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生命医工学コース
Biomedical Engineering Course

学科 紹 介

Introduction

すべての人に 健康と福 祉を
Good health and well - being for all.
生 命 科 学 科で は 、 生 命 現 象 の解明と医療福祉技術の開発を通して、
健 康 寿 命 の延 伸 と 活 気 あ ふ れる社会の実現を目指します。
The Department of Bioscience & Engineering aims at realization of extending healthy life expectancy and vigorous society through investigation of biological phenomena and
development of medical and welfare technologies.

2015年9月の国連サミットにおいて、持続可能な世界を実現するための国際目標「SDGs（Sustainable Development Goals：持
続可能な開発目標）」が採択されました。生命科学科は、SDGsの目標3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する」の達成に向け、生命現象の科学的解明および健康の回復や促進、生活支援を実現する新しい技術の開発に取り組ん
でいます。主に生命現象の解明を目指す生命科学コースと、主に医療福祉技術の開発を目指す生命医工学コースの両コースにおいて、
生命科学の基礎から応用にいたるまで有機的に構成された教育を行っている点が特長です。
Sustainable Development Goals (SDGs), global goals for a sustainable world, were adopted at the UN summit in September 2015. The Department of Bioscience & Engineering is working on the
development of new technologies to scientifically elucidate biological phenomena, as well as to restore and promote health and support people’s lives. These are all in order to achieve the third goal of
SDGs (SDG 3), which is to “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.” The Bioscience Course, which mainly focuses on the elucidation of biological phenomena, and the Biomedical
Engineering Course, which mainly focuses on the development of medical and welfare technologies, both uniquely provide organically structured education covering both basic and applied life sciences.

生命科学コース

生命医工学コース

Bioscience Course

Biomedical Engineering Course

生理学、生化学、有機化学をベースに老化という生物にとって避けられない

工学的手法による生命現象の解明とその知識の医療技術への応用を目指し

現象を科学的に解明するとともに、環境化学、栄養学、バイオテクノロジー

ています。メカトロニクスやバイオメカニクスをベースに人工臓器や医療

などについても詳しく学びます。

福祉ロボット、福祉リハビリテーション機器など生命・生体機能を維持・回

Based on physiology, biochemistry, and organic chemistry, we chemically elucidate the
inevitable phenomenon of aging, while study in-depth about environmental chemistry,
nutrition, and biotechnology

研究テーマ

Research Theme

「老化」をキーワードに、生命のメカニズムを解明する幅広い研究に取り組
んでいます。生化学、応用微生物学、食品栄養学、医薬品合成化学、分子細胞

復させる装置や、より人に優しく使いやすい製品の設計について学びます。
We aim to elucidate life phenomena by engineering techniques and apply the knowledge to
medical technology. Based on mechatronics and biomechanics, you will learn about artificial
organs, medical welfare robots, welfare rehabilitation equipment, and other devices that
maintain and restore life and biological functions, as well as designing human-friendly and
easy-to-use products.

研究テーマ

Research Theme

医療・福祉ロボットシステム、福祉機器、リハビリテーション機器、再生医

生物学、環境化学、毒性学などの分野の研究を行います。

療、バイオ流体化学、人工臓器、脳機能計測、バイオメカニクスなどの研究に

The Bioscience Course is working on a wide range of research to elucidate biological
mechanisms, centered around the keyword “aging.” We are conducting research into the
fields of biochemistry, applied microbiology, food nutrition, pharmaceutical synthetic
chemistry, molecular and cell biology, environmental chemistry and toxicology.

The Biomedical Engineering Course is performing research into topics such as medical
welfare robot systems, welfare devices, rehabilitation devices, regenerative medicine,
biofluid chemistry, artificial organs, brain function measurements and biomechanics.

国際プログラム

G lo ba l P ro g ra m

国境を越えてグローバルに活躍できる理工系人材の育成を目指します。
幅広い理工学知識と語学力とコミュニケーション能力を持ち合わせ、他分野・異文化と相互理解・交流し、高い
倫理観で行動する力を養成します。３年次に１セメスター以上海外提携大学に留学して、規定数以上の単位を
修得するのが特徴です。国際研修科目、４年次の総合研究（卒業研究）を英語で執筆、発表するなど、卒業に必要な
総単位数の1/4以上を英語開講科目で学修します。入学後に国際プログラムの希望者を募り、選抜を行います。
We aim to develop graduates of science and engineering who can work globally across borders.
You will acquire a broad science and engineering knowledge, language skills and communication skills. You will also learn to mutually understand and interact with people in other fields and other cultures, as
well as develop the ability to act in accordance with high ethical standards. This program is unique, as you will be required to study abroad at partner university for 1 semester or more during your 3rd year to
obtain specified number of credits. 1/4 of total credits that are required for graduation must be obtained from subjects conducted in English, such as international training program. You are also required to write
and present your final year research thesis in English. Selection for the Global Program will be conducted after admission to the department .

取り組んでいます。
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SIT

生命 科 学 科カリキュラム
1年次

Curriculum

・生命医工学コースでは、エンジニアリング系科目を中心に履修します。
・国際プログラムでは、履修が必要な英語開講科目（青字）があります。
・＊ は実験・演習科目です。

2 年次

Freshman

・生命科学コースでは、サイエンス系科目を中心に履修します。

3 年次

Sophomore

4 年次

Junior

生 命 科 学 コース

Bi o s ci e nce Co ur s e

分析化学

Analytical Chemistry

環 境 生 物学

Environmental Biology

医薬化学概論

Organic Synthesis and Medicinal Chemistry

無機化学

Inorganic Chemistry

発 生 遺 伝学

Developmental Genetics

応用生物工学

Applied Biotechnology

有機化学 I

Organic Chemistry 1

微生物学

Microbiology

細胞生理学

Cell Physiology

分 子 生 物学

Molecular Biology

食品栄養学

Food Chemistry and Nutrition

有機化学 II

Organic Chemistry 2

生 命 科 学実 験 A* , B *

Exercises in Systems Engineering A, B

Basic Biological Experiments*

サイエンス系
S i en ce

Advanced Bioscience

生体高分子工学
生命科学実験 C *

応用生命科学実験 *

Senior

Biological Polymer Technology
Experiment of Bioscience C
Applied Llife Science Experiment

Applied Bioscience
Basic Bioscience
Global Project Based Learning
(gPBL)

基礎・共通系
F ou n d ati on an d
C ommon

医学概論

Outline of Medicine for Engineers

環境化学

Environmental Chemistry

医用画像工学

Medical Image Processing

解剖学

Anatomy

生化学

Biochemistry

公衆衛生学

Public Health

化学 I, II

General Chemistry 1, 2

生 体 計 測学

Biomedical Measurements

生体材料学

Biomaterials

生物学 I, II

Biology 1, 2

生 命 統 計学

Statistics for Bioscience

生命科学概論

Introduction of Bioscience

生 命 医 工 学 コース

B i o m e d i c al En g i n e e r i n g Cou rse

Workshop of System-thinking

一般力学

Fundamental Mechanics

制御工学

Control Engineering

電子回路

Electrical Circuit

機械力学

Dynamics of Machinery

生体力学

Biomechanics

福祉リハビリテーション工学

Welfare & Rehabilitation Engineering

材料力学

Strength of Materials

電気回路

Electric Circuits

物理学

Physics

メカトロニクス
医療福祉機器設計演習 *

Physiology 1

Introduction of Bioengineering

E n g i n n eri n g

Introduction to Embedded Programming
Robotics Overview

流れ学
C AD/ CA M 演 習 *

機 械 設 計製 作 演 習 *

生 命 医 工学 実 験 I * , I I *

Physiology 2
Systems Engineering A, B

総合研究 I, II
Undergraduate

生 理 学 II
システム工 学 A , B
システム工 学 演 習 A * , B *

生理学 I
創る*

エンジニアリング系

生命倫理
システム工 学 C
システム工 学 演 習 C *

Bioethics
Systems Engineering C

Thesis Research I, II

Exercises in Systems Engineering C

Exercises in Systems Engineering A, B

Fundament of Fluid Dynamics
Practice on CAD/CAM
Mechanical Design and Manufacturing

