
11月2日（木）　　A会場（デジタル多目的ホール）

9:30～ 優秀発表賞応募講演　（座長：　田中秀数）

　 2Aa1 発光検出ESRから探る有機LED動作下の電子-正孔ペア
〇畑中秀人, 鐘本勝一

阪市大院理

2Aa2 強磁場・テラヘルツ領域におけるヘミンの精密ESR分光

〇岡本翔1, 大道英二1, 大久保晋2, 江間文俊1, 小堀康博2, 太田仁2

1 神戸大院理, 2 神戸大分子フォトセ

2Aa3 ストップトフローESR法によるフラボノイド誘導体とO2
-・の酸化反応系におけるセミキノンラジカルの

生成・消失機構の解析
〇桑原慶子, 三宅祐輔, 金折賢二, 田嶋邦彦

京工繊大院

2Aa4 π共役を伸ばしたアントラセン-ラジカル連結系の励起状態ダイナミクス (II)
〇加藤賢, 清水章皓, 手木芳男

阪市大院理

休憩　（20分）

11:10～ 優秀発表賞応募講演　（座長：　佐藤和信）

2Aa5 磁気インピーダンス分光によるP3HT:PCBM系有機薄膜太陽電池におけるキャリア動力学の研究

〇工藤尚輝1, 東海林良太1, 脇川祐介2,3, 三浦智明1, 生駒忠昭1,4

1 新潟大学大学院自然科学研究科, 2 静岡理工科大学先端機器分析センター, 3 静岡理工科大学総合研

究所, 4 新潟大学共用設備基盤センター

一般講演　（座長：　佐藤和信）

2Aa6 純有機ジラジカル液晶が示す温度に非依存な磁性

〇武元佑紗1, エレーナ・ザイツェヴァ1,2, 吉岡直樹3, 高西陽一4, 舟橋正浩5, 鈴木克明1, 内田幸明6, 下野智

史1, 加藤立久1, ドミトリー・G・マズーキン2, 田村類1

1 京大院人間環境, 2 ロシア科学アカデミー, 3 慶応大理工, 4 京大院理, 5 香川大工, 6 阪大院基礎工,
7 JSTさきがけ

2Aa7 フラストレーションの強いS =1/2スピンダイマー磁性体Ba2CoSi2O6Cl2における強磁場高周波ESR

〇栗田伸之1, 赤木暢2, 奥谷顕2, 萩原政幸2, 田中秀数1

1 東工大理学院, 2 阪大先端強磁場

昼休み　（12:10～13:30）

13:30～ 一般講演　（座長：　田中久暁）

2Ap1 直行ダイマー系の量子相転移におけるESR禁制遷移

〇坂井徹1,2, 中野博生1, 野尻浩之3

1 兵庫県立大物質理, 2 量研SPring-8, 3 東北大金研

2Ap2 スピンギャップ系KCuCl3の振動電場によるESR

〇木村尚次郎1, 松本正茂2, 赤木暢3, 萩原政幸3, 金道浩一4, 田中秀数5

1 東北大金研, 2 静岡大理, 3 阪大先端強磁場, 4 東大物性研, 5 東工大理

2Ap3 発光電気化学セルの電荷状態のESR分光研究

〇勝俣潤哉1, 大澤文也1, 佐藤豪1, 三輪一元2, 小野新平2, 丸本一弘1,3

1 筑波大数物, 2 電中研, 3 筑波大学学際セ

2Ap4 光誘起ESR分光を用いた高分子太陽電池における電荷蓄積状態の解明

〇浅井遥香1, 薛冬1, 神谷晨平1, 桑原純平1,2, 神原貴樹1,2, 丸本一弘1,2

1 筑波大数物, 2 筑波大学学際セ
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11月2日（木）　　B会場（コラボレーションルーム）

