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○ 講演時間は，質疑応答（約 5 分間）を含めて，一般発表・シンポジウム 17 分・一部招待講演は 20 分 
○ 特別セッションは，講演時間 5 分・質疑応答 10 分 
○ 若手ポスター発表は，講演のみ 1 分間 
○ *印は未発表の研究，**は既往研究のまとめ，***は既発表の研究 
○ †印は招待講演 

 
 

第１日目 8月28日（火）  
Ａ会場（会議場メインホール）  

 

－ 大気エアロゾルⅠ － 

 

(9:00-10:25)              （座長 兼保直樹・木戸瑞佳） 
A01* 石英繊維フィルターを用いて採取されたアジア地域エア 

 ロゾルのEDXRF-FP法による多元素迅速定量 

（慶應義塾大学）○奥田知明 

（名古屋大学・環境省環境調査研修所）藤森英治 

（東京農工大学）高田秀重 

（東京薬科大学）熊田英峰 

（東京農工大学）畠山史郎 

（東京大学）中島典之 

（国立環境研究所）内田昌男 

（慶應義塾大学）田中 茂 

（清華大学）賀 克斌・馬 永亮 

（名古屋大学）原口紘炁 

A02***  熊本県天草で観測されたSO₂とSO₄2⁻変動による大陸性と

火山性イベントの特徴 

（熊本県立大学）○長谷徹志 

（労働安全衛生総合研究所）山田 丸 

（熊本大学）小島知子 

（熊本県立大学）張 代洲 

A03*  2011年春季の熊本市における黄砂および汚染物質飛来の 

 観測 

（熊本大学・理）○小島知子 

（スペイン科学研究高等会議）テレサ・モレノ 

A04*  東アジアの冬季季節風による黒色炭素粒子輸送の数値

シミュレーション 

（電力中央研究所）○嶋寺 光・速水 洋 

（国立環境研究所）森野 悠・大原利眞 

（豊田中央研究所）茶谷 聡 

（産業技術総合研究所）兼保直樹 

（海洋研究開発機構）金谷有剛 

A05** 日本列島における降水組成の経年変化 

 （電力中央研究所）○藤田慎一 

 

 

 

 

シンポジウム Ａ４ 

「放射性エアロゾルの動向とその生体影響」 

 

(10:25-12:07)           （座長 五十嵐康人・林政彦） 

†C01***  福島事故による大気中の人工放射性核種の長期変動へ

の影響 

（気象研究所）○五十嵐康人 

†C02***  福島原発事故による放射性エアロゾルの輸送・沈着過程 

（東大大気海洋研究所）○鶴田治雄 

（海洋研究開発機構）滝川雅之 

（東大大気海洋研究所）中島映至 

 

 
 
 
 
†C03***  福島原発事故由来放射性核種の放射能粒径分布とその

担体 

（産業技術総合研究所）○兼保直樹 

（東京海洋大学）大橋英雄・鈴木芙美惠 

（慶応大学）奥田知明 

（名古屋市環境科学調査センター）池盛文数 

†C04*** 放射性エアロゾルの拡散シミュレーションの現状 

（気象研究所 環境・応用気象研究部）○田中泰宙 

（気象研究所・米国太平洋北西国立研究所）梶野瑞王 

（気象研究所 環境・応用気象研究部）眞木貴史・ 

関山 剛・五十嵐康人 

†C05*   放射性エアロゾル吸入時における内部被ばく線量評価法 

 について 

 （放医研）○山田裕司・福津久美子 

†C06** 東北大震災復興のための放射線の知識普及 

 （大阪府立大学）○伊藤憲男 

 

 

－ 休憩 53分  － 

 

 

－ 生成と性状Ⅰ － 

 

(13:00-14:42)                （座長 井川誠司・畑 光彦） 

D01*   粒子の初期電荷の制御による管内固気二相流の帯電評

価 

（京大院工）○藤井祐輔 

（フロリダ大学）Poom Bunchatheeravate 
（京大院工）松坂修二 

D02* 浮遊ウイルスの可視光光触媒による不活化 

（東大先端研）○砂田香矢乃・横山邦雄 

（東大院工・先端研）橋本和仁 

（新日本空調(株)技術開発研究所）高塚 威 

（新日本空調(株)ビジュアルソリューション事業部） 

菅原一彰 

（(財)神奈川科学技術アカデミー） 

石黒 斉・中野竜一・梶岡実雄 

D03*  気相合成ナノ粒子を用いた空隙膜の形成と制御 

（広島大・院工）○石原 悠・萬谷勇樹・ 

久保 優・島田 学 

D04*  気固原料CVDによる複合膜の合成と形態制御 

（広島大・院工）○唐崎健太郎・山本洋彰・ 

久保 優・島田 学 

D05*  気相中でのナノ粒子凝集体の分散化 

（関西大学）○大塩奈緒・小田圭一・ 

薮花優棋・岡田芳樹 

D06*  広範囲の粒径分布をもつ粒子発生システムとその安定性 

 に関する検討 

（柴田科学(株)・東京農工大学）○井川誠司 

（東京農工大学）Wuled Lenggoro 
 

 

