
第 21 回日本ＭＥ学会甲信越地方会

プログラム

　　　会　期　：　平成 13 年 9 月 1 日（土）

　　　会　場　：　山梨医科大学臨床大講堂

　　　　　　　　　〒409-3898 山梨県中巨摩郡玉穂町下河東 1110

　　　　　　　　　TEL　055-273-1111

　　　　　　　　

　　　　　　　大会事務局　山梨県中巨摩郡玉穂町下河東 1110

　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　TEL　055-273-1111（2382）

　　　　　　　大　会　長　放射線医学教室　荒木　力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



■　大会参加受付

　　会場は８時。受付開始は午前８時 30分です。

　　大会参加受付は山梨医科大学臨床大講堂前ホールにて行ないます

　　大会参加費は 1.000 円です（懇親会参加費を含む）。

■　口演発表・討論要項

　●発表者へのお願い

　　一般演題の発表・追加・討論は、１題につき 10分以内とします。

　　発表の PC・OHP は会場横、「PC・OHP 試写受付」にて受付ます。発表

予 　

　　定時刻の少なくとも 30分前までにお済ませください。

　●座長の先生方へのお願い

　　　座長担当時刻の 30 分前までにお越しの上、会場受付係に御来場の旨、

お

　　伝え下さい。

■　親睦会のお知らせ

　　　懇親会は９月 1 日（土）11：50～13：30　附属病院食堂グリルコールに

　　て開催いたします。

■　理事会のお知らせ

　　　理事会は９月１日（土）11：30～12：00　臨床小講堂にて開催いたしま

　　す。

■　評議員会のお知らせ

　　　評議員会は９月１日（土）12：00～　臨床小講堂にて開催いたします。

■　学会当日の連絡先

　　　山梨医科大学放射線科　荒木拓次

　　　TEL：055-273-1111（2382）

　　　FAX：055-273-6744



9 月 1 日（土） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　9：25　　開会の辞　　　　　　　　　　　　　　　　大会長　荒木　力

■　9：30～10：30　Session 1　　　　　　　 座　長　山梨医大　井手隆俊

 1・重心動揺計測によるＶＲの評価方法

　　　　長岡技術科学大学体育・保健センター　三宅研究室

 　　　　　○児玉裕俊、鎌滝正男、宝田　 潤、西田　 淳、三宅　 仁

 2・加速度計を用いた重心動揺計の開発

　　　　長岡技術科学大学体育・保健センター　三宅研究室

 　　　　　○宝田　潤、児玉裕俊、西田　淳、鎌滝正男、三宅　仁

 3・加速度・角速度計測を用いた上肢機能評価

　　　　信州大学工学部情報工学科  

　　　　　 ○田中　晃、瀧澤正樹、青木　朗、米澤義道、伊東一典、橋本昌巳

 4・DP マッチング法を用いた振戦加速度のパターンマッチング

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室 1

　　　　長岡技術科学大学 RI センター2

　　　　長岡西病院神経内科 3

　　　　日本大学医学部神経内科教室 4

  ○高井俊輔 1、小山亮一 1、松本義伸 2、福本一朗 1、塩田宏嗣 3、

　  田村正人 4

 5・表面筋電図からみた自転車運動時での生体機能の変化

　　　　新潟大学大学院自然科学研究科
1

　　　　　　ヤマハ発動機
2

　　　　　 ○入島和代
1
、木竜　 徹

1
、守屋貴於

2
、水野康文

2

 6・セイヨウミツバチの筋電位の測定

　　　　長岡技術科学大学体育・保健センター　 三宅研究室

    　　　　○西田　淳、児玉裕俊、宝田　 潤、鎌滝正男、三宅　 仁



■　10：30～10：40　休憩

■　10：40～11：30　Session 2　　　　　　　 座　長　信州大学　米澤義道

 7・VEP を利用した入力システムの一改善法

　　　 信州大学工学部情報工学科

　　　　　○星野　健、荒井善昭、米澤義道、伊東一典、橋本昌巳、牛山喜久

 8・VEP 応用入力システム用刺激光源の効率的形状

　　　  信州大学工学部情報工学科

　　　　　○岡島正和、荒井善昭、米沢義道、伊東一典、橋本昌巳

 9・聴覚文字提示入力方式によるコミュニケーション支援システムの検討

　　　 信州大学工学部 1

　　　 信州大学医療技術短期大学部 2

　　　　　○千島　亮 1、米澤義道 1、伊東一典 1、橋本昌巳 1、牛山喜久 2 　

　　　