13:30～ 一般講演（座長：　三浦智明）

2Bp1 有機一次元細孔物質TPP中のINおよびNNラジカルの分子運動

〇小林広和1, 森貴紀2, 森永裕佳2, 秋庭健人2, 岩堀史靖2

1 昭和大学富士吉田教育部,　 2 日本大学文理学部

2Bp2 流通型スピントラッピングESR法による光重合初期段階反応への酸素の影響に関する研究

〇三宅祐輔1, 金折賢二1, 田嶋邦彦1, 川竹郁佳2, 平野敬祐2

1 京都工繊大, 2 日東電工

2Bp3 高速流通型ESR法によるポリビニルアルコール（PVA）誘導体の炭素中心ラジカルの生成機構, 電
子状態およびグラフト重合反応性

〇田嶋邦彦1, 松井一直1, 西原優子1,2, 三宅祐輔1, 金折賢二1

1 京工繊大院, 2 日本合成化学

2Bp4 有機溶媒系FI-ESR法によるアルコキシルラジカルと脂溶性物質の反応機構解析

〇中島暉1, 山口智子2, 櫻井康博2, 三宅祐輔2, 金折賢二2, 田嶋邦彦2

1 宮崎大フロンティア, 2 京都工芸繊維大学

11月3日（金）　　A会場（デジタル多目的ホール）

9:30～ 一般講演　（座長：　長嶋宏樹）

3Aa1 オキシムエステル化合物の光分解反応と励起三重項状態

〇高橋広奈1,2, Christopher W. M. Kay3, 河合明雄2,4

1 岡山理大理, 2 東工大院理工, 3 University College London, 4 神奈川大理

3Aa2 Time resolved microscopy of spin-sensitive radical pair reactions
Lewis M. Antill, Noboru Ikeya, ○Jonathan R. Woodward

Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo

3Aa3 光誘起電子移動およびシングレットフィッションにおけるスピン選択則
〇矢後友暁, 若狭雅信

埼玉大学大学院　理工学研究科

3Aa4 白金錯体-ドナー-アクセプター連結系における巨大磁場効果

〇三浦智明1, 宮路希生1, 岡田惠次2, 生駒忠昭1,3

1 新潟大理, 2 大阪市大院理, 3 新潟大共用基盤セ

休憩　（20分）

11:10～ 一般講演　（座長：　岡崎祥子）

3Aa5 ラジカル消去能を指標とした被ばく線量推定

〇孫略1,2, 稲葉洋平3, 佐藤圭創4, 平山暁5, 坪井康次1, 千田浩一3, 盛武敬2

1 筑波大学医学医療系, 2 産業医科大学産業生態科学研究所放射線健康医学, 3 東北大学災害科学国際

研究所, 4 九州保健福祉大学薬学部薬学科, 5 筑波技術大学保健科学部

3Aa6 臨床用DNP-MRIの開発とフリーラジカルの可視化

〇内海英雄1,2, 増水章季1,2, 小林竜馬2, 3, 梶原秀則4, 飯倉淳4, 兵藤文紀2,5, 田平知子2,6

1 静岡県立大学薬学部, 2 九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点, 3 大阪大学免疫学フロンティア

研究センター, 4 富士電機株式会社, 5 岐阜大学医学系研究科, 6 金城学院大学薬学部

3Aa7 窒素同位体標識ニトロキシルラジカルによる腫瘍モデルマウスの酸素分圧イメージング

〇久保田晴江1, 安井博宣2, 松元慎吾1, 稲波修3,  Igor KIRILYUK4, Valery V. KHRAMTSOV5, 平田拓1

1 北海道大学大学院情報科学研究科, 2 北海道大学アイソトープ総合センター, 3 北海道大学大学院獣医

学研究科, 4 Nvosibirsk Institute of Organic Chemistry , 5 West Virginia University School of Medicine

