
たくさんのご講演・ご討論ありがとうございました
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Organic and Petroleum Chemistry
Other subjects

Detergent & Cleaning
Micro/Nanoscopic Materials

Food & Feed Nutrition Chemistry
Biochemistry & Biotechnology

Analytical Chemistry
Oil, Fat, & Lipid Chemistry

Science & Technology of Surfactants
Colloid Dispersion -Emulsion & Suspension

進歩賞受賞講演
オレオマテリアル賞受賞講演

五感を操るモノづくりと最新技術
ミニ・フレッシュマンセミナー（油脂)

新型コロナウイルス対応技術
ミニ・フレッシュマンセミナー（界面）

界面化学特別講演
平均視聴回数（全視聴回数21,909回/143講演）
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各講演の平均視聴回数，回/講演

各講演の平均視聴回数で見た 各セッションの反響
モニター期間：11/2(月)~7(土)



授賞名 演題番号 名前 所属 演題

ヤングフェロ－賞
RSC Advances賞 AⅠ30/Eng Toshiaki Taira 産業技術総合研究所 Synthesis and properties of Au-, Ag-, and Cu-coordinated 

surfactants

ヤングフェロ－賞 B11/Jpn 境野 眞善 ㈱J-オイルミルズ、
東北大院農・機能分子解析

Study of the acidic compounds derived from triacylglycerol 
that contribute acid value increment

ヤングフェロ－賞 C11/ Jpn 本田 真己 名城大学 Isomerization of carotenoid by melting treatment and its 
application to processing

学生奨励賞 AⅠ19/Jpn 木村 歩実 東京理科大学 理工学部 Observation of anion-π interaction at solid/liquid interface

学生奨励賞
RSC Advances賞 AⅡ11/Eng Kojima Tomoya Keio Univ. Photoinduced cooperative behavior of micrometer-sized oil 

droplets in azobenzene-containing surfactant solution

学生奨励賞 AⅡ17/Ｊｐｎ 飯島 紗生 お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科

Reversible recovery-redispersion of gold nanoparticles with 
zwitterionic surfactants

学生奨励賞 D07/Jpn 林 雪子 東北大院農・機能分子解析学 Influence of different molecular species of γ-oryzanol on its 
existence form in plasma

学生奨励賞 E02/Jpn 石川 絢野 東北大院農 機能分子解析学 Evaluation of lipid oxidation mechanisms of human sebum 
using LC-MS/MS

学生奨励賞 F01/Eng Justine M. Kalaw
Division of Applied Chemistry, 

Graduate School of Engineering, 
Osaka Univ.

Aromatic Functionalized β-Cyclodextrin Hosts for Enhanced 
Guest Inclusion and Chiral Recognition Ability in Nonpolar 
Solvents

学生奨励賞 F04/Jpn 八石 侑樹 大阪工業大学
大学院工学研究科 Metallogel Formation of Amphiphilic Hydroxamic Acids

学生奨励賞 F07/Jpn 近藤 孝則 慶應大学 理工学部 Structure-Activity Relationship Study of Mannosylerythritol
Lipids for the Recovery Effect on the Damaged Skin Cells

口頭発表の部 受賞おめでとうございます



ショートプレゼンテーションの部 受賞おめでとうございます

授賞名 演題番号 名前 所属 演題

ショート
プレゼンテーション賞 AⅠ05 石塚 陽奈子 お茶の水女子大学大学院

人間文化創成科学研究科
Effect of Electrolytes on Gel-like Assembling of 
Zwitterionic Surfactant

ショート
プレゼンテーション賞 AⅠ12 佐野 百香 山形大学 Friction dynamics of human hair treated with cationic 

surfactants

ショート
プレゼンテーション賞 AⅡ06 野崎 真由 岡山大学 Effect of Ion Species on Hydration Force Acting between 

Silica Surfaces in Aqueous Solutions: An AFM Study

ショート
プレゼンテーション賞 AⅡ13 本山 拓実 東京理科大学 理工学部 Preparation of O/W type emulsion with high dispersion 

stability in aqueous ethanol solution

ショート
プレゼンテーション賞 D01 児玉 敬 ロート製薬㈱ Analysis of skin absorption pattern of hyaluronic acid 

and development of its control technology

ショート
プレゼンテーション賞 F02 大嶋 菜津子 岐阜大学 工学部 Comparative analysis of quinazoline alkaloid derivatives 

as AChE inhibitors

ショート
プレゼンテーション賞 F08 本多 健一朗 大阪大学大学院 Synthesis and Inclusion Ability of a Methylated β-

Cyclodextrin Dimer Bearing Multiple Linkers



これからの主要会議の予定

https://jocs.jp/wp-content/uploads/%E7%AC%AC60%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A.pdf
https://jocs.jp/wp-content/uploads/%E7%AC%AC60%E5%9B%9E%E5%B9%B4%E4%BC%9A.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmK6ThkY4K3YKbWmUGLhAww/
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