
文部科学省科学研究費助成事業 

「学術変革領域 A：デジタル化による高度精密有機合成の新展開」 

第３回成果報告会 

 

⚫ 会期： 令和 5年 1月 27日(金)13:00〜16:50 

令和 5年 1月 28日(土) 9:30〜14:40 

 

⚫ 会場：大阪大学 豊中キャンパス 基礎工学部国際棟 シグマホール 

（https://chega.osaka-u.ac.jp/uploads/2018/10/toyonaka_sigma.pdf 参照 ） 

 

⚫ 参加費:無料  

 

⚫ 概要：口頭発表およびポスター発表による成果報告（プログラムは確定次第配布予定） 

・口頭発表（会場：大阪大学 豊中キャンパス 基礎工学部国際棟 シグマホール） 

計画班および公募班の班員から 12件（各 15～20分） 

内容：当該年度の研究成果および今後の計画 

・ポスター発表（会場：大阪大学 豊中キャンパス 基礎工学部国際棟 シグマホール） 

計画班および公募班の班員全員 

備え付けのパネルに各自で用意したポスターを貼り付けてください。 

ポスター発表時間を中心に掲示時間内に質疑応答を行います。 

ポスターは 1月 28日(土)9:30を目途に各自で掲示をお願いします。 

（2日目の昼食時に，撤去をお願いします。） 

内容：当該年度の研究成果および今後の計画  

・第１日目は、第 97 回フロー・マイクロ合成研究会と合同開催 

・情報交換会（会費 5,000円） 

 

⚫ 班会議  

日時：令和 5年 1月 28日(土) 14:40〜15:40(予定:時間は前後する可能性があります)  

場所：大阪大学 豊中キャンパス 基礎工学部国際棟内 

  

https://chega.osaka-u.ac.jp/uploads/2018/10/toyonaka_sigma.pdf


スケジュール                                                 

 

1月27日（金） 

第97回フロー・マイクロ合成研究会 

13:00-13:05 あいさつ 深瀬 浩一（代表幹事・大阪大学大学院理学研究科） 

13:05-13:50 講演１ 三浦 佳子（九州大学大学院工学研究院） 

13:55-14:40 講演２ 浅野 由花子（日立製作所） 

14:45-15:30 講演３ 矢島 知子（お茶の水女子大基幹研究院） 

15:30-15:50 ディスカッション＆コーヒーブレイク 

 

第3回デジタル有機合成成果報告会 

15:50-16:00 あいさつ 大嶋 孝志（領域代表・九州大学大学院薬学研究院） 

16:00-16:20 (A03) 矢田 陽（産業技術総合研究所 触媒化学融合研究センター） 

16:20-16:35 (A01) 長友 優典（東京大学大学院薬学系研究科） 

16:35-16:50 (A01) 増田 侑亮（北海道大学大学院理学研究院） 

17:30-19:30 情報交換会 

 

1月28日（土） 

09:30-09:50 (A01) 笹野 裕介（東北大学大学院薬学研究科） 

09:50-10:05 (A01) 吉野 達彦（北海道大学大学院薬学研究院） 



10:05-10:20 (A01) 岩崎 孝紀（東京大学大学院工学系研究科） 

10:20-10:35 (A02) 間瀬 暢之（静岡大学グリーン科学技術研究所） 

10:35-11:35 ポスター発表 

11:35-11:50 (A01) 原田 慎吾（千葉大学大学院薬学研究院） 

11:50-12:05 (A01) イリエシュ ラウレアン（理化学研究所環境資源科学研究センター） 

12:05-13:00 昼休み 

13:00-13:15 (A01) 國信 洋一郎（九州大学先導物質化学研究所） 

13:15-13:30 (A01) 塩見 慎也（千葉大学大学院薬学研究院）  

13:30-13:45 (A01) 大洞 光司（大阪大学大学院工学研究科） 

13:45-14:05 ディスカッション＆コーヒーブレイク 

14:05-14:20 連絡 

14:20-14:35 評価 

14:35-14:40 閉会のあいさつ 

14:40-15:40 班会議 

 

 

 

 



発表番号 

A01 

A01-1 大嶋 孝志 A01-2 小池 隆司 A01-3 笹野 裕介 A01-4 高須 清誠 

A01-5 安田 誠 A01-6 山口 潤一郎 A01-7 吉野 達彦 A01-8 久保田 浩司 

A01-9 清水 洋平 A01-10 美多 剛 A01-11 増田 侑亮 A01-12 原田 慎吾 

A01-13 塩見 慎也 A01-14 岩崎 孝紀 A01-15 長友 優典 A01-16 齋藤 由樹 

A01-17 永島 佑貴 A01-18 鷹谷 絢 A01-19 隅田 有人 A01-20 納戸 直木 

A01-21 清川 謙介 A01-22 星本 陽一 A01-23 大洞 光司 A01-24 劔 隼人 

A01-25 三浦 智也 A01-26 國信 洋一郎 A01-27 深谷 圭介 A01-28 池田 浩 

A01-29 野田 秀俊 A01-30 ｲﾘｴｼｭ ﾗｳﾚｱﾝ     

 

A02 

A02-1 菅 誠治 A02-2 跡部 真人 A02-3 外輪 健一郎 A02-4 滝澤 忍 

A02-5 矢島 知子 A02-6 椴山 儀恵 A02-7 土井 隆行 A02-8 間瀬 暢之 

A02-9 増井 悠 A02-10 三浦 佳子 A01-11 山田 陽一   

 

A03 

A03-1 宮尾 知幸 A03-2 小島 諒介 A03-3 武田 和宏 A03-4 松原 誠二郎 

A03-5 矢田 陽 A03-6 佐古 真 A03-7 藤波 美起登   

 

 

 


