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は じ め に

　ライフサポート学会においては過去18回に渡って、年度末に「人と福祉を支える技術
フォーラム」を開催してきましたが、本年度からは「フロンティア講演会」として、より
定着した会を開催することとなりました。
　ライフサポート学会は多くの若手が参加する活発な学会ですが、このフロンティア講演会
では、特に大学の卒業論文や修士論文を含めた“旬 ”な研究を、若手が中心となり積極的に
発表する場であります。また、本年度より、各大学で厳選されたライフサポート学会奨励賞
を受賞した研究の発表および授賞式を行う予定で、新年度に向けた区切りとしての発表会と
も位置付けられるかと思います。
　このたびは、リニューアル大会の初回として担当させて頂くことになりましたが、担当校
が毎年無理なく開催できるように、できるだけシンプルな講演会となっております。そのた
め不行き届きな点が多々あるかと思いますが、ご容赦下さい。ご参加の皆様におかれまして
は、ライフサポート研究がより一層に飛躍するよう、この機会を是非逃さずご活用いただき、
ご発表・ご参加・ご協力により盛り上げていただければと思います。
 2010年3月6日　　　　
 正宗　賢　

大会組織
大会長  正宗 　賢 （東京大学）
副大会長  高橋 宏知 （東京大学）
実行委員  山下 紘正 （東京大学）
 佐藤 生馬 （東京大学）
 ニコラス （東京大学）
プログラム委員 増澤 　徹 （茨城大学）
 太田 裕治 （お茶の水女子大学）
 花房 昭彦 （芝浦工業大学）
 斉藤 浩一 （東京工専）
 青木 広宙 （東京理科大学）
 綾野 絵里 （慶応大学）
 岩崎 清隆 （早稲田大学）
 木村 　剛 （東京医科歯科大学）
 尾関 和秀 （茨城大学）
 塚本 壮輔 （東京電機大学）

論文集作成補助  角屋 丘美子
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お 知 ら せ
■ 大会参加者各位

参加受付日時：2010年3月6日（土） 8：30～17：00
受付場所：東京大学本郷キャンパス 工学部2号館
参 加 費：一般 4,000円、学生 2,000円
特別講演：「ライフサポートの役割」 　東京大学 　土肥 健純 教授
 工学部2号館221号教室
ライフサポート学会奨励賞受賞式：
 工学部2号館221号教室
※ライフサポート学会奨励賞を受賞された方は、特別講演後の授賞式にご参列下さい。

■ 発表者各位
発表時間：口頭発表7分、質疑3分
発表方法： 各自の PCを持参して下さい。35㎜スライド・OHP等は使用できません。 

各自の PCを持参して下さい。35㎜スライド・OHP等は使用できません。
Mini-DSUB15pinケーブルを用意しております。変換コネクタ等は各自ご準備ください。
プロジェクター出力の解像度はXGAを推奨しております。

■ 座長の先生方へ

• 担当セッション開始10分前までに会場にお着きください。

• 各セッションの進行は座長に一任致します。予定時間内に充分検討、終了できるように
ご配慮ください。

• 会場での照明、PC接続、計時は事務局側スタッフが行います。

• プログラムの円滑な進行のため、担当セッションの時間を厳守していただくようお願い
致します。

■ お問い合わせ先事務局
〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻
先端治療福祉工学研究室 正宗　賢
　　　　　TEL/FAX：03-5841-6370
　　　　　E-mail：lsfrontier2009@atre.t.u-tokyo.ac.jp
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タイムスケジュール

