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社団法人 日本生体医工学会



ご案内 

 

参加者の皆様へのお願い 
1.  会場受付にて名簿に氏名とご所属をご記入下さい。 

2.  参加費をお一人 1,000円お支払いいただき、ネームカードをお受け取り下さい。 

3.  懇親会に参加される方は、別途、お一人様 3,000円（学生の方は、1,000円）を

お支払い下さい。 

4.  東海支部会員の皆様には、事前（1 週間前）にプログラムを PDF ファイルとし

て送付致します。 

5.  東海支部会員以外の参加者の皆様には、平成 28 年度日本生体医工学会東海支部

学術集会のWebページ(http://tokai.jsmbe.org/）に掲載してありますプログラム

をご利用頂きますようお願い申し上げます。 

6.  抄録集は、学術集会当日の 9:00ごろより平成 28年度日本生体医工学会東海支部

学術集会の Web ページ（http://tokai.jsmbe.org/）に公開する予定です。学術集

会当日、会場にても有料（実費程度）で若干部数のプログラム抄録集を用意させ

て頂きますが数に限りがございます。 

 

演者の方へのお願い 
1.  発表時間は、1 演題 12 分（発表 9 分、質疑応答 3 分）です。時間厳守でお願い

致します。 

2.  会場は、株式会社スズケン本社 2階会議室の 2室（A会場、B会場）です。 

3.  発表は、PCプロジェクター（1画面のみ利用）を用いた口頭発表です。 

4.  ご本人の PC を用いての発表（1 画面のみ使用可能）となります。ご発表頂くセ

ッション開始 30 分前までに必ず受付にお立ち寄り下さい。また、発表時の速や

かな接続替えにご協力下さい。D-sub 15 ピン以外をご使用の場合には、各自で

変換コネクタをご用意下さい。 

5.  進行につきましては座長の指示に従って下さい。 

 

座長の方へのお願い 
1.  ご担当頂くセッション開始の 30分前までに、受付にお立ち寄り下さい。 

2.  セッションの進行については座長にお任せ致します。場合によっては、複数の演

題をまとめて質疑応答して頂いても結構です。 

3.  他のセッション、特別講演などの関係上、時間厳守を宜しくお願い致します。 

 

懇親会へのご案内 
1.  ウィルあいち 地下 1階レストラン「CLOVER CAFÉ」（名古屋市東区上竪杉町

1番地）にて開催致します。 

2.  ご参加頂けます方は、参加受付の際にお申込み下さい。料金は、参加費とは別に

3,000円（学生の方は 1,000円）を申し受けます。多くの皆様のご参加をお願い

申し上げます。 
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会場案内 

 

（１）久屋大通駅１Ａ出口から緑の

公園を左手に、テレビ塔を背

にして直進 

（２）名古屋高速高架道路まで到達

したら道路を渡って右折し、

しばらく直進して道路を渡

り、左手に三和化学研究所が

見えたらもう直ぐです。 

（３）そのまま進みもう一度道路を

渡るとスズケン本社に到達で

す。 

 

 

総会および学術集会   株式会社スズケン本社 ２階会議室 

            名古屋市東区東片端町８番地 052-961-2331（当日の緊急連絡先） 

 

名古屋駅より地下鉄でお越しの場合 

桜通線･名城線｢久屋大通駅｣下車､１Ａ出口より徒歩 10分 

桜通線｢高岳駅｣下車、１番出口より徒歩 15分 

名城線｢市役所駅｣下車､３番出口より徒歩 15分 

名古屋駅よりバスでお越しの場合 

名古屋駅バスターミナル 9 番乗り場から幹名駅 1 号系統｢上飯田行き｣または｢大曽

根行き｣乗車、「市政資料館南｣バス停下車徒歩 2分 

名鉄をご利用の場合 

名鉄瀬戸線｢東大手駅｣下車､徒歩 10分 

 

懇親会：ウィルあいち 地下レストラン「CLOVER CAFÉ」 

名古屋市東区上竪杉町 1番地 052-962-9608 
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平成 28年度日本生体医工学会東海支部学術集会プログラム 