シミュレーション工学演習 *
生命医工学セミナー *

Mechatronics
Exercises in Design of Equipments for Medicine and Rehabilitation
Practical Simulation Engineering
Seminar of Biomedical Engineering Course

Bioengineering Experiments 1, 2

Assistive Technology
Biomedical Measurements
Global Project Based Learning
(gPBL)

Introduction to Control Engineering
Practice on CAD/CAM*

主な科目を抜粋して掲載しています。

STUDE NT

voice

生命科学コー ス
Bioscience Course

井 上 綾 乃 さん
AYANO INOUE

将来の目標は、食品会社に入って健康寿命を延ばす
取り組みに貢献したいです。
生命科学科は 老化 がキーワードで、生活を取り巻く環境から幅広い分野で「健康」
について学べます。急激な少子高齢化が進む中で健康寿命を延ばすことが日本を支
えることに繋がると思い、やりがいのあることを学べていると思います。学生生活
をエンジョイしつつ、勉強もしっかりと行い将来の目標を達成できるように頑張っ
ています。

My future goal is to help extend healthy life expectancy
as a member of a food company.
In the Department of Bioscience & Engineering, you can learn about “health” from the environment surrounding
your life in a wide range of fields, centered on the keyword “aging”. Extending healthy life expectancy will
contribute to supporting Japan in the midst of the rapid aging of society and declining birthrate, so I believe my
studies are worthwhile. I am enjoying my school life and studying hard to achieve my future goals.

S T U D E NT

v oic e

生命医工学コース 加 藤 拓 樹 さ ん
Biomedical Engineering Course

HIROKI KATO

海外派遣プログラムで、アメリカ、タイに行きました。
私は、医療機器開発や再生医療の基礎となるメカトロニクスや生理学などを学
び、それを応用して自分で福祉機器の設計に取り組んでいます。将来は手術や診
断機器の開発に携わりたいと思っています。
また、この大学の特徴としてグローバル化に力を入れている点が挙げられます。
私も視野を広げるため、海外派遣プログラムでアメリカ、タイに行ってきました。
幅広くいろんな事が学べる大学だと思います。

I went to the USA and Thailand through the Global Program.
I am learning how to develop medical devices, as well as about mechatronics and physiology, the basis of
regenerative medicine, and working to apply them in my own designs for welfare devices. I want to be
involved in the development of surgery and diagnostic equipment in the future. Another unique aspect of
this institute is its focus on globalization. I went to the USA and Thailand through the Global Program to
broaden my horizons. You can learn a wide variety of things in this institute .
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contribute to supporting Japan in the midst of the rapid aging of society and declining birthrate, so I believe my
studies are worthwhile. I am enjoying my school life and studying hard to achieve my future goals.

S T U D E NT

v oic e

生命医工学コース 加 藤 拓 樹 さ ん
Biomedical Engineering Course

HIROKI KATO

海外派遣プログラムで、アメリカ、タイに行きました。
私は、医療機器開発や再生医療の基礎となるメカトロニクスや生理学などを学
び、それを応用して自分で福祉機器の設計に取り組んでいます。将来は手術や診
断機器の開発に携わりたいと思っています。
また、この大学の特徴としてグローバル化に力を入れている点が挙げられます。
私も視野を広げるため、海外派遣プログラムでアメリカ、タイに行ってきました。
幅広くいろんな事が学べる大学だと思います。

I went to the USA and Thailand through the Global Program.
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生命科学コース
Bioscience Course

生命医工学コース
Biomedical Engineering Course

生命科学コース

B i o s c i e n ce C o ur s e

生化学研究室

生命科学のフロンティア： 生理活性脂質 の機能解析をめざして

Laboratory of Biochemistry

Frontier of Bioscience：Functional analysis of “bioactive lipids”

廣田 佳久

我々の身の回りには、脂溶性ビタミンや脂肪酸などの「生理活性脂質」が存在します。しか
し、その機能は未だ明らかではありません。生理活性脂質の機能解析を通して、様々な病
気の予防や治療に貢献することを目指します。

Yoshihisa Hirota

“Bioactive lipids,” such as fat-soluble vitamins and fatty acids, are all around us. However, their functions are
not yet clear. Through a functional analysis of bioactive lipids, we will contribute to the prevention and
treatment of various diseases.

研究トピックス

Research Topics

病気などの様々な生命現象に対する生理活性脂質の機能解析
Functional analysis of bioactive lipids regarding various biological phenomena such as diseases

生理活性脂質を基にした医薬品や機能性食品の開発
Development of pharmaceuticals and functional foods based on bioactive lipids

分子微生物研究室

熱帯から極地まで：微生物の力による環境浄化技術の開発

Molecular Microbiology Laboratory

From tropics to polar regions: Development of bioremediation technologies using microbes

アズハム

生活排水と産業廃棄物に含まれている有害物質は河川や海の水質汚染の原因になりま
す。本研究室では、様々な環境から有用な微生物を単離し、微生物の有害物質を分解する
力を理解し、新しい環境浄化技術を開発しようとしています。

ズルカルナイン

Azham Zulkharnain

Harmful substances which are contained in domestic wastewater and industrial waste may contribute to
water pollution in rivers and oceans. In this laboratory, we focus on the isolation of useful microorganisms
from a variety of environments, on working to understand the ability of microorganisms to decompose
harmful substances and on the development of new environmental purification technologies.

研 究トピックス

分子細胞生物学
研究室
Molecular Cell Biology Laboratory

福井 浩二
Koji Fukui

Food and Nutrition Laboratory

越阪部 奈緒美
Naomi Osakabe

須原 義智
Yoshitomo Suhara

The onset of neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s and Parkinson’s increases with age These
severe diseases are deeply linked to the accumulation of oxidative. We are trying to elucidate the
mechanisms of them using animal and cell culture experiments.

Research Topics

酸化障害により生じる神経突起変性のメカニズム解明

Biodegradation of recalcitrant compounds using isolated bacterial strains

Elucidation of the mechanism of oxidative stress-induced neurite degeneration

環境中難分解性化合物の検出システムの開発

アルツハイマー病モデルマウスを用いた認識機能障害のメカニズムの解明

食感覚による健康の維持増進を追及する

Elucidation of food sensation on the human health and well- being

私たちが毎日摂取する食品には、色・味・香りといった感覚を中枢に入力する成分が含ま
れています。本研究室では、これらの食感覚が恒常性(ホメオスタシス)を維持し、慢性疾
患を予防したり、退行性変化を遅延させることを明らかにしていきます。
Foods we consume daily contain components that input sensations such as color, taste and aroma into our
central nervous systems. In this laboratory, we are showing that the sensations we receive from foods
maintain homeostasis, prevent chronic diseases and delay regressive changes.

Elucidation of the mechanism of cognitive dysfunction using Alzheimer’s transgenic mice

環境科学研究室
Laboratory for Environmental Science

布施 博之
Hiroyuki Fuse

生命環境システムの解明と直面課題への挑戦

Elucidation of life and environment systems and challenge to the facing problems

物質の循環やそれに関連する生物・反応を明らかにすることにより、生命発生からの悠久
の歴史が刻まれた生命環境システムを読み解き、その応用によって、地球温暖化や環境汚
染などの現代社会が直面する喫緊の課題の解決を図っていきます。
We will understand the life and environment systems that contain a long history since the emergence of life
through clarifying the circulation of materials and related organisms and reactions. We will try to overcome
the facing modern problems such as global warming and environmental pollution by applying them.

