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P1_001 楠本 咲 北九大院工 環状親水基を持つ両親媒性化合物のミセル形成

P1_002 草川 伊吹 九大院薬 ロジウム触媒とキラルジエン配位子を用いた窒素上無保護ケチミンに対する直接的なアリールボロン酸のエナンチオ選択的付加反応

P1_003 入江 瞳 北九大院工 アジュバント核酸-抗原ペプチドコンジュゲート体による細胞性免疫の誘導

P1_004 松田 美悠 北九大工 がんワクチン開発のための アジュバント核酸-抗原ペプチドコンジュゲート体の作製

P1_005 廣田 優斗 佐賀大院理工 柔軟なジホスフィンを配位子とするハロゲン架橋混合配位子銅一価多核錯体の合成と分光学的性質

P1_006 成瀬 茂 佐賀大院理工 ガス拡散型カセット式「泥の電池」の開発

P1_007 田中 貴之 崇城大院工 ハブ毒を構成する酵素群とアニオン性白金錯体との複合化によるナノファイバー構造体の創成

P1_008 作野 芳洸 九工大院工 金属フタロシアニン系触媒の酸性電解質中での酸素還元特性

P1_009 中尾 紫乃 佐賀大院理工 好熱菌由来マルチ銅酵素の温度依存型構造変化が及ぼす電気化学的触媒酸素還元活性への影響

P1_010 寺西 龍 九州大化 アレキサンドロリドの合成研究

P1_011 下田 悠陽 大分大院工 L−プロリンを出発物質としたピロリジン-イミダゾリウム接合型キラルイオン液体触媒の不斉反応への応用

P1_012 澤村 淳 九州大薬 ラジカルクロスカップリングによる新規αアミノ酸合成法の開発

P1_013 左村 理歩 大分大院工 ステロイド化合物を側鎖に有する両親媒性液晶の構築

P1_014 清水 雅代 近畿大院産業理工 メカノケミカル法によるグラフェンへの酸素還元触媒担持効果

P1_015 田淵 義也 ⾧崎大工 SBA-15担持NiMn触媒を用いた木質バイオマスの水蒸気改質に対する細孔サイズの影響に関する研究

P1_016 壽本 康平 九大総理工  キャリアドープ高分子半導体による横型pn接合素子

P1_017 堤 広之 福岡大薬 水中における4,4-ジメチル-4-シラペンタン-1-スルホン酸ナトリウムと ククルビット[7]ウリルの複合体形成

P1_018 伊原 めぐみ 九大院工 有機多成分結晶を用いた光学酸素センサーの創製

P1_019 重富 敬太 佐賀大理工 短鎖peptaibol trichorovin-XIIのイオンチャネル形成の構造的因子の探索

P1_020 泉 佳奈枝 九大院工 近赤外ー可視フォトン・アップコンバージョンを示す固体材料の開発

P1_021 田中 歩佳 大分大院工 変異導入による抗インフルエンザウイルス抗体の酵素化に関する研究

P2_022 田﨑 博 九大院工・九大稲盛フロンティア研 熱活性化遅延蛍光におけるアクセプターユニットの置換基効果

P2_023 緒方 聡一 北九大工 がん免疫性の向上を目指した外来抗原修飾ヒアルロン酸の作製

P2_024 周 哲旸 ⾧崎大院医歯薬 1,7-ジアリールBODIPYの合成と性質

P2_025 古賀 舜也 佐賀大院理工 1,4-butanediamineから誘導されるN2O4型配位子を含むZn(II)-La(III)異種三核錯体の構造および分光学的性質における光学活性補助架橋配位子の影響

