
 

日本防菌防黴学会学術講演会 2011 

及び第 39 回通常総会 
 

 

学術講演会 2011 及び第 39 回通常総会を、下記のとおり開催いたします。 

会員の方は、是非、ご出席願います。 

＜日時＞平成 23 年 5 月 23 日（月）9：30～17：00 

＜場所＞関西大学百周年記念会館（大阪府吹田市山手町 3-3-35） 

地図参照 

＜参加費＞（学術講演会 2011）会員 5,000 円, 非会員 7,000 円 

      総会及び評議員会のみのご出席は、参加費不要。 

＜参加申込方法＞申込用紙にご記入のうえ、FAX（06-6538-2169）願い

ます。正会員で、総会に欠席される方は、学会誌挟み込み

の委任状はがき＊をお送りください。 

総会のみ出席される場合は、申込みの必要ありません。 

         （＊学会誌４月号に入ります） 
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会長 畑井  喜司雄 

大阪市西区西本町１－１３－３８（新興産ビル） 

℡．06-6538-2166   FAX 06-6538-2169 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/saaaj/ 

 



 

日本防菌防黴学会学術講演会2011及び第39回通常総会のお知らせ 

学術講演会 2011 及び第 39 回通常総会を、下記のとおり、開催いたします。会員の方は、

是非、ご出席願います。なお、当日は総会に先立ち、第 57 回理事会＊及び第 36 回評議員

会＊＊を行ないます。 

 

＜日時＞平成 23 年 5 月 23 日（月）9：30～17：00 

＜場所＞関西大学百周年記念会館（大阪府吹田市山手町 3-3-35）地図参照 

＜参加費＞会員 5,000 円, 非会員 7,000 円 
＜参加申込方法＞申込用紙にご記入のうえ、FAX（06-6538-2169）願います。 

   なお、正会員で、総会に欠席される方は、挟み込みの委任状はがき（４月号）をお送りください。 

（運営・企画：企画委員会 奥田 舜治・河原 秀久・熊谷 善敏・坂上 吉一・佐藤 利夫 

惣田 昱夫・内藤 茂三・中野 みよ・古田 雅一・森田 和矢 

＊特別会議室（12：10～12：55）・・平成 21,22 年度理事、監事出席 

＊＊特別会議室（13：00～14：00）・・平成 21,22 年度理事、監事、及び評議員出席 

（平成 23、24 年度選出の理事、監事、評議員は出席にはおよびません） 

 

○学術講演会 2011：Part １－ホール１－ 

-微生物制御技術の最近の話題を中心として- 

 

プログラム 

司会：河原 秀久（関西大学） 

開講の辞：企画委員長 奥田 舜治（（財）北里環境科学センター） 

 

———座 長 河原 秀久（関西大学）——————————————————————— 

 

講演 1．微生物制御法の基礎知識-超音波殺菌の最近の話題-（9：30～10：00） 

大阪府立大学大学院理学系研究科 古田 雅一 

 

講演 2．微生物制御法の基礎知識-光触媒による殺菌・抗菌について-（10：00～10：30） 

（財）日本食品分析センター 高山 正彦 

 

講演３．微生物制御法の基礎知識-薬剤耐性菌の出現と環境感染の制御（10：30～11：00） 

   （財）北里環境科学センター 奥田 舜治 

 

———座 長 内藤 茂三（愛知学泉短期大学）——————————————————— 

 

講演 4．かび試験法の現状と問題点（11：00～11：30） 

ＮＰＯ法人かび相談センター 高鳥  浩介 

 

講演 5．微生物の簡易迅速同定・検査法の現状と問題点（11：30～12：00） 

関西大学化学生命工学部 河原 秀久 

 

—休憩（12：00～13：00）— 



———座 長 中野 みよ（三重大学）——————————————————————— 

 

講演 6．医薬品分野における微生物試験法の最近の話題（13：00～13：30） 

近畿大学農学部 坂上 吉一 

 

講演７．食品分野における微生物試験法の最近の話題（13：30～14：00） 

近畿大学生物理工学部 石井 営次 

○第 39 回通常総会（14:10～14:50） 

司会：田中 裕美（近畿大学）  

議長：畑井  喜司雄（日本獣医生命科学大学名誉教授） 

議題 （１）平成 22 年度事業報告    （６）平成 23 年度事業計画案 

（２）平成 22 年度決算報告   （７）平成 23 年度予算案 

（３）平成 22 年度監査報告   （８）年次大会に関する件 

（４）名誉会員推薦の件＊    （９）平成２３,２４年度役員等選出の件 

（５）表彰の件＊＊       （10）その他 

 

—休憩（14：50～15：00）— 

 

———座 長 佐藤 利夫（島根大学）——————————————————————— 

 

○平成 22 年度研究奨励賞受賞講演（15：00～15：20） 

受賞候補題目：洗浄・殺菌プロセスの定量的評価に関する工学的研究 

受賞者：浦野 博水（岡山県工学技術センター） 

 

———座 長 熊谷 善敏（Ｐ＆Ｇジャパン（株））—————————————————— 

 

特別講演 鳥インフルエンザの発生状況とその対策（15：20～16：20） 

京都産業大学 鳥インフルエンザ研究センター 大槻 公一 

 

講演 8．ノロウイルス対策の現況と問題点（16：20～16：50） 

サラヤ（株）バイオケミカル研究所 古田 太郎 

閉会の辞 古田 雅一（大阪府立大学） 

 

 

＊名誉会員推薦  今城千代子（元関西労災病院）・高橋 泰子（東京大学名誉教授） 

 

