
令和元年度 分析イノベーション交流会 プログラム最終版 

会場:オルガノ株式会社本社 2 階会議室 （〒136-8631 東京都江東区新砂 1-2-8） 
※ 氏名は敬称略，所属は略称表記とさせていただいております。ご了承ください。 

 
1 月 23 日（木） 
 

9:55-10:00 オープニング 実行委員⾧ 豊田 太郎 
 

10:00-10:30 セミナー１     座⾧:豊田太郎（東大院総合） 
「新しい分析試薬の開発と大学ブランディング事業」 
早下 隆士 (上智大, 日本分析化学会関東支部⾧) 
 

10:30-11:30 セミナー２      座⾧:菅沼こと（帝人） 
「疾患リスクスクリーニングの事業化を牽引した分析化学とオープンイノベーション」 
宮野 博 (味の素) 
 

11:40-13:00 ランチョン発表    司会:沖（東芝）・竹峰 秀祐（埼玉県環科セ） 
技術展覧広場の発表者 

 
13:10-15:10 技術展覧広場  （※特別公開のため、技術展覧広場のみの見学者は無料です） 
 アクア・ラボ   島田 勝久; 朝日ラバー  深谷 康弘; 

アジレント・テクノロジー 遠藤 政彦; アナログ・デバイセズ 柿沼 淳; 
ウシオ電機   村上 知美; オルガノ  高橋 あかね; 
共立理化学   三田 信朗; 原子力機構  岡村 浩之; 
サーパス工業   中島 洋; ザルスタット  中村 秀正; 
産総研    加藤 大; 首都大東京  中嶋 秀; 
島津製作所   藤 里砂; 東京薬科大  小谷 明; 
都産技研   林 英男; 日産アーク  野呂 純二; 
日立ハイテク   坂元 秀之; マイクロエミッション 山本 保; 
メトローム   小林 泰之; メビウス  辺見 彰秀; 
メルク    石井 直恵; ラボテック東日本 松永 博之; 
リガク    今野 翔太 

 
15:20-17:00  
A 会場:口頭発表        座⾧:石田未来（ＴＤＫ） 
 埼玉国際環境セ  竹峰 秀祐; 島津製作所  藤 里砂; 
 新潟大院  渡辺 日香里; 姫路獨協大  宮本 和英; 

立教大   宮部 寛志 
 

B 会場:主題討論（実行委員会推薦）「マイクロプラスチック」  座⾧:森内章博（花王） 
 神奈川環境科学セ 三島 聡子; アジレント・テクノロジー 親泊 安基; 
 埼玉大   三小田 憲史; 千葉工業大   亀田 豊 
 
17:15 頃 
 懇親会 （会場:オルガノ株式会社本社 1 階食堂） 

  



 
1 月 24 日（金） 
 
10:10-11:30 
A 会場:主題討論（実行委員会推薦）「リチウムイオン電池」  座⾧:田中佑馬（富士フィルム） 

日産アーク  跡部 啓吾; 東レリサーチセンター 森脇 博文; 
旭化成   橋本 康博 
 

B 会場:口頭発表       座⾧:東海林敦（東薬大） 
ＮＴＴ物性研  大嶋 梓; 分析センター  高橋 研吾; 
原子力機構  岡村 浩之; 高知大   小崎 大輔  

 
11:50-13:00 ランチョン発表        司会:島田勝久（アクア・ラボ）・石井直恵（メルク） 

技術相談会の発表者 
 

13:00-15:00 技術相談会（ポスター） 
 アジレント・テクノロジー 吉田 由紀; 味の素   高橋 一敏; 
 味の素    山口浩輝; 愛知工業大  三木 雄太; 

いであ    森 大樹; ウシオ電機  村上 知美; 
慶應義塾大   繁森 弘基; 慶應義塾大  前島 健人; 
原子力機構   山本 昌彦; 産総研   森田 雅宗; 
シスメックス   角中 ちひろ;島津製作所  服部 考成; 
島津製作所   藤 里砂; 島津製作所  家氏 淳; 
東芝    盛本 さやか;東レリサーチセンター 一ノ瀬 尊之; 
東大院総合   杉山 博紀; 東大生産研  張 舟杰; 
東京薬科大   森岡 和大; バイオリサーチ  西尾 将人; 
日立ハイテク   高木 正徳; 日立ハイテク  関 雄太; 
堀場アドバンスドテクノ  中田 靖; メトローム  小林 泰之; 
ヴェオリア   黒木 祥文  

 
15:10-15:25 話題提供１（「分析化学」誌推薦） 
A 会場:      座⾧:高橋一敏（味の素）・菅沼こと（帝人） 

日立ハイテク  山本 和子 
B 会場:      座⾧:大嶋梓（ＮＴＴ物性研）・村上知美（ウシオ電機） 

メトローム  山本 喬久 
 
15:30-15:45 話題提供２（茨城地区推薦） 
A 会場:      座⾧:高橋一敏（味の素）・菅沼こと（帝人） 

化研   川上 智彦 
B 会場:      座⾧:大嶋梓（ＮＴＴ物性研）・村上知美（ウシオ電機） 

原子力機構  ⾧縄 弘親 
 
15:50-16:50 セミナー３     座⾧:東海林敦（東薬大） 
 「“特許”と“論文”  ～ 技術者の成果表現，はじめの一歩 ～」 

井上 嘉則 (愛知工業大) 
 

16:50-16:55 クロージング 副実行委員⾧ 東海林 敦 