P2_026 PANG BO 九州大学薬学府 C−C Bond Cleavage of Unactivated 2‐Acylimidazoles

P2_027 ⾧谷川 廉 鹿児島大院理工 第四級アンモニウム-NTf2塩を含む様々な構造のシルセスキオキサンの熱特性評価

P2_028 河村 勇祐 北九大院工 両親媒性ボトルブラシポリマーのミセル形成に対する分岐状親水鎖の影響

P2_029 趙 敏言 九大総理工 シアニド架橋MOF正極とビスピラゾレート架橋MOF負極を用いた水系Na/Kイオン電池

P2_030 久我 崇朗 九工大院 Li-Zn-P-O系リチウムイオン導電体の設計

P2_031 熊野 翔 大分大院工 不斉Michael付加反応におけるチアゾリウム接合プロリン型イオン液体触媒の基質特異性

P2_032 沈 小烽 九州大学 BODIPY増感剤-TiO2光触媒を用いた近赤外光応答型光触媒による水素製造

P2_033 倉橋 稜 大分大院工 新規液晶ポリウレタンの合成と極性分子の添加

P2_034 森永 竜樹 熊大院自然 ジアリールエテンを配位子として有するペロブスカイト型量子ドット複合体の発光スイッチング

P2_035 大田原 有香 ⾧崎大院工 A環およびF環を改変したラメラリンN誘導体の合成研究

P2_036 福重 佑樹 九大総理工 バルクヘテロ接合型有機太陽電池へのpnキャリアドーピング

P2_037 田中 優大 福岡大院理 pHおよび還元応答性をもつシクロファン二量体の合成とゲスト捕捉挙動

P2_038 丸山 朋輝 九大院工 浸透圧ショックによる多重膜ポリイオンコンプレックスベシクルの形成

P2_039 山内 朗生 九州大工 光励起三重項状態におけるポルフィリン誘導体の電子スピン偏極特性評価

P2_040 加藤 拓海 九大シス生 疎水ポケットの架橋によりヒト血清アルブミンへの親和性を増強したペプチドリガンドの開発

P2_041 古庄 芳行 北九大院 酸化イリジウム被覆チタン繊維電極の調製におけるPEG添加効果

P3_042 免田 大樹 九大院工・九大稲盛フロンティア研 直接的アリール化重縮合を利用したエステル側鎖を有するポリチオフェン類の合成

P3_043 大園 紘貴 鹿大院理工 FMO法を用いたタンパク質間相互作用解析法の開発と免疫チェックポイント阻害剤への応用

P3_044 辻 玲佳 北九大院工 抗原修飾ヒアルロン酸によるがん細胞特異的な送達システムの開発

P3_045 古賀 佳朗 佐賀大院理工 Methylenedianiline関連化合物から誘導されるN2O4配位子を含む螺旋型複核亜鉛(II)錯体の分光学的性質

P3_046 Doan Thi Ngoc Anh The University of Kitakyushu Enhancement of Binding Constant for Vanillin by Cyclodextrin Hyperbranched Polymers: DOSY - NMR Study

P3_047 大城 章瑚 鹿児島大院理工 シロキサンポリマーへのカテコール成分の導入および金属に対する接着特性評価

P3_048 森山直斗 北九大院工 サーファクチンが形成するプラトニックミセルの会合数変化の追跡

P3_049 石川 雄也 佐賀大理工 CuSeナノ触媒によるCO₂電気化学的触媒還元反応

P3_050 市来 尭記 九大院工 テトラカルボニル化合物を前駆体とするポルフィセン合成法の開拓

P3_051 大賀 隆寛 大分大院工 5-アミノチアゾールを有する蛍光イオン液体の合成および光特性

P3_052 中川 翔吾 大分大院工 非晶性側鎖型高分子の高秩序化に関する研究

P3_053 白井 暢明 九大総理工 新規ペロブスカイト型塩化物イオン伝導体を用いた全固体塩化物イオン電池

P3_054 JUNG JOOHO ⾧崎大院工 チタン酸ナノシートからなる透明抗菌膜の作製と抗菌持続性の評価

P3_055 浦越 諒 九大院理 安息香酸類とベンジルアルコールとのカップリングによる、ジアリールメタン合成

P3_056 松迫駿介 近畿大産業理工 クロム(III)添加バナジン酸塩ガラスの構造解析 およびリチウムイオン電池正極活物質としての応用

P3_057 的場 史憲 九大院工 ホスト-ゲスト相互作用を用いた電気化学ペルチェ冷却システムの開発

P3_058 近藤 純平 九大院工 重金属フリーな近赤外−可視フォトン・アップコンバージョン系の開発

P3_059 古本 琢真 ⾧崎大院工 SBA15担持高分散TiO2光触媒の調製と水処理への応用

P3_060 林 啓太 九大院工 アジド化合物を用いた化学修飾単層カーボンナノチューブが示す近赤外発光特性

P3_061 清水 真凜 九州大学理学府 エラスチン様ペプチド(FPGVG)5のフェニルアラニン残基のチロシン置換が自己集合能と構造変化に及ぼす影響

P3_062 上野 創 北九州高専 ビニルピロールの結晶構造解析と発光挙動



11/29 (Sun)