研究トピックス

Research Topics

Research Topics

食感覚入力による中枢神経活動の変容とその有用性に関する研究

地球温暖化関連物質の生成・分解機構の解析

Research on changes in central nervous system activity through the input of eating sensations and their usefulness

Analysis of generation and decomposition mechanism of global warming related substances

食感覚による自律神経調整作用の解明

VOC バイオレメディエーション法の開発
Development of VOC bioremediation methods

Elucidation of autonomic nervous regulation by food sensation.

Laboratory of Organic Synthesis and
Medicinal Chemistry

加齢に伴いアルツハイマー病やパーキンソン病の発症リスクは上昇します。我々はこの
要因の一つに生体での酸化障害が関与していると考えています。動物実験と培養細胞の
実験からこれらの現象の機構解明に取り組みます。

微生物による難分解性化合物の分解

研 究トピックス

創薬化学研究室

Elucidation of the mechanism of age- and oxidative stress-induced neurodegenerative disorders

研究トピックス

Research Topics

Development of detection system for recalcitrant compounds in environment

食品栄養学研究室

老化と酸化による神経退行性疾患のメカニズムの解明

薬のシーズになりうる天然物由来の低分子化合物の合成
Synthesis of low molecular weight compounds derived from natural products that can be
developed as drug candidates

自然界には様々な生理活性をもつ物質が存在しています。当研究室では、それらの化学構
造の一部を変えて活性を増強させた化合物を合成し、未だ治療法の見つかっていない疾
病に対する薬のシーズ（タネ）を創り出すことを目指しています。
There are various biologically active organic compounds in nature. We synthesize useful compounds which
have higher biological activities than natural compounds by changing a part of their chemical structure. And
our laboratory aims to find seeds of drugs for diseases for which no cure has yet been found.

研 究トピックス

Research Topics

分子細胞毒性
研究室
Molecular and Cellular Toxicology Laboratory

矢嶋 伊知朗
Ichiro Yajima

環境によって誘発されるヒト疾患の発症機構解明と
予防法・治療法開発
Elucidation of the mechanism of environment-mediated human diseases and
development of preventive and therapeutic methods

地球上のあらゆる生命は「環境因子」に囲まれて生きています。例外はありません。環境因
子が誘発する疾患を研究し、メカニズムを解明すること。そして少しでも予防や治療など
の医療に役立てること。これが、この研究室が目指す未来です。
Every life on earth is surrounded by “environmental factors” without exception. Research of human diseases
caused by environmental factors and elucidation of their mechanisms. Contribution for medical care such as
prevention and treatment. This is the future that our laboratory aims for.

研究トピックス

Research Topics

神経幹細胞をニューロンへ分化させる作用をもつ低分子化合物の創製

紫外線による色素沈着と皮膚疾患の発症機構解明と予防・治療法開発

Discovery and production of low molecular weight compounds that have an effect on the differentiation of
neural stem cells into neurons

Elucidation of the mechanism of skin pigmentation and skin disease caused by ultraviolet rays and
development of preventive and therapeutic methods

作用メカニズムの解明に利用するための各種標識リガンドの開発

発がん機構解明と予防・治療法開発

Development of various labeled ligands for use in elucidating the mechanisms of the effects

Elucidation of carcinogenesis mechanism and development of preventive and therapeutic methods

SI T
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Frontier of Bioscience：Functional analysis of “bioactive lipids”

廣田 佳久

我々の身の回りには、脂溶性ビタミンや脂肪酸などの「生理活性脂質」が存在します。しか
し、その機能は未だ明らかではありません。生理活性脂質の機能解析を通して、様々な病
気の予防や治療に貢献することを目指します。

Yoshihisa Hirota

“Bioactive lipids,” such as fat-soluble vitamins and fatty acids, are all around us. However, their functions are
not yet clear. Through a functional analysis of bioactive lipids, we will contribute to the prevention and
treatment of various diseases.
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病気などの様々な生命現象に対する生理活性脂質の機能解析
Functional analysis of bioactive lipids regarding various biological phenomena such as diseases

生理活性脂質を基にした医薬品や機能性食品の開発
Development of pharmaceuticals and functional foods based on bioactive lipids
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熱帯から極地まで：微生物の力による環境浄化技術の開発

Molecular Microbiology Laboratory
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す。本研究室では、様々な環境から有用な微生物を単離し、微生物の有害物質を分解する
力を理解し、新しい環境浄化技術を開発しようとしています。
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Azham Zulkharnain

Harmful substances which are contained in domestic wastewater and industrial waste may contribute to
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from a variety of environments, on working to understand the ability of microorganisms to decompose
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severe diseases are deeply linked to the accumulation of oxidative. We are trying to elucidate the
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私たちが毎日摂取する食品には、色・味・香りといった感覚を中枢に入力する成分が含ま
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Research on changes in central nervous system activity through the input of eating sensations and their usefulness

Analysis of generation and decomposition mechanism of global warming related substances
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研 究トピックス
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研究トピックス

Research Topics
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病に対する薬のシーズ（タネ）を創り出すことを目指しています。
There are various biologically active organic compounds in nature. We synthesize useful compounds which
have higher biological activities than natural compounds by changing a part of their chemical structure. And
our laboratory aims to find seeds of drugs for diseases for which no cure has yet been found.
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子が誘発する疾患を研究し、メカニズムを解明すること。そして少しでも予防や治療など
の医療に役立てること。これが、この研究室が目指す未来です。
Every life on earth is surrounded by “environmental factors” without exception. Research of human diseases
caused by environmental factors and elucidation of their mechanisms. Contribution for medical care such as
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SI T
生体機械学研究室

ヒトの身体運動の理解を目指して

Biomechanism Laboratory

Aiming at understanding human body movements

赤木 亮太

筋が収縮し、腱を介して骨を動かし、関節運動を引き起こすことで発現するヒトの身体運
動を理解するために、本研究室では、超音波診断装置、MRI装置等を用いて、ヒト生体の筋
腱のメカニクスの解明に取り組んでいます。

Ryota Akagi

In order to understand human body movements which are produced by the transmission of force of muscle
contraction to tendon, bone and joint, we are working to elucidate the mechanics of human muscles and
tendons using an ultrasound apparatus, an MRI apparatus and so on.

研 究トピックス

細胞制御工学
研究室
Cell Control Engineering Laboratory

中村 奈緒子
Naoko Nakamura

Research Topics

生命医工学コース

材料を使って臓器や組織の再生を導く
Induce the regeneration of organs and tissues using biomaterials

生体組織や臓器の構造や機能を再生修復・補助・代替することを目的として、材料の視点
から研究に取り組んでいます。材料に対する生体内外での細胞の応答を明らかにし、得ら
れた知見をもとに細胞機能を制御できる材料の開発を目指します。
We are conducting research directed at material for use in regenerating, repairing, assisting, and substituting
the structure and function of living tissues and organs. We focus on research to elucidate cellular response to
material both in vivo and in vitro and, using the knowledge we obtain as a base, aim to develop material that
can control cellular functions.

研究トピックス

筋メカニクス・生理学（硬さ・疲労・損傷など）に関する研究

B i o m ed ica l En gin eer in g C o ur s e

Research Topics

三次元構造を有する細胞外マトリックスを用いた組織再構築に関する研究

Study of muscle mechanics and physiology (stiffness, fatigue, damage, etc.)