－ 休憩 8分  － 



－ 若手ポスター（ベストポスター賞）１分紹介 － 

 

(14:50-15:20)             （座長 長谷川就一・中山智喜） 

YP01***  超音波噴霧熱分解法による温度自己制御型ハイパーサー 

 ミア用微粒子の合成 

          （阪府大・院工）○古薮考充・保田亜矢子・ 

木下卓也・足立元明 

YP02* 電子、陽子、ガンマ線照射時のエアロゾル生成エネルギー 

（京大原子炉実験所）〇長田直之・沖 雄一・ 

山崎敬三・柴田誠一 

YP03* 廃棄籾殻の燃料利用時における大気浮遊粒子状物質の 

 排出挙動 

（埼玉大学・院理工）王 青躍・〇伊藤真悟・ 

前薗拓矢・伊藤恒一・関口和彦・板野史明 

YP04* 慣性フィルターサンプラーを用いた大気中超微小粒子捕 

 集におけるガス吸着量の評価  

         （埼玉大・院理工）関口和彦・ 

〇桜井健治・王 青躍 

YP05* 炭素分析と簡易計測装置によるCNTの作業環境濃度計測 

 手法 

（TASC）〇橋本奈緒美 

         （TASC/産総研）小倉 勇・岸本充生 

YP06* 2011年春季の名古屋および福岡における炭素同位体組成 

（名古屋市環境科学調査センター・ 

名古屋大学大学院環境学研究科）〇池盛文数 

（福岡市保健環境研究所）肥後隼人 

（国立環境研究所）中島大介 

（名古屋大学大学院環境学研究科）早田 葵 

（名古屋大学年代測定総合研究センター） 

南 雅代・中村俊夫 

YP07* トンネル内で採取されたナノ粒子の特性  

（金沢大学）〇張 瞳・鮑 林発・ 

畑 光彦・古内正美 

YP08* 細胞曝露装置内における粒子沈着率の評価  

        （国環研）〇藤谷雄二・菅谷 裕 

      （計測エンジニアリングシステム(株））橋口真宜 

       （国環研）古山昭子・平野靖史郎・高見昭憲 

YP09*  一般換気用エアフィルタ試験粒子規格化のための大気 

 エアロゾル粒子径分布の検討 

（Kanazawa University）〇Hui Ge・Linfa Bao・ 
Mitsuhiko Hata 

（Japan Vilene Company）Yutaka Ogaki 
（Kanazawa University）Yoshio Otani・ 

Masami Furuuchi 
YP10*  天草における境界層大気エアロゾルの分布と挙動 

 －2010年12月～2011年6月の観測－ 

（熊本県立大学）〇松岡竜太郎・ 

長谷徹志・告畑有紀 

（熊本大学）小島知子 

（名古屋大学）柴田 隆 

（熊本県立大学）張 代洲 

YP11*  東シナ海における大陸からの気塊の浮遊粒子濃度の変化 

 －青島と天草の比較－  

（熊本県立大学・環境共生学研究科）〇告畑有紀・ 

松岡竜太郎・長谷徹志・張 代洲 

（中国海洋大学）李 瑞芃・石 金辉・高 会旺 

YP12*  夏季南極昭和基地上空の対流圏、成層圏下部のエアロゾ 

 ル濃度鉛直分布  

（福岡大学）〇梅本紫衣奈・林 政彦・原圭一郎 

（九州大学）東野伸一郎 

YP13*  光音響分光法を用いたディーゼル排ガス微粒子の光学特 

 性の研究  

（名古屋大）〇郭 雪松・中山智喜・松見 豊 

（交通安全環境研）山田裕之 

（国立環境研）猪俣 敏 

（東京大）戸野倉賢一 

YP14*  東シナ海上空での窒素酸化物種の航空機観測－季節ごと 

 の比較 

  （大阪府立大）〇藤原 大・定永靖宗・ 

増井嘉彦・弓場彬江・坂東 博 

（東京農工大）畠山史郎・池田圭輔・島田幸治郎・ 

古賀美也子・田辺美保・渡邉 泉 

（琉球大）新垣雄光 

（首都大）加藤俊吾・梶井克純 

（熊本県立大）張 代洲・原 和崇 

（室蘭工大）藤本敏行 

（金沢大）瀬戸章文 

（広島大）奥山喜久夫・荻 崇・李 信榮 

（国立環境研）高見昭憲・清水 厚 

YP15* 2011年度さいたま市におけるスギ花粉およびそのアレル 

 ゲン飛散挙動の調査 

   （埼玉大・院理工）〇仲村慎一・王 青躍・ 

薫 詩洋・高井優子・関口和彦・鈴木美穂 

（国立環境研究所・環境リスク研究センター） 

中島大介 

YP16*** 富士山斜面の雲内外で観測されたエアロゾル粒子の個別 

 組成 

（東京理科大学理学部）〇上田紗也子・三浦和彦 

YP17*  スギ花粉主要アレルゲンと共通抗原性をもつ花粉アレル 

 ゲンの飛散量調査 

（埼玉大・院理工）王 青躍・〇高井優子・ 

中島拓也・仲村慎一・ゴン秀民・ 

鈴木美穂・関口和彦 

（国立環境研究所・環境リスク研究センター）中島大介 

YP18* 黄砂中に存在する生きた浮遊細菌の解析：航空機を用い 

 た東シナ海上空での観測 