11:45〜12:40 

12:45～13:00 

平成 28年度日本生体医工学会東海支部理事会 

平成 28年度日本生体医工学会東海支部総会 

13:00〜13:10 日本生体医工学会東海支部長 挨拶：長谷川純一（中京大学） 

 平成 28年度東海支部学術集会大会長 挨拶：礒田治夫（名古屋大学） 

13:10〜17:45 平成 28年度東海支部学術集会 

株式会社スズケン本社 2階会議室 

18:15〜 懇親会：ウィルあいち地下 1階「レストランウィル」 

（名古屋市東区上竪杉町 1番地） 

 

平成 28年度日本生体医工学会東海支部学術集会プログラム 

A会場 B会場 

13:10-13:58 セッション A1：演題 1-4 

生体情報計測・解析 

座長 

木村元彦（静岡大学） 

竹前 忠（静岡大学） 

13:10-14:10 セッション B1：演題 16-20 

コンピュータ支援診断 

座長 

長谷川純一（中京大学） 

藤田広志（岐阜大学） 

14:05-14:53 セッション A2：演題 5-8 

空間イメージング技術 

座長 

池田 充（名古屋大学） 

戸田尚宏（愛知県立大学） 

14:15-15:15 セッション B2：演題 21-25 

組織抽出技術 1 

座長 

原 武史（岐阜大学） 

目加田慶人（中京大学） 

15:00-15:48 オーガナイズドセッション 

    （運動画像計測研究会）：演題 9-12 

運動画像計測 

座長 

石田和人（名古屋大学） 

中井敏晴（国立長寿医療研究センター） 

15:20-16:20 セッション B3：演題 26-30 

組織抽出技術 2、脳波計測技術 

座長 

船瀬新王（名古屋工業大学） 

小山修司（名古屋大学） 

15:55-16:31 セッション A3：演題 13-15 

血流動態解析 

座長 

早野順一郎（名古屋市立大学） 

山内一信（東員病院） 

 

 

16:45-17:45 特別講演（A会場） 

座長 礒田治夫（名古屋大学） 

「血管メカノバイオロジー：内皮細胞の血流センシングを介した循環機能調節」 

講師 安藤譲二 先生（獨協医科大学医学部 生体医工学研究室 特任教授） 

座長は 50音順に表記させて頂きました。 
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セッション A1：生体情報計測・解析   13:10 - 13:58   A会場 

座長 木村元彦（静岡大学） 

竹前 忠（静岡大学） 

                                         

 

1. 渦電流と定電流を併用した生体深部の電気インピーダンス計測における浅部の改善 

平川拓史 1)，竹前 忠 1)，小杉幸夫 2), 本郷 実 3) 

1) 静岡大学大学院，2) 東京工業大学イノベーション研究推進体， 

3) 長野県厚生農業協同組合連合会新町病院 

 

2. エッジ情報の利用による磁気併用 EITの画像化シミュレーション 

古木達也1)，竹前 忠1)，小杉幸夫2)，本郷 実3)  

1) 静岡大学大学院，2) 東京工業大学イノベーション研究推進体，3) 長野県厚生農業

協同組合連合会新町病院 

 

3. 血液急速冷凍法の伝熱特性に関する基礎的研究 

林 篤史 1），木村元彦 2），大橋和義 2） 

1）静岡大学総合科学技術研究科，2）静岡大学工学部 

 

4. 骨切削用単相噴霧冷却法の開発 

若原佑年 1)，木村元彦 2)，大橋和義 2) 

1) 静岡大学総合科学技術研究科，2) 静岡大学工部 
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セッション A2：空間イメージング技術  14:05 - 14:53   A会場 

座長 池田 充（名古屋大学） 

戸田尚宏（愛知県立大学） 

                                         

 

5. X線 CT 画像上の雑音分散に関する検討 

梅田祐司1)， 池田 充2)， 西尾俊貴2)， 橋元翔吾3)， 藤井啓輔2)， 川浦稚代2), 

今井國治2) 

1) 名古屋大学医学部保健学科，2) 名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻， 

3) 公立丹南病院 

 

6. コリメートされた散乱線を利用する X 線 CT 

広羽健太 1)，中神徹也 1)，戸田尚宏 2) 

1) 愛知県立大学大学院 情報科学研究科 システム科学専攻, 2) 愛知県立大学 情報科

学部 情報科学科 

 

7. 散乱線測定の導入による X 線 CT の再構成精度 

長江大地 1)，中神徹也 1)，戸田尚宏 2) 

