
 

第 36回シクロデキストリンシンポジウム 開催組織 
 

 

■会長 

有馬英俊 (第一薬科大学薬学部 臨床薬剤学分野) 

 

 

■実行委員長 

袁 德其 (神戸学院大学薬学部 分子薬学部門) 

 

■実行委員 

石田善行 （株式会社シクロケムバイオ） 

上梶友記子 （株式会社シクロケムバイオ） 

大谷 亨 （神戸大学大学院工学研究科 応用化学専攻） 

木田敏之 （大阪大学大学院工学研究科 応用化学専攻） 

寺岡麗子 （姫路獨協大学薬学部 医療薬学科） 

冨永達朗 （神戸学院大学薬学部 分子薬学部門） 

福留 誠 （神戸学院大学薬学部 分子薬学部門） 

古根隆広 （株式会社シクロケムバイオ） 

 (50 音順) 

 

 

■事務局 

第 36回シクロデキストリンシンポジウム事務局 

〒650-8586 兵庫県神戸市中央区港島 1-1-3 

神戸学院大学薬学部分子薬学部門内 

TEL: 078-974-4917  FAX: 078-974-4917 

E-mail: cd36@pharm.kobegakuin.ac.jp 

ホームページ: https://www.pharm.kobegakuin.ac.jp/~cds36 

  



会場へのアクセス 

 

会場： 神戸学院大学ポートアイランドキャンパス D号館 

 〒650-8586 神戸市中央区港島 1-1-3 

 https://www.kobegakuin.ac.jp 

 

■三宮駅から （JR三ノ宮駅、阪急・阪神三宮駅、地下鉄三宮駅） 

会場への移動手段は主に二つあります。 

１．神戸新交通ポートライナー 

下車駅： 「みなとじま」 

みなとじま駅を出て前方の交差点（ファミリーマートの横）で左に曲がって、前方に見

える歩道橋を渡ると神戸学院大学に着きます（下図の青色矢印参照）。 

所要時間のめやす：乗車 9分、歩行 6分 

    



2．路線バス （神姫バス） 

  乗車場所： 三宮（そごう前）、JR三ノ宮駅の向側、歩道橋の脇で乗車 

  路線系統： 【ポーアイキャンパス】と表示されているバスをご利用下さい。 

  降車場所： キャンパス東（下車のみ）または、ポーアイキャンパス 

  走行時間： およそ 12分 

 

      
 

ご利用間違いにご注意下さい。  

【ポートアイランド線＜MOL行、IKEA行＞】も同じ場所から発車となっていますが、ポ

ーアイキャンパスへ行きませんので、ご利用間違いのないようご注意ください。 

ポートアイランド線に乗り間違えた場合、「みなとじま駅前」で下車し、徒歩（約 6分）で

会場へお越し下さい。徒歩ルートは、前頁の地図をご参照下さい。 

 

 

■新幹線「新神戸駅」から 

神戸市営地下鉄で「三宮駅」まで移動した後、「■三宮駅から」の項目をご参照に会場

へお越しください。 

 

■関西国際空港、大阪国際空港から 

空港リムジンバスまたは電車で三宮へ移動し、「■三宮駅から」の項目をご参照に会

場へお越しください。 

 

■神戸空港から 

神戸新交通ポートライナーで「みなとじま」下車し、前頁の地図をご参照に会場へお越

しください。 

  

 



会場案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 

D号館１階 

受付 エントランスホール 

メイン会場 D１01 

ポスター会場 コミュニケーションモール 

企業ブース コミュニケーションモール 

クローク D１02 

懇親会 須磨海浜水族園 （貸切バスで移動） http://sumasui.jp 

  

      N 

S 



第 36回シクロデキストリンシンポジウム 

賛助団体・企業御芳名 

 

本シンポジウムの開催にあたり、下記の団体・企業よりご協賛を頂きました。ここに深く感

謝申し上げます。 

 

アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社 

塩水港精糖株式会社 

株式会社コサナ 

株式会社サイディン 

株式会社シクロケム 

株式会社シクロケムバイオ 

有限会社 新成化学 

千寿製薬株式会社 

大鵬薬品工業株式会社 

ナガセケムテックス株式会社 

日本シクロデキストリン工業会 

日本食品化工株式会社 

丸大食品株式会社 

三井化学株式会社 

湧永製薬株式会社 

50 音順 

 