昼休み　（12:10～13:30）

13:30～ 招待講演　（座長：　中村敏和）

3Ap1 電子スピン磁気共鳴による トポロジカル高スピン有機化学と分子スピン量ビットテクノロジーの
確立

工位武治

大阪市立学研究推進本部URAセンター



14:10～ 会員集会　（60分）

休憩　（20分）

15:30～ 学会賞受賞講演1

3Ap2 フラーレン内に共存する複数スピン系の研究
加藤立久

京都大学国際高等教育院

16:10～ 学会賞受賞講演2

3Ap3 電子スピン共鳴法によるレドックス・活性酸素の生体計測とラジカル反応解析に関する研究
竹下啓蔵

崇城大学薬学部

16:50～ 奨励賞受賞講演1

3Ap4 生体用デジタルCW-EPR イメージング装置の開発
赤羽英夫

大阪大学大学院基礎工学研究科

17:10～ 奨励賞受賞講演2

3Ap5 予防医学を視野にいれた電子スピン共鳴法による基盤研究
多田美香

東北工業大学共通教育センター

11月3日（金）　　B会場（コラボレーションルーム）

9:30～ 一般講演　（座長：　鐘本勝一）

3Ba1 CH3NH3PbI3単結晶における過渡光生成キャリアのマイクロ波応答と相転移

村岡良馬, 田中恵崇, 〇秋元郁子

和歌山大学システム工学部

3Ba2 ドナ-・アクセプタ型高分子を用いた有機トランジスタにおけるキャリアダイナミクス

〇田中久暁1, 若松綾人1 , 竹延大志1, 下位幸弘2, 黒田新一1,3

1 名大院工, 2 産総研 CD-FMat, 3 豊田理研

3Ba3 p型半導体高分子PNTz4Tを用いた逆構造型有機薄膜太陽電池の光誘起ESR分光

〇神谷晨平1, 渡邊孝弘1, 斎藤慎彦2, 尾坂格2, 丸本一弘1,3

1 筑波大数物, 2 広島大院工, 3 筑波大学学際セ

3Ba4 MoS2薄膜電界効果トランジスタのESR研究

〇常友菜穂1, 井口翔平1, ウォン ユサン1, ホ シネ2,3, ジョン イェスル2, 若山裕2,3, 丸本一弘1,4

休憩　（20分）

11:10～ 一般講演　（座長：　矢後友暁）

3Ba5 チャープパルスを用いた分子スピンの断熱的スピン操作

〇平生怜1, 山本悟1, 佐藤和信1, 中澤重顕1, 豊田和男1, 塩見大輔1, Konstantin Ivanov2, 工位武治1

1 阪市大院理, 2 国際トモグラフィーセンター

3Ba6 量子コンピュータによる開殻分子の量子化学計算に向けて：新たな配置状態関数生成法
〇杉崎研司, 山本悟, 中澤重顕, 豊田和男, 佐藤和信, 塩見大輔, 工位武治

阪市大院理

3Ba7 meso-meso位で連結した鉄(III)ポルフィリン二量体の磁気的性質およびESRシミュレーション

〇井手雄紀1, 梅谷将隆2, 細田悠1, 田中隆行2, 大須賀篤弘2, 池上崇久1

1 島根大院総合理工, 2 京都大院理



11月4日（土）　　A会場（デジタル多目的ホール）

9:15～ ミニシンポジウム　（座長：　古川貢）

「超分子化学の先端物質科学」

4Aa1 積層超分子ラジカルの磁気的相互作用をESRで測る
〇加藤立久

京都大学国際高等教育院

4Aa2 特異な金属内包フラーレン及びその誘導体の電子状態

〇山田道夫1, 赤阪健1,2, 3

1 東京学芸大, 2 筑波大, 3 国際科学振興財団

4Aa3 タンパク質を丸ごと閉じ込める巨大カプセル分子の化学
〇佐藤宗太

東大院理・JST, ERATO

休憩　（20分）

11:10～ ミニシンポジウム　（座長：　古川貢）

4Aa4 金属錯体の配列制御
〇田代健太郎

物質・材料研究機構

4Aa5 炭素ケージに内包された金属ダイマーの物理化学
〇兒玉健

首都大学東京

昼休み　（12:10～13:30）

13:30～ 一般講演　（座長：　高橋広奈）

4Ap1 ルブレンおよびテトラセンのシングレットフィッションに対する磁場効果
〇吉田朋美, 矢後友暁, 若狭雅信

埼大院理工

4Ap2 メタルフリーOELD発光体の時間分解ESRおよび理論計算による研究

〇松岡秀人1, Marius Retegan2, Lisa Schmitt3, Wolfram Ratzke4, John M. Lupton4, Sigurd Hoeger3, Frank

Neese2, Olav Schiemann3

1 阪市大院理, 2 マックスプランク, 3 ボン大, 4 レーゲンスブルク大

4Ap3 タンパク質表面に生成するラジカル対の磁場スイッチング測定

岩田菜々1, 茂木俊樹2, 〇前田公憲2

1 埼玉大理, 2 埼玉大院理工

4Ap4 ペンタセン・テトラセン誘導体における一重項分裂により生成した五重項状態の観測

〇長嶋宏樹1, 松岡秀平2, 稲谷隆太郎3, 秋本誠志1,4, 松井康哲2, 立川貴士1,4, 羽曽部卓3, 池田浩2, 小堀康

博1,4

1 神戸大分子フォト, 2 大阪府大工, 3 慶應義塾大院・理, 4 神戸大院理

休憩　（20分）

15:10～ 一般講演　（座長：　坂井徹）

4Ap5 多重極限THz ESRの開発とその展望

〇太田仁1,2, 大久保晋1, 大道英二2, 櫻井敬博3, 高橋英幸4

1 神戸大分子フォトセ, 2 神戸大院理, 3 神戸大研基セ, 4 神戸大自然

4Ap6 軟X線XMCD検出法による高周波ESRの開発

松澤智1, 小谷佳範2, 中村哲也2, 〇野尻浩之1

 