高齢者の筋力回復を目指すトレーニングプログラムの考案

Research on tissue reconstruction using extracellular matrix with 3D structur

生体材料に対する細胞の免疫応答に関する研究

Development of a training program for muscle strength recovery of older individuals

Research on regulation of cellular immune response using biomaterials

科学技術教育
システム研究室
Science and Technology Education
System Laboratory

奥田 宏志
Hiroshi Okuda

地球規模課題の発見・解決に挑む
Challenge to discover and solve global issues

持続可能な開発目標(SDGs)の「持続可能な消費と生産」、
「質の高い教育」を柱に、地球規
模課題の発見・解決能力を有する理工学人材育成プログラム開発を目指します。廃棄物の
再資源化とグローバル人材育成を分野横断的に研究・開発します。
Based on the Sustainable Development Goals (SDGs), " Responsible Consumption and Production" and
"Quality Education," we aim to develop human resources development program for nurturing global engineers
and scientists with the ability to discover and solve global issues. We will conduct cross-sectoral research and
development about waste recycling and global human resources.

福祉人間工学
研究室
Welfare and human engineering laboratory

花房 昭彦
Akihiko Hanafusa

一人一人に合った福祉機器、
治療に適した医療機器の提供を目指して
We provide welfare equipment that is fitted to individual person and medical device
that is appropriate for treatment

車いす，義肢装具などの福祉機器は、対象となる人に合ったものを設計する必要が
あります。また、医療においても一人一人の症状に適した治療を行う必要があります。
個人に適合した福祉機器の研究、症状に合わせた治療が可能な医療機器や手術支援
システムについて研究します。
Welfare equipment such as wheelchairs, orthotics and prosthetics devices is necessary to be designed to fit with the target person. Also in the
medical field, treatment and medical devices appropriate for each individual's symptoms should be used. Welfare equipment that is fitted to

研究トピックス

individual persons, and the medical device and surgery support systems that can treat individual symptoms are researched.

Research Topics

研究トピックス

食品製造工程で発生する副産物・廃棄物の再資源化に関する研究

能動上肢装具，短下肢装具，義指，義足，車いすなど福祉機器に関する研究

Research on recycling of by-products and waste generated in the food manufacturing process

Research on welfare equipment such as active upper arm orthosis, ankle foot orthosis, finger prosthesis, lower leg prosthesis and wheelchair.

グローバル理工学人材の育成プログラムの開発

脳腫瘍手術、カテーテル手術，超音波画像下麻酔穿刺など手術支援システムに関する研究

Development of global human resources development program in science and technology

応用脳科学研究室

Applied Brain Science Laboratory

佐藤 大樹
Hiroki Sato

脳科学に基づき、
心の健康やパフォーマンス向上を支援する

Toward application of brain science to mental health and performance improvement

脳機能イメージング等の生体計測技術や心理学的手法を用いて、
「脳（心）のはたらき」を
理解する研究に取り組んでいます。脳科学の知見に基づき、メンタルヘルスケアや学習・
スポーツのパフォーマンス向上に寄与する技術の開発を目指します。
We use biomedical techniques such as neuroimaging together with psychological methods to understand the
workings of the human brain (mind). Based on our knowledge of neuroscience, we aim to develop new technologies
to contribute to mental health and performance improvements in various fields, like study and sports.

研 究トピックス

Research Topics

Research on surgery support system for brain tumor resection, catheter treatment and anesthesia needle insertion under ultra-sonic image.

ニューロリハビリテー
ション工学研究室
Neuro-Rehabilitation Engineering Laboratory

山本 紳一郎
Shin-ichiroh Yamamoto

Research Topics

ヒトの運動制御機構の解明と医療福祉機器への応用

Elucidation of human movement control mechanisms andtheir application to medical
and welfare equipment

ヒトは歩行中に外乱があっても無意識に反応し簡単に転倒しません。これは機械ではで
きない巧妙な運動制御システムが機能的に作用しているからです。しかし、高齢者や障害
者は、その制御をうまくできず、転倒防止が困難です。本研究室では、ヒトの神経や筋の制
御システムを解明し、リハビリ機器の開発・評価に役立てています。
Humans react unconsciously to disturbances during walking and do not easily fall over due to the functioning
of elaborate motion control systems which cannot be achieved by machines. However, in elderly people and
people with disabilities, these systems do not function as well and it is difficult for them to prevent falls. In
this laboratory, we are elucidating human nerve and muscle control systems to contribute to development
and assessment of rehabilitation equipment.

研究トピックス

近赤外分光法を用いた脳機能イメージング技術の改善と応用

Research Topics

Improvement and application of brain function imaging technologies using near-infrared spectroscopy

ヒトの運動制御機構に関する研究

ワーキングメモリおよびモチベーションに関する神経生理学的解明

Research for Human Motor Control System

高齢者や障害者のためのニューロリハビリ機器の開発評価

Neurophysiological understanding of working memory and motivation

Development of Rehabilitation Device based on Neurophysiology and Biomechanics

生活支援ロボット
工学研究室
Life Support Robot Laboratory

髙木

基樹

Motoki Takagi

高齢者や障がいのある方々の生活を支援するための
メカトロ機器開発

Develop mechatronics devices to assist elderly and handicapped person

バイオ流体科学
研究室

高齢者や障がいのある方々等の日常生活の質を向上させること及び支援することを目的
としたロボットやメカトロニクス、IoTの技術を取り入れた福祉機器の研究開発と実用化
を目指した活動をしています。

渡邉 宣夫

We are engaged in research and development of welfare device which uses robotics, mechatronics, and IoT
technology to improve and assist the quality of everyday life of elderly and handicapped person.

研究トピックス

Research Topics

Biofluid Science Laboratory

Nobuo Watanabe

医療の発展に向けて機械工学技術と物理化学知識を応用する
Application of Mechanical Engineering technology, physics, and
chemistry for Medical development

私達は機械加工・装置制御・生体計測・信号処理などの機械工学技術と物理化学知識を応
用し、血液循環メカニズムや生体内の未知なる現象を解明します。そして得られた知識を
応用し、新しい医療技術を提案します。
Our slogan is firstly to elucidate blood circulatory mechanism and in vivo unknown phenomenon by applying
Mechanical Engineering and physiochemical technologies, secondly, to propose new medical technologies
based on such acquired knowledge. Our method covers manufacturing, device control, biological
measurement, signal processing, microscopy, and biochemical methods, etc.

研究トピックス

Research Topics

視覚障がい者を補助するためのナビゲーションシステムの開発

機械式補助循環が血液に与える影響の解明

Development of an assistive system for visually impaired.

Elucidation of the effects that mechanically-assisted circulation has on blood

高齢者用見守りロボットの開発

物理的および精神的ストレスに対する生体反応機序の解明

Development of Robot system for watching Elderly who live alone

Elucidation of body response to physical and mental stress

SI T
生体機械学研究室

ヒトの身体運動の理解を目指して

Biomechanism Laboratory

Aiming at understanding human body movements

赤木 亮太

筋が収縮し、腱を介して骨を動かし、関節運動を引き起こすことで発現するヒトの身体運
動を理解するために、本研究室では、超音波診断装置、MRI装置等を用いて、ヒト生体の筋
腱のメカニクスの解明に取り組んでいます。

Ryota Akagi

In order to understand human body movements which are produced by the transmission of force of muscle
contraction to tendon, bone and joint, we are working to elucidate the mechanics of human muscles and
tendons using an ultrasound apparatus, an MRI apparatus and so on.

研 究トピックス

細胞制御工学
研究室
Cell Control Engineering Laboratory

中村 奈緒子
Naoko Nakamura

Research Topics

生命医工学コース

材料を使って臓器や組織の再生を導く
Induce the regeneration of organs and tissues using biomaterials

生体組織や臓器の構造や機能を再生修復・補助・代替することを目的として、材料の視点
から研究に取り組んでいます。材料に対する生体内外での細胞の応答を明らかにし、得ら
れた知見をもとに細胞機能を制御できる材料の開発を目指します。
We are conducting research directed at material for use in regenerating, repairing, assisting, and substituting
the structure and function of living tissues and organs. We focus on research to elucidate cellular response to
material both in vivo and in vitro and, using the knowledge we obtain as a base, aim to develop material that
can control cellular functions.

