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◎日程 

11:00～  受付：総合研究棟ホール 

   ポスター準備：総合研究棟ホール 

   役員会：総合研究棟 SUNS 会議室 

11:30～  総会：総合研究棟大会議室 

11:50～  休憩 

12:40～13:20 Brief Presentation ：総合研究棟大会議室 

13:30～14:20 特別講演：総合研究棟大会議室 

14:30～15:10 教育講演：総合研究棟大会議室 

15:15～16:15 ポスターセッション：総合研究棟ホール 

16:20～  優秀発表表彰：総合研究棟大会議室 

 

 

◎特別講演 

 信州大学 名誉教授 米澤義道 先生 

「支部 30 年の思い出」 

 

◎教育講演 

 信州大学医学部 准教授 千島 亮 先生 

 「重度神経筋疾患者の意思伝達支援に向けたリハビリテーション医療と 

        脳波応用技術の課題」 

  



◎演題 

1. 芳香療法による認知症リハビリのための嗅覚検査法の基礎研究 

○ 山谷 真也*1，立海 優*2，外山 竹弥*3，内山 尚志*4，福本 一朗*4 

 *1 長岡技術科学大学生物機能工学過程，*2 長岡技術科学大学生物機能工学専攻，

*3 北里大学保健衛生専門学院臨床工学専攻科， 

*4 長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室 

 

2. CT 画像における脳虚血巣の大きさと認知症の関係 

○ 佐々木 惣一郎*1，黒澤 淳樹*1，高橋 聡*1*2，福本 一朗*1 

 *1 長岡技術科学大学生物系医用生体工学研究室， 

*2 新潟県南魚沼市立城内診療所 

 

3. タッチブレンドの再検討 

○ 近井 学，白井 奈穂美，三宅 仁 

 長岡技術科学大学医用福祉工学研究室 

 

4. 表面筋電位による歌唱動態計測の検討 

○ 岡崎 智史*1，浅沼 和志*2，伊東 一典*3，橋本 昌巳*3，香山 瑞恵*3， 

大谷 真*3 

 *1 信州大学大学院工学系研究科，*2 長野県工科短期大学校制御技術科， 

*3 信州大学工学部 

 

5. 被災者発見システムに関する基礎研究 

～高感度地震計を用いた検出可能性の検証～ 

○ 藤木 智之*1，佐藤 貴浩*1，佐橋 拓*1*2，佐橋 昭*2*3，福本 一朗*1 

 *1 長岡技術科学大学医用生体工学教室，*2 株式会社プロジェクトアイ， 

*3 長岡技術科学大学技術開発センター客員教授 

 

6. 頭部固体ファントムを用いた脳内信号源推定に関する基礎研究 

○ 尾崎 孝政，堀 潤一 

 新潟大学大学院自然科学研究科電気情報工学専攻人間支援科学コース 

 

7. 運動関連脳電位に対する脳内ダイポールイメージングを用いた多チャンネル型 BMI

の検討 

○ 岡田 耕史，堀 潤一 

 新潟大学大学院自然科学研究科 



 

8. 音像定位する音刺激の弁別による P300 型 BCI システムの基礎的検討 

○ 小口 弘貴*1，千島 亮*2，岩松 康太*1，大谷 真*3，香山 瑞恵*3，橋本 昌巳*3，

伊東 一典*3，荒井 善昭*4 

 *1 信州大学大学院工学系研究科，*2 信州大学医学部，*3 信州大学工学部， 

*4 長野工業高等専門学校 

 

9. 顔の動きによる筋電信号を用いた入力インタフェースの開発 

○ 市川 かおる，堀 潤一 

 新潟大学大学院自然科学研究科電気情報工学専攻人間支援科学コース 

 

10. 瞳孔中心を用いた虹彩円検出による視線文字入力システムの開発 

○ 竹内 瞬*1，橋本 昌巳*2，伊東 一典*2，香山 瑞恵*2，大谷 真*2 

 *1 信州大学大学院工学系研究科，*2 信州大学工学部 

 

11. 触覚と聴覚を用いた視覚障害者用ネットワークボードゲームシステムの開発とその

評価 

○ 長坂 大介*1，金田 直樹*1，伊東 一典*2，大谷 真*2，橋本 昌巳*2， 

香山 瑞恵*2，杉本 雅彦*3，清水 道夫*4 

 *1 信州大学大学院工学系研究科，*2 信州大学工学部情報工学， 

*3 拓殖大学北海道短期大学，*4 長野県短期大学 

 

12. 心理工学アプローチによる簡易自動コーチング・カウンセリングシステムの設計 

○ 矢野 匡人，関 満彦，三宅 仁 

 長岡技術科学大学医用福祉工学研究室 

 

13. 大学におけるソーシャルメディア活用の検討 

○ 川崎 忠志，関 満彦，矢野 匡人，新井 文章，小泉 元徳，三宅 仁 

 長岡技術科学大学医用福祉工学研究室 

 

14. ペルチェ素子を用いた冷凍加温手術装置の自動温度制御に関する研究 

○ 野村 仁志*1，今 範昭*2，福本 一朗*3，内山 尚志*3 

 *1 長岡技術科学大学生物機能工学課程，*2 長岡技術科学大学生物機能工学専攻，

*3 長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室 

 

 



 

15. 圧電アクチュエータを用いた人工筋紡錘 

○ 佐藤 毅顕，三宅 仁 

 長岡技術科学大学医用福祉工学研究室 

 

16. 人工膝関節置換術用大腿骨骨切りガイドの改良 

～3D-CAD による設計と光造形モデルの有用性～ 

○ 中村 祐敬*1，堀内 忠一*1，平井 暢*2，堀内 宏*2，笠原 孝之*2， 

小宮山 智仁*2 

 *1 市立甲府病院整形外科，*2 山梨大学工学部付属ものづくり教育実践センター  

 

17. 医療用ガイドワイヤのブタ冠動脈と模擬血管内におけるトルク伝達特性 

○ 久保 佑太*1，大島 悠太*2，小林 俊一*2，森川 裕久*2 

 *1 信州大学大学院工学系研究科，*2 信州大学繊維学部 

 

18. 近赤外共焦点系成分測定システムにおける奥行き分解能の検討 

○ 宮内 祐樹，石澤 広明，堀口 拓郎 

 信州大学大学院工学系研究科 

 

19. 歩行始動補助装置の検討 

 手塚 佳夫*1，○新村 勇翔*1，竹内 健太郎*1，沓掛 延幸*2 

 *1 長野県工科短期大学校制御技術科，*2 岩村田高等学校 


