
新学術領域研究「多階層生体機能学」最終成果報告会	 

平成 27 年（2015 年）3 月 4 日（水）5 日（木）	 

大阪大学中之島センター佐治敬三ホール、他	 

	 

【第一日目】平成 27 年（2015 年）3 月 4 日（水）	 

13:30-13:35	 「はじめに」倉智	 嘉久（大阪大学大学院医学系研究科・教授）	 

	 

13:35-13:45	 「A01 研究項目紹介」北野	 宏明（沖縄科学技術大学院大学・教授）	 

	 

「A01 研究項目	 統合的多階層生体機能学推進のための基盤システム構築①」	 

座長:	 中沢	 一雄（国立循環器病研究センター研究所）/山下	 富義（京都大学）	 

13:50-14:10	 倉智	 嘉久（大阪大学大学院医学系研究科・教授）	 	 

「次世代多階層生体機能シミュレーション基盤構築と実証研究」	 

14:10-14:30	 北野	 宏明（沖縄科学技術大学院大学・教授）	 

「国際標準モデル表現言語に基づく次世代細胞シミュレーション基盤研究」	 

14:30-14:50	 萩原	 兼一（大阪大学大学院情報科学研究科・教授）	 	 

「汎用多階層生体機能シミュレータ	 Flint	 における並列実行コードの生成およびシミュレーシ

ョン実行の高速化」	 

14:50-15:10	 天野	 晃（立命館大学生命科学部・教授）	 	 

「細胞モデルに基づく臓器モデル記述系と並列実行系に関する研究」	 

	 

15:10-15:30	 休憩	 

	 

「A01 研究項目	 統合的多階層生体機能学推進のための基盤システム構築②」	 

座長:	 井上	 隆司（福岡大学）/影近	 弘之（東京医科歯科大学） 

15:30-15:50	 舟橋	 啓（慶應義塾大学理工学部・准教授）	 

「超高速生化学ネットワークシミュレーションの基盤構築」	 

15:50-16:10	 木下	 賢吾（東北大学大学院情報科学研究科・教授）	 	 

「分子階層でのシミュレーション基盤技術研究」	 

16:10-16:30	 張	 功幸（大阪大学大学院薬学研究科・准教授）	 	 

「生体システム特性の原理的理解に向けた有機化学合成法の研究」	 

16:30-16:50	 青木	 一洋（京都大学大学院生命科学研究科・特定准教授）	 

「反応速度論的パラメーター測定のためのイメージング基盤技術構築」	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



==========================================================================	 

【第二日目】平成 27 年（2015 年）3 月 5 日（木）	 

08:30-08:40	 「A02 研究項目紹介」井上	 隆司（福岡大学医学部・教授）	 

	 

「A02 研究項目	 心臓興奮の頑健性と破綻の多階層システムバイオロジー研究①」	 

座長:	 石川	 義弘（横浜市立大学） /天野	 晃（立命館大学）	 

08:45-09:05	 蒔田	 直昌（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・教授）	 	 

「心臓イオンチャネルの遺伝子異常と機能破綻の分子基盤」	 

09:05-09:25	 相庭	 武司（国立循環器病研究センター心臓血管内科・不整脈科医長）	 

「ＱＴ延長症候群における遺伝子変異部位別チャネル機能異常と不整脈基盤・予後との関係」	 

09:25-09:45	 井上	 隆司（福岡大学医学部	 ・	 教授）	 	 

「適応性心リモデリングとその破綻による不整脈発生機転の統合的解明」	 

09:45-10:05	 竹内	 綾子（福井大学医学部・特命助教）	 

「ミトコンドリアによる心自動能制御メカニズムの多階層解析」	 

10:05-10:25	 南沢	 享（東京慈恵会医科大学医学部・教授）	 

「組織工学を利用した構成的心血管研究への試み」	 

	 

10:25-10:45	 休憩	 

	 

「A02 研究項目	 心臓興奮の頑健性と破綻の多階層システムバイオロジー研究②」	 

座長:	 蒔田	 直昌（長崎大学）/津元	 国親（大阪大学）   

10:45-11:05	 黒川	 洵子（東京医科歯科大学難治疾患研究所・准教授）	 

「男女別心毒性評価の基盤となる基礎研究」	 

11:05-11:25	 芦原	 貴司（滋賀医科大学循環器内科不整脈センター・講師）	 

「バーチャル iPS 細胞由来心筋細胞の構築と応用に関する研究」	 

11:25-11:45	 石川	 義弘（横浜市立大学大学院医学研究科・教授）	 

「心筋細胞シグナルパスウェイ制御機構と神経性調節の統合的解明」	 

11:45-12:05	 本荘	 晴朗（名古屋大学環境医学研究所・准教授）	 

「心臓興奮伝播ダイナミクスとその破綻による致死性不整脈発生機構の統合的解明」	 

12:05-12:25	 中沢	 一雄（国立循環器病研究センター研究所・室長）	 

「多階層データに基づく心臓電気現象の統合的機能シミュレーション」	 

	 