研究トピックス

筋メカニクス・生理学（硬さ・疲労・損傷など）に関する研究

B i o m ed ica l En gin eer in g C o ur s e

Research Topics

三次元構造を有する細胞外マトリックスを用いた組織再構築に関する研究

Study of muscle mechanics and physiology (stiffness, fatigue, damage, etc.)

高齢者の筋力回復を目指すトレーニングプログラムの考案

Research on tissue reconstruction using extracellular matrix with 3D structur

生体材料に対する細胞の免疫応答に関する研究

Development of a training program for muscle strength recovery of older individuals

Research on regulation of cellular immune response using biomaterials

科学技術教育
システム研究室
Science and Technology Education
System Laboratory

奥田 宏志
Hiroshi Okuda

地球規模課題の発見・解決に挑む
Challenge to discover and solve global issues

持続可能な開発目標(SDGs)の「持続可能な消費と生産」、
「質の高い教育」を柱に、地球規
模課題の発見・解決能力を有する理工学人材育成プログラム開発を目指します。廃棄物の
再資源化とグローバル人材育成を分野横断的に研究・開発します。
Based on the Sustainable Development Goals (SDGs), " Responsible Consumption and Production" and
"Quality Education," we aim to develop human resources development program for nurturing global engineers
and scientists with the ability to discover and solve global issues. We will conduct cross-sectoral research and
development about waste recycling and global human resources.

福祉人間工学
研究室
Welfare and human engineering laboratory

花房 昭彦
Akihiko Hanafusa

一人一人に合った福祉機器、
治療に適した医療機器の提供を目指して
We provide welfare equipment that is fitted to individual person and medical device
that is appropriate for treatment

車いす，義肢装具などの福祉機器は、対象となる人に合ったものを設計する必要が
あります。また、医療においても一人一人の症状に適した治療を行う必要があります。
個人に適合した福祉機器の研究、症状に合わせた治療が可能な医療機器や手術支援
システムについて研究します。
Welfare equipment such as wheelchairs, orthotics and prosthetics devices is necessary to be designed to fit with the target person. Also in the
medical field, treatment and medical devices appropriate for each individual's symptoms should be used. Welfare equipment that is fitted to

研究トピックス

individual persons, and the medical device and surgery support systems that can treat individual symptoms are researched.

Research Topics

研究トピックス

食品製造工程で発生する副産物・廃棄物の再資源化に関する研究

能動上肢装具，短下肢装具，義指，義足，車いすなど福祉機器に関する研究

Research on recycling of by-products and waste generated in the food manufacturing process

Research on welfare equipment such as active upper arm orthosis, ankle foot orthosis, finger prosthesis, lower leg prosthesis and wheelchair.

グローバル理工学人材の育成プログラムの開発

脳腫瘍手術、カテーテル手術，超音波画像下麻酔穿刺など手術支援システムに関する研究

Development of global human resources development program in science and technology

応用脳科学研究室

Applied Brain Science Laboratory

佐藤 大樹
Hiroki Sato

脳科学に基づき、
心の健康やパフォーマンス向上を支援する

Toward application of brain science to mental health and performance improvement

脳機能イメージング等の生体計測技術や心理学的手法を用いて、
「脳（心）のはたらき」を
理解する研究に取り組んでいます。脳科学の知見に基づき、メンタルヘルスケアや学習・
スポーツのパフォーマンス向上に寄与する技術の開発を目指します。
We use biomedical techniques such as neuroimaging together with psychological methods to understand the
workings of the human brain (mind). Based on our knowledge of neuroscience, we aim to develop new technologies
to contribute to mental health and performance improvements in various fields, like study and sports.

研 究トピックス

Research Topics

Research on surgery support system for brain tumor resection, catheter treatment and anesthesia needle insertion under ultra-sonic image.

ニューロリハビリテー
ション工学研究室
Neuro-Rehabilitation Engineering Laboratory

山本 紳一郎
Shin-ichiroh Yamamoto

Research Topics

ヒトの運動制御機構の解明と医療福祉機器への応用

Elucidation of human movement control mechanisms andtheir application to medical
and welfare equipment

ヒトは歩行中に外乱があっても無意識に反応し簡単に転倒しません。これは機械ではで
きない巧妙な運動制御システムが機能的に作用しているからです。しかし、高齢者や障害
者は、その制御をうまくできず、転倒防止が困難です。本研究室では、ヒトの神経や筋の制
御システムを解明し、リハビリ機器の開発・評価に役立てています。
Humans react unconsciously to disturbances during walking and do not easily fall over due to the functioning
of elaborate motion control systems which cannot be achieved by machines. However, in elderly people and
people with disabilities, these systems do not function as well and it is difficult for them to prevent falls. In
this laboratory, we are elucidating human nerve and muscle control systems to contribute to development
and assessment of rehabilitation equipment.

研究トピックス

近赤外分光法を用いた脳機能イメージング技術の改善と応用

Research Topics

Improvement and application of brain function imaging technologies using near-infrared spectroscopy

ヒトの運動制御機構に関する研究

ワーキングメモリおよびモチベーションに関する神経生理学的解明

Research for Human Motor Control System

高齢者や障害者のためのニューロリハビリ機器の開発評価

Neurophysiological understanding of working memory and motivation

Development of Rehabilitation Device based on Neurophysiology and Biomechanics

生活支援ロボット
工学研究室
Life Support Robot Laboratory

髙木

基樹

Motoki Takagi

高齢者や障がいのある方々の生活を支援するための
メカトロ機器開発

Develop mechatronics devices to assist elderly and handicapped person

バイオ流体科学
研究室

高齢者や障がいのある方々等の日常生活の質を向上させること及び支援することを目的
としたロボットやメカトロニクス、IoTの技術を取り入れた福祉機器の研究開発と実用化
を目指した活動をしています。

渡邉 宣夫

We are engaged in research and development of welfare device which uses robotics, mechatronics, and IoT
technology to improve and assist the quality of everyday life of elderly and handicapped person.

研究トピックス

Research Topics

Biofluid Science Laboratory

Nobuo Watanabe

医療の発展に向けて機械工学技術と物理化学知識を応用する
Application of Mechanical Engineering technology, physics, and
chemistry for Medical development

私達は機械加工・装置制御・生体計測・信号処理などの機械工学技術と物理化学知識を応
用し、血液循環メカニズムや生体内の未知なる現象を解明します。そして得られた知識を
応用し、新しい医療技術を提案します。
Our slogan is firstly to elucidate blood circulatory mechanism and in vivo unknown phenomenon by applying
Mechanical Engineering and physiochemical technologies, secondly, to propose new medical technologies
based on such acquired knowledge. Our method covers manufacturing, device control, biological
measurement, signal processing, microscopy, and biochemical methods, etc.

研究トピックス

Research Topics

視覚障がい者を補助するためのナビゲーションシステムの開発

機械式補助循環が血液に与える影響の解明

Development of an assistive system for visually impaired.

