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大阪大学大学院基礎工学研究科 化学工学領域 生物材料 

設計グループ 境　慎司・小嶋　勝・中畑雅樹 （4） 262

独立行政法人国立高等専門学校機構 福島工業高等専門学 
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校 化学工学研究室 車田研一 （5） 314

エネルギー変換材料工学研究室の紹介　広島大学大学院 
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［トピックス］

流動現象と機械学習の最近の動向 井上　元 （1） 56
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化および燃焼特性との関係 藤原　翔 （1） 57

イオン液体を用いた二酸化炭素の電解還元 下村拓也 （2） 128

有機系廃棄物の水熱処理による固体燃料製造および原料 

混合時の相乗効果 須網　暁 （2） 129

芸術と技術の境界 小椋聡子 （3） 202
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 田口翔悟 （3） 203

安定密度成層下の乱流混合層の直接数値計算 渡邉智昭 （4） 264

メンブレンリアクターの研究動向 荒木貞夫 （4） 265

医薬品（経口固形製剤）の連続生産 東郷太一郎 （4） 266

2種の金属をドープしたオルガノシリカ膜：水熱安定性 

に優れたシリカ系分子ふるい膜 長澤寛規 （5） 316

“究極”の熱伝達をめぐって 本木慎吾 （5） 317

バイオプラスチックの開発動向 村中陽介 （6） 355

電気電子機器廃棄物（e-waste）からの金属回収溶媒とし 

ての超臨界流体 岡島いづみ （6） 356

再生可能エネルギーと持続可能な開発目標（SDGs） 
 下ヶ橋雅樹 （7） 401

ハイパースペクトルイメージングを用いたマイクロプラ 

スチックの分類 引間悠太 （7） 402
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発 原野安土 （8） 452

「ゲル -液」相転移を示す DNA自己集積体を用いたマイ 

クロリアクタの構築 鵜殿寛岳 （9） 487

LCAに基づく二酸化炭素からのメタノール合成プロセス 

の評価 Thuy T.H. NGUYEN・山木雄大 （9） 488
17O核磁気共鳴分光法を用いた多孔質材料研究 

 伊與木健太 （11） 636

ソフト多孔性配位錯体に関する研究の最新の動向 

 平出翔太郎 （11） 637

連続フロー生産の新展開 大石孝洋 （12） 698

乱流によるヒト iPS細胞由来血小板大量培養の効率化 

 堀江正信 （12） 699

リザバーコンピューティング：時系列データの機械学習 

 犬伏正信 （12） 700
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エンジニアリング会社から大学へ 堀内淳一 （2） 130

女性研究者・技術者の活躍推進に寄せる思い 栗原和枝 （3） 204
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への最初の一歩 飯野福哉 （6） 357

Journey and Experience in Japan Chitra PALANISWAMY （9） 489

D&I（Diversity&Inclusion）から 

DEI（Diversity-Equity-Inclusion）へ 北川尚美 （12） 701

［書評］

Dry Syngas Purification Processes for Coal Gasification Systems 

 藤岡祐一 （2） 137

［新刊紹介］

未来エコ実践テクノロジーシリーズ　図解でわかるカー 

ボンニュートラル～脱炭素を実現するクリーンエネル 

　ギーシステム～ 橋崎克雄 （10） 567

［本会関連記事・その他］

JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 掲載論文
 （1）61, （2）141, （3）217, （4）267, （5）318, （6）368,  

 （7）408, （8）453, （9）492, （10）595, （11）651, （12）709

化学工学論文集掲載論文 

  （1）61, （3）217, （5）319, （7）409, （9）493, （11）651

化学工学論文集第 46巻（2020）事項索引  （10） 590

Index to Journal of Chemical Engineering of Japan,  

Vol.53（2020）, Subjects  （10） 591

第 85巻（2021）巻末索引 （12）別丁（i）～（vii）
永年会員有資格者の皆様へ／シニア会員有資格者の皆様へ 

  （1） 58

「2020年度化学工学会インターンシップ」を終えて 

 吉見智之 （2） 121

公益社団法人化学工学会第 86年会　産業セッション 

－「Efficiencyから Sufficiencyへ・社会を変革する化学 

　工学」－ 佐藤　隆 （2） 123

令和 2年度化学工学会賞  （3） 206

名誉会員　井上博愛氏のご逝去を悼む  （6） 371

第 52回秋季大会のご案内  （7） 403

2022・2023年度会長選挙候補者  （9） 496

INCHEM TOKYO 2021特別講演会のご紹介 

 INCHEM TOKYO 2021 展示委員会講演会WG （11） 638

「化学工学教育に関するアンケート」結果報告 

 吉見智之・吉岡朋久 （11） 641

［本会の動き］

女性技術者ネットワーク　報告 天沢逸里・山内紀子 （2） 133

2020年第 46回経営ゼミナールに参加して 佐々木良太 （2） 134

令和 2年度　卒業生・修了生の皆様へ　正会員登録のお 

願い 小野　努 （2） 138

第 86年会女性技術者フォーラム　報告 
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上宮成之 （6） 366
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太田裕貴 （2） 90