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

8：50
第１会場（２２１） 第２会場（２３１） 第3会場（２３３）

9：00～10：20 
生体計測1
3-am-01
~

3-am-08

座長：高橋　宏和

10：30～12：00 
生体計測2
3-am-09
~

3-am-17

座長：尾関　和秀

14：00～15：10 
生体計測3
3-pm-01
~

3-pm-07

座長：木村　剛

9：00～10：30 
福祉工学1
2-am-01
~

2-am-09

座長：太田　裕治

10：40～11：50 
福祉工学2
2-am-10
~

2-am-16
座長：花房　昭彦

15：00～15：50 
福祉工学5
2-pm-06
~

2-pm-10
座長：塚本　荘輔

10：30～11：50 
医療工学2
1-am-09
~

1-am-16

座長：増澤　徹

13：00～13：30 特別講演
 『ライフサポートの役割』
　　　 　土肥　健純
13：30～14：00

奨励賞表彰式
　　　　田村　俊世
14：00～15：20 

福祉工学3
1-pm-01
~

1-pm-08

座長：斉藤　浩一

15：30～16：50 
福祉工学6
1-pm-09
~

1-pm-16

座長：小竹　元基
16：50　閉会式　正宗　賢

昼　休　み（中央食堂は空いています）

　　　　※講義室は飲食不可
　　　　　 ※スタッフは３１Bで食事

8：50　開会式　正宗　賢
9：00～10：20 

医療工学1
1-am-01
~

1-am-08

座長：苗村　潔

14：00～14：50 
福祉工学4
2-pm-01
~

2-pm-05
座長：岩崎　清隆
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 プログラム 第1会場：221号室

 #が付いた演題は奨励賞受賞論文

8：50～9：00　開会式　　　正宗　賢（東京大学）

9：00～10：20　［医療工学①］
 座長：苗村　潔（東京工科大学）

1-am-01  手術器具トレイ上の器具の個別認証と位置同定を可能にするRFID器具トレイの開発
○菅　龍平、福井康裕、宮脇富士夫
東京電機大学大学院 理工学研究科 生命理工学専攻

1-am-02 TQMを利用した病院内インシデントレポートシステムの開発に関する研究
○入江香那、山下和彦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科

1-am-03# 心臓への細胞シート移植支援デバイスの開発
○中島健太郎＊、苗村　潔＊、中村亮一＊＊、清水達也＊＊＊、岡野光夫＊＊＊

＊東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科バイオニクス専攻、 
＊＊千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻、＊＊＊東京女子医科大学先端生命医科学研究所

1-am-04# ポンプレス ECMO用人工肺の開発に関する研究
○増田浩一、小林祐介、塚本壮輔、舟久保昭夫、福井康裕
東京電機大学大学院理工学研究科電子情報工学専攻

1-am-05# 偏光分離を用いた2視野同時観察内視鏡の基礎研究
○鶴山智也＊、山中紀明＊＊、上内洋輝＊＊、金　季利＊＊＊、山下紘正＊＊、正　宗賢＊＊、 
土肥健純＊＊
＊東京大学工学部機械情報工学科、＊＊東京大学大学院 情報理工学系研究科、 
＊＊＊国立成育医療センター 臨床研究開発部

1-am-06# ナイフによる柔軟物切離作業の力学的相互作用計測と可視化
○横山泰典＊、江尻純也＊、大西謙吾＊＊、永田和之＊＊＊

＊岡山県立大学大学院、＊＊岡山県立大学、＊＊＊産業技術総合研究所

1-am-07# 生体熱力学特性に基づいた肝臓RFA用温度分布シミュレータの開発と評価
○渡辺広樹＊、山崎　望＊、小林　洋＊＊、橋爪　誠＊＊＊、藤江正克＊＊

＊早稲田大学大学院、＊＊早稲田大学理工学術院、＊＊＊九州大学病院先端医工学診療部

1-am-08# 斜流式磁気浮上人工心臓に関する研究
○松井寿定＊、増澤　徹＊、巽　英介＊＊

＊茨城大学、＊＊国立循環器病センター

10：20～10：30　休　憩
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10：30～11：50　［医療工学②］
 座長：増澤　徹（茨城大学）

