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　フロンティア医工学センターは、研究開発部と試作開発・基礎実験部から構成されます。研究開発部

は、教員が所属する部であり、専任の教員や客員教員、特任教員が、部門や分野を構成することなく、

フラットに所属しています。試作開発・基礎実験部では、各プロジェクトで考案された手法やアイディ

アを試作開発するとともに、臨床試験に先立つ各種の基礎実験を実施します。センターでは基幹研究領

域を中心に、外部資金と連携した多数の研究プロジェクトと、次世代の医工学を担う萌芽プロジェクト

を並行して推進しています。なお、センターの教員は、工学系および医学系の学部・大学院に対して、

講義や卒業研究指導などの教育も担当しています。

　本センターは平成 15 年、医学部、附属病院、工学部の研究者が部局の壁を乗り越えて連携し、予防、診断、治療、機

能回復等に関する新しい医療機器およびシステム等の開発を推進するために設立され、以来、臨床現場の医師、企業

の研究者、技術者とオープンに議論し研究推進を行うことを心がけて参りました。また、平成 22 年度には本センタ

ーの改組を行い、それまでの「研究部門制」から研究プロジェクトが組織の主体となる「プロジェクト制」へ移行しま

した。さらに、本年 5 月にはセンター創立１０周年を機に記念式典および医工学シンポジウムを開催しました。

　本年１０月より、次の１０年を見据えてセンター名称を「フロンティア医工学センター」に変更するとともに、工学

研究科メディカルシステムコースの全教員が本センターに異動しました。約 20 名の工学系および医学系の専任教

員が１つのセンターに同籍し、医工学に関する最先端の研究はもちろん、学生の教育・研究指導についても全教員で

担当するという、他には例を見ない取り組みを行っています。

　本センターでは、医学部、附属病院、工学部、そして企業の研究者、技術者が自由に、活発に交流を重ね、本センター

が名実ともに医工学研究の中心となるようにいっそうの努力をする所存です。皆様方のご指導ご鞭撻をお願い申し

上げます。

                     センター長　伊藤 公一
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組織図組織図組織図

・低侵襲治療技術

・高度医用画像技術

・波動生体計測

・医用ロボティクス

・医療機器レギュラトリー

　　　サイエンス
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　少子高齢化社会を迎えた我が国では、予防・診断・治療・機能回復など、すべての医療・健康福祉にか

かわる科学技術の役割が極めて大きくなっています。そこで「医工連携」、つまり医療に関する広範な知識

と実践力を有する工学技術者と、科学技術に精通した医療従事者が密に連携して、新しい医療の展開・発

展を図ることが、いま、広く社会から求められています。工学部メディカルシステム工学科・工学研究科メ

ディカルシステムコースはこのようなニーズに応えるための医工連携教育を実践する組織として国内で

もいち早く設立されました。基礎・専門学力を育み、工学にとどまらない幅広い視野、柔軟な価値観、国際

性を有した人材を育成します。

　本学科・コースはフロンティア医工学センターの教員を中心に、工学部・医学部と連携して機械工学、

電気電子工学、情報・画像工学などの工学的基礎学力と、医学的基礎知識を得ることを重視し、医療機器産

業に限らず広い分野で活躍できる人材の輩出を目指しています。

メディカルシステム工学科は、一学年

４０名程度の少人数教育です。教育内

容は実学と学際性を重視し、これを念

頭に入れた下記のような特色あるカリ

キュラムを持っています。また、幅広い

応用分野から専門を定める過程は時間

を要するため、大学院への進学を奨励

しています。

メディカルシステム工学は、電子・情報・画像・機械

工学などの技術体系に基盤を置いて構成される学際的

学問分野です。当学科では、これら「電子」「情報」「機械」

の３つの系を定め、それぞれの系における基礎的な科

目について必修科目・重点科目として効率的に学習で

きる教育プログラムを構築しています。

メディカルシステムコース・工学科メディカルシステムコース・工学科メディカルシステムコース・工学科

集合写真 附属病院でのコミュニケーション実習 医療機器メーカー見学

電子系電子系電子系機械系機械系機械系

情報系情報系情報系

電子回路

生体生理工学

プログラミング

回路理論

運動学及び力学

データ構造とアルゴリズム

材料・設計・加工学

信号処理論

ディジタル回路ディジタル回路

システム制御工学システム制御工学

臨床医学概論臨床医学概論

医用材料学

生体力学論

数値計算 情報理論

通信工学概論通信工学概論

メカトロニクス工学

電気電子計測

半導体物性

ディジタル画像処理

医用画像機器工学医用画像機器工学 医用機器産業概論医用機器産業概論

計測工学 感覚情報処理感覚情報処理

電子計算機電子計算機

応用電磁工学

卒業研究卒業研究

医療現場体験医療現場体験
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基幹研究領域基幹研究領域基幹研究領域

