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◎日程 
 
 11:00～    受付・ポスター準備（アクティブラーニング室） 
 
        役員会（アクティブラーニング室） 
 
 11:30～    総会（アクティブラーニング室） 
 
 13:00～14:00 Brief Presentation（アクティブラーニング室） 
 
 14:00～15:00 ポスターセッション（アクティブラーニング室） 
 
 15:30～16:30 特別講演（T1-12 室） 
 
 16:30～16:50 優秀賞表彰式（T1-12 室） 
 
 
◎特別講演 
 
15:30～16:30 
  
 「いいもの（医療機器）を作ったのに使うことが出来ないのはなぜか」 
 
 
   講師：山梨大学融合研究臨床応用推進センター 
 
     教授 田村 淳史 氏 
 
 
 
 



◎演題 
 
１．末梢皮膚温上昇訓練におけるバイオフィードバック法の提案 
○三浦 貴暉*1，内山 美枝子*2，飯島 淳彦*1*2 

 *1 新潟大学大学院自然科学研究科，*2 新潟大学医学部保健学科 
 
２．4K 高精細ディスプレイを用いた解像度の違いと映像酔いの関係 
 ○井田 彰信*1，板東 武彦*2，飯島 淳彦*1 
 *1 新潟大学大学院自然科学研究科，*2 新潟大学医学部 
 
３．簡易生理計測による負に帯電したナノミストが生体に与える影響の評価 
 ○横田 幸也*1，早川 陽喜*2，井浦 真*2，堀 潤一*1 
 *1 新潟大学大学院 自然科学研究科，*2 株式会社 コロナ 
 
４．透析用バスキュラーアクセスカテーテルの留置角度による血管壁圧力分布の解析 
 ○飯田 恵美，小林 俊一 
 信州大学繊維学部 
 
５．単語選択注意に基づいた聴覚 BCI の開発 
 ○伊藤 修平*1，橋本 昌巳*2，香山 瑞恵*2，伊東 一典*2 
 *1 信州大学大学院 総合理工学研究科，*2 信州大学 工学部 
 
６．車椅子の乗り心地の評価指標の検討 

-ロール角方向の座面角度が付いた片手操作用車椅子を例として- 
 ○矢野 裕史，永森 正仁，塩野谷 明，三宅 仁 
 長岡技術科学大学 医用福祉工学研究室 
 
７．ストレス評価システムにおける画像を用いた入力画面の検討 
 ○岡井 太志，藁谷 幹，永森 正仁，三宅 仁 
 長岡技術科学大学 
 
８．日常生活におけるストレスの主観と客観による評価 
 ○藁谷 幹，岡井 太志，永森 正仁，三宅 仁 
 長岡技術科学大学 
 
９．合理的配慮における主体的な要請を支援する心拍情報の検討 
 ○保志野 柚菜*1，今井 健太*1，永森 正仁*1*2，三宅 仁*1*2 
 *1 長岡技術科学大学 工学部 経営情報システム工学過程 

*2 長岡技術科学大学 障がい学生支援室 
 



10．ICF-CY を用いた各機関の基礎的環境整備に対応可能な合理的配慮のデータベース 
 ○浅川 紘*1，永森 正仁*1*2，三宅 仁*1*2 
 *1 長岡技術科学大学 医用福祉工学研究室，*2 長岡技術科学大学 障がい学生支援室 
 
11．情報活用能力の評価におけるアシスティブ・テクノロジーとしての e ポートフォリオ 
 ○飛田 浩貴*1，永森 正仁*2，三宅 仁*1*2 
 *1 長岡技術科学大学 工学研究科，*2 長岡技術科学大学 障がい学生支援室 
 
