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平成 28 年 9 月吉日 
 

第 27 回クロマトグラフィー科学会議（SCS27）協賛のお願い 
 

謹啓 
 

時下，ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
平素よりクロマトグラフィー科学会の活動に対し，多大なご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 
さて，来たる平成 28 年 11 月 16 日（水）～18 日（金）に，東京都港区の慶

應義塾大学薬学部において，クロマトグラフィー科学会主催の「第 27 回クロマ

トグラフィー科学会議 (SCS27) 」（実行委員長 金澤秀子，慶應義塾大学）を開

催することになりました。 
クロマトグラフィー科学会は，学会設立以来 27 年間に亘り，クロマトグラフ

ィー関連の研究に携わっていらっしゃる方々の情報交換の場として，年 2 回シ

ンポジウムと科学会議という形で学会を開催しております。現在，クロマトグ

ラフィーは，医学・工学・農学・薬学関連のほとんど全ての分野で汎用されて

おり，現在の科学研究や社会生活を支える基盤技術の一つであると言っても過

言ではありません。また従来から抗体精製などバイオ関連医薬品の製造プロセ

スにもクロマトグラフィーは用いられてきましたが，最近では特に再生医療実

用化に向けた品質評価などへの関心が高まってまいりました。 
第 27 回クロマトグラフィー科学会議では，学会賞受賞講演に加えて『最先端

医療の新展開と分離技術の活用』と『食の新しい機能と安心安全を科学する分

析技術』との 2 テーマでシンポジウムを開催いたします。新しい分野への分離

技術の展開について講演者をはじめ参加者の皆さんとともに活発に意見交換し

ていきたいと考えております。 
是非このような趣旨をご理解いただき，第 27 回クロマトグラフィー科学会議

に格別のご支援を賜りたく，ご協賛いただきますようお願い申し上げます。 
なお、ご賛同いただきます場合には、添付の「協賛・寄付金」、「機器・カタ

ログ書籍展示」、「ランチョンセミナー」および「広告掲載」にご記載の上、事

務局宛にご一報いただければ幸甚に存じます。 
謹白 
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第 27 回クロマトグラフィー科学会議 開催概要 
 

１） 会期  2016 年 11 月 16 日（水）～18 日（金） 
 
２） 主催 クロマトグラフィー科学会 

共賛 日本分析化学会、日本薬学会、日本化学会 
 

３） 会場 
①講演および展示 

慶應義塾大学芝共立キャンパス（東京都港区芝公園 1-5-30，TEL.03-3434-6241） 
②懇親会 11 月 17 日(木)18:30～ 

芝パークホテル（大学に隣接：東京都港区芝公園 1-5-10，TEL. 03-3433-4141） 
 
４） 参加費 
 
 

５） 参加申込 
Web サイト(http://keio-physchem.jp/scs27/)にて事前参加登録受付しております。 

 
６）  実行委員会 
    実行委員長：金澤 秀子（慶應義塾大学薬学部） 
        実行委員 ：望月 直樹（横浜薬科大学） 

立木 秀尚（東和薬品株式会社） 
原田 勝寿（ヤクルト本社） 
合田 竜弥（第一三共株式会社） 
佐藤 友紀（株式会社島津ジーエルシー） 
高橋 信（第一三共株式会社） 
富樫 一天（株式会社住化分析センター） 
伊藤 佳子（慶應義塾大学薬学部） 

          蛭田 勇樹（慶應義塾大学薬学部） 
 
事務局連絡先： 〒105-8512 東京都港区芝公園 1-5-30 慶応義塾大学薬学部  

創薬物理化学講座内 SCS27 実行委員会事務局 
TEL: 03-5400-2657   FAX: 03-5400-1378 
E-mail: scs27@keio-physchem.jp 

  事前 当日 

参加登録 一般（会員） 6,000 7,000 
一般（非会員） 9,000 10,000 
学生（会員） 2,000 3,000 
学生（非会員） 4,000 5,000 

懇親会 一般 7,000 10,000 
 学生 4,000 5,000 

http://keio-physchem.jp/scs27/
mailto:scs27@keio-physchem.jp
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テーマ『最先端医療の新展開と分離技術の活用』 
 
 

 11 月 17 日(木)
升島 努 先生 (理化学研究所) 

「１細胞で創薬・医療の時代到来をめざして」 
 

 11 月 18 日(金)
有田 誠 先生（慶應義塾大学薬学部／理化学研究所統合生命医科学研究センター） 

「脂質クオリティの最先端リピドミクスと生理的意義の解明」 
 
 

 11 月 17 日(木)
藤田 淳 先生（慶應義塾大学医学部循環器内科）   

「iPS 細胞を使った心臓再生への挑戦」 
 

杉浦 悠毅 先生（慶應義塾大学医学部医化学/ JST さきがけ）   
「質量分析による in vivo 代謝リズムのプロファイリング技術」 
 

安田 智 先生（国立医薬品食品衛生研究所）   
「再生医療に関連するレギュラトリーサイエンス」 
 

長瀬 健一 先生（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）   
「再生医療・バイオ創薬のための高機能分離技術の開発」 

