
 

 
 

プログラム 
 
 

 

A 会場 

【17-111】 

B 会場 

【17-112】 

C 会場 

【17-113】 

D 会場 

【17-211】 

特別講演会場 

【15-110】 

9:15 受付開始 

 

9:30 

A-1 B-1 C-1 D-1 
 

10:50 

 
休憩（10:50〜11:00） 

11:00 

A-2 B-2 C-2 D-2 
 

12:20 

 昼⾷ 

(12:20〜13:30) 

事務局 

 
 
 

13:00 関東⽀部総会 
(13:00〜13:30) 

 
 

13:30 
A-3 B-3 C-3 

 
14:50 

 
休憩（14:50〜15:00） 

15:00 
A-4 B-4 C-４ 

 
16:20 

 
休憩（16:20〜16:30） 

16:30 
選奨委員会 

 特別講演 
 

17:30 
 

 
移動 

17:45 懇親会・表彰式(17:45〜19:15) 

【⽣協 フードコート１】  
19:15 

 



 

 

会場： Ａ会場 (17 号館 111 教室) 

セッション ID：Ａ－１ 座長： 小田垣雅人(前橋工科大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

9:30 A-1-01 榊原悠希 
東 京 都 市 大 学 大 学 院 

工学研究科 

障害者に対するスポーツの参加促進を目的とした支

援機器の検討 

9:50 A-1-02 川原宏斗 
東京電機大学大学院工

学研究科 

Integral Photography 方式三次元ディスプレイにおける

画像表示位置変換手法の基礎的研究 

10:10 A-1-03 有吉洸希 
東京大学大学院医学系

研究科 
遠心分離を利用した体内埋込式人工腎臓の開発 

10:30 A-1-04 山田敦子 千葉大学工学部 
超音波顕微鏡での音響物性評価における生体表面

形状の影響の検討 

セッション ID：Ａ－２ 座長： 土井根礼音(東京電機大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

11:00 A-2-01 飯島夢生 
東 京 都 市 大 学 大 学 院 

生体医工学専攻 

サンドブラスト加工を施したインプラント材料の生体適

合性の評価 

11:20 A-2-02 磯野裕貴 東京電機大学 
模擬生体素材を用いた心臓模擬装置の心タンポナー

デ再現動作解析 

11:40 A-2-03 市島泰人 
明治大学大学院理工学

研究科 
生体組織における熱定数測定の基礎検討 

12:00 A-2-04 小倉優理 
千葉大学大学院工学研

究科 

ロバスト主成分分析と時相間変形を用いた血管ロード

マップの生成 

セッション ID：Ａ－３ 座長： 塚本哲(防衛大学校) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

13:30 A-3-01 津田有理 前橋工科大学工学部 
褥瘡リスク予測のための導電性線維を用いた体圧・発

汗量同時計測センサの開発 

13:50 A-3-02 小坂英司 
明治大学大学院理工学

研究科 

網目状の血管モデルを用いた空胴共振器加温時の

温度分布推定 

14:10 A-3-03 松崎俊季 千葉大学工学部 
百 MHz 帯超音波を用いた生体音速解析における自

己回帰モデルの最適化 

14:30 A-3-04 大和田直人 
芝浦工業大学大学院理

工学研究科 

カテーテル誘導用遠隔操作システムの開発－操作ツ

ールの開発－ 

セッション ID：Ａ－４ 座長： 渡邉宣夫(芝浦工業大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

15:00 A-4-01 大和田竜海 
東京電機大学理工学研

究科 

力帰還のためのバイラテラル制御を用いた電動義手

モデル 

15:20 A-4-02 溝口岳 千葉大 工 
アニュラアレイ型超音波センサによる肝臓組織性状評

価の基礎検討 

15:40 A-4-03 森山悠里加 埼玉医科大学 オプティカルフローによる睡眠時の呼吸計測法 

16:00 A-4-04 泉崎友彦 中央大学 
微小試料の MRI 画像計測のための勾配磁場マイクロ

コイル 



 

 
 

会場： B 会場 (17 号館 112 教室) 