          （熊本県立大学,現：金沢大学）〇原 和崇 

  （熊本県立大学）張 代洲・松崎弘美 

（大阪府立大学）定永靖宗 

（東京農工大学）畠山史郎・花岡小百合・池田圭輔 

YP19* ニトロ化スギ花粉アレルゲンにおけるアポトーシス誘導 

 能の検討 

 （埼玉大・院理工）王 青躍・〇薫 詩洋・森田 淳・ 

鈴木美穂・仲村慎一・ゴン秀民・関口和彦 

（国立環境研究所・環境リスク研究センター） 

中島大介 

YP20*** ポリアクリルアミド高分子両性電解質溶液噴霧による排 

 ガス中揮発性有機化合物の除去特性 

（工学院大学）〇高木 剛・押久保悠・ 

徳永 健・並木則和 

（東京工業大学）鍵 直樹 

（テクノメディカル(株)）守田辰夫・ 

大久保隆司・真鍋充房 

（エスポ化学(株)）小林俊弼 

 

 

－ 休憩 5分  － 

 

 

－ ポスター発表（会議場イベントホール）－ 

 

(15:25-17:10)  
P01* 粒子状有機硝酸の包括計測の試み 

 （早稲田大学・人間科学学術院）○松本 淳 

P02* 非凝集金属ナノ粒子の気相合成に関する研究 

（関西大学）○谷口哲也・工藤 聡・岡田芳樹 

P03* 粒径範囲10 nm 〜 10 μmにおける3種類のCPC校正用粒子数 

 濃度標準の比較 

（Tampere University of Technology） 
Jaakko Yli-Ojanperä・Jyrki M. Mäkelä・ 

Jorma Keskinen 
（産業技術総合研究所）○桜井 博・ 

飯田健次郎・榎原研正 



P04* 韓国西海岸で捕集した個別黄砂粒子の化学的性状特性 

（福岡女子大学）○松井英恵・高橋沙緒理・ 

馬 昌珍 

P05* 個別粒子を中心とした黄砂時大気エアロゾルの性状特性 

（福岡女子大学）○高橋沙緒理・松井英恵・ 

馬 昌珍 

P06* Interpretation of  the aging of individual Asian dust  
 particles collected on the Tae Ann Peninsula，Korea 

（Fukuoka Women's University）○ Chang-Jin Ma 
（HanSeo University，Korea）Jong-Ho Kim 
（Iwate Medical University）Koichiro Sera 

（Tohoku University）Sigeo Matuyama 
（Dong-Nam Health College，Korea） 

Kyung-Chul Hwang 
（WonKwang Health Science College, Korea） 

Gong-Unn Kang 
（Dong-A University, Korea）Kum-Chan Choi 

（Cheju National University, Korea） 
Chang-Hee Kang 

P07*  ポータブル型粒径分布計測装置の性能評価 

（東京ダイレック(株)）○濱 尚矢・船戸浩二 

P08*** New methods using the centrifugal particle mass  
 analyzer 

(Cambustion Ltd) Jonathan Symonds・ 
Kingsley Reavell・Mark Rushton・Charlie Lowndes 

（Tsukasa Sokken Co. LtD.）○Takeshi Yufune 
P09*** 自動車排出ガス規制に適合した揮発性成分粒子除去器の 

 粒子濃度減少係数決定における誤差要因 

（(独)産業技術総合研究所）桜井 博・齊藤敬三 

（(株)司測研）○大司 毅・小山哲司 

P10* 気中シリカナノ粒子の粒径特性評価のラウンドロビン 

 テスト 

（産業技術総合研究所）○高畑圭二・榎原研正 

（Laboratoire national de métrologie et d'essais） 
Charles Motzkus・Tatiana Macé・ 

Sophie Vaslin-Reimann 
P11*  種々の固体表面におけるナノサイズ粒子の動的挙動 

（富山高等専門学校）○吉川文恵 

（金沢大学大学院）吉武 孝・瀬戸章文・ 

大谷吉生 

P12*  超音波ミストを用いた気液相有機汚染物質の分解 

（埼玉大・院理工）関口和彦・○清水彩菜・ 

横山 慶・並木孝招・王 青躍 

（工学院大学）並木則和 

P13*  二官能基型カルボニル化合物の大気中における挙動 

（埼玉大学・理工）○オルティス リカルド・ 

島田 悟・関口和彦・王 青躍 

(埼玉大学・理工/埼玉県環境科学国際センター) 