Elucidation of the effects that mechanically-assisted circulation has on blood

高齢者用見守りロボットの開発

物理的および精神的ストレスに対する生体反応機序の解明

Development of Robot system for watching Elderly who live alone

Elucidation of body response to physical and mental stress

SIT

卒業生の声

SI T

A l umni's voice

卒業後の進路

生命科学コース卒業生

松 村 優 介 さん
Yusuke Matsumura

学部卒2013年/修士卒2015年
雪印メグミルク株式 会 社

上 野 山 瑞 波 さん

製造

入学当初から人の健康やその作用機序に
ついて興味があったので、それらに関連
する講義を履修しました。研究室では、主
に生理学、食品栄養学に関する知識を必
要としましたが、今の仕事では微生物、公
衆 衛 生 、有 機 化 学 に 関 す る 知 識 が 役 に
立っています。
また、食品成分のもつ機能性およびその
作用機序についての研究で、学会発表や論文の発表をしました。
当時は良い結果がでず、つらい時期もありましたが、今ではそれを糧
に仕事も頑張れていると思っています。
勉強以外では、大学の制度を利用して海外への短期留学や国際学生寮
のレジデントアドバイザーとして活動させて頂き、英語力の向上や異
文化を知ることができました。
I was interested in people’s health and the mechanisms behind it, so I took lectures on these
topics. While knowledge of physiology, food and nutrition were required for studies in the
laboratory, knowledge of microbiology, public health and organic chemistry are helpful in my
current job. I gave a presentation at an academic conference and published a paper
regarding the function of food components and their mechanisms.
I had a hard time because I could not obtain good results, however, that experience was
valuable and it helps me in my current job. Other than studies, I went overseas for a
short-term study exchange program. I also acted as a resident advisor for international
student dormitories. I improved my English skill and became familiar with foreign cultures.

芝浦工業大学
理工学研究科

主な就職先

Bioscience Course

学部卒2018年

食品、医薬品、医療、製薬、バイオテクノロジーなどの関連企業を中心に、広く

大学院
システム理工学専攻

工業化学分野の商品開発部門での活躍が期待されます。また、研究･技術職だ
けでなく、商品技術セールス、MR（医薬情報担当者）、新製品開発・企画などの

私は４年生から研究室に配属され、老化や
それに伴う病気などに興味を持ちました。
現在は、アルツハイマー病(認知症の一種)
の研究を行っています。アルツハイマー
病は治療の満足度が最も低い疾患の１つ
として知られており、世界中で活発に研
究が行われています。また、自分の研究結果を国内や海外で開催される
学会で発表したり、世界最先端の研究に触れる機会も多くあります。
まだ誰も分かっていない事を世界で初めて発見し、世界に発信する楽
しさを一緒に感じて欲しいです。また、gPBLなど海外で勉強する機会
も豊富にあり、刺激的な学生生活を過ごせると思います！

I joined the laboratory from my 4th year and was interested in aging and aging-associated
diseases. I am conducting research regarding Alzheimer’s disease, a type of dementia.
Alzheimer’s disease is known to be one of the diseases with the lowest patient satisfaction
regarding treatment, and it is actively studied worldwide. You will have many chances to
present your study results at academic conferences in Japan or overseas and to learn about
cutting-edge research. I hope we can experience the feeling of enjoyment that comes with
discovering and demonstrating unknown facts to the world. You will also have many chances
to study overseas through gPBL and make your school life into an exciting one.

仕事に就くことも可能です。さらに大学院に進学して専門性を高めることも
推奨されています。
Graduates are expected to work widely in the product development section of industrial
chemistry, mainly in companies related to food, pharmaceuticals, medical care or
biotechnology. It is also possible to take on jobs other than research and development , such
as sales engineers, medical representatives (MR) or as new product developers and planners.
It will be also recommended that you enroll in a graduate school and improve your expertise.

安 藤 彩 花 さん

板 橋 卓 也 さん

学部卒2015年/修士卒2017年

学部卒2013年

Ayaka Ando

オリンパス株式会社

開発職

大学では、正解のない問いに対し、論理的
に根拠をもって答えを導く楽しさを学び

大学院進学率

ました。今の職場では、内視鏡開発を効率
的に行うことを目的としたシステム開発
を行っていますが、3DCADでのモデリ
ング、解析、プログラミングなどについて
習得したことが実務に直結しています。
社会人として働く中で一番大切であると痛感していることが、
「何を
開発するにしても、常にユーザー視点で考える」ということです。

大学で学んだ理論的に考える事をベースに、ユーザー視点に立った開発
ができるよう、社会人としていろんな経験を積んでいきたいと思います。
これから受験を目指す皆さんも、目標は常に高く、夢に向かって頑
張ってください！！
I discovered how enjoyable it was to answer unanswered questions through a logical basis at this
institute. I engaged in system development for efficient endoscope development. What I learned
at this institute regarding 3DCAD modeling, analysis and programing helps me in my current job.
I deeply feel that the most important thing for working as a member of society is “always think
from the user’s perspective when developing something.” Based on the theoretical thinking I
learned in this institute, I hope to gain various experiences as a member of society in order to
develop products and services from the user’s perspective. I wish everyone who is taking the
entrance exam to set high goals and work hard towards their dreams.

29.7%
就職率

96.2%

条件の一部が免除・緩和される資格
PMP、CAPM／毒物劇物取扱責任者

製造業

47%

サービス業他

28%

情報産業

10%

チャレンジできる資格
基本情報技術者／公害防止管理者／危険物取扱者（乙種・甲種）／

卸売・小売業

7%

技術士／技術士補／食品衛生責任者／フードアナリスト／

建設関連業

4%

バイオ技術者認定試験

その他

4%

教員免許
中学校教諭一種免許状（数学・理科）／高等学校教諭一種免許状（数学・理科・工業）

主な就職先

医療機器、臨床検査機器、福祉機器、リハビリテーション機器、健康機器、病院
設備などの関連企業を中心に、広く機械工学、電気工学分野の商品開発部門
で活躍が期待されます。また、研究・技術職だけでなく、商品技術セールス、商
品企画などの仕事に就くことも可能です。さらに大学院に進学して専門性を

卒業生の所属は2020年3月現在

■ 化粧品・化学工業
ポーラファルマ
（株）
、
ドクターシーラボ
（株）
、
デュポン
（株）
、
花王
（株）
、
昭和

取得できる資格

Takuya Itabashi

I belonged to a sports club at the institute , and practiced 4 times a week to enter the top
league. Working seriously to improve the team with people who have different ideas was a
necessary and important experience not just for the sport club, but also for my job. In my
current job as a service engineer, it is important to suggest a maintenance plan for stable
operation and give devices additional value based on feedback from customers, not just
replace consumable parts of devices. Unlike research work, service work requires
communication with customers as well as knowledge of electrical circuits, mechanisms and
networks. I feel that I can utilize many experiences from my school life for my current job.

■ 食品
明治
（株）
、
雪印メグミルク
（株）
、
はごろもフーズ
（株）
、
ニチレイフーズ
（株）
、
山崎製パン（株）、フジパングループ（株）、三菱商事フードテック（株）、
キューピー
（株）
、
東洋水産
（株）
、
日本製粉
（株）
、
ヤマザキナビスコ
（株）等

券
（株）等

Biomedical Engineering Course

大学では体育会に所属し、上位リーグ
進出のため週4回の活動に励みました。
体育会に限らず、考えが違う人たち
とチームをより良くするために真
剣に取り組む事は仕事にも共通し
ていて貴重な経験になっています。現在のサービスエンジニアという
業種は、装置の消耗部品交換だけでなく、安定稼働を目的とした保守
プラン提案やお客様の声のフィードバックにより装置に更なる付加価
値を与えていくことが大切です。サービスは研究職と違って、電気回路、
メカ機構、ネットワークなどの知識に加えて、お客様とのコミュニ
ケーションが重要です。大学時代に経験した多くのことが社会人と
なった今生かされていると感じてます。

■ 医薬品開発支援
シミック（株）、
（ 株）中外臨床研究センター、
（ 株）新日本科学PPD、ACメ
ディカル
（株）
、
イーピーエス
（株）
、
エイツーヘルスケア
（株）等

化成工業
（株）等

生命医工学コース

株式会社日立ハイテクフィールディング
サービスエンジニア

■ 医薬品製造販売
第一三共
（株）
、
大塚製薬
（株）
、
小野薬品工業
（株）
、
持田製薬
（株）
、
ゼリア新薬
工業（株）、科研製薬（株）、久光製薬（株）、Meiji Seikaファルマ（株）、日本
ベーリンガーインゲルハルム
（株）等

