
 

日本分析化学会 九州支部 

２０１４年度 幹事会 議事録（案） 

 

日時：2014年 11月 13 日(木) 13：00～15：00 

会場：パピヨン24 第7会議室 

参加者：松井利郎（九大院農・支部長）、井上高教（大分大工・副支部長）、肥後盛秀（鹿大

院理工・次期支部長）、田嶋晴彦（化学物質評価研究機構・監査）、原田明（九大院総理工・監査）、

大森保（参与）、甲斐雅亮（長崎大院医歯薬・本部理事）、大浦博樹（九産大工）、河済博文（近畿大

産業理工）、西田正志（崇城大工）、原田雅章（福教大教育）、森健（九大院工）、井原敏博（熊本大

院自然）、岡上吉広（九大院理）、片山佳樹（九大院工）、加藤祐子（福工大）、岸川直哉（長崎大院

医歯薬）、栗崎敏（福岡大理）、黒田直敬（長崎大院医歯薬）、呉行正（福工大工・分析化学編集委

員）、下田満哉（九大院農）、宗伸明（佐賀大農）、戸田敬（熊本大院自然）、中島常憲（鹿大院理

工）、中野幸二（九大院工・Anal.Sci.編集委員）、新留康郎（鹿大院理工）、能田均（福岡大薬）、増

田寿伸（第一薬大）、満塩勝（鹿大院理工）、柳雅之（(株)三井化学分析センター大牟田事業所）、

山口政俊（福岡大薬）、山田淳（九大院工）、横山拓史（九大院理）、吉田秀幸（福岡大薬）、吉村和

久（九大院理）、井倉則之（九大院農・庶務幹事）、田中充（九大院農・会計幹事）   

敬称略、計37名 

 