坂本和彦 

P14*  2011年夏季関東都市・郊外におけるエアロゾル質量スペ 

 クトルのPMF解析 

（日本自動車研究所）○萩野浩之・森川多津子 

（埼玉県環境科学国際センター） 

長谷川就一・米持真一 

（埼玉大・院理工）関口和彦・森田 諒 

（群馬県衛生環境研究所）熊谷貴美代・山口直哉 

（高崎経済大学）飯島明宏 

（電力中央研究所）嶋寺 光・速水 洋 

P15*  熊本市における秋期から冬期にかけての大気中浮遊細菌 

 濃度―2011年の事例 

（熊本県立大・環境共生）○村田浩太郎・ 

藤原秀行・松崎弘美・長谷徹志・張 代洲 

（金沢大学・FSO）原 和崇 

P16* LIVE/DEAD染色を用いた大気中浮遊細菌の計数法の検証 

 （熊本県立大・環境共生）○村田浩太郎・ 

松崎弘美・長谷徹志・張 代洲 

（金沢大学・FSO）原 和崇 

P17*  立山山麓で観測されたエアロゾル成分の経年変化 

（富山県環境科学センター） 

○木戸瑞佳・近藤隆之 

P18*** つくばでの個別粒子分析によるエアロゾル組成モニタリ 

 ングの試み 

（気象研究所）○財前祐二・ 

足立光司・五十嵐康人 

P19* AERU：天草西海岸の観測ユニット 

（熊本県立大学・環境共生学部） 

○張 代洲・長谷徹治 

(熊本大学・理学部)  小島知子 

(東京ダイレック株式会社)曹 仁秋 

(名古屋大学・環境学研究科)柴田 隆 

（東北大学・理学部）片尻秀一郎・早坂忠弘 

P20* ヘリコプターを利用した富山県上空の微量気体成分の測 

 定 

（富山県立大学）○渡辺幸一・石田幸恵・ 

齋藤由紀子・西元大樹 

（アースコンサル(株））江田奈希紗・岩間真治 

P21* グリーンランド上空でCALIPSOにより観測された固体 

 PSCの形成過程 

（福岡大学）○白石浩一 

（国立環境研究所）中島英彰 

（東北大学）村田 功・佐伯浩介 

（国立極地研究所）冨川喜弘 

（筑波大学）大矢麻奈未 

P22*  ヨウ化銀を用いた地上からの雲シーディングに関する数 

 値実験 

（気象研究所）○橋本明弘・村上正隆 

P23*** 熱帯圏界面付近で観測された火山性エアロゾル層とその 

 中での巻雲生成 

（名古屋大学）○柴田 隆 

（福岡大学）林 政彦・原圭一郎・ 

長沼 歩・原 直子 

（東北大学）稲飯洋一 

（北海道大学）長谷部文雄・清水健作 

（LAPAN）ニノイコマラ・サイプルハムディ 

P24*  気象官署における大気現象観測とライダー消散係数との 

 対応関係 

（国立環境研究所）○清水 厚・杉本伸夫・ 

松井一郎・西澤智明 

P25*  富士山大気の鉛直構造 

（東京理科大学・理学部）○三浦和彦・ 

上田紗也子・府川明彦・長岡信頼 

（東京理科大学・理工学部）永野勝裕 

（日本エヌ・ユー・エス）佐竹晋輔・櫻井達也 

P26** 気管内注入による急性期における金属酸化物ナノ粒子の 

 酸化ストレス誘導の評価 

（産業医科大学）○堀江祐範・森本泰夫 

（産業技術総合研究所）福井浩子・ 

遠藤茂寿・萩原義久 

（岐阜大学）岩橋 均 

P27*  The inactivating efficiency assessment against influenza  
 virus of antimicrobial peptides coating polypropylene filter 

（Toko University） Shinhao Yang 
  (Hung Kuang University)○Yi-Chin Huang・ 

Chin-Hsiang Luo 
 (National Taiwan University) Chi-Yu Chuang 

P28*  イオナイザにより発生したイオンの空間特性に関する研 

 究 

（(株)大林組）○諏訪好英 

（清水建設）陳 偉光 

（東工大）藤井修二 

（村田機械(株)）林 孝雄・松葉克己 

（(株)テクノ菱和）田村 一・鈴木政典・ 

佐藤朋且 

 



P29*  モデル実験と理論計算による黄砂粒子の降雨洗浄の評価 

  （福岡女子大学）○佐々木萌・ 

馬 昌珍・田中光香 

P30*  表面増強ラマンによる模擬黄砂粒子表面に付着したPAH 
 検出の試み 

（金沢大学）○松木 篤・亀田貴之 

P31*  プリンターから排出される超微小粒子の測定機器の性能 

 評価 

（東京ダイレック株式会社） 

○船戸浩二・濱 尚矢 

P32*  人工降雨モデル実験によるすす粒子の降雨洗浄の実験的 

 考察 

（福岡女子大学）○田中光香・ 

佐々木萌・馬 昌珍 

P33*  ガソリン乗用車から排出されるVOCの排出経路評価 

（交通安全環境研究所）○山田裕之 

 

 

 

 

－ 若手討論会（会議場メインホール）－ 
(17:10-19:10) 

 

 

 

