
日本プロセス化学会2003サマーシンポジウム
プログラム
第1日目 ［6月30日（月）］
9:55～10:00 開会の辞
10:00～10:50 多様な生理活性物質の実践的全合成と開発
　　　　　 早稲田大学理工学部 竜田　邦明
10:50～11:40 新規抗生剤E1010のプロセス研究
　　　　　　　　　　 エーザイ株式会社プロセスケミストリー研究所 水野　正則

12:40～13:30 真に効率的かつパワフルな有機合成を目指して
　　　　　　　　　　 東京大学大学院薬学系研究科 小林　 修
13:30～14:20 (1R,2R)-2-aminocyclohexanolの酵素分割によるプロセス開発　
　　　　　　　　　　 旭化成株式会社延岡医薬工場　川久保　弘

14:35～16:00 ポスタープレゼンテーション
16:00～18:00 ポスターセッション

18:00～20:00 情報交換会

第2日目 ［7月1日（火）］
9:00～ 9:50 合成抗菌剤レボフロキサシンのプロセス研究
　　　　　　　　　　 第一製薬株式会社製薬技術研究所化学技術センター 佐藤　耕司　
9:50～10:40 Viraceptｨのプロセス研究
　　　　　　　　　　 日本たばこ産業株式会社医薬総合研究所 稲葉 隆之
10:40～11:30 産業技術立国再生とファインケミカル産業の課題
　　　　　　　　　　 経済産業省製造産業局　 河本　光明

12:30～13:00 総会・表彰式

13:00～13:30 糖尿病治療薬AJ-9677の重要中間体(R)-3-(2-amino- propyl)- 7-
benzoyloxyindoleの光学分割による合成
　　　　　　　　　　 長瀬産業株式会社研究開発センター　井上　徹　
13:30～14:00 保護基なしの全合成　－無保護アミノ酸の反応を利用した光学活性
Clavicipitic Acidの全合成－
　　　　　　　　　　 東邦大学薬学部　横山　祐作
14:00～14:30 リウマチ様関節炎剤中間体キラルアミノフラノンの誘導体の製造研究
　　　　　　　　　　 株式会社エーピーアイコーポレーション医薬事業本部　松本陽一

14:45～15:35 物質安全と反応安全の考え方
　　　　　　　　　　 東京大学大学院新領域創成科学研究科　田村　昌三
15:35～16:25 マイクロ化学プロセッシング －その成否の鍵は－
　　　　　　　　　　 京都大学大学院工学研究科　前　一廣
 
