２０２０年度支部役員
【支 部 長】 茶山 健二（甲南大学理工学部）
【次期支部長】村松 康司（兵庫県立大学工学研究科）
【副支部長】 久本 秀明（大阪府立大学工学研究科）
安川 智之（兵庫県立大学物質理学研究科）
【庶務幹事】 永井 秀典（(国研)産業技術総合研究所）
末吉 健志（大阪府立大学工学研究科）
【会計幹事】 高原 晃里（(株)リガク）
小池
亮（花王(株)）
【常任幹事】 大城 敬人（大阪大学産業科学研究所）
奥田 浩子（(株)島津テクノリサーチ）
鈴木 茂生（近畿大学薬学部）
森田 成昭（大阪電気通信大学工学部）
岩月 聡史（甲南大学理工学部）
岡本 行広（大阪大学基礎工学研究科）
川井 隆之（(国研)理化学研究所）
田中
陽（(国研)理化学研究所）
北山 紗織（紀本電子工業(株)）
向井
浩（京都教育大学）
山口 英一（(株)日立ハイテクサイエンス ）
山本 佐知雄（近畿大学薬学部）
石切山一彦（(株)東レリサーチセンター）
【参
与】 荒川 隆一（関西大学名誉教授）
池田 重良（大阪大学名誉教授）
池田 篤治（京都大学名誉教授）
池田 昌彦（元(株)堀場製作所）
小川禎一郎（九州大学名誉教授）
尾崎 幸洋（関西学院大学名誉教授）
垣内
隆（京都大学名誉教授）
加納 健司（京都大学農学研究科）
木原 壯林（京都工芸繊維大学名誉教授）
木村 恵一（和歌山大学名誉教授）
木村
優（奈良産業大学）
紀本 岳志（紀本電子工業(株)）
日下
譲（甲南大学名誉教授）
小島 次雄（京都大学名誉教授）
佐伯 正夫（富士物産(株)）
佐藤 昌憲（奈良国立文化財研究所）
澁谷 康彦（大阪工業大学名誉教授）
田中
稔（大阪大学名誉教授）
谷口 一雄（(株)テクノブリッジ）
千熊 正彦（大阪薬科大学名誉教授）
辻
治雄（甲南大学名誉教授）
寺部
茂（兵庫県立大学名誉教授）
中川 照眞（京都大学名誉教授）
中原 武利（大阪府立大学名誉教授）
藤田 芳一（大阪薬科大学名誉教授）
藤原 英明（大阪大学名誉教授）
穂積啓一郎（京都薬科大学名誉教授）
増田 嘉孝（日本分析化学専門学校）
松下 隆之（龍谷大学名誉教授）
八尾 俊男（元大阪府立大学工学研究科）
脇阪 達司（ 和歌山県環境衛生研究センター ）
渡辺
巌（京都大学産官学連携本部）

渡會
仁（大阪大学名誉教授）
【幹
事】
青山 佳弘（(株)島津製作所）
浅川 大地（大阪市立環境科学研究センター）
飯田 琢也（大阪府立大学理学系研究科）
石濱
泰（京都大学薬学研究科）
伊藤 滋之（(株)住化分析センター）
岩井 貴弘（(国研)理化学研究所）
岩本 仁志（和歌山工業高等専門学校）
上田 啓太（和歌山県警察本部科学捜査研究所）
宇田 亮子（奈良工業高等専門学校）
遠藤 達郎（大阪府立大学工学研究科）
大内 幹雄（兵庫県立大学総合教育機構）
大堺 利行（神戸大学理学研究科）
大塚 浩二（京都大学工学研究科）
小堤 和彦（立命館大学生命科学部）
小山 宗孝（京都大学工学研究科）
糟野
潤（龍谷大学理工学部）
門
晋平（和歌山大学システム工学部）
河合
潤（京都大学工学研究科)
川上奈津子（(株)日吉）
川﨑 英也（関西大学化学生命工学部）
河原 直樹（(株)リガク）
川元 達彦（兵庫県立健康科学研究所）
北隅 優希（京都大学農学研究科）
木村 敦臣（大阪大学医学系研究科）
久保 拓也（京都大学工学研究科）
久保田直哉（(株)ジェイ・サイエンス関西）
久保埜公二（大阪教育大学教育学部）
倉内 奈美（京都電子工業(株)）
桑本 恵子（(株)堀場アドバンスドテクノ）
小菅 俊二（(株)日立ハイテクサイエンス）
小林 典裕（神戸薬科大学）
＊小林 宏資（信和化工(株)）
坂本 英文（和歌山大学システム工学部）
佐々木健次（田辺三菱製薬(株)）
佐々木隆之（京都大学工学研究科）
作花 哲夫（京都大学工学研究科）
＊下赤 卓史（京都大学化学研究所）
椎木
弘（大阪府立大学工学研究科）
下条晃司郎（(国研)日本原子力研究開発機構）
下山 昌彦（兵庫県警察本部科学捜査研究所）
許
岩（大阪府立大学工学研究科）
白井
理（京都大学農学研究科）
杉原 崇康（住友電気工業(株)）
杉山 雅人（京都大学人間･環境学研究科）
鈴江 崇彦（紀本電子工業(株))
鈴木 哲仁（京都大学農学研究科）
鈴木 雅登（兵庫県立大学物質理学研究科）
諏訪 雅頼（大阪大学理学研究科）
瀬戸 康雄（(国研)理化学研究所）
宗林 由樹（京都大学化学研究所）
高木 達也（大阪大学薬学研究科）