 

第１日目 8月28日（火） 
Ｂ会場（学術情報センター遠隔講義室１） 

 

－ 動力学と沈着現象 － 

 

(9:00-11:33)        （座長 Wuled Lenggoro・瀬戸章文） 
B01* 固定発生源からの微粒子排出挙動の表面積濃度による 
 評価 

 （東京農工大学大学院）○新井美葉・山田真以子・ 
江島達弥・関澤知哉・井川誠司・濱 尚矢・ 

塚田まゆみ・Wuled Lenggoro・神谷秀博 
B02*** Effect of filter pleating geometries on filter cleaning in a 
 bag house system 

     （Korea Institute of Industrial Technology） 
○Myong-Hwa Lee・Byung Hyun Park・ 

Sang Bum Kim 
（Changmyoung Industry）Choung Gug Kim 

B03* 積層ろ布のナノ粒子に対する初期捕集性能  
 （金沢大・院）○佐藤梨保・瀬戸章文・ 

大谷吉生・江見 準 
B04* 低流量サーモデニューダーの開発と評価：ナノ材料の作 
 業環境計測への適用 

（TASC / 産総研）○小倉 勇・岸本充生 
（産総研）桜井 博 
（TASC）齊藤敬三 

B05* 活性炭デニューダのガス・粒子分配特性 
（電力中央研究所・東京理科大学）速水 洋 

（東京理科大学）森 樹大・菊地亮太・ 
上田紗也子・○三浦和彦 

B06* 間接プラズマによるディーゼル微粒子の低温燃焼完全 
 除去 

 （阪府大・工）○西井俊輔・桑原拓也・ 
黒木智之・大久保雅章 

B07* タイ国サケラートの熱帯林における元素状炭素の葉面へ 
 の乾性沈着 

（明星大学）○松田和秀 
（アジア大気汚染研究センター）佐瀬裕之 

（北海道大学）村尾直人・深澤達矢 
 

B08* 樹木葉面に暴露した硫酸アンモニウム粒子の可視化 
 （東京農工大・農）○山根健一・半 智史・ 

山口真弘・Widyanto Dwi Nugroho 
（森林総合研究所）黒田克史 

（北海道大学大学院・農）佐野雄三 
（東京農工大・工）関 明人・Wuled Lenggoro 

（東京農工大学大学院・農）伊豆田猛・船田 良 
B09* 固体表面に沈着した無機塩粒子の吸湿特性 

  （東京農工大学）○関 明人・Erika Herliana・ 
玄 大雄・Wuled Lenggoro 

 
 

－ 休憩 8 7分  － 
 
 

－ 測定と解析 － 

 

(13:00-14:42)            （座長 桜井 博・福津久美子） 
E01* TMAH熱化学メチル化GC/MS法による大気中腐植様物質 
 の構造解析 

 （大阪市環科研）○浅川大地 
（神戸大・農）藤嶽暢英 

E02*** エレクトロスプレーにおけるガス分子とイオンの相互 
 作用 

（産総研）○小原ひとみ・脇坂昭弘・ 
金 賢夏・尾形 敦 

（防衛大学校）土屋雅大 
E03*** エアロゾル増加の確率論的検出手法の検討 

 （防衛省技術研究本部・東京工業大学大学院） 
○岡田匡史 

（東京工業大学）藤井修二 
（帝京平成大学）林 譲 

E04*   光散乱パルスをトリガとしたエアロゾル粒子の捕捉 
 （金沢大・自）○北山智歩・瀬戸章文・大谷吉生 

（大成建設株式会社）藤岡友美・遠藤哲夫 
E05*** 京都大学原子炉実験所を用いたエアロゾルの中性子放射 
 化分析の検討 

（住重試験検査）○宮田 賢・ 
松本洋平・坂根 仁 

（京都大学原子炉実験所）高宮幸一・奥村 良 
E06*** 被ばく線量評価のための迅速粒径分布測定 

（放医研）○福津久美子・山田裕司 
 
 
 
 

第２日目 8月29日（水）  
Ａ会場（会議場メインホール）  

 

シンポジウム Ａ１ 

「有機エアロゾル－その生成と沈着まで－」 

 

