第 97 春季年会 ATP 2017 開催報告ならびに
優秀講演賞（産業）受賞者コメント
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優秀講演賞（産業）

「T3C：未来のヘルスケアを切り拓くバ
イオベンチャー」ともに会場いっぱいの
聴 衆 が 集 り 盛 況 で あ っ た。 新 企 画
「T2D：革新的膜工学の研究最前線」と
「T1D：省エネルギー社会を目指した革
新的化学品製造プロセス」でも多くの聴
衆が集り，熱い議論が繰り広げられた。
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〔産学交流委員会 ATP 企画小委員会委員長
安平次重治（宇部興産）
〕
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小宮山剛司（中央大学大学院理工学研究
科・D1）
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