1-am-09 LPMダブルパルスを用いた超音波による2次元位置・速度計測システム
○宮澤一八＊、玉井瑞又＊、池田知純＊、不破輝彦＊、花房昭彦＊＊、塩田泰仁＊

＊職業能力開発総合大学校、＊＊芝浦工業大学

1-am-10 ディスポーザブルタイプの輸液ポンプの開発
○中村優祐＊、小山浩幸＊、米田隆志＊、山本紳一郎＊、関口　敦＊＊、森田高志＊＊

＊芝浦工業大学、＊＊埼玉医科大学

1-am-11 急性心不全患者を対象とした治療用人工心臓の研究開発
○浮田啓悟＊、増澤　徹＊、北郷将史＊、西村　隆＊＊、許　俊鋭＊＊

＊茨城大学、＊＊東京大学医学部重症心不全治療開発講座

1-am-12 乳幼児用磁気浮上人工心臓の研究開発
○一ノ瀬高紀＊、増澤　徹＊、長真　啓＊、巽　英介＊＊

＊茨城大学、＊＊国立循環器病センター

1-am-13 軸流血液ポンプ用羽根車の断面形状の検討
○新井和希＊、住倉博仁＊＊、福長一義＊＊＊、大越康晴＊、矢口俊之＊＊＊＊、船久保昭夫＊、 
福井康裕＊
＊東京電機大学、＊＊国立循環器病センター研究所、＊＊＊杏林大学、＊＊＊＊ミシガン大学

1-am-14 大腸手術ロボットに関する研究
○藤原敬士、小山浩幸、米田隆志、山本紳一郎
芝浦工業大学

1-am-15 拡張現実感技術を用いたポリープ切除術シミュレータ
○早川　毅、山内康司
東洋大学工学部

1-am-16  MRI対応微細作業マニピュレータ 
－生体組織を対象としたマイクロ穿刺の基礎的実験と考察－
○山元淳太郎＊、小関義彦＊＊、山内康司＊、鎮西清行＊＊

＊東洋大学工学部、＊＊産業技術総合研究所

12：00～13：00　昼休み

13：00～13：30　特別講演

［ライフサポートの役割］　　　土肥　健純（東京大学）

13：30～14：00　奨励賞表彰式　　　田村　俊世（千葉大学）
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14：00～15：20　［福祉工学③］
 座長：斎藤　浩一（東京工業高等専門学校）

1-pm-01 修飾キー入力時のキーストロークを用いた個人認証
○田代　誠＊、大西祐哉＊＊、川澄正史＊＊、小山裕徳＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院工学研究科情報メディア学専攻

1-pm-02 VDT作業時における眼疲労と IBLIの関係性
○浅海　吏＊、大西祐哉＊＊、川澄正史＊＊、小山裕徳＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院工学研究科情報メディア学専攻

1-pm-03 マニュアルにおける図の提示方法の違いによる理解度と思考スタイルの関連性
○藤木真美、持丸貴憲、川澄正史、小山裕徳

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻

1-pm-04 音記憶認証システムの開発
○政重直希＊、持丸貴憲＊＊、川澄正史＊＊、小山裕徳＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻

1-pm-05 百人一首による認知症高齢者のための記憶力向上支援アプリケーションの開発
○小林真美、山下和彦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科

1-pm-06 仮名の指文字認識方法に関する研究
○阿曽佑奈＊、出口寛之＊＊、小山裕徳＊、川澄正史＊＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻

1-pm-07 若年者と高齢者における数唱テストの最適な刺激呈示時間の検討
○片見裕司、藤本涼子、神谷信一郎、関根正樹、田村俊世
千葉大学 大学院工学研究科 人工システム科学専攻 メディカルシステムコース

1-pm-08 共遊玩具における能動的触知覚に関する研究
○谷澤岩人、磯村　恒、松田康広
神奈川工科大学 創造工学部 ロボット・メカトロニクス学科

15：20～15：30　休　憩

15：30～16：50　［福祉工学⑥］
 座長：小竹　元基（東京大学）

1-pm-09 超音波画像を用いた脊髄損傷者における麻痺筋の機械的特性の計測
○根岸大輔＊、河島則天＊＊、山本紳一郎＊
芝浦工業大学＊、国立障害者リハビリテーションセンター研究所＊＊