(9:00-12:08)          （座長 長門研吉・持田陸宏・宮崎雄三） 
†F01 大気－生物圏における有機エアロゾルの生成と化学特性 

（北大・低温研）○宮崎雄三 
F02* 二次粒子生成の検討における分子軌道計算の応用 

（(株)大林組）○諏訪好英 
（東工大）山根由衣子・鍵 直樹・藤井修二 

（工学院）並木則和 
（埼玉大）関口和彦 
（近畿大）東 賢一 

（(株)テクノ菱和）田村 一 
†F03  アミンが関与するクラスター／粒子生成 

（高知高専）○長門研吉 
 



†F04  有機エアロゾルの光吸収特性 
（名古屋大学）○中山智喜 

F05* 国内大都市における有機エアロゾルの広域大気汚染およ 
 び都市大気汚染：2010〜2011年の福岡市と長崎福江島の 
 比較 

（国立環境研）○佐藤 圭・高見昭憲 
（農工大）小川佳美・吉野彩子・ 

鈴木亮太・畠山史郎 
（福岡大）原圭一郎・林 政彦 

（産総研）兼保直樹 
†F06  透過型電子顕微鏡を用いた有機エアロゾル分析 

 （気象研究所 環境・応用気象研究部） 
○足立光司 

†F07  有機エアロゾルの吸湿特性 
（名古屋大学）○持田陸宏 

F08* シュウ酸水和物粒子の風解特性 
（群大工）石井一貴 

（群大院）○原野安土 
†F09  エアロゾル中のシュウ酸の不溶性錯体生成とその意義 

（広島大学・院理）○高橋 嘉夫 
F10* バイオエアロゾルと大気中における花粉の特性との関係 
 性 

（金沢大・自然）○岩田 歩 
（静岡大学）鈴木 款・Beatriz E. Casareto・ 

樋口富彦・鈴木利幸 
 
 

－ 休憩 5 2分  － 
 
 

－ 特別講演 － 
 

(13:00-14:00)                 （座長 森本泰夫） 
S01 粒子状物質がもつ生体影響の社会的側面  
 －じん肺、光化学スモッグ、アスベスト、そしてナノ粒子－ 

（（株）デンソー北九州製作所 経営管理部 産業医・理事、

産業医科大学名誉教授）◯東 敏昭 
 
 

－ 休憩 5分  － 
 
 

－ 総 会 －  
(14:05-15:15)              

 
 

－ 休憩 1 0分  － 
 

 
－ 特別セッション －  

 
(15:25-17:10)                  （座長 鍵 直樹） 
SS01*** 噴霧熱分解合成磁性粒子が開く新しい癌温熱療法 

（阪府大・院工）○古薮孝充・保田亜矢子・ 
木下卓也・足立元明 

SS02* 超音波ミストできれいな空気を創造できるのか？ 
 （埼玉大・院理工）○清水彩菜・関口和彦 

（工学院大学）並木則和 
SS03*** 大気すす粒子の三次元像と光学特性 

 （気象研究所 環境・応用気象研究部） 
○足立光司 

SS04* 大気汚染情報をどのように社会へ伝え，生かすか 
 （埼玉県環境科学国際センター）○長谷川就一 

SS05* 集束イオンビームと透過型電子顕微鏡を用いた鉱物粒子 
 の内部構造の分析 

（東京理科大学・理学部）○上田紗也子・ 
加藤大樹・三浦和彦 

SS06* 宇宙環境における有害性評価システムの開発 
 （産業医科大学）◯堀江祐範 

 
 

－ 休憩 1 0分  － 
 
 

－ メーカープレゼンテーション －  
 
(17:20-18:10)                  （座長 藤本敏行） 

 
 
 
 

第２日目 8月29日（水） 
Ｂ会場（学術情報センター遠隔講義室１）  

 

シンポジウム Ａ３ 

「室内環境と健康影響」 

 

(9:00-11-33)             （座長 並木則和・関口和彦） 
G01*** ガラリ付き扉開閉時による境界面での環境たばこ煙の 
 動的挙動 

（工学院大学）○宇田貴裕・並木則和 
（東京工業大学）鍵 直樹 

G02*** 紫外線照射下におけるNOx添加による家庭用製品由来  
 VOCからの二次粒子生成－その１ 模擬住宅居室を用 
 いた検討 

(東京工業大学) ○鍵 直樹・ 
山根 由依子・藤井修二 

（工学院大学）並木則和 
（(株)大林組）諏訪好英 

（埼玉大学）関口和彦 
（近畿大学）東 賢一 

（(株)テクノ菱和）田村 一 
G03* 紫外線照射下におけるNOx添加による家庭用製品由来  
 VOCからの二次粒子生成－その２：ガスバッグを用いた 
 VOC単成分からの生成の検討 

（東京工業大学）○山根由依子・ 
藤井修二・鍵 直樹 

（工学院大学）並木則和 
（(株)大林組）諏訪好英 

（埼玉大学）関口和彦 
（近畿大学）東 賢一 

（(株)テクノ菱和）田村 一 
G04*** 模擬蒸気を用いたレーザープリンタから生成する超微 
 粒子の生成機構解明とその生成抑制 

（工学院大学）○並木則和 
（東京工業大学）鍵 直樹・藤井修二 

（(株)大林組）諏訪好英 
（埼玉大学）関口和彦 
（近畿大学）東 賢一 

（(株)テクノ菱和）田村 一 
G05**  室内環境条件下での二次有機エアロゾルの生成と評価 

（埼玉大学）○関口和彦 
（国立環境研究所）工藤慎治 

（東京工業大学）藤井修二・鍵 直樹 
（工学院大学）並木則和 
（(株)大林組）諏訪好英 

（近畿大学）東 賢一 
（(株)テクノ菱和）田村 一 

 
 
 



