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平成 28 年度コロイドおよび界面化学部会
役員・委員一覧（委嘱中）

部会から (1)

役員会 全 44名

役職	 氏名	 所属

部会長 加藤　　直 首都大
副部会長 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
副部会長 加納　博文 千葉大
副部会長 松岡　秀樹 京大
幹事 秋田谷龍男 旭川医大
幹事 足立　泰久 筑波大
幹事 安部　　裕 ライオン
幹事 有賀　克彦 物材機構
幹事 飯村　兼一 宇都宮大
幹事 飯山　　拓 信州大
幹事 池田　宜弘 福岡女子大
幹事 石田　尚之 岡山大
幹事 岡本　　亨 資生堂
幹事 貝瀬　千尋  L.V.M.C.
幹事 懸橋　理枝 阪市工研
幹事 蟹江　澄志 東北大
幹事 金子　行裕 ライオン
幹事 河合　武司 東理大
幹事 川上　亘作 物材機構
幹事 君塚　信夫 九大
幹事 蔵脇　淳一 鹿児島大
幹事 栗原　和枝 東北大
幹事 酒井　秀樹 東理大
幹事 四方　俊幸 東京農工大
幹事 鈴木　敏幸 コスモステクニカルセンター
幹事 多賀圭次郎 名工大
幹事 瀧上　隆智 九大
幹事 出口　　茂 海洋研究開発機構
幹事 内藤　　昇 コーセー
幹事 中尾　啓輔 花王
幹事 野々村美宗 山形大
幹事 芳賀　正明 中央大
幹事 坂　　貞徳 日本メナード化粧品
幹事 福田　啓一 花王
幹事 前田　瑞夫 理研
幹事 松原　弘樹 九大
幹事 水畑　　穣 神戸大
幹事 三輪　哲也 海洋研究開発機構
幹事 村越　　敬 北大
幹事 山田　真爾 花王
幹事 吉村　倫一 奈良女子大

幹事 米澤　　徹 北大
監査 荒殿　　誠 九大
監査 尾関寿美男 信州大

事業企画委員会 全 55名

役職	 氏名	 所属

委員長 川上　亘作 物材機構
副委員長 蟹江　澄志 東北大
副委員長 坂　　貞徳 日本メナード化粧品
担当副部会長 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
委員 秋田谷龍男 旭川医大
委員 安部　　裕 ライオン
委員 有賀　克彦 物材機構
委員 井賀　充香 日本ペイント HD
委員 五十嵐啓二 コーセー
委員 石井　昌彦 豊田中研
委員 石田　尚之 岡山大
委員 石渡　英樹 北里第一三共ワクチン
委員 五十島健史 三菱化学
委員 市川　創作 筑波大
委員 尾関寿美男 信州大
委員 貝瀬　千尋  L.V.M.C.
委員 門　　隆之 岩瀬コスファ
委員 兼井　典子 曽田香料
委員 金子　行裕 ライオン
委員 加納　博文 千葉大
委員 亀田　直弘 産総研
委員 川崎　英也 関西大
委員 日下　靖之 産総研
委員 小林　幹佳 筑波大
委員 小山　匡子 太陽化学
委員 近藤　良夫 日本ガイシ
委員 酒井　俊郎 信州大
委員 坂崎ゆかり ポーラ化成工業
委員 鷺坂　将伸 弘前大
委員 四方　俊幸 東京農工大
委員 鈴木　敏幸 コスモステクニカルセンター
委員 鈴木　　洋 神戸大
委員 瀬戸　秀紀 高エネルギー加速器研究機構
委員 高島　由季 東京薬科大
委員 武井　　孝 首都大
委員 武田　真一 武田コロイドテクノ
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委員 内藤　　昇 コーセー
委員 中西　尚志 物材機構
委員 中村　一郎 村田製作所
委員 西　　直哉 京大
委員 西見　大成 富士フイルム
委員 芳賀　正明 中央大
委員 原　　雄介 産総研
委員 福田　啓一 花王
委員 藤井　秀司 阪工大
委員 松下　祥子 東工大
委員 水上　雅史 東北大
委員 三輪　哲也 海洋研究開発機構
委員 山口　和弘 資生堂
委員 山下　裕司 千葉科学大
委員 山田　真爾 花王
委員 山田　隆幸 日本メナード化粧品
委員 依田　恵子 花王
委員 米澤　　徹 北大
委員 渡辺　　啓 資生堂

編集委員会 全 23名

役職	 氏名	 所属

委員長 坂　　貞徳 日本メナード化粧品
副委員長 吉村　倫一 奈良女子大
担当副部会長 加納　博文 千葉大
委員 池田　宜弘 福岡女子大
委員 岩井　秀隆 花王
委員 懸橋　理枝 阪市工研
委員 景山　元裕 ライオン
委員 蟹江　澄志 東北大
委員 キャシーマクナミー 信州大
委員 近藤　剛史 東理大
委員 酒井　健一 東理大
委員 柴田　裕史 千葉工大
委員 柴田　雅史 東京工科大
委員 杉山　由紀 資生堂
委員 竹崎　　誠 岡山理大
委員 並河　英紀 山形大
委員 西見　大成 富士フイルム
委員 野々村美宗 山形大
委員 浜崎　亜富 信州大
委員 原　　雄介 産総研
委員 藤森　厚裕 埼玉大
委員 不動寺　浩 物材機構
委員 松原　弘樹 九大