1-pm-10 医用画像を用いた大腿部断端モデルの解析と評価
○西山和義＊、内川岳人＊、大塚博＊＊、東江由起夫＊, ＊＊、須田裕紀＊＊、山本紳一郎＊

＊芝浦工業大学、＊＊新潟医療福祉大学
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1-pm-11 指先における反射光を用いた圧－容積関係に関する検討
○原　篤弘、前田祐佳、関根正樹、田村俊世、鈴木琢冶、亀山研一

＊千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻、＊＊株式会社東芝研究開発センター

1-pm-12 唇の動き情報による入力インターフェース
○前田佳孝、大西祐哉、川澄正史、小山裕徳

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院工学研究科情報メディア専攻

1-pm-13 Web カメラによる簡便な瞬目検出法
○大西祐哉、川澄正史
東京電機大学大学院工学研究科情報メディア学専攻

1-pm-14 小児の低身長症抽出・支援システムの開発
○杉山真理、山下和彦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科

1-pm-15 医療系学生のための学習支援アプリケーションの開発に関する研究
○遠見淑子、山下和彦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科

1-pm-16 楕円近似に基づく眼球運動画像計測システムにおける精度の向上
○梅津健志＊、植野彰規＊＊

＊東京電機大学 理工学部 電子情報工学科、＊＊東京電機大学 工学部 電気電子工学科

16：50～17：00　閉会式　　　正宗　賢（東京大学）
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 プログラム 第2会場：231号室

 #が付いた演題は奨励賞受賞論文

9：00～10：30　［福祉工学①］
 座長：太田　裕治（お茶ノ水女子大学）

2-am-01 アキレス腱張力の計測デバイスの開発
○大塚一輝、柴田芳幸、山本紳一郎
芝浦工業大学

2-am-02 ヒト歩行時の伸張反射計測システムの開発
○齋藤英朗＊、三好　扶＊＊、花房昭彦＊、山本紳一郎＊

＊芝浦工業大学、＊＊岩手大学

2-am-03 フォースプレートを用いた歩行解析―計測ソフトウェアの開発
○美口理紗＊、池内秀隆＊＊、大平高正＊＊＊

＊大分大学大学院工学研究科、＊＊大分大学工学部、＊＊＊大分県立病院

2-am-04 移動型免荷歩行訓練装置の開発
○飯塚祥雄、柴田芳幸、山本紳一郎
芝浦工業大学大学院工学研究科

2-am-05 超音波画像によるトレッドミル歩行時の筋線維長変化計測
○唐鎌　奨＊、室井昌紀＊、山田和俊＊、門田　宏＊＊、山本紳一郎＊＊

＊芝浦工業大学、＊＊東京大学

2-am-06 空気圧人工筋を用いた免荷式歩行訓練システムの開発～免荷装置の開発～
○今井進吾、柴田芳幸、青山亮太、山本紳一郎
芝浦工業大学

2-am-07 歩行運動における上肢の神経生理学的役割
○佐藤尭彦＊、河島則天＊＊、中澤公孝＊＊＊、山本紳一郎＊

＊芝浦工業大学、＊＊国立障害者リハビリテーションセンター研究所、＊＊＊東京大学

2-am-08 高齢者の転倒予防のための歩行機能評価システムの開発に関する研究
○中嶋香奈子＊、岩上優美＊、齋藤倫子＊＊、太田裕治＊＊、井野秀一＊＊＊、伊福部達＊＊＊＊、 
山下和彦＊, ＊＊＊＊
＊東京医療保健大学、＊＊お茶の水女子大学、＊＊＊産業技術総合研究所、＊＊＊＊東京大学

