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インクルーシブな社会（誰もが自立した生活を送れる社会）

生体計測（健康寿命の向上・延伸）

い物や散歩、通院。どれも何気な

い日常生活ですが、高齢者や体に

障がいを持つ方にとっては、些細

な移動や動作の中で不自由を感じることは多く

あります。そうした日常の「不便さ」を機械工

学の力で解決し、誰もが不自由なく暮らせる社

会を作ることが、本研究室のめざすところで

す。そのために必要なものは何か、学生

が自ら課題を見つけることが研究の

第一歩になります。

例えばある学生は、半身まひを持つ患者さ

んが車いすの操作に苦労している姿を目にし

たことがきっかけで、片手の力で走行できる

車いすの開発をスタートさせました。こうし

て解決したい課題を見つけたら、どのような

機器があれば利用者の役に立てるのかを具体

的にイメージし、必要な性能を数値で具現化。

それをもとに技術を組み合わせ、試作を繰り

返しながら形にするのが医用工学のアプロー

チです。その工程はまさに、ものづくりそのも

の。完成した機器を実際の患者さんに使用し

てもらうと、開発者は必要だと考えて加えた

機能に対し、「使いづらい」というお声をいた

だくことも。役立つものを作るためには、

きちんと現場を見て、利用者の声を聞

き、何が必要かを考え抜くことが重

要なのです。

もちろん、研究領域に枠はありません。一

般の人々と同じ生活が可能となる垣根のない社

会、共に生きていく社会の実現という共通認識

があれば、あなたが日常で体験した「不便さ」

はすべて研究の原点となるのです。社会で起こ

る様々な問題を、具体的に解決できる。それが医

用工学なのです。

買

[ めざせる資格・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）

★ 臨床工学技士　★ 第2種ME技術者

●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　★めざせる資格

● 工学、医学を学修　　● 医用工学へのアプローチ　　● 医学系専任教員が実践的に指導[ 学科の特徴 ]

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶ もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

理工学部

工学的アプローチで、人々の健康的な生活に貢献する｡

▍臨床器械工学研究室
実機の設計・試作、実験的検証を主眼と
した研究を実施

▍医用電子工学研究室
人の聴覚と聴覚特性を利用した立体音響
技術、無線電力伝送技術などを研究

▍生体計測工学研究室
医学の知識と電子工学の技術を融合させ、
優れた医用機器や医用システムを開発

▍医用材料工学研究室
材料の特性を活かしたバイオマテリアル
の開発および宇宙工学との異分野研究
の融合

▍細胞・組織工学研究室
細胞や生体を用い、工学的アプローチか
ら再生医療や新規治療法の開発を研究

[ 専門的に学べる研究室 ]

 ● 臨床器械工学 ● 生体計測工学 ● 医用材料工学
 ● 細胞・組織工学 ● 医用電子工学 卒業研究

将来を見据えた専門分野を学ぶ
3年次より「機械工学系＋外科解剖学系」「電
気電子工学系＋内科生理学系」など、自分の
適性や将来を考えた専門分野を選びます。

研究室に所属し専門分野を究める
3年次後期から卒業研究のための研究室
に所属し、専門分野の知識・技術を究め
ます。

1 年 2 年 3 年 4 年
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機械工学・電子工学・医学の基礎づくり

工学と医学の基礎を修得
1～2年次で機械工学、電子工学の基礎を築き、2年次より工学系科目に加えて
医学系の科目を履修します。

理
工
学
基
礎
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目

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
上級力学
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論（a）
コンピュータ概論（b）
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）
ことづくり（1）

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学（a）※MS
数理統計学（b）※MS
代数学
生物学（1）
生物学実験（a）
生物学実験（b）
地学（1）
地学実験（a）
地学実験（b）
電気工学概論（実習含）
ことづくり（2）

フーリエ解析学
生物学（2）
地学（2）
数値解析
金属加工（製図・実習含）
ことづくり（3）

技術者倫理
ことづくり（4）

AI・ビッグデータ基礎
AI・ビッグデータ応用
ことづくり（5）

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

サイバーフィジカルDX
知的財産

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）
電気化学（b）

電気電子通信計測応用

ひらめき
ことづくり

ひらめきづくり（1） ひらめきづくり（2） ひらめきづくり（3） ひらめきづくり（4） ひらめきづくり（5） Next PBL（1） Next PBL（2）

医学系
生理学（1）
生理学（2）

解剖・外科学 解剖・生理学
内科・診断学
生化学

臨床医学総論
公衆衛生学
基礎医学総論

医用工学系

医用工学リテラシー 福祉ロボット工学及び実習（a）
福祉ロボット工学及び実習（b）

生理学及び実習（a）
生理学及び実習（b）
医用計測工学

医用機械工学応用（1）
医用機械工学応用（2）
臨床機器学及び実習（a）
臨床機器学及び実習（b）
医用機器
医用安全工学

総合実習（a）
総合実習（b）
音響工学

機械系 医用機械工学実習（1a）
医用機械工学実習（1b）

医用機械工学実習（2a）
医用機械工学実習（2b）

医用機械工学基礎（1）
医用機械工学基礎（2）

電気・電子
・情報系

医用電磁気学及び演習（a）
医用電磁気学及び演習（b）
医用電気回路
医用電子回路

プログラミング応用
ディジタル信号処理
ディジタル回路
計測工学

学科共通
【学年配当しない科目】特別講義（BME-1）／特別講義（BME-2）／特別講義（BME-3）

卒業研究
関連

事例研究（1） 事例研究（2） 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字は「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム受講者のみ選択可

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

医用工学科

医用工学科の「未来に活きるKeywords」

「インクルーシブな社会」を実現するための移動支援機器は、超高齢社会において
注目を集めています。また、杖やスマートフォンなどに計測器を取り込み、体調の
変化をキャッチする「生体計測」の研究は、健康寿命の向上・延伸、そして介護・医
療現場の人手不足解消への貢献が期待されています。

理工学部　医用工学科　
臨床器械工学研究室

和多田 雅哉 教授

研究室 
 Pick up！

「使いづらい」は失敗ではなく、
バージョンアップへの一歩となる｡

田中 知里（4 年）
東京都成立学園高等学校出身

医用工学科は、医療と工学、そして他の分野も広く学べるのが
特徴。実習の機会も多く、実際に医療機器を扱った授業では、
自分の脳波という普段見えないモノが見えるおもしろさを感じ、
ヒトへの理解と機器への探究心が深まりました。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

医療と工学との融合で
見えないモノが見える楽しさを。 ■ 半導体の製造開発をする ■ 生理学及び実習

実験が成功した時の達成感を初めて
感じたのがこの実習でした。カエルを
利用した実験でしたが、電子回路を使
用した機器設定など、医療機器の仕
組みについて知る、良い経験になりま
した。

何を変えれば実現するか分かりません
が、世界の技術者は日々奮闘していま
す。私も遠隔医療を実現し、医療従事
者不足の解消に貢献することをめざし
ています。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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