10・静止画像の色ずれ補正の試み

　　　　山梨大学工学部 1

　　　　NISCA 株式会社 2

　　　　    　○彦坂典正 1、川合啓太郎 1、窪田峰夫 2、大木　真 1、橋口住久 1

11・スキャナの読み込み色ずれの補正

　　　　山梨大学工学部 1

　　　　NISCA 株式会社 2

　　　　　○川合啓太郎 1、彦坂典正 1、窪田峰夫 2、大木　真 1、橋口住久 1

■　11：30～12：00　理事会　　　　　　　　　　　　　　　「臨床小講堂」

■ 11：50～13：00　昼食懇談会　　　　　「附属病院食堂　グリルコール」

■　12：00～　評議委員会　　　　　　　　　　　　　　　　「臨床小講堂」



■　13：00～13：30　総会　　　　　　　　　　　　　　　　「臨床大講堂」

■　13：30～14：30　特別講演　　　　　　　座　長　山梨医大　荒木　力

　　　　「視覚障害者のための歩行ガイドロボットの実用化に向けて」

　　　　　　講演者：　山梨大学工学部　　森　英雄先生

■　14：30～15：00　Session　3　　　　　　座　長　山梨大学　橋口住久

12・光熱変換分光法による生体情報計測のためのマイクロホンの試作

　　　　長岡技術科学大学工学部

　　　　　　○和田森直、松田甚一

13・低ノイズ FET の特性評価

　　　　山梨大学工学部

　　　　　　○北原　淳、大木　真、橋口住久

14・磁気誘導ノイズの抑制

　　　山梨大学工学部

　　　 　○多喜千浩、大木　真、橋口住久

■　15：00～15：20　休憩

　　　　　　「歩行ガイドロボット」　デモンストレーション

■　15：20～16：20　Session　4　　　　　　　　座　長　山梨医大　梅谷　健

15・心拍数を利用した運動量制御バイオフィードバック

　　　　長野高専電子制御 1

　　　　信州大学医学部第 1 生理 2

　　　　　　○坂口正雄 1、種田英樹 1、大橋俊夫 2

16・中高年者向け自転車エルゴメータ負荷制御時の客観的指標と主観的指標の関係

　　　　新潟大学大学院 自然科学研究科 1

　　　  筑波大学大学院 体育科学研究科 2

　　　  筑波大学 体育科学系 3

         　○芝井桂介 1、木竜 徹 1、林 容市 2、田中喜代次 3



17・輸血後 GVHD 予防を目的とした紫外線照射条件の検討

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室 1

　　　　　  　　長岡技術科学大学　RI センター2

　　　　　  　　長岡西病院放射線科 3

　　○尾脇志麻子 1、佐藤英哉 1、市川　晃 1、松本義伸 2、西村義孝 3

　　　福本一朗 1

18・レーザー経穴刺激を用いた近視回復の基礎研究

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室

　　　　　　○岩坂和彦、日吉　功、福本一朗

19・間質性肺炎の診断支援システム構築のための基礎研究

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室

　　　　　 ○暉　和彦、島田哲雄、石田卓也、福本一朗

　　　　

20・画像所見によるアルツハイマー型痴呆客観的診断のための基礎研究

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室

　　　　　○歸山 智治、児玉 直樹、樋渡 圭、福本一朗

■　16：20　閉会の辞



抄　録　集



■　Session 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1・重心動揺計測によるＶＲの評価方法

　　　　

　　　　長岡技術科学大学体育・保健センター　三宅研究室

 　　　　　○児玉裕俊、鎌滝正男、宝田　潤、西田　淳、三宅　仁

　これまでの研究により，与える刺激の強弱と重心動揺へ与える影響が比例関

係を示していることが確認できた。そこで、重心動揺計測を利用して、様々な

映像や映像提示方法における重心動揺計測を行い、ＶＲのリアリティーの程度

を評価する方法を確立した。

2・加速度計を用いた重心動揺計の開発

　　　　

　　　　長岡技術科学大学体育・保健センター　三宅研究室

 　　　　　○宝田　潤、児玉裕俊、西田　淳、鎌滝正男、三宅　仁

　これまでプレート型の重心動揺計を用いて生体情報と重心動揺の関わりにつ

いて研究を行ってきたが、従来の装置は大型であり汎用性に欠けることから、

小型かつより簡易な計測を目指し、加速度計を用いた重心動揺計の開発を試み

た。

3・加速度・角速度計測を用いた上肢機能評価

　　　　

　　　　信州大学工学部情報工学科  

　　　　　 ○田中　晃、瀧澤正樹、青木　朗、米澤義道、伊東一典、橋本昌

巳

　上肢機能のリハビリテーション中の評価は、医師の観察による抽象的なもの

が多い。運動時の加速度、角速度の計測、解析から運動の力強さ、なめらかさ

の数値的評価の可能性を見出した。



4・DP マッチング法を用いた振戦加速度のパターンマッチング

　　　