2-am-09 角速度センサによる歩行時の角度変化の大きさと歩行速度の関係
○矢野健太、関根正樹、田村俊世
千葉大学大学院工学研究科

10：30～10：40　休　憩
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10：40～11：50　［福祉工学②］
 座長：花房　昭彦（芝浦工業大学）

2-am-10 スロープ走行時における車椅子利用者の精神的負荷の評価
○濵田英朗＊、持丸貴憲＊＊、川澄正史＊＊、小山裕徳＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻

2-am-11 ERCブレーキを用いたリハビリテーション機器開発に関する基礎的研究
○小木曽保彦＊、戸田泰幸＊、寺阪澄孝＊、三井和幸＊、櫻井宏治＊＊、安齊秀伸＊＊

＊東京電機大学、＊＊藤倉化成株

2-am-12 リンパ浮腫軽減を目的としたマッサージ手法の評価
○井田舞美＊、関根正樹＊、田村俊世＊、山崎善弥＊＊

＊千葉大学大学院工学研究科、＊＊東京共済病院

2-am-13 生活習慣病予備群における効果的介入のための支援システムに関する研究
○石原友里絵、山下和彦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科

2-am-14 作業合間に実施する呼吸法と精神的疲労の低減効果に関する研究
○佐藤彰弘＊、林伴明＊＊、小山裕徳＊＊、川澄正史＊＊

＊東京電機大学工学部情報通信学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻

2-am-15 軽自動車における介護補助用電動シートの機構と制御に関する研究
○小島栄美、多羅尾進、齊藤浩一
東京工業高等専門学校 機械情報システム工学専攻

2-am-16 容量型シート・ハンドルセンサにおける加振の影響評価
○吉久雅識＊、植野彰規＊＊

＊東京電機大学理工学部 電子情報工学科、＊＊東京電機大学工学部 電気電子工学科

12：00～13：00　昼休み

14：00～14：50　［福祉工学④］
 座長：岩崎　清隆（早稲田大学）

2-pm-01# 走査入力方式における効率的な文字入力方法に関する研究
○古田圭美＊、出口寛之＊＊、大矢哲也＊、小山裕徳＊、川澄正史＊＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻

2-pm-02# 知的発達障害児に対する学習支援システムの開発
○根本由香里、山下和彦
東京医療保健大学

2-pm-03# 装置入力デバイスのための調音と第2ホルマントの関係の調査
○大西章也、上見憲弘
大分大学工学部
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2-pm-04# ベッドにおける生体情報モニタリングシステム
○向井幸治、小川英邦、槇弘倫、米沢良治
広島工業大学

2-pm-05# 屋外からの住宅内歩様把握
○飯田悠子＊、太田裕治＊＊、元岡展久＊＊

＊お茶の水女子大学生活科学部、＊＊お茶の水女子大学大学院人間文化研究科

14：50～15：00　休　憩

15：00～15：50　［福祉工学⑤］
 座長：塚本　荘輔（東京電機大学）

2-pm-06# 安全性と介護者の利便性を考慮した電動歯ブラシの構造と排液の内部流動
○横山寛礼＊、水沼　博＊、道脇幸博＊＊、下笠賢二＊＊＊

＊首都大学東京、＊＊武蔵野赤十字病院、＊＊＊職業能力開発総合大学

2-pm-07#  超音波センサと全方位カメラを用いた電動車いすの転落・転倒及び 
衝突回避システムに関する研究
○長浜豊華＊、高橋　久＊、垣本　映＊、鈴木重信＊、松野史幸＊＊、関口行雄＊＊＊

