 誠 

2P30 高靱性バイオマス材料の開発を目指したアルギン酸ナトリウムとヒドロキシアパタイトの複合化（同志社大院理

工）○奥田 耕平・水谷 義 

2P31 三脚型分子の自己集積によるバイオ超分子ケージの構築（名工大院工）○岡本 有生・樋口 真弘・松原 翔吾  

2P32 固液界面におけるアルキル置換ベンゾ-18クラウン-6 誘導体の自己集合と分子認識（明大院理工，明大理工）
○河野 功樹・田原 一邦 

2P33 半球状バナジウム酸化物クラスターの疎水性相互作用とホストーゲスト特性（金沢大院自然）○岩井 丈弥・菊川 
雄司・林 宜仁 

2P34 水素結合の組み換えを伴う多孔質構造体の単結晶構造転移（阪大院基礎工）○久保 遥・桶谷 龍成・久木 一朗  

2P35 連結型ロタキサンの超分子構造変換に対する水素結合を利用した速度論制御（東大院総合）○宮岸 拓路・正井 宏・

寺尾 潤 

2P36 速度論的に生成された短い伸長型超分子ポリマーから長い重なり型超分子ポリマーの遅延形成（東理大院理）
○金 淑瑛・倉持 悠輔・佐竹 彰治 

2P37 単分子誘電体として振る舞うプレイスラー型ポリオキソメタレートの圧力下誘電物性（1.広島大院先進理工，2.広
島大CResCent，3.広島大先進セ，4.JSTさきがけ）○栗原 英駿1・藤林 将1・加藤 智佐都1・Cousqer Goulven1,2・

井上 克也1,2,3・西原 禎文1,2,3,4 



2P38 固液界面におけるデヒドロベンゾ[15]アヌレン誘導体の自己集合（1.明大院理工，2.明大理工）○佐藤 壱哉1・田原 

一邦2 

2P39 環状骨格にアミド基、アミノ基、カルバミン酸基を有する14員環大環状化合物：分離後の残渣から得られた予期

しない副生成物（1.東邦大理，2.千葉工大，3.東邦大複合物性研究セ）○佐藤 泉美1・堀田 拓希1・朱 喜英1・池田 
茉莉2・桑原 俊介1,3・幅田 揚一1,3 

2P40 アルカンの単分子膜上の多孔性の分子集合体の形成とゲスト共吸着（1.明大院理工，2.ルーバン大化学，3.陽明交
通大應用化学，4.明大理工）○佐藤 悠太1・Steven De Feyter2・戸部 義人3・田原 一邦4 

2P41 オリゴフェニレンケージの共有結合性テンプレート合成（東工大理）○笹森 史豊・後藤 敬・小野 公輔 
 

2P42 ジメチルジヒドロピレン誘導体を用いた層状多孔性フレームワークの構築（阪大院基礎工）○山口 友菜・桶谷 

龍成・久木 一朗 

2P43 ニ種類のステーションを軸分子に導入したロタキサンの分子シャトル性能の評価（1.大阪工大工，2.大阪技術研）

○山崎 翔平1・村田 理尚1・靜間 基博2・村岡 雅弘1 

2P44 カルボランをビルディングブロックとするナノ構造体の創製（1.広島大院先進理工，2.信州大繊維，3.金沢大
NanoLSI，4.京大院工）○山名 啓太1・河﨑 陸1・樽谷 直紀1・西村 智貴2・Neval Yilmaz3・片桐 清文1・佐々木 

善浩4・秋吉 一成4・池田 篤志1 

2P45 Li{N(SO2F)2}}とジニトリルからなる高イオン伝導性分子結晶の合成（静大院総）○小川 真南・山内 智史・守谷 誠 
 

2P46 インダンジカルボキサミドユニットに基づくダブルワーレントラス構造を持つ水素結合性フレームワークの構築

（東理大理）○小島 諒也・土戸 良高・河合 英敏 

2P47 糖類認識能を有するイミノボロネート修飾デンドリマーを活用した核酸送達（東大生研）○松本 彬・南 豪 

 

2P48 マイクロフロー空間における環分子‐高分子間のホスト‐ゲスト相互作用の検証（1.京都府大生命環境，2.京都府

大院生命環境，3.産総研）○深井 拓哉1・田中 翔貴2・吉川 佳広3・沼田 宗典1,2 

2P49 大環状分子のフェナントロリン誘導体に対する錯形成能とロタキサン合成への影響（1.大阪工大工，2.大阪技術研）
○菅 隆一1・村田 理尚1・靜間 基博2・村岡 雅弘1 

2P50 変性β-1,3-1,6-グルカンナノ粒子のキャビティに包接されるゲスト分子の構造要件の探索（甲南大FIRST）○西田 

和史・土居 菜々子・甲元 一也 

2P51 イオンチャネル構造を有する導電性Ni(dmit)2塩における固相イオン交換機能（1.広島大院先進理工，2.広島大

CResCent，3.広島大先進セ，4.東北大多元研，5.北大電子研，6.JSTさきがけ）○石川 大輔1・藤林 将1・Cosquer 
Goulven1,2・井上 克也1,2,3・芥川 智行4・中村 貴義5・西原 禎文1,2,3,6 

