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表紙写真：唇が顕著に肥大化したタンガニィカ湖産シクリッドLobochilotes	 
labiatusの野生個体（撮影：大阪市立大　田中宏和）。本種はこの厚い唇を
使って岩の割れ目に吸い付き、中に隠れている節足動物などを捕食する（東京
工業大学　二階堂雅人）。	 
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新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 
第５回インフォマティクスオープンセミナー報告 
（生命情報科学若手の会年会第４回研究会共催） 

 
	 第５回インフォマティクスオープンセミナーは、広く生命情報科学関連の若手研究者と交流

を持てるよう、生命情報科学若手の会年会第４回研究会との共催で 2013年 3月 1日から 3日に
岡崎コンファレンスセンターでおこなった。招待講演者には、ハーバード大学の西田敬二博士

と京都大学の奥田覚氏をお招きして講演をいただいた。 
 
	 西田敬二博士は、合成生物学的に酵母に磁性体を作らせる実験を試みるうち、一定の条件下

では野生型の酵母にも磁性を持たせることができることを発見し、その機構について追求した。

磁性のレベルを定量できる系を構築し、変異体解析から関連遺伝子を同定するとともに、電子

顕微鏡観察によって、磁性体を含むオルガネラが液胞 vacuoleであること、元素分析によってリ
ンおよび酸素が共局在することから、磁性体がリン酸鉄であることを明らかにした。研究内容

にくわえ、海外でポスドクをする上での留意点等についても議論がおこなわれた。 
 
	 奥田覚氏は頂点と辺で細胞を表現する Vertexモデルによる組織の形態形成を紹介した。頂点
と辺で構成した細胞の図を静的にみると植物細胞的に見えるが、頂点が動いて行くことが出来

るため動物細胞の動態もこれで表現できているようであった。Vertex モデル自体は従来から有
るが、細胞の移動に伴うトポロジー上、無理の生じる特定の動きを禁止することで現実的に使

えるようになった。細胞の分裂や体積増加を含めたシミュレーションが可能になり、特定の面

での引っ張り強さが組織の滑らかな形作りに必要であることが示された。 
 
	 「複合適応形質進化」班員の研究室からは、鈴木彦有（東工大）、堀之内貴明（理研）、赤司

寛志（東北大）、入江直樹（理研）、大島一正（京都府立大）、福島健児（総研大）、川島武士（沖

縄科学技術大）、前田太郎（基生研）、西山智明（金沢大）、柴田朋子（基生研）、藤田浩徳（基

生研）、孫建強（東大）の１２名が参加、発表した。 
 

２０１３年３月１２日 
新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

ゲノム支援担当	 西山智明 
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第５回インフォマティクスオープンセミナー報告	 

（生命情報科学若手の会年会第４回研究会共催）	 
	 

2013 年 3 月 1 日~3日	 

会場:	 岡崎コンファレンスセンター・中会議室	 

	 

【プログラム】	 

3 月 1 日（金）	 

13:15	 -	 13:30	 開会の挨拶・諸連絡（年会代表：佐藤昌直・福島健児）	 

	 

13:30	 -	 14:54	 Session	 1:	 メタゲノム・病態解析（座長：荒川和晴）	 

13:30	 尾崎遼（東大）	 （タイトル非公開）	 

13:38	 鈴木脩司（東工大）	 Suffix	 array	 を用いたタンパク質配列の相同性検索の高速化	 

13:46	 中村昇太（阪大）	 メタゲノミック診断法のハイスループット化	 

13:54	 出立兼一（アメリエフ株式会社）	 超高速シーケンサーを用いた疾患関連遺伝子探索の

データ解析	 

14:14	 仲木竜（東大）	 マルコフクラスタリングの応用による高次複雑データのクラスタリン

グアルゴリズムの開発と、癌細胞中のパートナー転写因子とその機能の特定	 

14:34	 長井陽子（産総研）	 関節リウマチの遺伝子多型データベース RAvariome の構築	 

	 

15:05	 -	 15:57	 Session	 2:	 モデリング（座長：大上雅史）	 

15:05	 小沢哲（奈良先端大）	 事前知識を組み込んだ細胞の力推定手法	 

15:13	 服部佑哉（広島大）	 線虫の実構造に基づいた咽頭筋の数理モデリングとシミュレーシ

ョン	 

15:21	 真流玄武（慶應大）	 造血発生過程における細胞内分子ネットワークの数理モデルの構

築	 

15:29	 梶田真司（東大）	 免疫細胞による自己・非自己識別の数理モデル	 

15:37	 奥田泰丈（香川大）	 細胞計測のための動画像追跡手法	 

	 