  



第 36回シクロデキストリンシンポジウム 開催概要 

 

■主催 

シクロデキストリン学会 

 

■共催 

日本応用糖質科学会、日本化学会、日本素材物性学会、日本糖質学会、日本農芸化

学会、日本分析化学会、日本薬学会、日本薬剤学会 

 

■協賛 

高分子学会、日本分光学会 

 

■開催日程 

2019年9月12日（木）  ・ 9月13日（金）  

 

■開催場所 

神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス (兵庫県神戸市中央区港島1-1-3) 

 

■発表形式 

口頭発表およびポスター発表 

 

■優秀発表者賞 

学生による発表で、発表申込時に審査を希望された方が対象 

 

■ポスター賞 

40 歳以下の研究者による発表で、発表申込時に審査を希望された方が対象 

 

■懇親会 

日時：2019年9月12日（木） 18:30～20:30 

場所：須磨海浜水族園（http://sumasui.jp）、Tel: 078-731-7301。 

 

■シクロデキストリン学会へのご案内 

シクロデキストリン学会への入会等、学会行事などに関しては下記ホームページをご

覧ください (http://www.scdj. jp/ )。 

http://sumasui.jp/


参加者へのご案内 

【シンポジウム参加者の方】 

■参加受付 

場所： 神戸学院大学ポートアイランドキャンパス （KPC）  

 D号館１階エントランスホール 

 9 月 12 日（木） 8:30～17:20 

 9 月 13 日（金） 9:00～17:00 

 

■事前参加登録済の方 

参加証 (ネームカード) およびカードケースは受付にてお受け取りの上、着用ください。

シクロデキストリン学会員および事前参加登録をされた方には要旨集を事前に送付し

ています。当日はお忘れなくお持ちください。 

 

■当日参加登録の方 

当日参加の方は「当日参加登録受付」にて、当日参加登録用紙に必要事項を記入し、

下記に示す参加費をお支払いのうえ、参加証等をお受け取りください。 

 

会員区分 参加費 懇親会費 

一般 (会員) 10,000円 9,000円 

一般 (非会員) 12,000円 9,000円 

学生 (会員) 4,000円 6,000円 

学生 (非会員) 6,000円 6,000円 

 

■懇親会参加の方 

9月 12 日 (木) 「須磨海浜水族園」にて開催いたします（http://sumasui.jp）。  

会場への移動は貸切バスをご利用ください。 

集合時間： 17:30         集合場所： D号館南側広場 

 

帰りは、貸切バスが出ませんので各自で公共交通をご利用ください。水族園から JR

「須磨海浜公園」駅までは徒歩５分です。 

  

http://sumasui.jp/


■理事・監事・評議員・顧問の方 

9月 12日 (木) 12時 15分より、B号館 1階 レストラン ジョリポーにて開催されるシ

クロデキストリン学会合同理事会・評議員会にご参加ください。 

 

■学生支援奨学金をご希望の方 

学生支援奨学金の受け取りを希望する方は、学生証をご持参の上、シクロデキストリ

ン学会の受付までお越しください。なお、対象者は、本シンポジウムで発表を行ったシ

クロデキストリン学会の学生会員に限ります。 

 

【会場運営等についてのお願い】 

1) 会場にお入りの際には、参加証がよく見えるように着用してください。 

2) 会場等での盗難について、シンポジウム事務局では責任を負いかねますので、各

自の責任で十分にご注意ください。 

3) 会場内でのお呼び出しは行いません。あらかじめご了承ください。 

4) 講演会場およびポスター会場において、許可なく写真撮影・ビデオ録画・録音等を

行うことはご遠慮ください。 

5) 講演会場およびポスター会場では、携帯電話の電源をお切りになるかマナーモー

ドにしてください。 

6) 会場内はすべて禁煙です。指定の場所 （D 号館構外東南コーナーの喫煙スペー

ス）をご利用ください。 

 

■クローク 

D 号館 1 階 D１０２にクロークを設置いたします。貴重品はお預かりできませんので、

あらかじめご了承ください。また、クロークの受付時間は、次の通りとなっております。

下記時間外の受付は行いませんのでご了承ください。 

9月 12日 (木) ： 8:30 ~ 17:20 

9月 13日 (金) ： 9:00 ~ 17:20 

 

