
会場D  会議運営事務室２　第１日目　6月11日（水）
OS12-1 今、計算バイオメカニクスで何ができるか（1）　6月11日（水）　9：30～10：30

　【司会：田原 大輔（龍谷大）】
D-1-1 手術シミュレータ／ナビゲーションへの応用をめざした軟組織計算モデル

○緒方 正人（横浜市立大），圓佛 泰司（横浜国立大），山田 貴博（横浜国立大）

D-1-2 3次元有限要素法を用いた大腿骨溶骨性骨腫瘍による病的骨折の発生予測
○佐野 博高（仙台市立病院），千葉 大介（東北大），井樋 栄二（東北大）

D-1-3 骨リモデリングの力学刺激量と骨梁形態変化の関連の考察
○田原 大輔（龍谷大），名倉 健（龍谷大），辻上 哲也（龍谷大）

D-1-4 コイルの初期形状を考慮した脳動脈瘤コイル挿入の計算力学モデルの構築
○大谷 智仁（大阪大），伊井 仁志（大阪大），和田 成生（大阪大）

OS12-2 今、計算バイオメカニクスで何ができるか（2）　6月11日（水）　10：45～11：45
　【司会：坪田 健一（千葉大）】

D-2-1 赤血球の形状記憶の力学シミュレーション
○坪田 健一（千葉大）

D-2-2 微小血管における大きい細胞と赤血球の流動の数値計算
○今井 陽介（東北大），武石 直樹（東北大），山口 隆美（東北大），石川 拓司（東北大）

D-2-3 体積率を変化させたカプセル濃厚懸濁液の数値解析
○松永 大樹（東北大），今井 陽介（東北大），山口 隆美（東北大），石川 拓司（東北大）

D-2-4 物性の異なるカプセルを混合した懸濁液の数値解析
○伊藤 広樹（東北大），今井 陽介（東北大），松永 大樹（東北大），大森 俊宏（東北大），山口
隆美（東北大），石川 拓司（東北大）

OS12-3 今、計算バイオメカニクスで何ができるか（3）　6月11日（水）　13：15～14：30
　【司会：今井 陽介（東北大）】

D-3-1 血管ダイナミクスと血管変形が狭窄を有する冠動脈血行力学解析に及ぼす影響
○藤原 崇（千葉大），梁 夫友（上海交通大，上海交通大学千葉大学国際共同研究センター），
坪田 健一（千葉大），范 虞琪（上海交通大学第９附属病院），劉 浩（千葉大）

D-3-2 脳動脈瘤治療用ステントにおける数値解析を用いた 適設計
○安西 眸（東北大），Bastian Chopard（ジュネーブ大），中山 敏男（東北大），張 明子（東北大），
吉田 裕貴（東北大），太田 信（東北大）

D-3-3 穿刺針周りの骨髄液流れの数値モデル化
○佐久間 航（東北大），太田 信（東北大），中山 敏男（東北大），中村 修二（JIMRO），佐渡 克行
（JIMRO），高川 浩和（JIMRO）

D-3-4 Multi-scale Computational Fluid Dynamic Modeling of Owl’s Silent Flight
○Chen Rao（ Chiba University，SJTU-CU International Cooperative Research Center），Hao
Liu（ Chiba University，SJTU-CU International Cooperative Research Center）

D-3-5 嚥下時の咽頭壁運動のバイオメカニクスに関する検討
○道脇 幸博（武蔵野赤十字病院），菊地 貴博（武蔵野赤十字病院），神谷 哲（明治），外山 義
雄（明治），長田 尭（明治），神野 暢子（明治）

OS08-1 境界要素法/高速境界要素法【日本計算数理工学会との共同企画】（1）
6月11日（水）　15：00～16：30
　【司会：西村 直志（京都大）】

D-4-1 Suitable allocation of collocation/source points for notched plate problems by the MFS
○Wataru Fujisaki（Kyushu Sangyo University），C.S. Chen（University of Southern Mississippi）

D-4-2 き裂による3 次元弾性波動散乱問題に対する演算子積分時間領域境界要素法
○古川 陽（東京工業大），斎藤 隆泰（群馬大），廣瀬 壮一（東京工業大）

D-4-3 講演取り下げ

D-4-4 ２次元波動問題に対するアイソジオメトリック境界要素法の高度化
○高橋 徹（名古屋大），林 慎一（名古屋大），坂部 遥輝（名古屋大），飯盛 浩司（名古屋大），松
本 敏郎（名古屋大）



D-4-5 境界要素法による磁場中キャビティ内電子波の固有値解析
○植田 毅（東京慈恵会医科大）

D-4-6 2次元熱伝導問題における境界要素法を用いた熱伝達境界条件下のトポロジー 適化
○Jing Guoxian（名古屋大），飯盛 浩司（名古屋大），高橋 徹（名古屋大），山田 崇恭（京都大），
松本 敏郎（名古屋大）