16:05	 ‒	 17:09	 Session	 3:	 進化（座長：岩崎渉）	 

16:05	 野澤昌文（遺伝研）	 異型性染色体はいかにして進化したのか？：遺伝子量補償の観点

から考える	 

16:13	 宮城竜太郎（首都大）	 Access	 Array	 System 及び	 454	 GS	 junior	 を利用したショウジ

ョウバエ自然集団内アレルサンプルの遺伝子発現解析	 

16:21	 鈴木彦有（東工大）	 比較ゲノム解析で迫るアフリカ三大湖産シクリッドの進化メカニ

ズム	 

16:29	 堀之内貴明（理研）	 大腸菌実験室進化によるエタノールストレス環境に対する適応過
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程のマルチオミックス解析	 

16:49	 赤司寛志（東北大）	 アノールトカゲにおける温度適応形質の遺伝基盤の解明	 

	 

17:20	 ‒	 18:45	 Lightning	 Talk	 1	 &	 Poster	 session（座長：新土優樹）	 

17:20	 入江直樹（理研）	 進化の歴史に縛られたカメのボディプラン	 

17:23	 萩原聖士（北大）	 チョウザメの性決定遺伝子・ウナギの卵質を規定する母性 RNA の探

索	 ̶次世代シークエンサーを用いた挑戦への展望̶	 

17:26	 宮川一志（基生研）	 単為生殖ミジンコの防御形態形成におけるリアクションノームの

進化	 

17:29	 細金正樹（東北大）	 がん遺伝子 Ras による転写変化後の H3K27me3 修飾変化	 ～2細胞間

のヒストン修飾の比較について～	 

17:32	 豊田賢治（総研大）	 ミジンコの環境依存型性決定機構の解明	 

17:35	 大島一正（京都府立大）	 植食性昆虫おける寄主転換の遺伝基盤解明へ向けたクルミホ

ソガのゲノム解読	 

17:38	 西宮攻（北大）	 卵生脊椎動物におけるビテロジェニン分子の成立と進化の解明	 

17:41	 遠藤友基（宇都宮大）	 大規模ゲノム復元のための de	 novo	 アセンブリアルゴリズムの

開発	 

17:44	 神庭圭佑（京大）	 遺伝子発現を制御するヒト抗ウィルス因子 APOBEC3G の脱アミノ化反

応の NMR 実時間計測	 

17:47	 福島健児（総研大）	 フクロユキノシタゲノムから迫る食虫植物の進化	 

17:50	 川島武士（沖縄科学技術大）	 ヒメギボシムシ(Ptychodera.	 flava)のゲノム配列を手が

かりに新口動物の起源を探る	 

17:53	 中川草（ハーバード大）	 （タイトル非公開）	 

17:56	 荒川和晴（慶應大）	 ヨコヅナクマムシはどのようにして生と死のはざまを生きるか	 

17:59	 大上雅史（東工大）	 MEGADOCK	 3.0：超並列タンパク質間相互作用予測システム	 

18:02	 新土優樹（慶應大）	 （タイトル非公開）	 

	 

18:05-18:45	 以上 15 名によるポスター発表	 

	 

18:50	 -	 19:20	 ディナーセミナー1（座長：八谷剛史）	 

イルミナ株式会社	 

	 

19:20	 -	 19:50	 ディナーセミナー2（座長：佐藤昌直）	 

トミーデジタルバイオロジー株式会社	 

	 

19:50	 -	 20:05	 NGS テクノロジー総合ディスカッション（座長：荒川和晴）	 
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３月２日（土）	 	 

09:00	 -	 10:24	 Session	 4:	 エピゲノム・RNA・代謝（座長：山岸潤也）	 

09:00	 山下理宇（東北大）	 翻訳されていない/翻訳されている RNA とそのデータベース作成	 

09:08	 嶋路耕平（京都工芸繊維大）	 ショウジョウバエヒストンメチル基転移酵素 dG9a の遺伝

学的相互作用因子の同定	 

09:16	 河口理紗（東大）	 RNA の二次構造に関する点突然変異解析	 

09:24	 脇坂啓子（京都工芸繊維大）	 キイロショウジョウバエ P因子転位抑制と piRNA	 

09:44	 松本拡高（東大）	 (1)	 BS-Seq を用いた DNA メチル化状態の定量化手法の開発と、(2)	 1

細胞 RNA-Seq を用いたガンゲノム進化解析法の提案	 

10:04	 梶畠秀一（阪大）	 13C 代謝フラックス解析のための解析ソフトウェア(MFmeter)の開発	 

	 

10:35	 ‒	 11:39	 Session	 5:	 ゲノム１（座長：西山智明）	 

10:35	 佐藤行人（東北大）	 東北メディカル・メガバンクにおけるミトコンドリアゲノム解析

基盤の構築	 

10:43	 宮本真理（CLC バイオジャパン）	 CLC	 Genomics	 Workbench	 を使いこなすと何ができる

か	 

10:51	 鈴木治夫（山口大）	 オリゴヌクレオチド組成に基づいたプラスミドの宿主域の予測	 

10:59	 前田太郎（基生研）	 宿主からの単離・培養を必要としない共生菌の de	 novo ゲノム解

読法	 

11:19	 原雄一郎（産総研）	 寄生性原虫の比較ゲノム解析	 

	 