P4_063 大橋 奈央 九大院理 天然物抽出物を基質としたUgi反応の開発

P4_064 山本 芙優 北九大工 がん免疫療法の発展に向けたヒアルロン酸-二重鎖RNAコンジュゲート体の作製

P4_065 澤田 剛 鹿児島大・研究支援セ 光応答性ピラジノジヒドロピレン類の合成と円偏光評価

P4_066 松本 玲奈 佐賀大院理工 剛直なジホスフィンを含む混合配位子銅一価錯体の合成と分光学的性質

P4_067 玉井 志歩 佐賀大理工 金電極上に吸着した起源の異なるマルチ銅酵素の電極反応

P4_068 鴫山 亮 崇城院大工 液液界面法を用いた金ナノ構造における巨大ラビ分裂と色素分子のラマン散乱

P4_069 笠井 将貴 大分大院工 プロリン型キラルイオン液体を触媒とした不斉Michael付加反応におけるエナンチオ選択性に対するピロリジン環の置換基効果

P4_070 梶谷 朋未 崇城大院工 N-PEG化ピリジニウム置換フレロピロリジンの合成と水溶性

P4_071 島田 祐輔 崇城大院工 4,5-ジビフェニル置換イミダゾールを基本骨格とする深青色有機EL材料の開発

P4_072 峯 亮一 近畿大院産業理工 LaドープBaSnO₃のエタノール検知特性

P4_073 角 真由 ⾧崎大院工 アザラメラリンNの合成法の開発

P4_074 和田 匡司 九州工業大学 複合金属炭化物の二元機能酸素電極触媒特性

P4_075 光武 絢香 大分大理工 高分子対イオンを有するイオン液晶の相転移に対する疎水基の影響

P4_076 上田 暖 鹿大院理工 キラル基含有ポリシロキサンによる色素分子の可溶化およびキラリティー誘起

P4_077 永井 匠 九大総理工 キャリアドープ型高分子pn接合ダイオードの劣化機構

P4_078 冨田 天翔 福岡大院理 親水性スペーサーで連結したシクロファン２量体の合成と超分子会合挙動

P4_079 古澤 利庫 大分大院工 双性イオン高分子ブラシ／アルブミン複合薄膜の創成

P4_080 平良 陽 ⾧崎大工 バリア放電プラズマとMn触媒を用いた低濃度VOC除去

P4_081 田中 健太郎 九大院工 有機金属構造体を用いたシングレットフィッション材料の創出

P4_082 原田 朋幸 熊本大院先端科学 Tb(Ⅲ)ドープヘリカルナノシリカ蛍光体のキラル光学特性の制御

P5_083 奥野 研 ⾧崎大院水環 トリエチルアンモニウムヨージドを二官能性触媒として利用する2-オキサゾリジノン類の合成

P5_084 ⾧尾 亮甫 北九大院工 環状ペプチドとリン脂質が形成する脂質ナノディスク

P5_085 Duc Thu Tran 北九大院工 Investigation of CT26.wt cells’ gene expression by a-Mangostin treatment to improve colorectal carcinoma treatment

P5_086 春田 龍樹 近畿大院産業理工 La-Fe系ペロブスカイト型酸化物の二酸化炭素還元活性

P5_087 相田 勝郁 鹿児島大学院理工 異なる高分子鎖からなるラダー状ポリマーの創製

P5_088 谷村 祐哉 崇城大工 アスパラギン酸とロイシンからなる両親媒性ジブロックコポリペプチドとシアノ架橋混合原子価[Fe-Co]錯体の自己組織化によるナノ構造の創成

P5_089 三苫 研人 九大理 相対配置の決定を目的としたブレビスルセナール-FのVWX環部の合成研究

P5_090 坂井 李帆 熊本大工 高ねじり力を有する新規キラル分子の開発

P5_091 松野 獎 九大院統合新領域 Liイオン電池用チタンニオブ酸化物の負極特性の組成依存性

P5_092 谷戸 謙太 九州大シス生 トリプトファン選択的修飾により作製した抗体コンジュゲートのがん細胞傷害性

P5_093 柴田 康平 大分大工 側鎖型高分子液晶における末端アルキル鎖の液晶挙動への影響

P5_094 納富 亮大朗 九大院薬 CG塩基対とアンチパラレル型三本鎖DNAを形成するC-ヌクレオシドアナログの開発

P5_095 藤田 波輝 九工大生命体工学 CO2電解還元反応においてギ酸生成選択性を示す陽極酸化Sn電極とその物性

P5_096 濵地 智之 九大院工 光励起三重項を利用した動的核偏極による生体分子の高偏極化

P5_097 中前 昂祐 熊本大院先端科学 単分散球状ブラックポリマー粒子によるフォトニック結晶の構造色制御

P5_098 石井 大貴 九大院工 表面電荷を基にした半導体性単層カーボンナノチューブ抽出のメカニズムの考察

P5_099 石丸 瑞起 北九大院 パラジウム助触媒を担持した酸化ガリウム光触媒によるメタンのカップリング反応

P5_100 今村 涼太 近畿大院 液中プラズマ法により合成したカーボン材料の空気極触媒能としての酸素還元・酸素発生性能の評価

P5_101 大村 飛鳥 大分大院工 抗体鎖に酵素機能を付与する新手法 ～その一般化に向けて～

P5_102 山本 築 北九州高専 ピロリルベンズイミダゾール配位子及び金属錯体の合成と評価