大坪拓夢 （5） 315

大歳夏生 （3） 201

岡島いづみ （6）356, （12） 674

岡田知也 （12） 667

岡本悦郎 （2） 105

岡本尚樹 （8） 450

小河守正 （1）50, （2）115, （3） 196, 

  （4）257, （5）307, （6） 349

沖津美帆 （2） 120

沖野晃俊 （9） 459

小椋聡子 （3） 202

小澤賀子 （7） 381

尾下優子 （1） 46

小野　努 （2）138, （12） 705

小野澤俊也 （11） 599

織田耕彦 （2） 119

［か］

甲斐敬美 （5） 279

香川慶太 （6） 342

片岡智哉 （3） 174

金澤誠司 （9） 470

金森敏幸 （2） 63

金子　滉 （7） 400

蒲地宏典 （5） 293

加茂　徹 （3） 143

河合浩史 （7） 396

川上了史 （3） 164

川島雄太 （7） 385

川野陽一 （6） 338

菅野雅皓 （5） 303
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岸　祐介 （8） 449

木田一哉 （6） 330

北川尚美 （12） 701

木津　諒 （5） 283

橘川武郎 （6） 327

木村達三郎 （1） 15
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久保知大 （2） 69

久保正樹 （4） 221

窪田佳寛 （8） 430

熊谷将吾 （3） 160

栗原和枝 （3） 204

車田研一 （5） 314

黒沢厚志 （1） 22

桑江朝比呂 （12）655,  659

桑田力真 （8） 418
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小池勲夫 （12） 653

河野　香 （7） 381

甲村長利 （11） 599

越野美春 （4） 236

小嶋　勝 （4） 262

小杉知佳 （12） 681

児玉　涼 （2） 108

小林大祐 （4） 239

小林孝紀 （12） 677

小宮山涼一 （1） 19

古山通久 （1）3, 12, （5）311, （12） 693

 所　千晴・室井　桂・吉宗美紀 （6） 361

第 86年会　学生賞のご紹介 本部大会運営委員会 （6） 363

2020年度　部会活動貢献賞（部会 CT賞） 
 上宮成之・古屋　武 （6） 366

女性技術者ネットワーク　報告 吉宗美紀・山内紀子 （10） 589

第 23回化学工学会学生発表会てんまつ記 

 第 23回化学工学会学生発表会実行委員会 （11） 646

2020年度の振り返り－Withコロナ，Postコロナの学会活動－ 

 辻　佳子 （12） 703 

化学工学会第 52回秋季大会顛末記 小野　努 （12） 705

化学工学会第 52回秋季大会「女性技術者ネットワーク」 

報告 宮崎あかね・田中祐圭・大河内美奈 （12） 708

［SCE・Net コーナー］

プロセス設計におけるマニュアル化の懸念 八木　宏 （1） 11

「2050年ゼロカーボンへ向けて」SCE・Net環境研究会へ 

のお誘い 原戸卓雄 （3） 163

技術文章の作成は難しい 鶴田邦弘 （5） 319

化学工学は絶滅危惧種なんかじゃない！（Part-2） 
 稲葉正志 （7） 407

シニアエンジニアの居場所 飯塚　弘 （9） 493

オリンピアンに見る自己実現 中尾　眞 （11） 618

8512索引.indd   58512索引.indd   5 2021/11/19   11:45:332021/11/19   11:45:33

公益社団法人 化学工学会 https://www.scej.org/

著作権法により無断での転載等は禁止されています 
 



（vi）

金野正史 （4） 254

［さ］

齋藤優子 （3） 160

境　慎司 （4） 262

堺　裕輔 （12） 696

坂口俊幸 （2） 105

下ヶ橋雅樹 （7） 401

佐古　猛 （12） 674

佐々木猛 （3） 192

佐々木良太 （2） 134

佐治木弘尚 （11） 597

佐藤勝俊 （11） 634

佐藤　隆 （2） 123

佐藤道貴 （6） 334

佐野紀彰 （8） 448

［し］

信田尚毅 （4） 236

清水忠明 （1） 1

下村拓也 （2） 128

下村政嗣 （8） 413

下山裕介 （2） 119

白石幸秀 （4） 236

白谷正治 （9） 474

［す］

須網　暁 （2） 129

杉山　茂 （5） 269

杉山弘和 （11） 615

鈴木哲夫 （8） 448

鈴木俊光 （2） 108

［せ］

関口未散 （1） 3

石戸利典 （7） 373

瀬戸章文 （7） 389

瀬戸山亨 （1） 26

［そ］

副島潤一郎 （4） 243

［た］

大聖泰弘 （1） 38

髙尾正樹 （3） 167

高岡央明 （5） 293

高木真惟 （6） 354

高島成剛 （9） 463

高橋啓太 （2） 69

田口翔悟 （3） 203