■ドリンクサービス 

企業ブース会場 (D 号館 1 階コミュニケーションモール) にドリンクコーナーを設けま

すので、ご利用ください。在庫がなくなった時点で、終了とさせていただきます。 

 

■昼食 

9月 12日(木)および 9月 13日(金)の昼休憩の際にお弁当を配布いたします。 



発表者へのご案内 

【発表題目、発表者変更について】 

題目の変更は認めません。発表取り消し・発表者の変更が生じた場合は、速やかに

シンポジウム事務局までご連絡ください。 

【口頭発表実施要項】 

1) 発表時間 

発表時間は、以下の通りです。 

・学会賞受賞講演： 40 分 

・学会奨励賞受賞講演： 20 分 

・特別講演： 45 分（質疑含む） 

・招待講演： 30 分（質疑含む） 

・一般講演： 発表 10 分＋質疑 5 分 

 

2) 発表様式 

■当該セッションの開始 1 時間前 (早朝発表の場合は 30 分前) までに、D号館 1 階

エントランスホールにて受付をお済ませください。 

■発表は、すべて PCプレゼンテーション（左右２面映写）となります。 

■会場には、Windowsの PCを用意しています（Windows 7 + PowerPoint 2013）。 

  Macintosh は、パソコン持ち込みのみの対応となります。 

 

[会場設置のパソコンをご利用の方] 

⚫ 発表データをWindowsで読み取り可能なUSB メモリーに保存してご持参ください。

発表データの保存ファイル名は、「演題番号 氏名」 としてください。 

  例) 「O-01 ＣＤ太郎」 

⚫ PowerPoint で設定したアニメーション機能につきましては、バージョンが異なると

動作を保証できません。 

⚫ お持込みになるメディアは、事前にご自身でウイルスチェックを行ってください。 

 

[パソコンをご持参の方] 

⚫ ご持参の PCは HDMIまたは D-sub 15pinのモニター出力端子が必要となります。



この端子が無いパソコンをお持込いただく場合は，別途変換コネクタを必ずご用意

ください。 

  

VGA（D-sub 15pin）      HDMI 

 

⚫ Macintosh 本体持ち込みの場合にはミニ D-sub15 ピン用ディスプレイアダプタを

ご持参ください。 

⚫ スクリーンセーバーならびに省電力設定はあらかじめ解除してください。 

⚫ 電源ケーブルを必ずご持参ください。バッテリー駆動での発表はトラブルの原因に

なります。 

⚫ 不測の事態に備えて、発表データを保存したメディアも併せてご持参ください。 

⚫ iPad などのタブレット型パソコンを使用しての発表はご遠慮ください。 

⚫ プロジェクター側 VGA、HDMIの接続端子が利用できます。VGAまたは HDMI端

子がない PCをご使用の方は、変換用端子を必ずご持参ください。 

 

※他のソフトウェアや持ち込みのパソコンをご使用になりたい場合、また特殊な動画

などをご使用になる際は、事前に事務局までご連絡下さい。お持ち込みいただい

たパソコンの誤作動によるトラブルについては、事務局では責任を負いかねます。

また、バックアップデータを必ずご持参ください。 

シンポジウム事務局 E-mail アドレス：cd36@pharm.kobegakuin.ac.jp 

 

  



【ポスター発表実施要項】 

1) ポスター発表会場および貼付・撤去について 

ポスター会場は、D 号館 1 階コミュニケーションモールです。ポスターの貼付および

撤去は、各自でお願いします。会場内のご自分の講演番号パネルに掲示してくださ

い。ポスターはなるべく多くの方に長時間ご覧いただけるように、可能な限り、以下の

通りに貼付してください。 

ポスター掲示時間 

1日目発表の方： 9月 12日の午前中から同日のポスター発表終了まで。 

2日目発表の方： 9月 13日の午前中から同日のポスター発表終了まで。 

両日とも、ポスターは午前中の休憩時間に貼付して下さい。またポスター発表が終

了しましたら、ポスターを速やかに撤去して下さい。撤去時間を過ぎても掲示してあ

るポスターは事務局にて処分いたしますので、あらかじめご了承ください。 

 