1) 愛知県立大学大学院 情報科学研究科 システム科学専攻, 2) 愛知県立大学 情報科

学部 情報科学科 

 

8. ポアソンブレンディング法による人工的な転移性肝がん画像の生成 

小西孝明 1)，道満恵介 1)，縄野 繁 2)，目加田慶人 1) 

1) 中京大学 大学院情報科学研究科, 2) 国際医療福祉大学三田病院 
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オーガナイズドセッション（運動画像計測研究会）：運動画像計測 

                          15:00 - 15:48    A会場 

座長 石田和人（名古屋大学） 

中井敏晴（国立長寿医療研究センター） 

                                         

 

9. 高齢者の運動歴と Resting State Networks における活動との関連について 

上野美果 1)，木山幸子 1) 2)，鈴木敦命 3), 田中あゆ子 1)4)，中井敏晴 1) 

1) 国立長寿医療研究センター 神経情報画像開発研究室，2) 三重大学 教養育機構， 

3) 名古屋大学大学院 環境学研究科，4) 神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 

 

10. 長期的な健康体操による運動と大脳皮質下病変、脳萎縮との関連 

大釜典子 1)，木山幸子 2)3), 櫻井 孝 1)，上野美果 2), 田中あゆ子 2)4), 中井敏晴 2) 

1) 国立長寿医療研究センター もの忘れセンター, 2) 国立長寿医療研究センター 神

経情報画像開発研究室, 3) 三重大学 教養教育機構, 4) 神戸松蔭女子学院大学 人間

科学部 

 

11. 立ち上がり動作を用いた高齢者の運動機能評価 

金井 章 1), 木山幸子 2), 後藤寛司 1),冨田秀仁 3),田中あゆ子 4),國見充展 5), 

岡田 努 6),中井敏晴 4) 

1) 豊橋創造大学, 2) 三重大学, 3) 愛知県三河青い鳥医療療育センター, 4) 国立長

寿医療研究センター, 5) 国際電気通信基礎技術研究所, 6) 金沢大学 

 

12. Real-time fMRI を使用した小型ヒューマノイド Neurofeedback システムの構築 

吉田旭宏 1)2), エピファニオ バガリナオ 3), 上野美果 2), 寺部和紀 4), 加藤昇平 4),  

礒田治夫 3)1), 中井敏晴 2)1) 

1) 名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻, 2) 国立長寿医療研究センター 神

経情報画像開発研究室, 3) 名古屋大学 脳とこころの研究センター, 4) 名古屋工業大

学大学院工学研究科 情報工学専攻 
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セッション A3：血流動態解析   15:55 - 16:31    A会場 

座長 早野順一郎（名古屋市立大学） 

   山内一信（東員病院） 

                                         

 

13. 頸動脈を対象とした3次元シネ位相コントラスト磁気共鳴法（3D cine PC MRI）の血

流動態解析の再現性 

七条来夢1)，福山篤司2)，石黒健太2)，水野 崇2)，礒田治夫3)2) 

1) 名古屋大学医学部保健学科 放射線技術科学専攻, 2) 名古屋大学大学院医学系研究

科 医療技術学専攻, 3) 名古屋大学 脳とこころの研究センター 

 

14. 脳動脈瘤における磁気共鳴流体力学から得られた血流速度に基づいたパラメータの検

討 ― 計算流体力学との比較 ― 

石黒健太1)，礒田治夫2)1)，竹原康雄3)，寺田理希4)，内藤丈裕5), 田ノ井千春6)， 

小杉崇文7)，大西有希8)，福山篤司1)，Marcus Alley9) 

1) 名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻, 2)名古屋大学 脳とこころの研究

センター 3) 名古屋大学大学院医学系研究科 新規低侵襲画像診断法基盤開発研究寄附

講座, 4)磐田市立総合病院 第1放射診断科 5) 春日井市民病院 脳神経外科, 6)磐田市

立総合病院 脳神経外科，7)株式会社アールテック, 8)東京工業大学 工学院 システム

制御系，9)スタンフォード大学 医学部放射線 

 

15. 脳動脈瘤発生を予測する血管壁バイオマーカーの閾値の検討 

水野 崇1)，礒田治夫2)1)，渡辺智哉7)1), 竹原康雄3), 福山篤司1), 石黒健太1), 

寺田理希4), 小杉崇文5), 田ノ井千春6) 