OS08-2 境界要素法/高速境界要素法【日本計算数理工学会との共同企画】（2）
6月11日（水）　16：45～18：00

　【司会：松本 敏郎（名古屋大）】
D-5-1 2次元Helmholtz方程式のガイド波問題に対する高速多重極法について

○三澤 亮太（京都大），西村 直志（京都大）

D-5-2 周期単位の一部に欠陥を有する散乱体による波動散乱問題の解析
○野瀬 大一郎（京都大），西村 直志（京都大）

D-5-3 AIMを用いた２次元Helmholtz方程式における高速解法の改良
○小倉 啓輔（京都大），吉川 仁（京都大），西村 直志（京都大）

D-5-4 Hdiv内積を用いた電磁波動散乱問題に対する境界要素法について
○新納 和樹（京都大），西村 直志（京都大）

D-5-5 2次元Helmholtz方程式の1周期境界値問題に対する高速直接解法について
○松本 安弘（京都大），西村 直志（京都大），新納 和樹（京都大）



会場D  会議運営事務室２　第２日目　6月12日（木）
OS14-1 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（1）　6月12日（木）　9：00～10：15

　【司会：藤本 岳洋（神戸大）】
D-6-1 結合力モデルを用いたXFEMに基づくき裂進展解析システムの開発

○長嶋 利夫（上智大），澤田 昌孝（電力中央研究所）

D-6-2 岩盤の破壊解析のための３次元XFEMプログラムの開発
○澤田 昌孝（電力中央研究所），長嶋 利夫（上智大）

D-6-3 べき乗関数を利用したXFEMによる表面欠陥周辺の２次元静磁場解析
○中住 昭吾（産業技術総合研究所），鈴木 隆之（産業技術総合研究所）

D-6-4 化学的作用を考慮した多結晶体内のき裂進展解析
○新宅 勇一（東北大），寺田 賢二郎（東北大），加藤 準治（東北大），京谷 孝史（東北大），森口
周二（東北大），高瀬 慎介（東北大），堤 成一郎（大阪大）

D-6-5 ウェーブレット有限要素法を用いた弾塑性き裂解析に関する研究
○上田 秀哉（広島大），田中 智行（広島大），山王丸 将吾（広島大），岡澤 重信（広島大），岡田
裕（東京理科大）

OS14-2 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（2）　6月12日（木）　10：30～11：45
　【司会：河合 浩志（諏訪東京理科大）】

D-7-1 分離型連成解法によるき裂材の大変形弾塑性解析
○遊佐 泰紀（東京大），吉村 忍（東京大）

D-7-2 完全陰解法による分割背応力モデルに基づく損傷弾塑性解析
○山王丸 将吾（マツダ），岡澤 重信（広島大），田中 智行（広島大）

D-7-3 損傷モデルによる異形鉄筋まわりの3次元内部ひび割れ進展解析
○根本 優輝（茨城大），車谷 麻緒（茨城大），岡崎 慎一郎（港湾空港技術研究所）

D-7-4 講演取り下げ

D-7-5 テトラ要素による相互積分法を用いた混合モード応力拡大係数の計算（キンクを有するき裂の解
析）
○若島 由樹（東京理科大），岡田 裕（東京理科大）

OS14-3 き裂・き裂進展解析や構造健全性評価に関する数値解析（3）　6月12日（木）　13：15～15：00
　【司会：長嶋 利夫（上智大）】

D-8-1 繰り返し引張り荷重下における表面き裂の板厚貫通挙動
須賀 一博（諏訪東京理科大），○圓道 貴文（東京理科大），菊池 正紀（東京理科大）

D-8-2 重合メッシュ法を用いたステンレス鋼管溶接部の材料境界を考慮したき裂進展解析
○眞崎 浩一（みずほ情報総研），小坂部 和也（みずほ情報総研），勝山 仁哉（日本原子力研究
開発機構），菊池 正紀（東京理科大）

D-8-3 混合モード下の疲労破壊挙動の三次元移動有限要素解析
○仲出 知弘（神戸大），藤本 岳洋（神戸大）

D-8-4 疲労き裂成長抑制のためのストップホール設定に関する数値解析
○周 馳（神戸大），横尾 和磨（神戸大），藤本 岳洋（神戸大）

D-8-5 繰り返しねじり荷重下の弾塑性き裂進展解析
○和田 義孝（近畿大）

D-8-6 円管T継手の疲労寿命とき裂伝播に関する研究
○河原 崇浩（広島大），田中 智行（広島大），八木 一桐（サノヤス造船），村上 貴志（サノヤス造
船），岡澤 重信（広島大），岡田 裕（東京理科大），大沢 直樹（大阪大）