2) ポスター発表区画 

会場にポスター掲示パネルを用意します。ポスター掲示可能面は横 120 cm × 縦 

170 cm (A0, B0 版対応) です。このうち左上には横 20 cm × 縦 20 cmで演題番

号があらかじめ設置されています。演題名・所属・氏名 (演者には○印) については

各自がご用意下さい。また、貼付に使用する画鋲等は事務局で準備しますので、持

込はご遠慮下さい。 

 

3) 示説時間 

9月 12日 13：25〜14：55 （奇数番：13：25～14：25、偶数番：13：55～14:55） 

9月 13日 12：50〜14：20 （奇数番：12：50～13：50、偶数番：13：20～14:20） 

ポスター賞審査該当者の発表は 9月 12日です。発表者はリボンをご着用下さい。リ

ボンは事務局で準備いたします。 

 

【ポスター賞・優秀発表者賞 授賞式】 

ポスター賞および優秀発表者賞の受賞式は、9月12日 (木) 懇親会にて行います。

審査対象の方は、懇親会にご参加くださいますようお願い致します。  



座長ならびに審査員の方へのお願い 

 

【座長の方へのお願い】 

1) ご担当セッションの開始 15分前までに、発表会場の次座長席にご着席ください。 

2) 時間通りの進行にご協力をお願いいたします。 

 

 

【ポスター賞審査員ならびに優秀発表賞審査員へのお願い】 

1） 受付時に、ネームプレート等の資料と一緒に審査用紙をお受け取りください。 

2） ご担当の発表、並びにポスターの審査終了後、審査用紙に必要事項を記入の上、で

きるだけ速やかに受付にご提出ください。 

 

 

 

  



企業展示ブース実施要項 

 

1） 企業展示ブース会場は、D 号館１階コミュニケーションモール東側です。会場の設営

および撤去は、各自でお願いいたします。会場の設営は 9月 12日（木）8:30から行う

ことができます。また、9 月 13 日（金）のシンポジウム終了時までに速やかに会場を

撤去して頂きますようお願い申し上げます。 

2） ボード（縦 170cm×横 120cm）３枚、テーブル（幅 150cm×縦 60cm×高さ 60cm）、

椅子をご用意しておりますが、その他に必要なものがございましたらご持参いただき

ますようお願い致します。 

  



日 程 表 

■ 9月 12日 (木) 

時間 D101 コミュニケーションモール 

8:30～  

ポスター 

貼付・閲覧 

 

P1-01～P1-32 

PJ-01 

受 

付 

企 

業 

展 

示 

9:20～9:25 実行委員長挨拶 

9:25～10:40 

一般講演１ 

座長：山村初雄、北岸宏亮 

O-01～O-05 

  

10:50～12:05 

一般講演 2 

座長：斎藤礼子、田村篤志 

O-06～O-10 

 

昼
休 

 

12:15～13:15 
理事会・評議員合同会議

（B号館１階 ジョリポー） 
  

13:25～14:55  ポスター発表 
  

ポスター撤去 

15:05～15:35 

招待講演１ 

座長：石田善行 

演者：北岸宏亮 

15:35～16:05 シクロデキストリン学会総会 
  

16:15～16:55 

学会賞受賞講演 

座長：池田 宰 

演者：高橋圭子 

16:55～17:15 

学会奨励賞受賞講演 

座長：有馬英俊 

演者：田村篤志 
  

17:30 バスで懇親会会場へ 

18:30～20:30 懇親会（須磨海浜水族園） 

  



■ 9月 13日 (金) 

時間 D101 コミュニケーションモール 

9：00～  

ポスター 

貼付・閲覧 

 

P2-01～P2-28 

 

受 

付 

企 

業 

展 

示 

9:30～10:15 

特別講演１ 

座長：大谷 亨 

演者：Yu Liu 

  

10:25～11:10 

特別講演 2 

座長：木田敏之 

演者：伊藤耕三 

  

11：20～11:50 

招待講演 2 

座長：寺尾啓二 

演者：吉川 豊 

 昼休 

12:50～14:20  ポスター発表 

  

ポスター撤去 

14：30～15：30 

一般講演 3 

座長：寺尾 潤、桑原哲夫 

O-11～O-14  

  

15:40～16:55 

一般講演 4 

座長：山口浩靖、吉清恵介 

O15～O19 

16:55～17:00 閉会の辞 

 