16:25～16:30 閉会の辞　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　



P1 抗心不全薬ＦＫ６６４の工業化研究

（藤沢薬品工業・合成技術研究所）　○五島俊介, 坪井弘行, 山中敦夫,

向井浩二,  加々良耕二

P2 TsCl / イミダゾール縮合剤を用いる効率的エステル化・アミド化・チオエステル化：

その性能・機構・適用範囲

（関学大・理工）　若杉和紀, 御前智則, 森田順一, 西井良典, ○田辺陽

P3 シラザン／ピリジニウムトリフラート触媒系でのアルコールの効率的シリル化

（関学大・理工）　○御前智則, 飯田聖, 田辺陽

P4 シラザン／塩基触媒系：エノールシリルエーテルの温和・強力・官能基選択的合成

（関学大・理工）　○飯田聖, 御前智則, 田辺陽

P5 新規エラスターゼ阻害剤AE-3763の製法検討

（大日本製薬・化学研究所, *薬物動態研究所, **浜理薬品工業　開発部）

○井上泰尚, 面谷智喜, 白武亮太郎, 岡野耕司, 佐藤文憲, *植田知彦, **福田容三, **林大至郎

P6 タンデム-Wittig-触媒的不斉エポキシ化反応―廃棄物Ph3P(O)の有効活用

（東大院・薬）　○松永茂樹, 木下智文, 岡田茂満, 柴崎正勝

P7 ストレッカー反応を用いるビオチンの新規合成法

（田辺製薬・製薬研）　○森敬和, 関雅彦

P8 二酸化炭素を原料とするキナゾリン誘導体の効率的な合成

（大阪市立工業研究所）　○水野卓巳

P9 アリピプラゾール原料中の不純物探索

（大塚製薬・徳島第二工場）　〇鳥澤保廣, 新浜光一, 藤田展久, 山本光二, 薮内剛, 藤本聖,

西岡佳宏, 岩城秀行, 森田清司, 三浦厳, 福田宣夫, 古田拓也, 西孝夫, 南川純一

P10 糖質誘導体をテンプレートに用いた不斉合成反応の開発

（慶應大・理工）　浅野真吾, 玉伊徹生, 柳澤 徹, 清野由梨, 戸谷希一郎, 高尾賢一, ○只野金一

P11 神経変性疾患治療薬の重要中間体(R)-(+)-6-(1,4-Dimethoxy-3-methyl-2-naphthyl)-

6-(4-hydroxyphenyl)hexanoic Acidに関するﾌﾟﾛｾｽ研究

（武田薬品工業・製薬研究所, *化学研究所）　○伊藤達也, 池本朋己, 長田敏明, 河原崎忠雄,

島俊介, 山根太平, 西口敦子, 浦井征, 山野光久, 水野行雄, 冨松公典, 脇舛光廣, *山野徹

P12 インジウムが惹起する水中でのN,O－アセタールの求核置換反応

（長崎大院・医歯薬学総合）　松村功啓, ○鈴木秀明, 尾野村治, 真木俊英

ポスター発表



P13 不均化反応を利用した多価カルボン酸無水物の選択的モノアミド化

（三菱ウェルファーマ・製薬研究所）　○桐原伸治, 上森悟, 安本光由, 池部次男

P14 Reaction optimization in a continuous process

（CPC-Cellular Process Chemistry Systems）　○Shahriyar Taghavi-Moghadam, Ansgar Kursawe

P15 デザイン型光学活性四級アンモニウムビフルオリドを触媒とする不斉ニトロアルドール反応

（京大院・理）　○堂田佳奈恵, 大井貴史, 丸岡啓二

P16 光学分割剤 PBA：プロフェン類の工業的製造プロセスの開発

（長瀬産業・研究開発センター）　井上徹, 神山俊治, 豊田和俊, 松本淳, 千種康男,

丸尾晃一, 藤本泰造, 松山恵介, 野本史樹, 吉田和人, 森脇雅史

P17 無保護アミノ酸の反応：－芳香族アミノ酸のブロム化－

（東邦大・薬）　○横山祐作, 佐藤正憲, 山口智嗣, 村上泰興

P18 消化性潰瘍治療薬S-0509の製造プロセス開発

（塩野義製薬・生産技術研究所, *日亜薬品工業）　○樺木幹雄, *小池晴夫

P19 金属Mgを用いる新規多元素環状化合物の高選択的合成

（長岡技科大・化学系）　西口郁三, ○内田哲郎, 酒井伸康, 前川博史

P20 還流洗浄における洗浄性に影響を与える因子の特定

（中外製薬・技術本部,  *国立医薬品食品衛生研究所）　○田野倉武己, 小山嘉一朗, 田村邦雄,

酒井康行, *森川馨

P21 スピロトリプロスタチン誘導体の合成研究

（九大院・薬）　中澤公一, 山崎健, 田中正一, ○末宗洋

P22 Real-time Monitoring of Hydrogenation Reactions using Mid-Infrared Spectroscopy and

In-Situ Probes

（Mettler-Toledo AutoChem）　Wes Walker,  Jeff Sherman,  ○Paul Scholl

P23 ニトリルを用いる新規アルキル化法―芳香族アミン類の環境負荷低減型モノアルキル化

（岐阜薬大・薬品化学）　○井川貴詞, 佐治木弘尚, 廣田耕作

P24 α―ヒドロキシ酸誘導体に関するプロセス研究

（武田薬品工業・製薬研究所）　○磯上泰志, 入江宏行, 西山廣彦, 山根太平, 田嶋誠司, 石田徹,

春堂卓嗣, 光寺弘幸

P25 無臭チオール及びスルフィドの開発と有機反応への応用

（京都薬大）　西出喜代治, ○大杉真市, 宮本哲男, Pranab K. Patra, 野出學



P26 無臭硫黄化合物の開発と応用：無臭Corey-Kim 酸化と無臭Swern 酸化

（和光純薬工業・試薬研究所, *京都薬大）　大野桂司, ○奥山和典, *西出喜代治,

*大杉真市,* 野出學

P27 アレルギー性疾患治療薬Ｓ-5751鍵中間体の工業的製造法の開発

（塩野義製薬・生産技術研究所,  *創薬研究所）　○樋田壮真, 柿沼誠, 河田享三, 増井稔昭,

 *岡田哲夫, *橋詰浩

P28 塩化ガリウムを用いたアルキルベンゼンの芳香族臭素化・転位反応

（東北大院・薬）　諏訪篤志, 有澤美枝子,・○山口雅彦

P29 光学活性アルカロイドを触媒とする保護アミノ酸（ＵＮＣＡ）の速度論的光学分割

（ダイソー・研究所,＊米国ブランダイス大）　○石井裕, 村上悟史, 古川喜朗, ＊Ｌｉ Ｄｅｎｇ

P30 リパーゼ触媒不斉非対称化による３位に不斉第四級炭素を有するオキシインドール類の

簡便合成法

（阪大院・薬）　○赤井周司, 辻野俊明, 秋山絵美, 谷本晃一, 北泰行

P31 カルボニル還元酵素による光学活性Ｃ３アルコールの製造検討

（三菱化学・科学技術研究センターライフサイエンス研究所） ○川端潤, 生田ミキ, 坂本剛, 上田誠

P32 超臨界流体クロマト法による光学活性体の生産

(ダイセル化学工業 CPI カンパニーライフサイエンス開発センター） ○亦部章弘
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