 
 

 11 月 18 日(金)
「食の新しい機能と安心安全を科学する分析技術」 

オーガナイザー 望月 直樹 先生（横浜薬科大学） 

シンポジスト 

原田 勝寿 先生((株)ヤクルト本社) 
「食品中機能性成分の解析およびその機能性評価」 
藤田 和弘 先生((一財)日本食品分析センター) 
「過去の輸入食品の違反事例からみた 

動物用医薬品の分析例」 
宮野 博 先生(味の素(株)） 
「アミノ酸・ペプチドの新しい機能 

－新規コク味物質の開発－」 
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1.  機器・カタログ等展示 
日 時：2016 年 11 月 16 日 (水)～18 日（金）（15 日 15 時より準備可能です） 
場 所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス（東京） 
   （1 号館 3 階多目的ホール・ポスター会場を利用いたします） 
展示スペース：パネル（掲示部幅 170 cm×高さ 110 cm：画鋲使用可, パネル

高さ 180 cm）と 
机（カタログ展示用－幅 165 cm×奥行 35 cm） 
ご希望により 1～2 台をご準備します。 

展示費：カタログ等展示－1 件 5 万円 
機器展示－1 件 10 万円 
（展示 1 件につき、１名の関係者の方についてシンポジウム参加費

を無料とさせて頂きます。） 
 

2. ランチョンセミナー  
日 時：2016 年 11 月 17 日（水）～18 日（金） 

（いずれか 1 日の昼休みのうち、約 1 時間でお願いします） 
場 所：慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパス  2 号館講義室 

（会場の収容人数は 50 名～70 名です） 
ランチョンセミナー1 件：10 万円（講師・参加者の弁当代金 別） 
 
申込書を受け取り次第、当方より振込依頼書を送付させて頂きます。 
ご不明な点は下記 SCS27 実行委員会事務局までお問い合わせ下さい。 
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    年   月   日 
 

第 27 回クロマトグラフィー科学会議(SCS27) 

「機器・カタログ・書籍展示」申込書 
 
趣意に賛同し「第27回クロマトグラフィー科学会議」への展示を申込みます。 

 
●展示 

申込区分 ☐ 機器展示 ☐ カタログ・書籍展示 

電源コンセント ☐ 必要 ☐ 不要 

その他要望  

 

貴 社 名   

ご担当者様  

ご 役 職 
又は部署名 

 

 住   所  

 E-mail  

 電   話  

 

 お振込先 
みずほ銀行 浜松町支店 (店番 148)  
口座番号：普通 1553497    
第 27 回クロマトグラフィー科学会議 

 
申込先： SCS27 実行委員会事務局 
FAX の場合： 03-5400-1378 
E-mail の場合： scs27@keio-physchem.jp  
郵送の場合： 〒105-8512 東京都港区芝公園 1-5-30 慶応義塾大学薬学部 

 創薬物理化学講座内 SCS27 実行委員会事務局 
                 （TEL: 03-5400-2657） 

申込期限：  2016 年 9 月 30 日 
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    年   月   日 

第 27 回クロマトグラフィー科学会議(SCS27) 

ランチョンセミナー申込書 

趣意に賛同し「第 27 回クロマトグラフィー科学会議」のランチョンセミ

ナーを申込みます。 
 

貴 社 名   

ご担当者様  

ご 役 職 
又は部署名 

 

 住   所  

 E-mail  

 電   話  

その他ご要望  

 

 お振込先 
みずほ銀行 浜松町支店 (店番 148)  
口座番号：普通 1553497    
第 27 回クロマトグラフィー科学会議 

 
申込先： SCS27 実行委員会事務局 
FAX の場合：  03-5400-1378 
E-mail の場合： scs27@keio-physchem.jp 
郵送の場合： 〒105-8512 東京都港区芝公園 1-5-30 慶応義塾大学薬学部 

 創薬物理化学講座内 SCS27 実行委員会事務局 
                 （TEL: 03-5400-2657） 

申込期限：  2016 年 9 月 30 日 
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年   月   日 

「協賛・寄付金」申込書 

趣意に賛同し「第 27 回クロマトグラフィー科学会議」の下記金額を寄付

いたします。 
 

金額             円（  口） 
1 口 3 万円で、1 口以上のご寄付をお願いいたします。 
 
上記金額を、平成   年  月  日頃、振込先に振り込みます。 

 
貴社名  

ご担当者様  

ご役職  

ご連絡先 〒 
 
 
 
Tel:                          Fax: 
E-mail 

 

お振込先 みずほ銀行 浜松町支店 (店番 148)  
口座番号：普通 1553497   第 27 回クロマトグラフィー科学会議 

 
申込・問合せ先 
第 27 回クロマトグラフィー科学会議事務局 
〒105-8512 東京都港区芝公園 1-5-30  

慶應義塾大学薬学部 創薬物理化学講座内 
TEL: 03-5400-2657  FAX: 03-5400-1378  E-mail: scs27@keio-physchem.jp 
 
申込期限：  2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 

事務局欄 

受付日/ 受付番号/ 備考/ 

 