11:50	 ‒	 12:50	 ランチョンセミナー１（座長：荒川和晴）	 

BGI	 Japan	 株式会社	 

	 

13:00	 ‒	 14:16	 Session	 6:	 ゲノム 2（座長：山下理宇）	 

13:00	 千葉啓和（基生研）	 マルチプルアラインメントを用いたドメイン単位のオーソログ分

類の改良	 

13:08	 西山智明（金沢大）	 陸上植物に近縁な藻類：ジャジクモ藻類のゲノム解析	 

13:16	 柴田朋子（基生研）	 一分子シークエンシングのための DNA 調製法の最適化	 

13:36	 田島直幸（東大）	 単細胞紅藻チノリモ(Porphyridium	 purpureum)の葉緑体ゲノム解読

および構造解析	 

13:56	 玉手智史（東北大）	 哺乳類における重複遺伝子と生息環境多様性の関係	 

	 

14:30	 -	 15:46	 Session	 7:	 形態形成（座長：川島武士）	 

14:30	 石東博（基生研）	 マウス卵管の上皮細胞シートの力学と形態形成	 

14:38	 川島一公（広島大）	 （タイトル非公開）	 

14:46	 吉田裕司（奈良先端大）	 神経突起形成関連酵素の情報抽出法	 

15:06	 藤田浩徳（基生研）	 植物茎頂分裂組織パターンの数理モデル解析	 



 5 

15:26	 山田達也（奈良先端大）	 膜電位に着目した成長円錐誘導の数理モデリング	 

	 

16:00	 -	 17:00	 招待講演	 1:	 京都大学	 奥田覚さん（座長：福島健児）	 

多細胞間の力学的相互作用に基づく三次元組織形成シミュレーション	 

	 

17:10	 -	 18:10	 招待講演	 2:	 Harvard	 University	 西田敬二さん（座長：中川草）	 

新しい生命体は新しい場を感知する、か？	 

	 

18:20	 -	 19:20	 Lightning	 Talk	 2	 &	 Poster	 session（座長：河野暢明）	 

18:20	 長谷川優（北大）	 Applying	 single	 cell	 microinjection	 to	 elucidate	 the	 primary	 

events	 of	 parasite-induced	 host	 cell	 reprogramming	 

18:23	 栗崎政希（名市大）	 トランスクリプトームを用いた有鱗類の系統的位置付けの解析	 

18:26	 山本宗隆（阪大）	 Identification	 of	 RNA	 targets	 of	 TDP-43	 and	 FUS	 by	 PAR-CLIP:	 an	 

investigation	 into	 the	 disease	 mechanism	 of	 ALS	 

18:29	 河野暢明（慶應大）	 （タイトル非公開）	 

18:32	 松波雅俊（北大）	 トランスクリプトーム解析で明らかになったエゾサンショウウオの

表現型可塑性の分子機構	 

18:35	 岩崎渉（東大）	 遺伝子の旅と地球の変動	 

18:38	 佐藤昌直（基生研）	 ウイルスゲノム・遺伝子ネットワークを理解し、創り、そして新

たな生物学的課題を生み出すための取り組み	 

18:41	 山岸潤也（東北大）	 メタトランスクリプトーム：RNA-seq に基づくサンプル内ウイルス

配列の解析	 

18:44	 大林武（東北大）	 共発現ネットワークは実在するのか	 

18:47	 八谷剛史（岩手医科大）	 震災コホートのエピジェネティクス研究	 

	 

18:50-19:20 以上 10 名によるポスター発表	 

	 

19:20	 -	 21:10	 全体ポスターセッション	 

	 

	 

３月３日（日）	 	 

09:00	 -	 09:56	 Session	 8:	 トランスクリプトーム・プロテオーム 1（座長：大林武）	 

09:00	 保坂碧（総研大）	 De	 novo トランスクリプトームアセンブルを利用したインプリント遺

伝子同定法の検討	 

09:08	 孫建強（東大）	 リードカウントの正規化手法の改良	 

09:16	 寺田愛花（東工大）	 （タイトル非公開）	 

09:36	 松井求（慶應大）	 転写因子と転写制御ネットワークの段階的共進化	 
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10:10	 -	 11:10	 Session	 9:	 トランスクリプトーム・プロテオーム 2（座長：松波雅俊）	 

10:10	 永野惇（京大）	 野外環境におけるトランスクリプトームを測り、予測し、デザインす

る	 

10:30	 松崎芙美子（九大）	 （タイトル非公開）	 

10:50	 岡村容伸（東北大）	 遺伝子発現パターンの比較による遺伝子機能ごとの発現解析	 

	 

12:30	 -	 13:30	 ランチョンセミナー2（座長：八谷剛史）	 

タカラバイオ株式会社	 

	 

13:40	 -	 15:00	 全体企画	 ワールドカフェ	 

	 

15:00	 -	 15:15	 閉会の挨拶・諸連絡（年会代表：佐藤昌直・福島健児）	 

 

 
NGSテクノロジー総合ディスカッションの様子 

 

 
ポスター発表の風景 
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