G06*** ナノ粒子の生体影響に関する近年の知見 
（近畿大学医学部）○東 賢一 

（工学院大学）並木則和 
（東京工業大学）鍵 直樹 

（埼玉大学）関口和彦 
（(株)大林組）諏訪好英 

（(株)テクノ菱和）田村 一 
（東京工業大学）藤井修二 

G07*** 室内環境中における準揮発性有機化合物の捕集方法の 
 検討 

（東京工業大学）○メリキザット アブラト・ 
藤井修二・鍵 直樹 

（横浜国立大学）堀 雅宏 
G08*  病院空気質の計測 

（産業医科大学）○明星敏彦・石松維世・ 
大藪貴子・李 秉雨・岡田祟顧 
（北九州市立大学）松鵜悟実 

 
†G09*** シリカ吸入曝露による肺細胞への影響 

（産業医科大学・呼吸器内科学講座）○矢寺和博 
（産業医科大学・呼吸病態学）森本泰夫 

（産業医科大学・呼吸器内科学講座）迎 寛 
 
 
 
 

第３日目 8月30日（木）  
Ａ会場（会議場メインホール）  

 

シンポジウム Ａ２ 

「工業用ナノ材料の生成,計測,生体影響」  

 

(9:00-11:33)            （座長 島田 学・小野真理子） 
H01*** ホッパー式粒子発生装置を用いたナノ材料由来粒子に対 

 する慣性捕集式サンプラの捕集性能評価 

（工学院大学）○大須賀裕一・ 

久保田知憲・並木則和 

(東京工業大学)鍵 直樹 

((株)住化分析センター)藤井博史・吉田寧子 

H02*  MWCNTエアロゾルの炭素分析によるキャラクタリゼー 

 ション 

（労働安全衛生総合研究所）○小野真理子 

（産業医科大学 産業生態科学研究所）明星敏彦 

H03*  炭素分析装置によるカーボンナノチューブの測定に関す 

 る検討 

(東芝ナノアナリシス株式会社) 

○森田啓介･矢吹元央 

H04*  作業現場におけるカーボンナノチューブ飛散量／暴露量 

 評価方法に関する研究 

（(株)竹中工務店）○谷 英明・ 

石黒 武・小林直弘 

H05*  工業ナノ材料の飛散性評価試験 

（TASC/産総研）○小倉 勇・岸本充生 

（産総研）桜井 博・蒲生昌志 

(TASC)小竹真理 

（岡山大）後藤邦彰 

H06*  個人ばく露評価用PM0.1粒子サンプラの開発 

(Kanazawa University) ○Thunyapat Thongen・ 
Masaru Kusunoki・Mitsuhiko Hata・Linfa Bao・ 

Masami Furuuchi・Yoshio Otani 
(Nitta Corporation) Takuji Ikeda 

†H07**  二酸化チタンナノ粒子の生体影響 

(産業医科大学 産業生態科学研究所) 

○大藪貴子・森本泰夫・李 秉雨・ 

堀江祐範・明星敏彦 

†H08*** 多層カーボンナノチューブによる酸化的ストレス影響 
（西日本産業衛生会/産業医科大学） 

○轟木 基 
（産業医科大学）森本泰夫・大神 明・ 

大藪貴子・明星敏彦・田中勇武 

†H09*** 大気粉じんによる血管機能障害 

（産業医科大学 呼吸器内科学講座） 

○城戸貴志・矢寺和博・迎 寛 

 

 

－ 休憩 87分  ― 

 
 

－ 生成と性状Ⅱ － 

 

(13:00-14:08)               （座長 小原ひとみ・田之上健一郎） 
J01*** 双方向エレクトロスプレー法による金微粒子の合成 

（ナノミストテクノロジーズ株式会社） 
○兵藤 豊・松浦一雄 

（産業技術総合研究所）小原ひとみ・ 
脇坂昭弘・小野泰蔵 

J02* 光反応による硫酸粒子生成に関する室内モデル実験 
（室蘭工業大学）○北風恒輔・山中真也・ 

藤本敏行・空閑良壽 
（金沢大学）金 勢穎・瀬戸章文 

J03* 木質バイオマス燃焼時の粒子生成状態と粒子特性の考察 
 （金沢大学）○畑 光彦 

（プリンスオブソンクラ大学 (タイ）） 
ジュンパ ウォラチャラ・ 
チョマニー ジラポーン・ 
テカサクル ペラポン・ 
テカサクル スラジット 

（金沢大学）鮑 林発・古内正美 
J04** SiO2ナノ粒子生成に及ぼす火炎振動の影響に関する研究 

 （山口大学・工）○龍 佳久・原田悠史・ 
田之上健一郎・西村龍夫・織田将史 

（ETH）Wendelin J.Stark 
 
 
 
 

第３日目 8月30日（木） 
Ｂ会場（学術情報センター 遠隔講義室１）  

 

－ 大気エアロゾルⅡ － 

 

