
連合年会 2020（第 35 回日本イオン交換研究発表会・第 39 回溶媒抽出討論会） 

 

主 催： 日本イオン交換学会、日本溶媒抽出学会 

協 賛： 日本化学会、化学工学会、環境科学会、高分子学会、資源・素材学会、ゼオライト学会、

電気化学会、日本海水学会、日本吸着学会、日本原子力学会、日本生物工学会、日本分

析化学会、日本膜学会、日本薬学会、無機マテリアル学会、分離技術会、日本ポーラロ

グラフ学会、環境資源工学会、日本素材物性学会（依頼中を含む） 

 

日 時： 2020 年 10 月 15 日(木) ～ 10 月 16 日(金) 

場 所： 西日本総合展示場 AIM3F 

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目 8-1  電話：093-541-5931 

アクセスは北九州観光コンベンション協会ホームページ https://convention-a.jp/access/ 

および https://convention-a.jp/aim-3f/を参照してください。 

 

特別講演： 「Extraction Methods for the Characterization of Selective Host Compounds and Radiotracers」 

       Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ステファン・ホルガー氏 

「レアメタルの溶媒抽出と晶析逆抽出について」 

山口大学大学院創成科学研究科循環環境工学分野 新苗正和氏 

 
発表形式： 口頭発表、ポスター発表 
 

講演申込 

・申込期間： 2020 年 7 月 1 日(水) 9:00 ～ 2020 年 8 月 7 日(金) 17：00 

・申込方法： 連合年会 2020 のホームページは日本イオン交換学会のホームページで運用します。学

会ホームページ（http://www.jaie.gr.jp）のトップページ「研究発表会」からお申込みください。指

定の書式に従って必要事項を入力、送信してください。 

・発表形式： 口頭（発表 12 分&質疑応答 3 分を予定）またはポスター（90 分を予定）。 

口頭発表申込み件数が多い場合、ポスター発表に変更させていただく場合があります。 

口頭発表形式： Power Point に限る。 

【注】 

自身の PC 使用を原則とします。念のため、USB データ（Windows Power Point に限る）を持参し

てください。 

ポスター発表形式： ポスター掲示用ボードのサイズは横 90 cm、縦 180 cm です。 

ポスター賞： 学生によるポスター発表の中で、優秀なポスター発表に賞を贈ります（懇親会招

待）。 

 

 



講演要旨 

・提出期間：2020 年 8 月 10 日(月) 9：00 ～ 2020 年 10 月 2 日(金) 17：00 

学会ホームページ（http://www.jaie.gr.jp）のトップページ「研究発表会」の「執筆要領」、「見本」

にしたがって要旨原稿を作成してください（A4 版縦 1 枚、Word ファイルに限ります）。 

 

参加申込 

連合年会 2020 のホームページは日本イオン交換学会のホームページで運用します。学会ホームペー

ジ（http://www.jaie.gr.jp）のトップページ「研究発表会」からお申込みください。指定の書式にしたが

って必要事項を入力、送信してください。 

・予約申込期間：2020 年 8 月 10 日(月) 9：00 ～ 2020 年 10 月 2 日(金) 17：00  

予約外は開催当日に受付でお申込みください。 

・参加費： 予約 会員・協賛学会員（6,000 円）、学生（1,000 円）、会員外（7,000 円） 

      当日 会員・協賛学会員（7,000 円）、学生（2,000 円）、会員外（8,000 円） 

      要旨集のみ（6,000 円） 

 

懇親会 

・日時： 2020 年 10 月 15 日(木) 

・予約申込期間：2020 年 8 月 10 日(月) 9：00 ～ 2020 年 10 月 2 日(金) 17：00  

予約外は開催当日に受付でお申込みください。 

・場所： ミクニワールドスタジアム北九州 

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目 9-33  電話：093-521-2020 

アクセスはミクニワールドスタジアム北九州ホームページ 

http://www.kitakyushu-stadium.jp/を参照してください。学会会場から徒歩 5 分です。 

 

・申込方法： 学会ホームページ（http://www.jaie.gr.jp）のトップページ「研究発表会」からお申込み

ください。 

・懇親会費： 予約 一般（6,000 円）、学生（3,000 円） 

             当日 一般・学生とも 8,000 円 

 

参加費・懇親会費支払方法 

 参加費・懇親会費の支払には、各学会の口座を用意しています。両学会に所属されている会員・協

賛学会員の皆様には、ご本人の判断にお任せ致します。 
 

・日本イオン交換学会会員・協賛学会員の皆様 

  郵便振替の場合 

   加入者番号： 00120-3-450975 

   加入者名： イオン交換研究発表会 

 



 

  銀行からの場合 

   銀行名： ゆうちょ銀行 

   支店名： 〇一九（ゼロイチキュウ）店（019） 

   預金種目： 当座 

   口座名称（漢）： イオン交換研究発表会 

   口座名称（カナ）： イオンコウカンケンキュウハッピョウカイ 

   口座番号： 0450975 

 

・日本溶媒抽出学会会員・協賛学会員の皆様 

  郵便振替の場合 

   加入者番号： 17730-18482371 

   加入者名： 日本溶媒抽出学会討論会実行委員会 

 

  銀行からの場合 

   銀行名： ゆうちょ銀行 

支店名： 七七八（ナナナナハチ）店（778） 

   預金種目： 普通 

口座名称（漢）： 日本溶媒抽出学会討論会実行委員会 

口座名称（カナ）： ニホンヨウバイチュウシュツガッカイトウロンカイジッコウイインカイ 

口座番号： 1848237 

 

問い合わせ先 

〒808-0135 北九州市若松区ひびきの 1-1 

北九州市立大学国際環境工学部 分離工学研究室 

連合年会 2020 実行委員長  吉塚和治（Tel : 093-695-3281） E-mail : yoshizuka@kitakyu-u.ac.jp 

イオン交換研究発表会実行委員長  吉塚和治 

溶媒抽出討論会実行委員長  西浜章平（Tel : 093-695-3283） E-mail : nishihama@kitakyu-u.ac.jp 

 

備考 

連合年会の前日（2020 年 10 月 14 日(水) 13:10~）、連合年会 2020 と同会場にて、化学工学会分離プ

ロセス部会主催の「第 9 回最新技術講座（最新の抽出分離技術）」および「第 17 回基礎講座（吸着・

イオン交換の基礎と応用）」が併催（同時間、隣会場、どちらかの講座に参加登録された方は両講座に

参加可能）されます。こちらにも奮ってご参加ください。別途会告にてご案内いたします。 

 

  



会場案内 西日本総合展示場 AIM3F 

 

 

http://convention-a.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/shinkan-floor-map.png