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室 1

　　　　長岡技術科学大学 RI センター2

　　　　長岡西病院神経内科 3

　　　　日本大学医学部神経内科教室 4

 ○ 高井俊輔 1、小山亮一 1、松本義伸 2、福本一朗 1、塩田宏嗣 3、

　  田村正人 4

　パーキンソン病は緩徐進行性の神経変性疾患であるが薬物が著効を呈するた

め、早期での診断・治療の開始が重要である。そこで、パーキンソン病の初発

症状として 70％の患者に出現する振戦に着目し、音声などの認識に使用されて

いる DP マッチング法を用いて、パーキンソン病患者、本態性振戦患者、及び

健常者において振戦波形のパターンマッチングを行ったので報告する。

5・表面筋電図からみた自転車運動時での生体機能の変化

　　　　

　　　　新潟大学大学院自然科学研究科 1

　　　　　 　ヤマハ発動機 2

　　　　　○ 入島和代 1、木竜　徹 1、守屋貴於 2、水野康文 2

　脳と運動の観点から行動様式の変化を検討している．ここでは，自転車運動

時での下肢表面筋電図を計測し，場面場面での表面筋電図をスペクトル解析す

ることによって，生体機能の変化を検討した．

 6・セイヨウミツバチの筋電位の測定

　　　　

　　　　長岡技術科学大学体育・保健センター　三宅研究室

    　　　○ 西田　淳、児玉裕俊、宝田　潤、鎌滝正男、三宅　仁

　間接飛翔筋型昆虫の飛翔メカニズムを解明するために間接飛翔筋型昆虫であ



るセイヨウミツバチの飛翔筋の活動電位を測定した｡

■　　Session 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 7・VEP を利用した入力システムの一改善法

　　　

　　　 信州大学工学部情報工学科

　　　　　○ 星野　健、荒井善昭、米澤義道、伊東一典、橋本昌巳、牛山喜

久

　VEP を利用した肢体不自由者入力システム方法において、方形波刺激光によ

る VEPのスペクトルに現れる倍周波数成分を刺激光識別に寄与させることで、

異なった周波数と位相で点滅する複数刺激光源中からの、注視光源抽出の精度

向上と高速化が図れた。

 8・VEP 応用入力システム用刺激光源の効率的形状

　　　 

       信州大学工学部情報工学科

　　　　　○ 岡島正和、荒井善昭、米沢義道、伊東一典、橋本昌巳

　VEP を利用した肢体不自由者用入力システム方式に用いる光刺激パターンを

検討して、線状パターンの高効率性を見出し、入力用多光源表示パネルの改善

を行った。

 9・聴覚文字提示入力方式によるコミュニケーション支援システムの検討

　　　 

　　　 信州大学工学部 1

　　　 信州大学医療技術短期大学部 2

　　　　　○ 千島　亮 1、米澤義道 1、伊東一典 1、橋本昌巳 1、牛山喜久 2 　

　　　

運動機能が頭部を中心に限定されている患者の入力システムとして聴覚から５

０音単音節音声を順次聴いて選択する入力方式を検討した。文字選択は行と列

の２段階選択とした。短時間の練習で、数秒以下で１文字の入力が可能である



ことが示された。

10・静止画像の色ずれ補正の試み

　　　　

        山梨大学工学部 1

　　　　NISCA 株式会社 2

　　　　    　○ 彦坂典正 1、川合啓太郎 1、窪田峰夫 2、大木　真 1、橋口住

久 1

　紙をローラーで送りながら読みこむタイプのスキャナでは、ローラーの機械

的要因によって読み込んだ RGB 信号成分の間にずれが生じることがある。こ

の色ずれは、特に、コントラストの高い部分（エッジ部分）である。

　ここでは、画像中のエッジに注目して色ずれが起きている部分を検出する。

検出した部分について RGB 成分の輝度値のバランスを整え、色ずれを見えな

くするように補正を行なう。

11・スキャナの読み込み色ずれの補正

　　　　

        山梨大学工学部 1

　　　　NISCA 株式会社 2

　　　　　○ 川合啓太郎 1、彦坂典正 1、窪田峰夫 2、大木　真 1、橋口住久 1

ラインセンサを用いる紙移動形スキャナにおいて、紙の移動速度が変動する

と、読み込まれたデータに色ずれを生じる｡ この色ずれを検出して補正を行な

う必要がある｡

RGB のうち１つだけが信号強度の変化の位置ずれを生じている個所を画像処理

により検出し,RGB の信号強度変化の立ち上がり立下りをそろえることによっ

て色ずれが補正できた。



■　Session　3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12・光熱変換分光法による生体情報計測のためのマイクロホンの試作

　　　　

        長岡技術科学大学工学部

　　　　　○ 和田森 直、松田甚一

　本報告は、物質内部の物理的・化学的特性を非破壊的に、計測・分析可能な

方法として知られている光熱変換分光法を生体計測に応用するため、生体計測

用マイクロホンを試作、設計し、それを用いた HbA1c を対象とした基礎実験

について報告する。

13・低ノイズ FET の特性評価

　　　　