＊職業能力開発総合大学校、＊＊㈱コーヤシステムデザイン、＊＊＊精密測定技術振興財団

2-pm-08# 膝継手による義足ソケット内の応力の変化
○内川岳人＊、西山和義＊、東江由起夫＊, ＊＊、須田裕紀＊＊、大塚　博＊＊、山本紳一郎＊

＊芝浦工業大学、＊＊新潟医療福祉大学

2-pm-09# 高齢者施設における電動車いす導入に対する阻害要因分析に基づく開発要件の抽出
○春江尚彦＊、二瓶美里＊＊、鎌田　実＊＊＊

＊東京大学工学部機械工学科、＊＊東京大学院工学系研究科機械工学専攻、 
＊＊＊東京大学高齢社会総合研究機構

2-pm-10# 下肢障害者用パワーアシスト装具の歩行開始ロバスト制御
○荻巣拓磨＊、大日方五郎＊＊、長谷和徳＊＊＊、長井　力＊、金　泳佑＊＊

＊名古屋大学大学院工学研究科、＊＊名古屋大学エコトピア科学研究所、 
＊＊＊首都大学東京大学院理工学研究科
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 プログラム 第3会場：233号室

 #が付いた演題は奨励賞受賞論文

9：00～10：20　［生体計測①］
 座長：高橋　宏和（東京大学）

3-am-01 高入力インピーダンス型電位計による神経活動電位の検出
○青木勇人＊、植野彰規＊＊

＊東京電機大学 理工学部 電子情報工学科、＊＊東京電機大学 工学部 電気電子工学科 

3-am-02 水中で計測可能な筋電計の開発
○板橋佑介＊、植野彰規＊＊

＊東京電機大学 理工学部 電子情報工学科、＊＊東京電機大学 工学部 電気電子工学科

3-am-03 座位での下肢によるアバタ操作を目的とした表面筋電図とインタフェースに関する研究
○竹山峻平＊、大西祐哉＊＊、小山裕徳＊、川澄正史＊＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学工学研究科情報メディア学専攻

3-am-04 Waveletを用いた心電図QT間隔自動計測ソフトウェアの開発
○井上博之＊、山内康司＊、荒船龍彦＊＊、大無田孝夫＊＊＊
＊東洋大学工学部、＊＊産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門、＊＊＊東京電機大学先端工学研究所

3-am-05 二波長を用いた脈波に重畳するアーチファクトの除去
○小波まどか、前田祐佳、関根正樹、田村俊世
千葉大学大学院 工学研究科

3-am-06 反復リズムのテンポ知覚変調に対する脳磁界の研究
○安達花恵＊、林　伴明＊＊、青山　敦＊＊＊、小山裕徳＊、川澄正史＊＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻、
＊＊＊東京電機大学先端工学研究所

3-am-07 サッカード眼球運動の躍度を用いた覚醒度推定の検討
○井岡　直＊、植野彰規＊＊

＊東京電機大学 理工学部 電子情報工学科、＊＊東京電機大学 工学部 電気電子工学科

3-am-08 視覚性運動に対する予測と認知の関係の脳磁界解析
○三尾恭史＊、青山　敦＊＊、林　伴明＊＊＊、小山裕徳＊、川澄正史＊

＊東京電機大学工学部情報メディア学科、＊＊東京電機大学先端工学研究所、＊＊＊東京電機大学大学院
未来科学研究科情報メディア学専攻

10：20～10：30　休　憩
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10：30～12：00　［生体計測②］
 座長：尾関　和秀（茨城大学）

3-am-09 睡眠脳波の短時間 FFTとWavelet解析の比較
○石井泰祐、花房昭彦、米田隆志
芝浦工業大学大学院 機械工学専攻

3-am-10 高入力インピーダンス型誘発電位計
○渡邉大樹＊、植野彰規＊＊

＊東京電機大学理工学部 電子情報工学科、＊＊東京電機大学工学部 電気電子工学科

3-am-11#  Orexin increases intracellular Ca2+ in rat pedunculopontine tegmental neurons in vitro

○三浦慎矢、中島一樹、佐々木和男
富山大学大学院理工学教育部

3-am-12# アミノ酸誘導体高分子修飾による機能性表面を用いた分離システムとDDSへの応用
○石川　真、西尾　忠、金澤秀子
慶應義塾大学大学院薬学研究科

3-am-13# オンチップ細胞機能制御のための圧電駆動型マイクロ細胞培養デバイスの開発
○松澤勇太＊、山田侑平＊、柴田隆行＊、川島貴弘＊、増澤　徹＊＊、木村　剛＊＊＊、 
岸田晶夫＊＊＊
＊豊橋技術科学大学、＊＊茨城大学、＊＊＊東京医科歯科大学