宅見正浩 （11） 611

武部眞ノ介 （9） 486

立花孝介 （9） 470

田中祐圭 （12） 708

田辺資明 （8） 437

［つ］

辻　佳子 （12） 703

辻埜真人 （8） 433

鶴田邦弘 （5） 319

［て］

寺田信幸 （8） 430

［と］

東郷太一郎 （4） 266

土岐規仁 （7） 399

渡慶次学 （2） 80

所　千晴 （1）3, （6） 361

富山宗一郎 （8） 422

取違　剛 （3） 189

［な］

永石新太郎 （11） 635

中尾　眞 （11） 618

永岡勝俊 （11） 634

中垣隆雄 （3） 185

中川究也 （8） 448

永木愛一郎 （11） 611

長澤寛規 （5）316, （9） 466

長島美穂 （2） 69

中谷　隼 （3） 149

中野陽一 （1） 54

中畑雅樹 （4） 262

中原祐一 （11） 627

中原理暉 （4） 246

波形　光 （1） 55

奈良知幸 （8） 451

難波哲哉 （5） 289

［に］

二井　晋 （4） 219

西川祐太 （12） 697

西林仁昭 （8） 437

仁部翔太 （4） 254

二瓶泰雄 （3） 174

［ね］

根岸　諒 （2） 65

［の］

野口美由貴 （3） 182

信時正人 （12） 685

野村幸治 （1） 34

野村周平 （8） 441

野村誠治 （6） 334

野村幹弘 （9） 485

［は］

橋﨑克雄 （10）499,  567

馬場嘉信 （2） 72

林康太郎 （1） 34

林潤一郎 （6） 323

林　大和 （4） 250

原戸卓雄 （3） 163

原野安土 （8） 452

針山孝彦 （8） 426

パントン パチヤ （3） 157

半場雅志 （3） 145

［ひ］

引間悠太 （7） 402

日野光一 （7） 378

兵頭彦次 （1） 34

平出翔太郎 （11） 637

平尾　宙 （1） 34

廣納敬太 （4） 263

広畑　修 （5） 296

［ふ］

福田一成 （1） 42

福田公一 （7） 378

福原長寿 （5） 271

藤井秀司 （8） 415

藤岡惠子 （2） 94

藤岡祐一 （2） 137

藤原　翔 （1） 57

古屋　武 （6） 366

［ほ］

細野武彦 （11） 607

細谷昌弘 （11） 623

堀　正和 （12）655,  659

堀　　勝 （9） 478

堀内淳一 （2） 130

堀江孝史 （11） 603

堀江正信 （12） 699

堀河俊英 （7） 378

［ま］

幕田寿典 （4） 228

松尾雄一 （3） 153

松永早苗 （7） 375

松並研作 （11） 615

松本秀行 （5） 289

［み］

宮崎あかね （12） 708

宮島利宏 （12） 670

宮本憲二 （3） 164

宮本仁志 （2） 101

8512索引.indd   68512索引.indd   6 2021/11/19   11:45:342021/11/19   11:45:34

公益社団法人 化学工学会 https://www.scej.org/

著作権法により無断での転載等は禁止されています 
 



（vii）

［む］

村上英樹 （1） 3

村中陽介 （6） 355

室井　桂 （6） 361

［も］

望月　修 （8） 430

本木慎吾 （5） 317

森　嘉彦 （5） 275

［や］

八尾　滋 （3） 157

八木　宏 （1） 11

安井隆雄 （2） 72

安田啓司 （4） 232

柳澤満則 （12） 677

山内紀子 （2）133, （10） 589

山川考一 （2） 87

山木雄大 （9） 488

山崎章弘 （3） 182

山城利之 （2） 105

山田剛史 （5） 286

山田博史 （11） 634

［よ］

余語克則 （3） 178

横田政晶 （7） 399

吉岡敏明 （3） 160

吉岡朋久 （11） 641

吉野知子 （2） 65

吉見智之 （2）121, （11） 641

吉宗美紀 （6）361, （10） 589

［わ］

渡邉　敦 （12） 663

渡部高司 （2） 112

渡辺隆行 （9） 457

渡邉智昭 （4） 264

渡辺久夫 （5） 303

［その他］

Chitra PALANISWAMY （9） 489

Corey MYERS （3） 185

HUNG Ying Chieh （2） 119

Thuy T.H. NGUYEN （9） 488

［委員会］

INCHEM TOKYO 2021展示委員会 

講演会WG （11） 638

第 23回化学工学会学生発表会実行委員会 

 （11） 646

本部大会運営委員会 （6） 363

化学工学会では，化学工学誌電子版への移行を 
推奨しています。

 （対象：正会員）

学会誌送付が不要な方は，マイページ内の「会誌郵送有無」から変更できます。
変更処理のタイミングで翌月からとなる場合がございます。
 （（公社）化学工学会）
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