1) 名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻，2) 名古屋大学 脳とこころの研

究センター，3) 浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部, 4) 磐田市立総合病院第1放

射線診断科, 5) 株式会社アールテック, 6) 磐田市立総合病院 脳神経外科,  

7) 京都大学医学部附属病院 放射線科 
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セッション B1：コンピュータ支援診断   13:10 - 14:10    B会場 

座長 長谷川純一（中京大学） 

藤田広志（岐阜大学） 

                                         

 

16. 機械学習による心不全予後予測能の向上 

渡邉英一1)，清野 健2)，島谷哲史2) 

1)藤田保健衛生大学医学部循環器内科，2)大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻 

 

17. 眼底画像における全畳み込みニューラルネットワークを用いた網膜神経線維層欠損検

出 

渡邊颯友1)，村松千左子2)，周 向栄2)，畑中裕司3)，原 武史2)，藤田広志2) 

1)岐阜大学工学部電気電子情報工学科，2)岐阜大学大学院医学系研究科，3)滋賀県立大

学工学部 

 

18. 乳房X線画像における構築の乱れの自動検出手法の改良〜Deep Convolutional Neural 

Networkによる偽陽性削除処理の開発〜 

山崎瑞季1)，寺本篤司1)，加藤良一1), 藤田広志2) 

1)藤田保健衛生大学大学院，2)岐阜大学大学院医学研究科 

 

19. EOB造影MR像からの肝臓血管領域抽出手順と評価方法の改善 

片岡 輝1)，竹之内章宏2)，近藤萌恵3)，長谷川純一1)，縄野 繁4) 

1)中京大学工学部，2)中京大学大学院情報科学研究科, 3)(株)ニデック， 

4)国際医療福祉大学三田病院 

 

20. 形状情報とBoFを用いた内視鏡像からの胃底線ポリープ自動検出の基礎的検討 

竹之内章宏1)，長谷川純一2)，柴田知行3) 

1)中京大学大学院情報科学研究科，2)中京大学工学部，3)藤田保健衛生大学病院 
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セッション B2：組織抽出技術 1   14:15 - 15:15    B会場 

座長 原 武史（岐阜大学） 

目加田慶人（中京大学） 

                                         

 

21. 細胞診におけるDeep Convolutional Neural Network を用いた肺癌組織型の自動分類 

塚本徹哉1), 桐山諭和1),寺本篤司2), 加藤良一2), 藤田広志3) 

1)藤田保健衛生大学医学部，2)藤田保健衛生大学医療科学部，3)岐阜大学大学院医学系

研究科 

 

22. Deep Learningを用いたCT画像における椎体外形の自動分類 

小島拓也1)，周 向栄2)，東 華岳3)，原 武史2)，藤田広志2) 

1)岐阜大学工学部電気電子・情報工学科情報コース, 2)岐阜大学大学院医学系研究科

再生医科学専攻知能イメージ情報分野, 3)産業医科大学医学部第1解剖学講座 

 

23. 体幹部CT画像におけるCOPD患者の筋量解析のための第12胸椎断面における脊柱起立筋

の自動認識 

久米正矩1)，神谷直希2)，周 向栄3)，加藤博基4)，東 華岳5)， 

村松千左子3)，原 武史3)，松尾政之6)，藤田広志3) 

1)岐阜大学工学部電気電子・情報工学科情報コース，2)愛知県立大学情報科学部情報科

学科，3)岐阜大学大学院再生医科学専攻知能イメージ情報分野，4)岐阜大学附属病院放

射線科，5)産業医科大学医学部第1解剖学講座，6)岐阜大学大学院医学系研究科放射線

医学分野 

 

24. Deep CNNを用いた歯科用Cone-Beam CT上の歯の分類手法 

三木勇磨1)，村松千左子1)，林 達郎2)，周 向栄1)，原 武史1)，勝又明敏3),藤田広志1) 

1)岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情報分野, 2)メディア株式

会社，3)朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野 

 

25. OMラインの自動抽出による脳 SPECT/CT 像と脳MR像の高速画像位置合わせ法 

横井翔伍1)，竹田優太2)，原 武史2)，田中悠貴3)，片渕哲朗4)，福岡大輔5),  

松迫正樹3)，藤田広志2) 