4Ap7 パイロクロア酸化物Cd2Os2O7の高周波ESR

〇木俣基1, 廣瀬陽代2, 廣井善二3, 野尻浩之1

1 東北大金研, 2 物材機構, 3 東大物性研

4Ap8 圧力下ヘミンのThz領域における多周波数強磁場ESR

〇齋藤佑1, 岡本翔2, 大木瑛登2, 櫻井敬博1, 原茂夫1, 大道英二2, 大久保晋2,3, 太田仁1,2,3

1 神戸大学研究基盤センター, 2 神戸大学大学院理学研究科,　 3 神戸大学分子フォトサイエンス研究セン
ター



11月4日（土）　　B会場（コラボレーションルーム）

10:10～ 一般講演　（座長：　三宅祐輔）

4Ba1 流通型ESR法によるヘリウム大気圧プラズマ照射で生成する水由来ラジカル種の検出と定量

〇櫻井康博1,2, 山本直子2, 薮田勇気2, 佐藤仁紀2, 亀井彩美2, 亀井龍一郎2, 田嶋邦彦1

1 京都工芸繊維大学, 2 誠南工業株式会社

4Ba2 Quadrature Deteｃtion 法 共振器型ESR装置による計測と解析

〇小林正1, 小野澤晃1, 上田徹2

1 大分大理工学部, 2 大分大福祉健康科学部

休憩　（20分）

11:10～ 一般講演　（座長：　浅田瑞枝）

4Ba3 双極子ESRを用いた距離測定で解明する心筋タンパク質トロポニン-I とTのリン酸化による収縮調
節の構造基盤

〇荒田敏昭1,2, 坂井晃一1, 山下宏明1, Zhao Chenchao1, 宗宮孝安1, 高井信二1, 三木正雄3, 植木正二4

1 大阪市大院理生物（現所属）, 2 阪大院理, 3 福井大, 4 徳島文理大

4Ba4 放射線照射されたがん細胞のセミキノンラジカルならびにFe-Sクラスター由来するESRシグナルの
挙動

〇稲波修1, 山本久美子1, 山盛徹1, 平岡和佳子2

1 北海道大学大学院獣医学研究院放射線学教室, 2 明治大学理工学部物理学科生物物理学第2研究室

4Ba5 ENDOR法によるタンパク質‐基質複合体精密構造解析～酵素によるトンネリング機構解明へ～
〇堀谷正樹

佐賀大学農学部生命機能科学科

昼休み　（12:10～13:30）

13:30～ 一般講演　（座長：　木俣基）

4Bp1 有効磁気モーメント法によるDPPH粉末のフリーラジカル純度分析
〇松本信洋, 伊藤信靖

産総研計量標準総合センター

4Bp2 増感色素の二酸化チタン表面における吸着形態と分子運動
〇駒口健治, 矢野雅人, 本田純大, 竹本光輝, 今榮一郎, 播磨裕

広島大学大学院工学研究科

4Bp3 メンブレン型表面応力センサーを用いた力/トルク検出ESR

〇髙橋英幸1, 石村謙斗2, 岡本翔2, 大道英二2, 太田仁3

1 神戸大学先端融合研究環, 2 神戸大学大学院理学研究科, 3 神戸大学分子フォトサイエンスセンター

4Bp4 水素核偏極技術を用いた偏極中性子反射率測定

〇熊田高之1, 阿久津和宏2, 大石一城2, 森川利明2, 河村幸彦2, 佐川雅恵2, 鈴木淳市2, 鳥飼直也3

1 原子力機構物質セ, 2 CROSS東海, 3 三重大地域イノベ

休憩　（20分）

15:10～ 一般講演　（座長：　Jonathan R. Woodward）

4Bp5 ＥＰＲ法で見る機能性タンパク質Photozipperのラジカル形成と構造変化

〇三野広幸1, 佃野弘幸1, 小関 康平1, 久冨修2

1 名大院理, 2 大阪大院理

4Bp6 電子スピン分極イメージング法によるクリプトクロム光電荷分離状態の立体構造解析

〇小堀康博1,2, 濱田美里2, 長嶋宏樹2, 立川貴士1,2, 岩田達也3, 神取秀樹4, Till Biskup5, Stefan Weber5

1 神戸大分子フォト, 2 神戸大院理, 3 東邦大薬, 4 名工大院工, 5 フライブルグ大物理化学