企業委員会 全 15名

役職	 氏名	 所属

委員長 金子　行裕 ライオン
副委員長 岡本　　亨 資生堂
副委員長 中尾　啓輔 花王
担当副部会長 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
委員 岩永　哲朗 クラシエホームプロダクツ
委員 大成　宏樹 コーセー
委員 貝瀬　千尋  L.V.M.C.
委員 鈴木　敏幸 コスモステクニカルセンター
委員 曽我部　敦 資生堂
委員 竹山雄一郎 ポーラ化成工業
委員 田中　章博 コーセー
委員 内藤　　昇 コーセー
委員 原矢　奈々 味の素
委員 坂　　貞徳 日本メナード化粧品
委員 山田　隆幸 日本メナード化粧品

討論会委員会 全 19名

役職	 氏名	 所属

委員長 酒井　秀樹 東理大
副委員長 河合　武司 東理大
副委員長 蔵脇　淳一 鹿児島大
担当副部会長 松岡　秀樹 京大
委員 飯村　兼一 宇都宮大
委員 飯山　　拓 信州大
委員 井村　知弘 産総研
委員 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
委員 景山　元裕 ライオン
委員 河合　武司 東理大
委員 川崎　英也 関西大
委員 瀧上　隆智 九大
委員 出口　　茂 海洋研究開発機構
委員 新留　康郎 鹿児島大
委員 橋詰　峰雄 東理大
委員 松下　祥子 東工大
委員 松原　弘樹 九大
委員 吉村　倫一 奈良女子大
委員 米澤　　徹 北大

財務委員会 全 3名

役職	 氏名	 所属

委員長 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
副委員長 四方　俊幸 東京農工大
委員 安部　　裕 ライオン
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広報委員会 全 10名

役職	 氏名	 所属

委員長 懸橋　理枝 阪市工研
副委員長 野々村美宗 山形大
担当副部会長 加納　博文 千葉大
委員 大久保貴広 岡山大
委員 椛島真一郎 ライオン
委員 キャシーマクナミー 信州大
委員 橋詰　峰雄 東理大
委員 坂　　貞徳 日本メナード化粧品
委員 眞山　博幸 旭川医大
委員 吉村　倫一 奈良女子大

賞選考委員会 全 15名

役職	 氏名	 所属

委員長 松岡　秀樹 京大
副委員長 酒井　秀樹 東理大
委員 秋田谷龍男 旭川医大
委員 安部　　裕 ライオン
委員 有賀　克彦 物材機構
委員 飯村　兼一 宇都宮大
委員 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
委員 岡本　　亨 資生堂
委員 金子　行裕 ライオン
委員 河合　武司 東理大
委員 川上　亘作 物材機構
委員 内藤　　昇 コーセー
委員 坂　　貞徳 日本メナード化粧品
委員 福田　啓一 花王
委員 前田　瑞夫 理研

国際交流委員会 全 13名

役職	 氏名	 所属

委員長 出口　　茂 海洋機構
副委員長 有賀　克彦 物材機構
担当副部会長 松岡　秀樹 京大
委員 安部　　裕 ライオン
委員 石田　尚之 岡山大
委員 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
委員 大久保貴広 岡山大
委員 貝瀬　千尋  L.V.M.C.
委員 加納　博文 千葉大
委員 川上　亘作 物材機構
委員 酒井　秀樹 東理大
委員 藤井　秀司 阪工大
委員 米澤　　徹 北大

将来構想委員会 全 13名

役職	 氏名	 所属

委員長 加藤　　直 首都大
副委員長 松岡　秀樹 京大
委員 安部　　裕 ライオン
委員 荒殿　　誠 九大
委員 飯山　　拓 信州大
委員 上田　隆宣 上田レオロジー評価研究所
委員 尾関寿美男 信州大
委員 懸橋　理枝 阪市工研
委員 金子　行裕 ライオン
委員 加納　博文 千葉大
委員 酒井　秀樹 東理大
委員 出口　　茂 海洋機構
委員 坂　　貞徳 日本メナード化粧品

若手ワーキンググループ 全 10名

役職	 氏名	 所属

委員長 飯山　　拓 信州大
副委員長 松原　弘樹 九大
担当副部会長 加納　博文 千葉大
委員 秋山　恵里 花王
委員 大久保貴広 岡山大
委員 椛島真一郎 ライオン
委員 酒井　健一 東理大
委員 並河　英紀 山形大
委員 西　　直哉 京大
委員 渡辺　　哲 京大

ディビジョン小委員会 全 4名

役職	 氏名	 所属

委員長 加納　博文 千葉大
副委員長 芳賀　正明 中央大
委員 加藤　　直 首都大
委員 松岡　秀樹 京大
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