
生体医工学シンポジウム2021 発表者一覧 20210915

講演ID 演題タイトル 発表者 所属 分野

1A-01
バタフライ型人工房室弁の開発 (弁膜の
寸法、構造等の力学設計が性能におよぼ
す影響)

関戸 耀太
関西大学大学院 理工学研究科

1A-02 Hemodynamic Characteristics of a 高地 健 東北大学大学院医工学研究科
1A-03 姿勢変化時における循環機能評価法の検 藤村 教輔 金沢大学大学院自然科学研究科
1A-04 卓球チキータ打法時における手根骨運動 沼尾 太雅 宇都宮大学
1A-05 外的荷重保持が片脚立位制御に与える影 辻岡 幸歩 神戸大学大学院人間発達環境学研
1A-06 視覚と下肢体性感覚を遮断・攪乱した条 福田 素大 広島市立大学大学院
1A-07 三半規管が基底膜の周波数-位置特性に及 末安 優 関西大学大学院 理工学研究科
1A-08 コルチ器官における外有毛細胞が及ぼす 上野 友也 関西大学大学院理工学研究科
1A-09 微弱電気ノイズ刺激の周波数特性が立位 山縣 桃子 神戸大学大学院人間発達環境学研
1A-10 スマートフォンを用いた単眼視による回 井村 誠孝 関西学院大学

1A-11
Efficient Visual Search Explained by
Small-World Feature of Gaze Position

加賀谷 文紀
新潟大学大学院自然科学研究科

1A-12 機械学習によるドライビングシミュレー 藤掛 和広 中京大学
1A-13 Integrating Preprocessing Operations 大槻 涼 京都大学 情報学研究科
1A-14 2D/3D映像視認時における視線運動の判 板津 佳希 福井大学大学院工学研究科
1A-15 Biomechanical comparison of 6 小松 幹治 秋田大学大学院理工学研究科

1A-16
窒化ケイ素系セラミックス材料の人工関
節適用に関する基礎的研究

丹保 明日斗
金沢工業大学大学院工学研究科

1A-17 血液透析時のシャント血管内の血流シ 梅井 克行 関西電力病院 臨床工学部
1A-18 深層学習を用いた手指衛生評価手法の開 長野 孝亮 富山県立大学大学院 工学研究科
1A-19 看護業務データを利用した業務負荷シ 黒河 隼也 近畿大学大学院総合理工学研究科
1A-20 PCR検査用コンテナにおけるエアロゾル 小澤 祥 千葉大学大学院工学研究院機械工
1A-21 表面筋電図計測を用いた入浴支援機器の 加藤 健治 国立研究開発法人 国立長寿医療研

1A-22
Classification performance of fNIRS
based BCI and psychological burden

    

MASUO Akira
Department of Computer Science
and Engineering Nagoya Institute

   
1A-23

Study of the effect of sole shape on
muscle tone after exercise

Nakamura Kenji
Gunma University

1A-24 深層ニューラルネットワークを用いた重 岸本 和昌 京都大学医学部附属病院

1A-25
Recognition of Instrument Passing and
Group Attention for Understanding

  

Yokoyama Koji
Graduate School of Informatics,
Kyoto University

1A-26 A model of patient data flows and 黒田 佑輝 京都大学大学院情報学研究科

1A-27
非接触型睡眠センサを用いた介護施設向
け体調変動検知モデルの構築

塩谷　 真帆
パナソニック株式会社

1A-28 Nephrosis Prediction with Sparse 吉田 聖 京都大学大学院情報学研究科

第１日目
午前

9月１7日（金）

バイオメカニク
ス・生体シミュ

レーション

看護・介護・医療
情報



講演ID 演題タイトル 発表者 所属 分野

2A-01 マウスの探索行動に明るさが与える影響 藤田 貴行 防衛大学校理工学研究科

2A-02
Behavioral evaluation of small
experimental animals by magnetic field
exposure (Third report)

中田 悠乃
東京理科大学 大学院理工学研究科
電気工学専攻

2A-03
貼付け型深部体温センサに向けた対流に
よる誤差抑制構造の検討

田中 雄次郎
ＮＴＴ 先デ研

2A-04
温度制御が可能なホットアイマスクでの
加温による眼瞼裏の温度比較

後藤 大輔
立命館大学 スポーツ健康科学研究
科

2A-05 BCGを用いた血圧変動の推定 三澤 耀世 和歌山大学 大学院

2A-06
Development of Blood Pressure
Dynamics System using the Coupling
Capacitance Electrode