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村上 正裕（大阪大谷大学薬学部）
高橋 弘樹（京都大学人間･環境学研究科)
竹田さほり（(国研)産業技術総合研究所)
森内 隆代（大阪工業大学工学部）
田中 章夫（住友化学(株)）
森澤 勇介（近畿大学理工学部）
田邉 一郎（大阪大学基礎工学研究科）
矢嶋 摂子（和歌山大学システム工学部）
民谷 栄一（大阪大学工学研究科）
安井 裕之（京都薬科大学薬学部）
千葉 光一（関西学院大学理工学部）
山垣
亮（(公財)サントリー生命科学財団）
塚越 一彦（同志社大学理工学部）
山口 敬子（大阪薬科大学）
塚原
聡（大阪大学理学研究科）
山本 茂樹（大阪大学理学研究科）
塚本 効司（兵庫医療大学薬学部）
山本 雅博（甲南大学理工学部）
辻
幸一（大阪市立大学工学研究科）
横井 邦彦（大阪教育大学）
都築 英明（天理医療大学）
吉田 朋子（大阪市立大学複合先端研究機構）
角井 伸次（大阪大学環境安全研究管理センター）
吉田 裕美（京都工芸繊維大学工芸科学研究科）
壷井 基裕（関西学院大学理工学部）
米倉 忠史（(独)造幣局貨幣部）
坪井 泰之（大阪市立大学理学研究科）
脇田 慎一（(国研)産業技術総合研究所)
天滿
敬（大阪薬科大学）
土井 光暢（大阪薬科大学）
本部役員
床波 志保（大阪府立大学工学研究科）
石濱
泰（京都大学薬学研究科）
＊鳥羽真由子（ｻﾝﾄﾘｰMONOZUKURIｴｷｽﾊﾟｰﾄ(株)）
茶山 健二（甲南大学理工学部）
豊田 岐聡（大阪大学理学研究科）
大塚 浩二（京都大学工学研究科）
中口
譲（近畿大学理工学部）
＊長谷川 健（京都大学化学研究所）
中澤
隆（奈良女子大学理学部）
本部「Analytical Sciences」編集委員
中島 陽一（(地独)大阪産業技術研究所）
長谷川 健（京都大学化学研究所）
中田
靖（(株)堀場テクノサービス）
井之上浩一（立命館大学薬学部）
中原 佳夫（和歌山大学システム工学部）
川崎 英也（関西大学化学生命工学部）
並川
敬（ダイキン工業(株)）
椎木
弘（大阪府立大学工学研究科）
中山 茂吉（住友電工ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰｷｯﾄ(株)）
床波 志保（大阪府立大学工学研究科）
西
直哉（京都大学工学研究科）
西
直哉（京都大学工学研究科）
＊西尾 友志（(株)堀場アドバンスドテクノ）
＊牧
秀志（神戸大学環境保全推進センター）
西埜
誠（(株)島津製作所）
森澤 勇介（近畿大学理工学部）
野田 達夫（大阪府立大学工業高等専門学校）
安川 智之（兵庫県立大学物質理学研究科）
萩中
淳（武庫川女子大学ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究所）
本部「分析化学」編集委員
橋田紳乃介（大塚電子(株)）
山本 佐知雄（近畿大学薬学部）
長谷川 健（京都大学化学研究所）
本部「ぶんせき」編集委員
張野 宏也（神戸女学院大学人間科学部）
＊堀田 弘樹（神戸大学海事科学研究科）
東
昇（倉敷紡績(株)）
本部「X-ray Structure Analysis Online」編集委員
藤居 義和（神戸大学研究基盤センター）
安川 智之（兵庫県立大学物質理学研究科）
藤嶽 暢英（神戸大学農学研究科）
小澤 芳樹（兵庫県立大学物質理学研究科）
藤森 啓一（大阪工業大学工学部）
御厨 正博（関西学院大学理工学部）
藤原
学（龍谷大学理工学部）
「分析化学」編集委員
布施 泰朗（京都工芸繊維大学環境科学センター）＊久保 拓也（京都大学工学研究科）
保坂計一郎（日本電子(株)）
「ぶんせき」編集委員
細矢
憲（京都府立大学生命環境科学研究科）
床波 志保（大阪府立大学工学研究科）
堀田 弘樹（神戸大学海事科学研究科）
「Analytical Sciences」編集委員
本間 秀和（(株)ＫＲＩ）
＊壷井 基裕（関西学院大学理工学部）
前田 耕治（京都工芸繊維大学工芸科学研究科）
牧
秀志（神戸大学環境保全推進センター）
近畿分析技術研究懇話会
松尾 修司（(株)コベルコ科研）
会
長 石切山一彦（(株)東レリサーチセンター）
松本 明弘（和歌山県工業技術センター）
庶務幹事 末吉 健志（大阪府立大学工学研究科）
丸尾 雅啓（滋賀県立大学環境科学部）
会計幹事 小池
亮（花王(
三木功次郎（奈良工業高等専門学校）
三戸彩絵子（(公財)地球環境産業技術研究機構）
＊宮﨑 哲男（日鉄テクノロジー(株)）
宮道
隆（日本分析化学専門学校）