セッション ID：B－１ 座長： 羽石秀昭(千葉大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

9:30 B-1-01 栗城 潤也 東京都市大学工学部 
手術支援システムにおけるマスタ・スレーブ一体型ロボ

ット鉗子のマスタ操作機構の製作 

9:50 B-1-02 武内新作 
東京都市大学大学院工

学研究科 

Wave intensity 解析による狭窄部位の推定：循環モデ

ルでの検討 

10:10 B-1-03 梅田麻鳥 
東京電機大学大学院電

気電子工学専攻 

グラフェン転写ラプラシアン型金電極の製作と信号雑

音比の検討 

10:30 B-1-04 片井拓弥 
東京農工大学大学院生

物システム応用科学府 

超音波ボリューム中の血管分岐部の特徴を利用した 3

次元血管網の空間的拡張とその評価 

セッション ID：B－２ 座長： 前田祐佳(筑波大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

11:00 B-2-01 武井悠馬 東京都市大学工学部 
手術支援システムにおける支持装置の制御システム

の設計 

11:20 B-2-02 加藤祐希 
東京電機大学工学研究

科電気電子工学専攻 

容量結合式防水心電計における初段回路の基礎検

討と評価 

11:40 B-2-03 荻野利基 千葉大学工学部 
頸部・上肢に呈示された骨導超音波の基礎知覚特性

の検討 

12:00 B-2-04 世古悠太 
前橋工科大学大学院工

学研究科 

TMS における深層学習を用いた逆問題的刺激位置推

定システムの開発 

セッション ID：B－３ 座長： 加藤綾子(埼玉医科大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

13:30 B-3-01 武原知也 
東京電機大学工学研究

科 

乾式筋電計を用いた呼吸訓練のための横隔膜活動量

表示システムの開発 

13:50 B-3-02 柳生右京 
東京大学大学院工学系

研究科 
圧力場による生体深部への光導波手法の提案 

14:10 B-3-03 ヤップ ゲック 

シエン 
千葉大学工学部 

ミスマッチ・フィールド計測による軟骨伝導知覚特性の

客観評価 

14:30 B-3-04 前田直人 
東京電機大学大学院工

学研究科 

刺激対象の構造を利用した局所的な電位差発生に向

けて刺激対象とコイルの位置関係の違いによる渦電流

密度分布の比較 

セッション ID：B－４ 座長： 加藤和夫(明治大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

15:00 B-4-01 細井泉澄 
東京大学 大学院工学

系研究科 

足部疾患における生理的荷重線を考慮した術中圧分

布測定システムの開発～生理的荷重線の検証とデバ

イスの設計～ 

15:20 B-4-02 神田浩輔 
東京農工大学大学院生

物システム応用科学府 

超音波ボリュームの時系列輝度解析による極細カテー

テル位置の検出方法の検討 

15:40 B-4-03 加藤拓哉 千葉大学工学部 
トモシンセシス画像再構成に向けた X 線撮影装置のジ

オメトリ計測手法の改良 

16:00 B-4-04 倉本佳澄 
東京未来大学こども心理

学部 
妊娠・出産・育児が課題解決に及ぼす影響 

  



 

 
 

会場： C 会場 (17 号館 113 教室) 