報 告 

（１）2014年度 支部事業経過報告および予定             

  1-1 九州分析化学若手の会 

     第27回春の講演会および第32回夏季セミナー報告    添付資料１   p.  2 

 春の講演会については添付資料に基づき、松井支部長より開催報告並びに会計報告がなさ

れた（講演4名、参加者91名）。夏季セミナーについては世話人の森先生（九大院工）より、

開催報告（招待講演3件、九州分析化学奨励賞授賞講演3件、九州分析化学ポスター賞5件、

参加者159名）、本セミナーでのポスター発表に関わる賞（九州分析化学若手賞8件、ベスト

質問賞4名）並びに会計報告がなされた。なおベスト質問賞は今回初めて行った試みで、招

待講演に対して良い質問を行った学生に対して与える賞であることが説明された。また、会

計については、田中会計幹事により監査が行われたことが合わせて報告され、事業完了報告

書が承認された。 

  1-2 第55回分析化学講習会                 添付資料２   p.  9 

 添付資料にもとづき、井倉庶務幹事より報告がなされた。ただし、まだ第3回実行委員会

が開催されていないため、会計報告については中間報告という形で報告された。最終会計報

告ならびに次回の開催については第２回常任幹事会においてなされることで了承された。 

  1-3 2014年度九州支部講演会                添付資料３   p. 12 

 井倉庶務幹事より添付資料のように九州支部講演会が企画されていることが報告された。 



  1-4 機器分析ワークショップ                添付資料４   p. 13 

 松井支部長より、添付資料のように機器分析ワークショップ（全3回、福岡×1回、鹿児島

×2回）が開催されたことが報告され、いずれも好評であったことが報告された。 

  1-5 学会共催・後援・協賛                 添付資料５   p. 18 

 松井支部長より、添付資料のように「第19回フローインジェクション分析に関する国際会

議」（原田前支部長 了承分）並びに「第37回溶液化学シンポジウム」に対する共催につい

て報告がなされた。 

  1-6 2014年度九州分析化学会賞・奨励賞           添付資料６   p. 21 

 添付資料にもとづき、選考委員長の新留幹事（鹿大理工）より、学会賞（下田先生（九大

院農）及び奨励賞（3名）の選考結果が報告された。 

  1-7 第51回化学関連支部合同九州大会            添付資料７   p. 22 

 井倉庶務幹事より、添付資料の様に第51回化学関連支部合同九州大会が行われ、分析化学

分野において6名の九州分析化学ポスター賞受賞者が報告された。受賞者は福澤将史（九大

工応化分子）、宮端孝明（熊本大院自然）、江崎有吾（九工大院工）、村重賢（九大院理）、

相川知和（九大院農）、壹岐彩香（熊本大院自然）であった。 

（２）2014年度支部会計中間報告                 添付資料８   p. 23 

 田中会計幹事より、添付資料にもとづき、2014年度九州支部会計中間報告がなされた。 

（３）理事会報告                       添付資料９   p. 24 

 添付資料にもとづき、甲斐理事より理事会報告がなされた。特に、第3回、第4回の理事会

ともに、議論の主題は本部の財務状況についてであったことが報告された。また、今後の支

部長連絡会議（討論会、年会での開催が定例化される）の旅費は、支部で負担することにな

ることが報告された。 

（４）本部支部連絡会議・役員等候補者推薦委員会         添付資料１０ p.146 

 松井支部長より、添付資料に基づき、第2回、第3回の本部・支部連絡会議について報告が

なされた。理事会同様に、本部の経理状況の問題が議論主題であったことが報告された。加

えて、本部・支部連絡会議・研究懇談会委員長会議の討論会・年会開催初日（昼休み時間帯）

での開催の定例化について報告がなされた。さらに、討論会及び年会の参加費の値上げにつ

いても報告され、山田年会実行委員長（第64年会）より、事前 : 会員・・・6,000円→9,000

円、学生・・・3,000円→4,000円、当日 : 会員・・・8,000円→12,000円、学生・・・4,000

円→5,000円となることが報告された（次回2015年討論会より採用）。 

（５）各誌編集委員会                     添付資料１１ p.172 

   ・Analytical Sciences 

 中野幹事（九大院工）より、資料にもとづき第2回Analytical Sciences編集委員会の報告

がなされた。特に協議事項として、1)科研費の申請（今回は不採択、採択4件中新規は1件の

みという厳しい状況）、2)次回特集号（トピックは「Molecular imaging」「女性研究者」

「Separation Sciences」）、3)Impact Factor（2013IF = 1.403）、4)プロモーションメー

ル（Thomson Reutersからのメールマガジン（5,000通送信）、5）投稿論文数及びアクセプ



ト数（投稿数 : 40-50件／月、アクセプト数 : 10-20件／月）、6)理事会報告（出版費の削

減、冊子の廃止の検討等）が報告された。 

   ・分析化学 

 呉幹事（福工大）より第2回分析化学編集委員会の報告がなされた。報告事項として、年

間特集号（キーワード「金」）等について報告された。また、協議事項として、1)問題論文

について、2)論文賞・若手論文賞（編集委員の投票により決定）、3)年間特集号「金」の表

紙について、4)次年度の特集号（キーワードは「生」）、5)特集号（溶液反応化学、ミクロ

化学等）、6)来年度の編集委員について、7)分析化学総合論文執筆者（編集委員より推薦し、

審議）等について報告がなされた。詳細は、呉幹事に問い合わせ可能であることも合わせて

報告された。 

   ・ぶんせき 

 高椋幹事が御欠席のため、松井支部長より第3回、第4回ぶんせき編集委員会の議事録が紹

介された。 

 

議 案 

（１）2015年度支部事業計画案                                添付資料１２ p.177 

 添付資料に基づき、井倉庶務幹事より2015年度の事業計画案が報告された。特に、第52

回化学関連支部合同大会に関しては、日本化学会九州支部100周年とのジョイント開催とな

り、日韓交流シンポジウムが企画されていることが報告された。 

 また、第53回化学関連支部合同九州大会の世話学会は日本分析化学会の予定であることが

合わせて確認された。 

 第33回九州分析分析化学若手の会夏季セミナーについて、戸田幹事（熊大院自、世話人:

大平先生）より報告がなされた。 

（２）2015年度支部予算案                   添付資料１３ p.181 

 田中会計幹事より支部予算案について、資料の通り報告がなされ、承認された。 

（３）支部役員の変更                     添付資料１４ p.182 

 松井支部長より、支部役員の変更について、以下の通り報告がなされ、承認された。 

新任 

１）熊本大学 大平 慎一 （推薦 戸田敬 熊本大学） 

２）九州大学 薮下 彰啓 （推薦 原田明 九州大学） 

３）九州大学 松森 信明 （推薦 吉村和久 九州大学） 

４）熊本県立大学 白土 英樹 （推薦 松井利郎 九州大学） 

担当者変更 

１） 日本電子（株）福岡支店 内田 耕次 幹事 

→ 日本電子（株）福岡支店 落合 宏寿 幹事 

２） 東ソー（株）大阪支店 立木 武 幹事 

→ 東ソー（株）福岡支店 石田 雄士 幹事 



役員変更 

１）第一薬科大学 高舘 明 幹事 → 参与 

退任 

１）崇城大学 吉田 烈 幹事（退職） 

２）佐賀大学 宮島 徹 幹事（退会） 

３）九州保健福祉大学 伊藤 潔 幹事（近畿支部（摂南大学）に異動） 

５）熊本県立大学 古賀 実 幹事（退職、退会） 

６）三菱化学黒崎事業所開発研究所分析技術G 長崎典之 幹事（本人希望） 

 

（４）2015年度支部・本部関係役員               添付資料１５ p.183 

 松井支部長より、支部・本部関係役員について、以下の通り報告がなされた。次年度の本

部理事は、原田先生（九大院総理工）にお願いすること、常任幹事（佐賀）高椋幹事→松田

幹事となることが合わせて報告され、承認された。 

現段階での2015年度 支部・本部関係役員（案） 

1.本部関係 

 理事（1名）原田 明（九大院総理工） 

 2015年度代議員（9名） 

 編集委員 

  ぶんせき:  高椋 利幸（佐賀大院理工） 

  分析化学:  原田 雅章（福岡教育大学） 

  Anal. Sci.: 宗 伸明（佐賀大農） 

2.支部関係 

 支部長   肥後盛秀（鹿児島大院理工） 

 次期支部長  未定 

 副支部長   未定 

 監査     松井 利郎（九大院農） 

        佐藤 正雄（福岡市環境局保健環境研究所） 

 庶務幹事   満塩 勝（鹿児島大院理工） 

 会計幹事   中島 常憲（鹿児島大院理工） 

 常任幹事（13名） 

 （九工大・福教大）原田 雅章（福教大） 

 （九大院工）森 健（九大院工） 

 （九大院理）竹原 公（九大院理） 

 （九大院薬・第一薬大）黒木 広明(第一薬大) 

 （九大院農・九産大）大浦 博樹（九産大工） 

 （九大筑紫・近大九州工）河済 博文（近大産業理工） 

 （福岡大）塩路 幸生（福岡大理） 



 （佐賀）松田 直樹（産総研九州センター） 

 （長崎・熊本）甲斐 雅亮（長大院医歯薬学総合） 

 （長崎・熊本）西田 正志(崇城大工) 

 （大分・宮崎）大島 達也（宮崎大工） 

 （鹿児島・沖縄）新垣 雄光（琉球大理） 

 （企業・官公庁）川上 健次（ジェイ・サイエンス） 

 

（５）その他                

    2015年度日本分析化学会年会の開催について 

  幹事会に引き続き、第1回 64年会実行委員会が開催されることが報告された。 

 