■ その他
埼玉県教育委員会、
横浜市教育委員会、
全日本空輸
（株）
、
キヤノン
（株）
、
野村證

※2014年〜2018年度（5年間）の統計 ※就職率：就職者/就職希望者

生命医工学コース卒業生

P a th Af ter Gr a d ua te

Path After Graduate

生命科学コース

Mizuha Uenoyama

卒業後の進路

高めることも推奨しています。

■ 一般製造業
（株）
日立製作所、
パナソニック
（株）
、
キヤノン
（株）
、
三菱電機
（株）
、
コニカ
ミノルタ（株）、京セラ（株）、ファナック（株）、横河電機（株）、富士重工業
（株）
、
本田技研工業
（株）
、
（株）
ニコン、
オリンパス
（株）
、
YKK AP
（株）
、
日機
装（株）、カシオ計算機（株）、東レ（株）、
（ 株）資生堂、ライオン（株）、花王
（株）
（株）
、
LIXIL、
TOTO
（株）
、
パラマウントベッド
（株）等
■医療福祉機器
キヤノンメディカルシステムズ（株）、日本光電工業（株）、テルモ（株）、ニプロ
（株）
、パナソニックヘルスケア（株）
、シーメンスヘルスケア（株）
、
富士フィルムメ

Graduates are expected to work widely in the product development section of mechanical
engineering and electrical engineering, mainly in companies related to medical devices,
clinical testing devices, welfare devices, rehabilitation devices, health equipment or hospital
equipment. It is also possible to take on jobs other than research and development , such as
sales engineers or new product developers and planners. It will be also recommended that you
enroll in graduate school and improve your expertise.

ディカル
（株）
、
島津メディカルシステムズ
（株）
、
東レ・メディカル
（株）
、
泉工医
科工業
（株）
、
(株)シード 等
■情報産業

アクセンチュア
（株）
、
フィーチャーアーキテクト
（株）
、
（株）
日立ソリューショ
ンズ、
富士フィルムメディカルITソリューションズ
（株）
、
富士ソフト
（株）等
■ スポーツ関連
ヨネックス
（株）
、
ミズノ
（株）
（株）
、
アルペン等
■ その他

大学院進学率

38.0%
就職率

98.1%

埼玉県教育委員会、
凸版印刷
（株）
日本郵便
（株）
、
東海旅客鉄道
（株）
、
東日本
旅客鉄道
（株）等

取得できる資格

製造業

46%

情報産業

19%

サービス業他

15%

卸売・小売業

13%

チャレンジできる資格
基本情報技術者／応用情報技術者／福祉住環境コーディネーター／

公務員

3%

画像処理エンジニア検定／技術士／技術士補／ME技術実力認定試験

その他

5%

※2014年〜2018年度（5年間）の統計 ※就職率：就職者/就職希望者

条件の一部が免除・緩和される資格
PMP、PACM

教員免許
中学校教諭一種免許状（数学・理科）／高等学校教諭一種免許状（数学・理科・工業）

SIT

卒業生の声

SI T

A l umni's voice

卒業後の進路

生命科学コース卒業生

松 村 優 介 さん
Yusuke Matsumura

学部卒2013年/修士卒2015年
雪印メグミルク株式 会 社

上 野 山 瑞 波 さん

製造

入学当初から人の健康やその作用機序に
ついて興味があったので、それらに関連
する講義を履修しました。研究室では、主
に生理学、食品栄養学に関する知識を必
要としましたが、今の仕事では微生物、公
衆 衛 生 、有 機 化 学 に 関 す る 知 識 が 役 に
立っています。
また、食品成分のもつ機能性およびその
作用機序についての研究で、学会発表や論文の発表をしました。
当時は良い結果がでず、つらい時期もありましたが、今ではそれを糧
に仕事も頑張れていると思っています。
勉強以外では、大学の制度を利用して海外への短期留学や国際学生寮
のレジデントアドバイザーとして活動させて頂き、英語力の向上や異
文化を知ることができました。
I was interested in people’s health and the mechanisms behind it, so I took lectures on these
topics. While knowledge of physiology, food and nutrition were required for studies in the
laboratory, knowledge of microbiology, public health and organic chemistry are helpful in my
current job. I gave a presentation at an academic conference and published a paper
regarding the function of food components and their mechanisms.
I had a hard time because I could not obtain good results, however, that experience was
valuable and it helps me in my current job. Other than studies, I went overseas for a
short-term study exchange program. I also acted as a resident advisor for international
student dormitories. I improved my English skill and became familiar with foreign cultures.

芝浦工業大学
理工学研究科

主な就職先

Bioscience Course

学部卒2018年

食品、医薬品、医療、製薬、バイオテクノロジーなどの関連企業を中心に、広く

大学院
システム理工学専攻

工業化学分野の商品開発部門での活躍が期待されます。また、研究･技術職だ
けでなく、商品技術セールス、MR（医薬情報担当者）、新製品開発・企画などの

私は４年生から研究室に配属され、老化や
それに伴う病気などに興味を持ちました。
現在は、アルツハイマー病(認知症の一種)
の研究を行っています。アルツハイマー
病は治療の満足度が最も低い疾患の１つ
として知られており、世界中で活発に研
究が行われています。また、自分の研究結果を国内や海外で開催される
学会で発表したり、世界最先端の研究に触れる機会も多くあります。
まだ誰も分かっていない事を世界で初めて発見し、世界に発信する楽
しさを一緒に感じて欲しいです。また、gPBLなど海外で勉強する機会
も豊富にあり、刺激的な学生生活を過ごせると思います！

I joined the laboratory from my 4th year and was interested in aging and aging-associated
diseases. I am conducting research regarding Alzheimer’s disease, a type of dementia.
Alzheimer’s disease is known to be one of the diseases with the lowest patient satisfaction
regarding treatment, and it is actively studied worldwide. You will have many chances to
present your study results at academic conferences in Japan or overseas and to learn about
cutting-edge research. I hope we can experience the feeling of enjoyment that comes with
discovering and demonstrating unknown facts to the world. You will also have many chances
to study overseas through gPBL and make your school life into an exciting one.

仕事に就くことも可能です。さらに大学院に進学して専門性を高めることも
推奨されています。
Graduates are expected to work widely in the product development section of industrial
chemistry, mainly in companies related to food, pharmaceuticals, medical care or
biotechnology. It is also possible to take on jobs other than research and development , such
as sales engineers, medical representatives (MR) or as new product developers and planners.
It will be also recommended that you enroll in a graduate school and improve your expertise.

安 藤 彩 花 さん

板 橋 卓 也 さん

学部卒2015年/修士卒2017年

学部卒2013年

Ayaka Ando

オリンパス株式会社

開発職

大学では、正解のない問いに対し、論理的
に根拠をもって答えを導く楽しさを学び

大学院進学率

ました。今の職場では、内視鏡開発を効率
的に行うことを目的としたシステム開発
を行っていますが、3DCADでのモデリ
ング、解析、プログラミングなどについて
習得したことが実務に直結しています。
社会人として働く中で一番大切であると痛感していることが、
「何を
開発するにしても、常にユーザー視点で考える」ということです。

大学で学んだ理論的に考える事をベースに、ユーザー視点に立った開発
ができるよう、社会人としていろんな経験を積んでいきたいと思います。
これから受験を目指す皆さんも、目標は常に高く、夢に向かって頑
張ってください！！
I discovered how enjoyable it was to answer unanswered questions through a logical basis at this
institute. I engaged in system development for efficient endoscope development. What I learned
at this institute regarding 3DCAD modeling, analysis and programing helps me in my current job.
I deeply feel that the most important thing for working as a member of society is “always think
from the user’s perspective when developing something.” Based on the theoretical thinking I
learned in this institute, I hope to gain various experiences as a member of society in order to
develop products and services from the user’s perspective. I wish everyone who is taking the
entrance exam to set high goals and work hard towards their dreams.