        山梨大学工学部

　　　　　　○ 北原　淳、大木　真、橋口住久

低雑音増幅器初段用の低ノイズ FET について、ゲートで発生するノイズ成分

の大きさを決定することを試みた。

2 つのサンプル FET のゲートを共通の信号源抵抗に接続し、2 つの出力の間の

コヒーレンスを測定することにより、ゲートノイズ源を他のノイズ源から分離

し、ゲート側等価ノイズ電圧源の大きさを検討する。

14・磁気誘導ノイズの抑制

　　　

　　　山梨大学工学部

　　　 　○ 多喜千浩、大木　真、橋口住久



低周波の微小信号を取り扱う回路に磁気的誘導されるノイズをシールドのみ

によって排除することは困難である。

ここでは、空間に存在する磁気ノイズを検出し、増幅して磁気的に負帰還を

かけることによって、ノイズ磁界を抑制することを試みた｡

試作システムでは、10uWb/m2 程度の 50Hz 誘導ノイズに対して、約 55dB の

抑制効果を実現することが出来た｡

■　　Session　4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15・心拍数を利用した運動量制御バイオフィードバック

　　　

      　長野高専電子制御 1

　　　　信州大学医学部第 1 生理 2

　　　　　　○ 坂口正雄 1、種田英樹 1、大橋俊夫 2

　我々は適正運動量の範囲を 1 秒毎のブザー音で表示する心拍数指標型適正運

動量指示装置を開発した。ブザー音指示に従う運動量制御バイオフィードバッ

ク法による歩行運動を実行し、心拍数、歩数、消費カロリーの関係を求めた。

16・中高年者向け自転車エルゴメータ負荷制御時の客観的指標と主観的指標の

    関係

　　　　

        新潟大学大学院 自然科学研究科 1

　　　  筑波大学大学院 体育科学研究科 2

　　　  筑波大学 体育科学系 3

         　○ 芝井桂介 1、木竜 徹 1、林 容市 2、田中喜代次 3

　中高年者向け自転車エルゴメータの負荷制御システムを開発している。ここ

では、中高年者に安全で達成感の得られる負荷制御法として、一時的な漸増負

荷を含む負荷制御を試みた。その際、客観的生理指標や主観的指標のふるまい

を個人ごとの運動体力にてらして検討した。



17・輸血後 GVHD 予防を目的とした紫外線照射条件の検討

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室 1

　　　　　 　　長岡技術科学大学　RI センター2

　　　　　 　　長岡西病院放射線科 3

　　○尾脇志麻子 1、佐藤英哉 1、市川　晃 1、松本義伸 2、西村義孝 3

　　　福本一朗 1

　輸血後 GVHD は重篤な輸血副作用であり,未だ治療法は存在しないため，予

防が極めて重要である．本研究では紫外線によるリンパ球不活化効果を利用し，

輸血後 GVHD の予防を目的とした血液に対する紫外線照射装置の実用化の為の

基礎研究として，紫外線によるリンパ球の不活化効果と，照射条件について検

討を行った．

18・レーザー経穴刺激を用いた近視回復の基礎研究

　　　　

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室

　　　　　　○ 岩坂和彦、日吉　功、福本一朗

　近視、遠視、乱視による視力障害が今もなお、話題となっている。現在のと

ころ、様々な治療回復法が存在するなかで我々は、自己治療法に着目し、レー

ザー経穴刺激を提案した。その経時的変化を Purkinje-Sanson 像、屈折力、視

力測定を用いて評価を行ったので報告を行う。

19・間質性肺炎の診断支援システム構築のための基礎研究

　　　　

        長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室

○  暉　和彦、島田哲雄、石田卓也、福本一朗



　現在、間質性肺炎の診断は専門医らの所見に基づき行なわれている。しかし

その診断は困難であり、専門医での間では診断結果に多少の誤差があると言わ

れている。そこで定量的な診断が必要であるため、間質性肺炎の診断支援シス

テム構築のための基礎的な研究を行なったので報告を行なう。

画像所見によるアルツハイマー型痴呆客観的診断のための基礎研究

20・画像所見によるアルツハイマー型痴呆客観的診断のための基礎研究

　　　　

　　　　長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室

　　　　　○歸山 智治、児玉 直樹、樋渡 圭、福本一朗

　現在、アルツハイマーの診断は除外診断に基づいて行われており、その診断

は医師の能力に大きく依存している。そこで、我々はアルツハイマー型痴呆の

客観的診断を行うため、頭部 MRI を用いて画像所見によるアルツハイマー型痴

呆の診断の可能性について検討を行ったので報告する。