(9:00-11:50)        （座長 高見昭憲・長谷川就一・三浦和彦） 
I01* 福岡で観測されたエアロゾル化学組成の因子分析 

（国立環境研究所）○高見昭憲・三好猛雄・ 
伊礼 聡・佐藤 圭 

（福岡大学）林 政彦・原圭一郎 
（産総研）兼保直樹 

（汀線科学）疋田利秀・下野彰夫 
（農工大）畠山史郎 

I02* つくばにおける2012年春季のエアロゾル濃度の変動 
 （気象研究所）○山下克也・田尻拓也・ 

斎藤篤思・村上正隆 
I03* 福江島および福岡におけるPM2.5主要成分の長期観測結果 
 比較 

（産業技術総合研究所）○兼保直樹 
（国立環境研究所）高見昭憲・佐藤 圭 

（福岡県保健環境研究所）山本重一 
（福岡大学）林 政彦・原圭一郎 

 
 
 



I04* 2012年3月に福江島で観測されたナノ粒子の生成と成長 
 （金沢大）金 勢穎・ 

○瀬戸章文・大谷吉生 
（国立環境研）高見昭憲 

（産総研）兼保直樹 
（広島大）奥山喜久夫 
（室蘭工大）藤本敏行 
（千葉大）高村民雄 

（東京農工大）畠山史郎 
I05** 道路近傍からの距離にともなう大気中超微小粒子の化学 
 成分変化 

 （埼玉大学）○関口和彦 
（日本環境衛生センター）木下勝利史 

（韓国科学技術研究院）金 庚煥 
（国立環境研究所）工藤慎治 

（埼玉大学）王 青躍 
I06* 夏季と冬季の関東地方におけるPM2.5成分の高時間分解 
 同時観測 

 （埼玉県環境科学国際センター） 
○長谷川就一・米持真一 

（群馬県衛生環境研究所）熊谷貴美代・山口直哉 
（日本自動車研究所）萩野浩之 

（埼玉大学）関口和彦 
（高崎経済大学）飯島明宏 

（電力中央研究所）嶋寺 光 ・速水 洋 
I07* 粒子中炭素成分に基づくカンボジア都市部の大気環境の 
 考察 

（金沢大学）○細川諒輔・金児将宏・ 
岡部孝信・塚脇真二・畑 光彦・ 

鮑 林発・古内正美 
（カンボジア・教育学研究所）Lim Kannitha 

（アンコール遺跡整備機構）Peou Hang 
（カンボジア・鉱工業エネルギー省） 

Sotham Sieng 
I08*  湿性・乾性沈着サンプル中ダスト粒子の粒径分布 

 （名古屋大学・環境学）○長田和雄・浦 幸帆 
（気象研究所ほか）DRAEMON グループ 

I09* 東アジアからの越境大気汚染の航空機観測−2012年3月の 

 観測結果 

（東京農工大学）○畠山史郎・島田幸治郎・ 

古賀美也子・田辺美保 

（大阪府立大学）定永靖宗・藤原 大・ 

坂東 博 

（熊本県立大学）張 代洲・村田浩太郎 

（広島大学）奥山喜久夫・荻 崇 

（室蘭工業大学）藤本敏行 

（金沢大学）瀬戸章文 

（首都大学）加藤俊吾・梶井克純 

（国立環境研究所）清水 厚・杉本伸夫・ 

高見昭憲 

（琉球大学）新垣雄光 

I10* JASEトラバースで得られた夏季南極大陸上のエアロゾル 
 組成と分布 

（福岡大学・理）○原圭一郎 
（極地研）中澤文男・藤田秀二・山内 恭 

JASE members 
 

 

 

－ 休憩 70分 ― 

 
 
 
 
 
 
 

－ 大気エアロゾルⅢ － 

 

(13:00-14:25)              （座長 村上正隆・馬 昌珍） 
K01* RCP排出量シナリオを用いたエアロゾルの分布および気 
 候影響のシミュレーション 

 （九州大学応用力学研究所）○竹村俊彦 
K02* 混合液滴内の反応と固化 

 （群大院工）○竹井 学・原野安土 
K03* 黄砂エアロゾルと塩酸の反応 

 （群大院工）○糸井啓介・原野安土 
K04* 暖候期高知上空におけるエアロゾル粒径分布および雲核 
 活性化スペクトルの気団特性 

（気象研究所）○村上正隆・山下克也・ 
折笠成宏・斎藤篤思・戝前祐二 

K05* MRI雲生成チェンバーによるエアロゾルの間接効果に関 
 する実験的研究（その２） 

 （気象研究所）○田尻拓也・山下克也・ 
村上正隆 

 
 

 注意： 同じ所属機関の著者はまとめてあります。 
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第２９回エアロゾル科学・技術研究討論会実行委員会 

実行委員長    森本泰夫（産業医科大学） 
実行委員     明星敏彦（産業医科大学） 

 大神 明（産業医科大学） 
 保利 一（産業医科大学） 
 石松維世（産業医科大学） 
 大藪貴子（産業医科大学） 
 大矢仁史（北九州市立大学） 
 林 政彦（福岡大学） 
 原圭一郎（福岡大学） 
 馬 昌珍（福岡女子大学） 
 小島知子（熊本大学） 
 張 代洲（熊本県立大学） 

 