	 

12:25-13:15	 昼食	 

12:30-13:15	 計画研究代表者会議	 (会議室)	 

13:15-14:35	 ポスター発表	 

	 13:15-13:55	 奇数コアタイム	 

	 13:55-14:35	 偶数コアタイム	 

14:35-14:45	 休憩	 

	 	 



14:45-14:55	 「A03 研究項目紹介」山下	 富義（京都大学大学院薬学研究科・准教授）	 

	 

「A03 研究項目	 小分子生体内挙動の多階層システムバイオロジー研究①」	 

座長:	 張	 功幸（大阪大学）/本間	 雅（東京大学）	 

15:00-15:20	 山下	 富義（京都大学大学院薬学研究科・准教授）	 	 

「小分子－生体システム相互作用の分子階層における統合的解析」	 

15:20-15:40	 大戸	 茂弘（九州大学大学院薬学研究科・教授）	 	 

「生体リズムの階層性を基盤にした薬物移送リズムとリズム調整因子の探索」	 

15:40-16:00	 影近	 弘之（東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部・教授）	 	 

「核内受容体を介した生体システム状態変動の細胞階層における解析」	 

16:00-16:20	 楠原	 洋之（東京大学大学院薬学系研究科・教授）	 

「小分子生体内挙動を制御する因子の組織・臓器階層における網羅的解析」	 

	 

16:20-16:30	 休憩	 

	 

「A03 研究項目	 小分子生体内挙動の多階層システムバイオロジー研究②」	 

座長:	 楠原	 洋之（東京大学） /浅井	 義之（沖縄科学技術大学院大学）	 

16:30-16:50	 檜山	 武史（基礎生物学研究所・助教）	 

「Na イオン恒常性と浸透圧維持の多階層調節システム」	 

16:50-17:10	 任	 書晃（新潟大学大学院医歯薬総合研究科・助教）	 

「実験・計算科学による内耳臓器内カリウムイオン循環の機能解析」	 

17:10-17:30	 辰巳	 佐和子（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・助教）	 

「無機リン酸イオン調節の多階層的制御機序解析」	 

17:30-17:50	 鈴木	 洋史（東京大学医学部附属病院・教授）	 	 

「臓器間協関で統合される生体システムによる小分子挙動制御の解析」	 

	 

17:50-17:55「おわりに」	 

	 

	 

	 

18:15-	 懇親会@中之島センター交流サロン	 	 



【第三日目】平成 27 年（2015 年）3 月 6 日（金）	 

Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Area “HD Physiology” 
The Final HD Physiology Symposium 
Osaka University Nakanoshima Center 
4-3-53 Nakanoshima Kita-ku, Osaka-city, Osaka, 530-0005, Japan  
 
9:50-9:55 Opening Remarks 
9:55-10:00 Introduction  
 
Mechanism of Ion channel and Cardiovascular System 
10:00-10:40 Ryuji Inoue (Department of Physiology, Fukuoka University) 
Dynamic regulation of TRPC and TRPM4 channels by endogenous PIP2 level 
10:40-11:25 David Clapham (Howard Hughes Medical Institute, Department of 
Cardiology, Boston Children's Hospital, Harvard Medical School) 
Ion channels of primary cilia 
 
11:25-14:20 lunch break ~ poster session 
13:00-14:10  

poster session core time  
13:00-13:30 even  
13:30-14:10 add 

 
Systems Pharmacology 
14:20-15:00 Hiroshi Suzuki (The University of Tokyo Hospital) 
Systems pharmacology: a powerful tool to analyze/predict drug actions 
15:00-15:45 Meindert Danhof (Leiden Academic Centre for Drug, Leiden University)	   	  
Systems pharmacology – towards multi-target therapy 
 
15:45-16:05 break 
 
Computational Platform for Systems Physiology & Pharmacology 
16:05-16:50 Peter Hunter (Auckland Bioengineering Institute, The University of 
Auckland, New Zealand) 
Computational Physiology: Connecting molecular systems biology with clinical 
medicine 
16:50-17:30 Hiroaki Kitano (the Systems Biology Institute, Sony Computer Science 
Laboratories, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University) 
Disruptive Innovations in Computational Platform for Systems Physiology 
 
17:35-17:40 Closing Remarks 