＊＊表彰 １．平成 22 年度功労賞 

受賞者：横山  浩（元大阪府立公衆衛生研究所） 

２．平成 22 年度研究奨励賞（上記記載） 

     ３．平成 22 年度論文賞 

１）受賞者：浦野 博水（岡山県工業技術センター）ほか 

受賞論文：固体表面上の Escherichia coli に対する次亜塩素酸水溶液の超音波霧化の 

殺菌効果（防菌防黴 Vol. 38, No. 9. 573-580 (2010） 

     ４．平成 22 年度学術貢献賞：受賞者：河原 秀久（関西大学化学生命工学部） 

 



 

○学術講演会 2011：Part 2－ホール 2－ 

 

-抗菌加工製品の抗微生物活性の評価・測定法とその課題- 

 

世話人：土戸哲明（関西大学）、高山正彦（（財）日本食品分析センター） 

 

プログラム 

 

 開会挨拶（9：30～9：35）  

                         (財)日本食品分析センター 高山 正彦 

 

———座 長 土戸 哲明（関西大学）—————————————————————— 

 

講演 1．抗菌加工製品の現状と展望（9：35～10：00）   

      徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究部 高麗 寛紀 

 

講演 2．抗菌活性評価法の国際的基準（10:00～10:25）    

    （株）ＩＮＡＸ  今井  茂雄 

 

———座 長 森山 康司（TOTO（株））—————————————————————— 

 

講演 3．AOAC 法による微生物試験・評価法（10：25～10：50）  

   東京農工大学工学部 松岡 英明 

 

—休憩（10：50～11：00）— 

 

講演 4．抗菌活性測定法（11：00～11：20）          

      (財)日本食品分析センター 河合 充生    

 

———座 長 冨岡 敏一（元パナソニック㈱）一—————————————————— 

 

講演 5． 抗カビ活性測定法（11：20～11：40）       

   TOTO（株） 森山 康司 

 

講演 6． 抗ウィルス活性測定法（11：40～12：10）     

     (財)北里環境科学センター 矢野 一好 

 

—休憩（12：10～13：00）— 

 

———座 長 高山 正彦（(財)日本食品分析センター）————————————— 

 

講演 7．繊維加工製品における測定評価法 （13：00～13：20）   

－繊維評価技術協議会の立場から－    

 (社)繊維評価技術協議会 越智 清一    



 

講演 8． 抗菌加工製品における測定評価法（13：20～13：40） 

－抗菌製品技術協議会の立場から－  

一般社団法人 抗菌製品技術協議会  

(株)シナネンゼオミック  栗原 靖夫 

 

 ———座 長 内田 眞志（㈱タイキ）—————————————————————— 

    

講演 9．光触媒抗菌加工製品における測定評価法（13：40～14：00） 

－光触媒工業会の立場から－        

                  光触媒工業会標準化委員会  

   委員長  木村 太門 

 

—休憩（14：00～15：00）— 

 

Part１会場で、第３９回通常総会を 14：10 より行いますので、会員は必ずご出席ください。 

 

講演 10．家電公取協議会における測定評価法の現状と用語の規準（15：00～15：20） 

                       元パナソニック㈱ 冨岡 敏一 

 

———座 長 奥田 舜治（（財）北里環境科学センター）———————————————  

 

講演 11．洗剤・石鹸における洗浄・除菌評価法 （15：20～15：40） 

－洗剤・石鹸公正取引協議会の立場から－ 

                 洗剤・石鹸公正取引協議会   

ライオン㈱）蓼沼  裕彦 

 

講演 12．化粧品における測定評価法（15：40～16：00） 

      ㈱マンダム 岡本  裕也 

 

 

パネルディスカッション（16：00～17：00） 

司会 熊谷 善敏（Ｐ＆Ｇジャパン（株））、高麗   寛紀（徳島大学） 

 

－評価・測定法の課題（方法論の問題と実用上の整合性について）－  

                             パネリスト演者全員 

 

閉会挨拶（17:00～17:05）           関西大学化学生命工学部 土戸 哲明 

 

 

 

 

 

 

 



関西大学千里山キャンパスマップ 

 
[阪急電鉄をご利用の場合] 

阪急「梅田」駅(大阪方面)から：「淡路」駅経由、「関大前」駅下車。徒歩 5分 

阪急「河原町駅」（京都方面）から：「淡路」駅乗換、「関大前」駅下車。徒歩 5分 

[地下鉄(堺筋線)をご利用の場合] 

「天下茶屋」駅（日本橋方面）から：「淡路」駅経由、「関大前」駅下車。徒歩 5分 

 [新幹線をご利用の場合] 

地下鉄「新大阪」駅から「西中島南方」駅で阪急「南方」駅乗換、「関大前」駅下車 

（この間約 30〜40 分）、徒歩 5分      

 [飛行機(大阪国際空港（伊丹空港）)をご利用の場合] 

大阪モノレール「大阪空港」駅から「山田」駅下車乗換、阪急電鉄「関大前」駅下車 

（この間約 30〜35 分）、徒歩 約 5分 

◎参加される方は必ずご登録ください（総会のみ出席の方は登録の必要ありません）。 

 １．講演会要旨は、必要部数のみ印刷いたしますので、登録なき場合は、お渡しできない

場合があります。 

 ２．登録者には、参加証をお送りいたします。参加証なき場合は、入場手続きに時間がか

かります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本防菌防黴学会学術講演会 2011 申込書 

（FAX 06-6538-2169） 

★会員種（当該に○）                        平成  年  月  日 

会 員（維持・賛助・正会員）   

会員外                

 

★申込書は１人１枚ご記入ください   

複数名参加される場合は、コピー 

願います。 

 

 

〒  

住 所  

社 名  

氏 名  

℡            ＦＡＸ 