12．温湿度センサによる発汗計測への適用 
 ○斉藤 颯斗*1，小野 伸幸*2 
 *1 長野高専生産環境システム専攻，*2 長野高専電子制御工学科 
 
13．拡張現実感を用いた医学標本による学習支援システム 
 ○杉浦 篤志，森田 秀將，北間 敏弘，豊浦 正広，茅 暁陽 
 山梨大学 
 
14．超音波を用いた脊椎伸長装具の開発 
 ○名取 智紘，北野 雄大，牧野 浩二，石井 孝明，寺田 英嗣 
 山梨大学工学部 
 
15．呼気中メタンガス測定のための散乱層を付与した膨潤性クラッド型 POF アルカンセンサ 
 ○中村 耀*1，鈴木 裕*2，森澤 正之*2 
 *1 山梨大学大学院 医工農学総合教育部，*2 山梨大学大学院 総合研究部 
 
16．呼気中メタン検知のための POF アルカンガスセンサのテーパー付与による感度向上 
 ○舟木 俊貴*1，森澤 正之*2，鈴木 裕*2 
 *1 山梨大学工学部 情報メカトロニクス工学科，*2 山梨大学大学院 総合研究部 
 
17．エレクトロスプレー法を用いた呼気検出のためのプラスチック光ファイバ湿度センサ 
 ○一木 亮太*1，鈴木 裕*2，森澤 正之*2 
 *1 山梨大学工学部 情報メカトロニクス工学科，*2 山梨大学大学院 総合研究部 
 
18．周波数解析による嚥下音特徴の検出 
 ○丸山 駿*1，大木 英俊*1，鈴木 裕*1，谷本 守正*1，荒川 元喜*1，阪田 治*2 
森澤 正之*1 

 *1 山梨大学，*2 東京理科大学 
 
19．嚥下評価のための食道部超音波動画像処理法の比較 
 大木 英俊*1，○鈴木 裕*1，丸山 駿*1，谷本 守正*1，荒川 元喜*1，阪田 治*2, 森澤 正之*1 
 *1 山梨大学，*2 東京理科大学 



20．適応フィルタを用いた画像の雑音除去時に生じるオーバーシュートの低減 
 ○米山 聖人，兼本 大輔，大木 真 
 山梨大学 
 
21．p 乗ノルムを考慮したスパースモデリングに基づく画像の雑音除去 
 ○牧 俊輝，兼本 大輔，大木 真 
 山梨大学 
 
22．母体腹壁電位信号からの胎児心拍信号抽出における全変動雑音除去法の適用 
 ○西田 果代*1,  馬場 東*2, 塙 雅典*3 
 *1 山梨大学工学部電気電子工学科，*2 山梨大学大学院医工農学総合教育部修士課程工学専攻 

*3 山梨大学大学院総合研究部工学域 
 
23．金属電極センサによる母体腹壁電位信号からの胎児心拍信号の取得 
 ○馬場 東*1，西田 果代*2，塙 雅典*3 
 *1 山梨大学大学院医工農総合教育部修士課程工学専攻，*2 山梨大学工学部電気電子工学科 

*3 山梨大学大学院総合研究部工学域 
 
24．表面電極を用いた前腕への機能的電気刺激と等尺性条件下における指先力計測に基づく手指

のモデル化 
 ○永井 美和*1，厚海 慶太*2*3，谷口 和弘*4，松居 和寛*5，宮崎 文夫*5，李 仕剛*3 
西川 敦*6 

 *1 広島市立大学情報科学部 
*2 信州大学大学院総合工学系研究科生命機能・ファイバー工学専攻 
*3 広島市立大学大学院情報科学研究科システム工学専攻 
*4 広島市立大学大学院情報科学研究科医用情報科学専攻 
*5 大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻，*6 信州大学繊維学部機械・ロボット学科 

 
25．オートゼロ技術を用いた生体信号増幅回路の出力電圧リプルとオフセット電圧の低減 
 ○元木 真太郎，佐藤 隆英，小川 覚美 
 山梨大学 
 
26．重複肢体不自由者のためのコミュニケーション支援の実践的研究 
 ○小谷 信司*1，渡辺 寛望*1，五味 信吾*2 
 *1 山梨大学，*2 山梨県立あけぼの支援学校 
 
27．脳卒中患者の座位重心動揺と身体機能の関連 
 ○駒形 純也，升 佑二郎，高村 浩司 
 健康科学大学 理学療法学科 
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