岩井 守生
岩手大学

2A-07
カードサイズの小型VHF帯心拍センサモ
ジュールによる心拍波形測定結果

和田 紗希
三菱電機株式会社

2A-08
唾液尿酸の無拘束計測のためのマウス
ピース型バイオセンサに関する研究

久保寺 智哉
東京医科歯科大学大学院 医歯学総
合研究科

2A-09
近赤外光波長が血管内皮機能検査に及ぼ
す影響

浦上 和泉
宇都宮大学大学院

2A-10
A study on measuring abdominal
flexibility as a index of the
comprehensive healthcare

李 逸
名古屋市立大学

2A-11
Gastric Content Visualization Based on
3D Electrical Impedance Tomography

酒井 香太郎
千葉大学

2A-12
非接触式体液量計測装置を用いた膀胱内
尿量計測

伊藤 悠晟
東洋大学大学院理工学研究科生体
医工学専攻

2A-13
Respiratory rate estimation based on
recorded breath by microphone built-in
smart phone

福山 啓太
京都大学医学研究科 リアルワール
ドデータ研究開発講座

2A-14 仮現運動に関連する脳活動の検討 柏戸 昌也 東京電機大学 理工学部

2A-15
読解速度は語彙内可変長N-gramに基づく
文字予測で説明される

渡辺 卓爾
新潟大学大学院自然科学研究科電
気情報工学専攻

2A-16
引掻き音を用いた引掻き状態の推定に関
する研究

川南 昇太
東北大学

2A-17
光センサによる痛みの無い非侵襲血糖値
計の実現

尾股 定夫
OST Lab. LLc.

2A-18
皮膚の紫外線（UVA）反応性に対する皮
膚色の影響

土田 克彦
株式会社資生堂 みらい開発研究所

2A-19
L1ノルム最小化を用いた3D超音波イメー
ジング

三村 祐輝
山形大学大学院 理工学研究科

2A-20 超音波照射による抗がん剤薬効の向上 高野澤 夏暉 慶應義塾大学

2A-21
高硬度の音響カプラを用いたStrain ratio
計測の信頼性 山田 大智

大阪電気通信大学大学院 医療福祉
工学研究科 医療福祉工学専攻 博士
後期課程

2A-22
超音波診断装置を用いた腎糸球体の観察
の試み

松本 翔希
富山大学大学院 理工学教育部 生命
工学専攻

2A-23
短波赤外光による早期乳がん検出のため
の乳房モデルの数値解析―乳房上での励
起光走査と蛍光強度分布の変化―

木谷 俊介
前橋工科大学 システム生体工学専
攻

2A-24

Cell-free layer in stenotic tube
quantified by micro X-ray projection
and diffusive flux model

Okazawa Takumi

Department of Mechanical
Engineering, Graduate School of
Engineering, The University of
Tokyo

生体計測

光計測・超音波計
測・画像計測

第２日目
午前

9月１8日（土）



2A-25
可視・近赤外領域におけるファントムモ
デルのHyper-Diffuse Fluorescence
Imaging画像の比較

久保田 耕介
前橋工科大学 システム生体工学専
攻

2A-26
水生，半水生，陸生カエルにおける心室
の耐圧性と組織構造の違い

伊藤 愛
名古屋工業大学 大学院工学研究科 医用材料・生体工

学

2A-27
ラット心筋細胞のT管膜構造維持におけ
る微小管の重要性 伊藤 大晃

名古屋工業大学 大学院工学研究科
工学専攻 電気・機械工学系プログ
ラム 医用生体工学研究室

2A-28
ヒト単球由来マクロファージの貪食と炎
症性サイトカインの産生に関する研究 伊賀 颯人

熊本大学大学院自然科学教育部機
械数理工学専攻

2A-29
超音波キャビテーションを利用したガラ
ス基板上の細胞膜シートの作製

柳田 裕隆
山形大学大学院理工学研究科

2A-30
酵素沈殿増幅を用いた高感度なダニアレ
ルゲンDer f 2用SAW免疫センサ

里村 結衣
東京医科歯科大学大学院 医歯学総
合研究科



2A-31
視覚再建動物の網膜地図推定法の提案と
その有用性

外川 龍之介
東北大学　大学院情報科学研究科,

講演ID 演題タイトル 発表者 所属 分野

2P-01

Relationship between the position and
velocity of the center of pressure and
stiffness of the tibialis anterior muscle
during quiet standing