2P52 スルホニルエンインを電子アクセプターとして利用したドナーπーアクセプター (D-π-A) 型色素 の合成と光学特

性（岡山理大工）○赤木 宥太・渡部 光・奥田 靖浩・折田 明浩 

2P53 酸応答型[2]ロタキサンのアニオン認識（1.大阪工大工，2.山形大理，3.大阪技術研）○滝口 奈々美1・近藤 慎一2・

村田 理尚1・靜間 基博3・村岡 雅弘1 

2P54 チオキサンテン-9-チオン誘導体を用いた金属イオン応答型室温燐光挙動（都立大院都市環境）○竹川 慧1・伊藤 正
人1・久保 由治1 

2P55 銅置換亜鉛イミダゾール金属有機構造体の抗酸化活性（1.同志社大院理工，2.茨城大理，3.産業医大医）○中原 

寛樹1・岡村 麻美1・野村 章子1・小寺 政人1・藤澤 清史2・吉田 安宏3・人見 穣1 

2P56 複数の芳香族リンカーで連結したα‒シクロデキストリン二量体によるトランス脂肪酸エステルの選択的包接

（阪大院工）○中村 圭吾・重光 孟・木田 敏之 

2P57 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turn-on型蛍光プローブの開発（1.高知大院総合，2.高知大
理工，3.京大院工）○長﨑 大明1・堤 尚輝1・仁子 陽輔1,2・坂本 清志3・浜地 格3・和泉 雅之1,2・越智 里香1,2 



2P58 アミノ化オキソクロリン亜鉛錯体とN保護ヒスチジンとの1：1複合体構築（立命館大院生命科学）○湯浅 三緒・

民秋 均 

2P59 ヘムタンパク質六量体により架橋されたハイドロゲルの力学物性に変異導入が及ぼす影響（阪大院工）○日高 

由梨・影山 和希・大洞 光司・林 高史 

2P60 反応性部位を直角に配置したポルフィリンモノマーの超分子重合（京都府大院生命環境）○乃村 翔太・神崎 千沙子・
米田 浩士・沼田 宗典 

2P61 金属応答性部位を有するアゾベンゼン誘導体の合成と異性化挙動（1.高知大土佐さきがけ，2.北大電子研，3.高知
大理工）○平山 湧人1・玉置 信之2・和泉 雅之3・越智 里香3 

2P62 アロステリック会合とイミン結合形成の二重活性化によって伸長する自己複製伸長型超分子ポリマーの構築

（1.東理大理，2.東工大理）○片岡 貴行1・文 洸守1・小野 公輔2・土戸 良高1・河合 英敏1 

2P63 アダマンタンミセルによるM24L24球状錯体の内包とその共内包能（東工大化生研）○片桐 由理・吉沢 道人 

 

2P64 薬物送達システムを目指したβ-ガラクトシダーゼに応答する超分子ヒドロゲルの開発（明治薬大）○北條 桜・
塩野 翔一・木村 真也・横屋 正志・山中 正道 

2P65 テトラアームドサイクレンオリゴマーの銀イオンに対する包接挙動とその結晶構造（1.東邦大理，2.千葉工大，3.
東邦大複合物性研究セ）○堀田 拓希1・朱 喜英1・池田 茉莉2・桑原 俊介1,3・幅田 揚一1,3 

2P66 アントラセン縮合ヘリセンの分子内相互作用を利用した感圧応答化学センサーの構築（東工大理）○木下 智和・

藤瀬 圭・鶴巻 英治・豊田 真司・福原 学 

2P67 質量分析スクリーニングによるイヌリン誘導体型新規キラル固定相の開発（1.大阪工大工，2.大阪技術研，3.阪大

産研）○李 翔太1・川野 真太郎2・松崎 剛3・朝野 芳織3・鈴木 健之3・佐藤 博文2・村岡 雅弘1・靜間 基博2 

2P68 芳香族フッ素置換基を導入した集積型亜鉛及びカドミウム錯体の構造と機能（芝浦工大院理工）○實方 友輝・
新妻 靖英・古渡 雅人・堀 顕子 

2P69 セレネニルスルフィド結合とイミン結合の2種類の動的共有結合を用いたゲート付きロタキサンの合成研究（東工
大理）○濱條 奏真・竹内 睦・鍬野 哲・後藤 敬 

2P70 ホウ素中性子捕捉療法に有用なドデカボレート-グルコース複合体の合成（1.岡山大院環境生命，2.岡山大中性子医

療，3.富山大都市デ）○桒田 淳司1・田嶋 智之1・山神 将大1・森原 聡1・藤本 卓也2・道上 宏之2・高口 豊3 

2P71 フッ素化金属錯体の四重極モーメント効果とガス及び蒸気吸着（芝浦工大院理工）○臼井 大智・桑原 智太郎・

石田 裕己・堀 顕子 

2P72 自己組織型多核ニッケル錯体を用いた二酸化炭素固定化とキラル識別（岡山大院自然）高石 和人・○西村 律輝・
小杉 裕康・山田 侑弥・Nath Bikash Dev・前田 千尋・依馬 正 

2P73 含窒素八員環構造によりラダー架橋されたアントラセン二量体の合成と光物理的物性（1.阪大院工，2.慶應大院理
工）○松田 颯太1・石割 文崇1・酒井 隼人2・羽曾部 卓2・佐伯 昭紀1 

2P74 配位構造の違いを利用した環状異種金属イオン配列の形成（お茶大院理）菅沼 瑛里・○三野村 ひな子・三宅 亮介 

 

2P75 環状アザ[7]ヘリセン二量体の合成（岡山大院自然）前田 千尋・○安友 一聡・高石 和人・依馬 正 

 

 
  



 

 
 