3-am-14# EMC評価用ファントムの電気的特性改善に関する検討
○清山　航＊、越地耕二＊、山本隆彦＊＊、柳　光江＊＊＊、池田芳則＊＊＊、巽　英介＊＊＊＊、 
本間章彦＊＊＊＊、妙中義之＊＊＊＊
＊東京理科大学、＊＊東京医科歯科大学、＊＊＊OST、＊＊＊＊国立循環器病センター

3-am-15# 運動中骨格筋血行動態評価としてのアドミタンス計及び近赤外分光計の適用
○松本理隆＊、井田舞美＊＊、花田　智＊＊、関根正樹＊＊、田村俊世＊＊

＊千葉大学工学部、＊＊千葉大学大学院工学研究科

3-am-16# 5-ALA蛍光計測による脳腫瘍境界判定に関する研究
○後藤啓介＊、安藤岳洋＊＊、小林英津子＊＊、廖　洪恩＊＊、丸山隆志＊＊＊、村垣善浩＊＊＊＊、 
伊関　洋＊＊＊, ＊＊＊＊、小森隆司＊＊＊、佐久間一郎＊＊
＊東京大学工学部、＊＊東京大学大学院工学系研究科、＊＊＊東京女子医科大学脳神経外科、＊＊＊＊東京女
子医科大学大学院先端生命医科学研究所先端工学外科

3-am-17# アフリカツメガエル胚内ひずみ分布の発生に伴う変化の計測
○伊藤健太郎＊、原　佑介＊＊、進藤麻子＊＊、長山和亮＊、上野直人＊＊、松本健郎＊

＊名古屋工業大学、＊＊基礎生物学研究所

12：00～13：00　昼休み
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14：00～15：10　［生体計測③］
 座長：木村　剛（東京医科歯科大学）

3-pm-01 高周波プラズマ CVD法により成膜した非晶質炭素（DLC）膜の抗菌性評価
○関　貴弘、大越康晴、平栗健二、福井康裕
東京電機大学 理工学部 電子情報工学科

3-pm-02 エネルギー付与によるコラーゲンと高分子材料の接着に関する研究
○笠原康佑＊、南　広祐＊＊, ＊＊＊、木村　剛＊＊, ＊＊＊、清水　繁＊、岸田晶夫＊＊, ＊＊＊

＊日本大学理工学部物質応用化学科、＊＊東京医科歯科大学生体材料工学研究所、＊＊＊JST‒CREST

3-pm-03 効率的細胞内送達を目指した超高圧技術を用いた PVA/HAp/ODN複合体の調製
○泉　太二、南　広祐、木村　剛、岸田晶夫
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

3-pm-04 演題取り下げ

3-pm-05 画像解析による Scaffold上における細胞群挙動の規則性の抽出に関する研究
○古関洵也＊、野口展士＊、野中一洋＊、幡多徳彦＊＊、矢口俊之＊＊＊、大越隆文＊＊＊＊、 
福井康裕＊、舟久保昭夫＊
＊東京電機大学 理工学部、＊＊東京電機大学 フロンティア共同研究センター、 
＊＊＊ミシガン大学 医学部、＊＊＊＊津田沼中央総合病院

3-pm-06 受動的な姿勢変調による腓腹筋の筋線維長変化
○田部井秀明、室井昌紀、山田和俊、山本紳一郎
芝浦工業大学

3-pm-07 乾布摩擦による皮膚刺激の効果についての研究
○齊藤貴弘、山下和彦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科
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Fig.1 Measurement device of Achilles tendon force 

Fig.2 Experimental method 
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Fig.4 New measurement device  
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Fig.1 system for measuring stretch reflex
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