青木 健悟

慶應義塾大学大学院

2P-02

Novel approach for evaluating muscle
condition based on hybrid monitoring of
mechanomyogram and electromyogram
during isometric contraction under local
heating and cooling

Ayabe Makoto

Okayama Prefectural University

2P-03
とろみが嚥下時の筋シナジーに及ぼす影
響

村上 千晃
岩手大学

2P-04
梯子上でのりんご農作業における体幹筋
と姿勢保持の関係に着目したシミュレー
ション生体力学的研究

佐久間 貴也
弘前大学医学部医学科

2P-05
Savitzky-Golayトレンド除去フィルタを
用いた心拍変動の非ガウス性解析

野村 駿也
大阪大学 大学院基礎工学研究科

2P-07

閾値未満の興奮性シナプス刺激が与えら
れた海馬ニューラルネットワークモデル
における確率共振現象による θ-γ 位相
振幅結合の強化

森 亮介

関東学院大学大学院 工学研究科 総
合工学専攻

2P-08
Assessing Mental Health through
Physiological Heart Rate Rhythm
Indicators

JAMALIPOURNOKA
NDEH OMID

新潟大学大学院自然科学研究科

2P-09
心拍変動のスケーリングクロスオーバー
解析

藤本 雄大
大阪大学大学院 基礎工学研究科 機
能創成専攻

2P-11

Efficient detection of high-frequency
biomarker signals of epilepsy by
transfer-learning based convolutional
neural network

Takayanagi Yuki

Electrical Engineering Program,
Graduate School of Science and
Technology Meiji University

2P-12
国際10-20法のによる少数電極を想定し
た脳波ダイポールイメージング

井山 雄大
新潟大学大学院 自然科学研究科 堀
研究室

2P-13
The difference of EEG based brain
network activity during non REM sleep

揚野 翔
九州大学大学院 システム生命科学
府

2P-14
3Dプリンタを用いた頭皮上脳波測定用セ
ミドライ電極の製作

木村 将也
鳥取大学

2P-15 スケール錯聴に関連する脳活動の検討 柴 正貴 東京電機大学

2P-16
Quantitative Evaluation of VR
Immersion in 2D and 3D Images Using
Event-Related Potentials

影山 快人
中央大学理工学部電気電子情報通
信工学科

2P-17
周期光刺激に対するヒト脳波の低周波帯
域の応答特性と認知機能

猪本 修
兵庫教育大学大学院学校教育研究
科

2P-18
Gait training in Virtual Reality home
environment for stroke patients

Nagashima Yuya
Meiji University

2P-19
仮想現実を用いたブラッシングスキル訓
練用シミュレータの開発

毛利 寧々
岩手大学大学院総合科学研究科バ
イオ・ロボティクス分野

2P-20
仮想現実を利用したトレーニングシステ
ムの生体評価

塚本 圭祐
福井大学大学院 工学研究科

筋電図・脳波解
析・信号処理

第２日目
午後

9月１8日（土）



2P-21
新しい呼気吸気型電子楽器サイミスのア
クセシビリティに関する基礎的検討

高橋 莉子
新潟大学大学院自然科学研究科

2P-22
電子楽器の演奏と 運動を楽しむことがで
きるエアーバッグ・インターフェースの
開発と評価

橋本 陸
新潟大学大学院 自然科学研究科

2P-23
マスクの伸縮を利用した表情識別システ
ムの開発：マスクに装着するひずみセン
サの比較実験

山口 慶太郎
大阪大学大学院 基礎工学研究科

2P-24
独立両眼刺激による対光反射を用いた注
視物体認識システム

佐藤 有理生
鳥取大学

2P-25
LPC残差波を用いたハンズフリー型電気
式人工喉頭の開発及び喉頭摘出者による
評価

竹内 雅樹
東京大学工学系研究科電気系工学
専攻

2P-26
手指麻痺者リハビリテーション支援に関
する研究

金田 純也
北九州市立大学 国際環境工学研究
科

2P-27

Development of an automatic
adjustment system for the amount of
assist using reinforcement learning in
gait rehabilitation robot for hemiplegic
patients

前田 海

秋田大学 大学院 理工学研究科

2P-28
磁気粘弾性ゲルを用いた体腔鏡手術用多
関節マニピュレータの開発

玉野 敬五
金沢大学 自然科学研究科

2P-29
食事前の認知症高齢者をひきつける声掛
けロボットの開発と評価

榎本 龍政
金沢工業大学

支援機器・リハビ
リ機器・ロボット
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