29.7%
就職率

96.2%

条件の一部が免除・緩和される資格
PMP、CAPM／毒物劇物取扱責任者

製造業

47%

サービス業他

28%

情報産業

10%

チャレンジできる資格
基本情報技術者／公害防止管理者／危険物取扱者（乙種・甲種）／

卸売・小売業

7%

技術士／技術士補／食品衛生責任者／フードアナリスト／

建設関連業

4%

バイオ技術者認定試験

その他

4%

教員免許
中学校教諭一種免許状（数学・理科）／高等学校教諭一種免許状（数学・理科・工業）

主な就職先

医療機器、臨床検査機器、福祉機器、リハビリテーション機器、健康機器、病院
設備などの関連企業を中心に、広く機械工学、電気工学分野の商品開発部門
で活躍が期待されます。また、研究・技術職だけでなく、商品技術セールス、商
品企画などの仕事に就くことも可能です。さらに大学院に進学して専門性を

卒業生の所属は2020年3月現在

■ 化粧品・化学工業
ポーラファルマ
（株）
、
ドクターシーラボ
（株）
、
デュポン
（株）
、
花王
（株）
、
昭和

取得できる資格

Takuya Itabashi

I belonged to a sports club at the institute , and practiced 4 times a week to enter the top
league. Working seriously to improve the team with people who have different ideas was a
necessary and important experience not just for the sport club, but also for my job. In my
current job as a service engineer, it is important to suggest a maintenance plan for stable
operation and give devices additional value based on feedback from customers, not just
replace consumable parts of devices. Unlike research work, service work requires
communication with customers as well as knowledge of electrical circuits, mechanisms and
networks. I feel that I can utilize many experiences from my school life for my current job.

■ 食品
明治
（株）
、
雪印メグミルク
（株）
、
はごろもフーズ
（株）
、
ニチレイフーズ
（株）
、
山崎製パン（株）、フジパングループ（株）、三菱商事フードテック（株）、
キューピー
（株）
、
東洋水産
（株）
、
日本製粉
（株）
、
ヤマザキナビスコ
（株）等

券
（株）等

Biomedical Engineering Course

大学では体育会に所属し、上位リーグ
進出のため週4回の活動に励みました。
体育会に限らず、考えが違う人たち
とチームをより良くするために真
剣に取り組む事は仕事にも共通し
ていて貴重な経験になっています。現在のサービスエンジニアという
業種は、装置の消耗部品交換だけでなく、安定稼働を目的とした保守
プラン提案やお客様の声のフィードバックにより装置に更なる付加価
値を与えていくことが大切です。サービスは研究職と違って、電気回路、
メカ機構、ネットワークなどの知識に加えて、お客様とのコミュニ
ケーションが重要です。大学時代に経験した多くのことが社会人と
なった今生かされていると感じてます。

■ 医薬品開発支援
シミック（株）、
（ 株）中外臨床研究センター、
（ 株）新日本科学PPD、ACメ
ディカル
（株）
、
イーピーエス
（株）
、
エイツーヘルスケア
（株）等

化成工業
（株）等

生命医工学コース

株式会社日立ハイテクフィールディング
サービスエンジニア

■ 医薬品製造販売
第一三共
（株）
、
大塚製薬
（株）
、
小野薬品工業
（株）
、
持田製薬
（株）
、
ゼリア新薬
工業（株）、科研製薬（株）、久光製薬（株）、Meiji Seikaファルマ（株）、日本
ベーリンガーインゲルハルム
（株）等

■ その他
埼玉県教育委員会、
横浜市教育委員会、
全日本空輸
（株）
、
キヤノン
（株）
、
野村證

※2014年〜2018年度（5年間）の統計 ※就職率：就職者/就職希望者

生命医工学コース卒業生

P a th Af ter Gr a d ua te

Path After Graduate

生命科学コース

Mizuha Uenoyama

卒業後の進路

高めることも推奨しています。

■ 一般製造業
（株）
日立製作所、
パナソニック
（株）
、
キヤノン
（株）
、
三菱電機
（株）
、
コニカ
ミノルタ（株）、京セラ（株）、ファナック（株）、横河電機（株）、富士重工業
（株）
、
本田技研工業
（株）
、
（株）
ニコン、
オリンパス
（株）
、
YKK AP
（株）
、
日機
装（株）、カシオ計算機（株）、東レ（株）、
（ 株）資生堂、ライオン（株）、花王
（株）
（株）
、
LIXIL、
TOTO
（株）
、
パラマウントベッド
（株）等
■医療福祉機器
キヤノンメディカルシステムズ（株）、日本光電工業（株）、テルモ（株）、ニプロ
（株）
、パナソニックヘルスケア（株）
、シーメンスヘルスケア（株）
、
富士フィルムメ

Graduates are expected to work widely in the product development section of mechanical
engineering and electrical engineering, mainly in companies related to medical devices,
clinical testing devices, welfare devices, rehabilitation devices, health equipment or hospital
equipment. It is also possible to take on jobs other than research and development , such as
sales engineers or new product developers and planners. It will be also recommended that you
enroll in graduate school and improve your expertise.

ディカル
（株）
、
島津メディカルシステムズ
（株）
、
東レ・メディカル
（株）
、
泉工医
科工業
（株）
、
(株)シード 等
■情報産業

アクセンチュア
（株）
、
フィーチャーアーキテクト
（株）
、
（株）
日立ソリューショ
ンズ、
富士フィルムメディカルITソリューションズ
（株）
、
富士ソフト
（株）等
■ スポーツ関連
ヨネックス
（株）
、
ミズノ
（株）
（株）
、
アルペン等
■ その他

大学院進学率

38.0%
就職率

98.1%

埼玉県教育委員会、
凸版印刷
（株）
日本郵便
（株）
、
東海旅客鉄道
（株）
、
東日本
旅客鉄道
（株）等

取得できる資格

製造業

46%

情報産業

19%

サービス業他

15%

卸売・小売業

13%

チャレンジできる資格
基本情報技術者／応用情報技術者／福祉住環境コーディネーター／

公務員

3%

画像処理エンジニア検定／技術士／技術士補／ME技術実力認定試験

その他

5%

※2014年〜2018年度（5年間）の統計 ※就職率：就職者/就職希望者

条件の一部が免除・緩和される資格
PMP、PACM

教員免許
中学校教諭一種免許状（数学・理科）／高等学校教諭一種免許状（数学・理科・工業）

システム 理 工 学 部
College of Syst ems Engineering and Science

生命科学科
D ep a rt m en t of B i os c i en c e a n d E n gi n eeri n g

https://www.shibaura-it.ac.jp/

生命科学コース
Bioscience Course

生命科学コース
Bioscience Course

生命医工学コース
Biomedical Engineering
Course

芝浦工業大学
システム 理 工 学 部 生命科学科
〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作 307
DEPARTMENT OF BIOSCIENCE AND ENGINEERING
COLLEGE OF SYSTEM ENGINEERING AND SCIENCE
SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
307 Fukasaku,Minuma-ku,Saitama-shi,Saitama 337-8570

JR 宇 都 宮 線（ 東 北 本 線 ）

【問い合わせ先】
入試部入試課 Admission section
TEL 03-5859-7100

A c c ess

e-mail nyushi@ow.shibaura-it.ac.jp

「 東 大 宮 駅 」よりスクール バ ス ５分 、徒歩2 0 分
From Higashi Omiya station(JR Ueno-Tokyo Line),ride free campus
bus or 20 minutes walk.
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生命医工学コース
Biomedical Engineering Course