D-8-7 講演取り下げ



会場D  会議運営事務室２　第３日目　6月13日（金）
OS16-1 不確かさのモデリング・シミュレーション（1）　6月13日（金）　9：00～10：15

　【司会：奥村 大（名古屋大）】
D-9-1 X線CTを用いたCFRP積層板の繊維方向のばらつきの測定

○吉村 彰記（宇宙航空研究開発機構），細谷 亮平（東京理科大），小柳 潤（東京理科大），米山
聡（青山学院大），小笠原 俊夫（宇宙航空研究開発機構）

D-9-2 繊維長分布を考慮した射出成形品のマルチスケール解析
○山本 晃司（サイバネットシステム），平山 紀夫（日東紡），寺田 賢二郎（東北大）

D-9-3 凝固組織形成解析におけるランダムな核生成条件の影響
○上原 拓也（山形大）

D-9-4 カーボンナノチューブの軸方向圧縮特性に及ぼす初期形状の不確かさの影響
○川地 正樹（名古屋大），木下 佑介（名古屋大），大野 信忠（名古屋大）

D-9-5 ケルビンセルモデルを用いたCNT強化樹脂の粘塑性特性評価
○荒井 政大（名古屋大），長谷 智行（信州大），西村 正臣（信州大），松田 哲也（筑波大）

OS16-2 不確かさのモデリング・シミュレーション（2）　6月13日（金）　10：30～11：45
　【司会：荒井 政大（名古屋大）】

D-10-1 チューブ-フィン構造体におけるフィン層の均質化弾性剛性（曲げ負荷に対する検証）
○岩堀 恵介（デンソー），大野 信忠（名古屋大），松下 幸平（名古屋大），奥村 大（名古屋大），
宮川 進（デンソー）

D-10-2 ミスアライメントを有するプレートフィン構造体の弾-粘塑性均質化解析およびDIC計測装置によ
る実験的検証
○伊藤 祐（筑波大），小堀 拡（筑波大），山中 優輝（筑波大），松田 哲也（筑波大）

D-10-3 画像相関法によるひずみ計測におけるスプレーテクスチャの濃淡の影響
○中川 裕亮（慶應義塾大），志水 雄太（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

D-10-4 多孔平板の引張試験のモンテカルロシミュレーション
○茨木 暢仁（慶應義塾大），志水 雄太（慶應義塾大），高野 直樹（慶應義塾大）

D-10-5 ダンボールの面外圧縮剛性に及ぼす板紙特性の影響
○奥村 大（名古屋大），曽我 将孝（名古屋大），大野 信忠（名古屋大）

OS16-3 不確かさのモデリング・シミュレーション（3）　6月13日（金）　13：15～14：30
　【司会：松田 哲也（筑波大）】

D-11-1 DFSSとタグチメソッドの使い分けに関する一考察
○工藤 啓治（ダッソー・システムズ）

D-11-2 Uncertainty modeling and sampling scheme with focus on tail probability applied to
biomechancis simulation of pressure ulcer
Slamet Susanto Samuel（Keio University），○Naoki Takano（Keio University），Tomohisa
Nagasao（Keio University Hospital）

D-11-3 信頼性手法に基づく配管の高サイクル熱疲労評価
○鈴木 正昭（東京大）

D-11-4 MEMS構造要素の振動解析における入力データと連成効果の同定
○石原 大輔（九州工業大），堀江 知義（九州工業大），二保 知也（九州工業大），馬場 昭好（九
州工業大）

D-11-5 口腔インプラント手術ドリリング荷重の確率的解析と教育用シミュレータへの応用
○上野 駿之（慶應義塾大），長畠 真広（慶應義塾大），横田 健一郎（慶應義塾大），高野 直樹
（慶應義塾大），田原 大輔（龍谷大），木下 英明（東京歯科大）

OS29 ユーザー・ベンダーセッション　6月13日（金）　15：00～16：30
　【司会：猿渡 智治（JSOL）】

D-12-1 非比例ひずみ経路における板材の成形限界評価機能の開発と適用
○新井 真陽（JSOL），梅津 康義（JSOL）

D-12-2 円筒絞り加工の静的陰解法による解析
○生出 佳（メカニカルデザイン），三原 康子（メカニカルデザイン），小林 卓哉（メカニカルデザイ
ン），瀧澤 英男（日本工業大）

D-12-3 カップ絞り成形におけるシワの発生予測に対する検討
○天石 敏郎（JSOL），吹春 寛（JSOL）



D-12-4 GPUによるボクセルFEMの実用化
○月野 誠（くいんと），永井 学志（岐阜大），上田 雄太（慶應義塾大），中川 義葵（岐阜大）

D-12-5 ヒステリシス特性を持つばね要素の開発と市販ＦＥＭ解析ツールへの実装の取り込み
○グナワン アリーフ（サイバネットシステム），三浦 孝広（サイバネットシステム）

D-12-6 知的資産としてのシミュレーション・データの蓄積と分析について
○工藤 啓治（ダッソー・システムズ）