1)岐阜大学電気電子情報工学科情報コース, 2)岐阜大学大学院医学系研究科知能イメー

ジ情報分野, 3)聖路加国際病院放射線科，4)岐阜医療科学大学保健科学部 

5)岐阜大学教育学部技術教育講座 
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セッション B3：組織抽出技術 2、脳波計測技術   15:20 - 16:20    B会場 

座長 船瀬新王（名古屋工業大学） 

小山修司（名古屋大学） 

                                         

 

26. マンモグラムと乳腺超音波画像を併用した腫瘤の類似画像検索の改善 

樋口峻市1)，村松千左子2)，原 武史2)，藤田広志2) 

1)岐阜大学工学部電気電子情報工学科，2)岐阜大学大学院医学系研究科知能イメージ

情報分野 

 

27. 歯科パノラマX線画像による深層学習を用いた身元確認用データの自動収集 

柳下侑大1)，村松千左子2)，周 向栄2)，西山 航3)，林 達郎4), 原 武史2)， 

勝又明敏3)，藤田広志2) 

1)岐阜大学工学部電気電子・情報工学科, 2)岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学

専攻知能イメージ情報分野, 3)朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野 

4)メディア株式会社 

 

28. 臓器分割技術を利用した18F-FDG PET/CT 検査における個別被ばく線量の推定 

西川奈美1)，武田賢志郎2)，原 武史2)，周 向栄2)，伊藤 哲3)，片渕哲朗4)， 

山内浩司4), 本野恵司5)，木戸章夫5)，藤田広志2) 

1)岐阜大学工学部電気電子情報工学科, 2)岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学専

攻知能イメージ情報分野, 3)大雄会病院第一放射線科，4)岐阜医療科学大学保健科学

部, 5)株式会社CMI 

 

29. 疲労課題時の後頭葉における各周波数帯のパワー上昇について 

野田拓司1)，船瀬新王1,2) ，内匠 逸1) 

1)名古屋工業大学大学院工学研究科, 2)理化学研究所脳科学総合研究センター 

 

30. SSVEPを誘発させる最適なチェッカーボードの大きさと格子数について 

遠山尚人1)，脇田健哉2)，船瀬新王1,3)，内匠 逸1) 

1)名古屋工業大学大学院，2)東京工業大学大学院，3)理化学研究所脳科学総合研究セン

ター 
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特別講演   16:45 – 17:45    A会場 

座長 礒田治夫（名古屋大学） 

                                         

 

血管メカノバイオロジー：内皮細胞の血流センシングを介した循環機能調節 

安藤譲二1)，山本希美子2) 

1)獨協医科大学医学部 生体医工学，2)東京大学医学系研究科 システム生理学 

 

 

 

ご 略 歴  安 藤 譲 二（あんどう じょうじ）先 生    

 

学歴・職歴 

昭和４８年 ９月  北海道大学医学部医学科卒業 

昭和４８年１０月 北海道大学医学部第一内科  医員として臨床・研究に従事 

昭和４８年１１月 医師免許取得（第２２０４７１号） 

昭和５０年 ４月 北海道大学医学部循環器内科 医員として臨床・研究に従事 

昭和５６年 ３月 医学博士取得（北海道大学） 

昭和５８年 ５月 北海道大学電子科学研究所（旧応用電気研究所） 助手 

昭和６０年 ４月 北海道大学電子科学研究所（旧応用電気研究所） 講師 

平成 ３年 ７月 東京大学医学部寄付講座脈管病態生理学 客員助教授 

平成 ９年 ８月 東京大学大学院医学系研究科 医用生体工学講座 助教授 

平成１１年 ７月 東京大学大学院医学系研究科 医用生体工学講座 教授 

平成２１年 ４月 獨協医科大学医学部生体医工学研究室 特任教授  

         現在に至る 

 

留学：昭和６２年８月～６３年１０月 ウィスター研究所（米国フィラデルフィア）研究員 

 

所属学会：日本生体医工学学会（名誉会員） 日本バイオレオロジー学会（名誉顧問） 

       国際生体医工学アカデミー（特別会員） 日本微小循環学会（評議員） 

       日本血管生物医学会（名誉会員） 日本脈管学会（特別会員） 

       米国生理学会（Emeritus member） 日本循環器学会（一般会員） 

       日本内科学会（一般会員） 

 

専門分野：循環器内科学、血管生物医学、メカノバイオロジー 
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