セッション ID：C－１ 座長： 中川誠司(千葉大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

9:30 C-1-01 海老名俊也 東京都市大学工学部 
移乗の容易化を目的とした車いす移乗補助機器の開

発 

9:50 C-1-02 斉藤学 
東京都市大学大学院工

学研究科 

移乗介護用福祉ロボット作製を目的としたソフトアクチ

ュエータの可動域の評価 

10:10 C-1-03 瀬野宏 
東京大学大学院工学系

研究科 

シミュレーションモデルを用いた心臓旋回性興奮制御

のための局所冷却パターンの検討 

10:30 C-1-04 荘敬介 
東京電機大学大学院理

工学研究科 

パルスジェットメスアプリケータの空気巻き込みによる

破砕力向上設計 

セッション ID：C－２ 座長： 川村和也(千葉大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

11:00 C-2-01 松田清香 東京都市大学 
低酸素脳症治療を目的としたラットに対するプラズマ

照射水の投与検討 

11:20 C-2-02 小林俊輝 
東京大学大学院工学系

研究科 

Compressed Laminar Optical Tomography (CLOT)時

系列計測による心臓三次元旋回興奮波のフィラメント

の推定 

11:40 C-2-03 伊藤駿史 
筑波大学大学院システ

ム情報工学研究科 

赤外線画像を用いて推定した脈拍変動による呼吸停

止検出アルゴリズムの検討 

12:00 C-2-04 羅偉烽 
東京電機大学大学院工

学研究科 

EAM を用いた内視鏡固定補助装置の開発に関する

基礎的研究 

セッション ID：C－３ 座長： 土肥徹次(中央大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

13:30 C-3-01 牛水英貴 
東京農工大学大学院生

物システム応用科学府 

時空間分割送信による極細カテーテルの屈曲方法と

粘性の影響の検討 

13:50 C-3-02 飯田拓大 
東京電機大学大学院理

工学研究科 

先天性前腕形成不全乳児用人工ボディパーツの振動

伝達特性 

14:10 C-3-03 塩谷恵佑 
芝浦工業大学大学院理

工学研究科 
経胃的アプローチによる NOTES 用胃壁縫合器の開発 

14:30 C-3-04 秦友幸 
木更津工業高等専門学

校専攻科 

指間膜に特化した組織酸素飽和度推定デバイスの開

発 

セッション ID：C－４ 座長： 山口匡(千葉大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

15:00 C-4-01 佐藤佑樹 東京電機大学大学院 

内視鏡像のリアルタイム実 3 次元表示に向けた

Integral Videography 表示像の奥行きサイズ調節光学

系の基礎評価 

15:20 C-4-02 梅村由貴 埼玉医科大学 
寒冷負荷時の瞳孔変動解析―暗室下と照明下の比

較― 

15:40 C-4-03 芥川大貴 中央大学 圧力伝達を用いた流体封入型 MRI 用力センサ 

16:00 C-4-04 須田真之助 
東京電機大学大学院理

工学研究科 

視覚障害者用誘導器への実装を目的とした色判別処

理による歩行者信号灯検出 

  



 

 
 

会場： D 会場 (17 号館 211 教室) 

セッション ID：D－１ 座長： 富井直輝(東京大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

9:30 D-1-01 名倉 伸之亮 東京都市大学工学部 
心機能の回復を目的とした両心室補助人工心臓の開

発 

9:50 D-1-02 加藤和久 
東京電機大学大学院理

工学研究科 

能動義手用コントロールケーブル操作記録システムの

開発 －第二報：ケーブル操作情報比較実験－  

10:10 D-1-03 橋本涼平 
千葉大学大学院融合理

工学府 

SDF 撮影法を用いた血管深さに依存しない微小循環

酸素飽和度推定 

10:30 D-1-04 Wenqi Qiu 
東京大学大学院工学系

研究科 

ダイナミック MRI によるリンパ節への磁気ナノ粒子蓄積

量の評価 

セッション ID：D－２ 座長： 関野正樹(東京大学) 
開始 
時刻 

演題 
番号 

発表者 所属 タイトル 

11:00 D-2-01 神田智基 
東京電機大学大学院理

工学研究科 

義手ソケット装着の体表面温度上昇に対する対流と気

化熱冷却を用いた抑制効果 

11:20 D-2-02 兼子健汰 
前橋工科大学大学院工

学研究科 

TMS を用いた手指の到達運動中の視覚体性感覚統

合における皮質興奮性の検討 

11:40 D-2-03 川本祥太郎 
東京農工大学大学院生

物システム応用科学府 

音響放射力による微小物体の血管内誘導のための超

音波直交 2 断面のフィードバックと血管追従 

12:00 D-2-04 新井晋 
青山学院大学理工学研

究科 

周期的プローブ刺激による心筋細胞集合体の自律拍

動の不安定化 