人工腹水を用いた低侵襲治療人工腹水を用いた低侵襲治療

Development on Water-Filled Laparo-Endoscopic Surgery (WaFLES)Development on Water-Filled Laparo-Endoscopic Surgery (WaFLES)

領域の概要

   近年の外科治療は、手術侵襲の低減を軸として推移してお

り、その目的は臓器機能温存および生命の質の向上と軌を一に

します。このために工学的技術の貢献は大であり、治療体系の

変革と診療機器の開発は一体として進行すると考えます。本研

究領域では、外科学、麻酔学、解剖学、生理学を背景とし、機械工

学、画像工学、音響工学、電磁波工学などの技術を応用した新規

治療支援技術の確立と、それらを用いた Focal therapy を含め

た新規低侵襲局所限局治療体系の提唱をおこないます。

人工腹水を用いた低侵襲治療

Development on Water-Filled Laparo-Endoscopic Surgery (WaFLES)

水中画像処理

領域メンバー領域メンバー

リーダー： 五十嵐 辰男リーダー： 五十嵐 辰男

メンバー： 山口 匡、中村 亮一メンバー： 山口 匡、中村 亮一

            齊藤 一幸、兪 文偉            齊藤 一幸、兪 文偉

　　　　　　　　伊藤 公一、羽石 秀昭　　　　　　　　伊藤 公一、羽石 秀昭

 　　　　　　　中口 俊哉、川平 洋 　　　　　　　中口 俊哉、川平 洋

　　　　　　　 川村 和也、吉田 憲司　　　　　　　 川村 和也、吉田 憲司

領域メンバー

リーダー： 五十嵐 辰男

メンバー： 山口 匡、中村 亮一

            齊藤 一幸、兪 文偉

　　　　　　　　伊藤 公一、羽石 秀昭

 　　　　　　　中口 俊哉、川平 洋

　　　　　　　 川村 和也、吉田 憲司

液体で満たされた体腔内の器具や臓器を即時的に表示す

るシステムおよびナビゲーションシステムを確立します。

体腔内の灌流液量および灌流方向の制御を安定的に

おこなう装置やデバイスを開発します。

マイクロ波による組織変性効率の評価を行うとともに、

小径アクセスポートからの使用を想定した

アンテナを開発します。

体腔からの排液か

ら低分子余剰物質

を除去し、

再灌流をするため

の装置を開発しま

す。

排液中に含まれ

る血液凝固塊を

除去した後の、

赤血球の分離に

おける基礎技術

を開発します。

エコーによる微小病変検出を目的としたエコーによる微小病変検出を目的とした
組織音響特性の研究組織音響特性の研究
エコーによる微小病変検出を目的とした
組織音響特性の研究

血球成分分離装置の開発血球成分分離装置の開発血球成分分離装置の開発

体腔内灌流制御装置の開発体腔内灌流制御装置の開発体腔内灌流制御装置の開発

灌流液中での組織凝固システムの研究開発灌流液中での組織凝固システムの研究開発灌流液中での組織凝固システムの研究開発

画像モニタリングシステムの開発画像モニタリングシステムの開発

排液再処理装置の開発排液再処理装置の開発排液再処理装置の開発

液体中でのエコー診断による組織診断を行う

ため、各種臓器・病態の音響特性を検証します。

灌流液流体
シミュレーション

灌流液効果実証実験

水水水水水水水水中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画像像像像像像像像像像像像像像像像像処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理

減衰分布 試作デバイス
灌流液中での組織凝固
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抽出した横隔膜運動
４D-MRI

弾性率の可視化

基幹研究領域基幹研究領域基幹研究領域

領域の概要

　診断と治療の質を高めるためには、医用画像工

学の多面的な技術革新が必要です。本領域では特

に、医用画像の高次元・高精細化・生体の物理的・

生理学的諸量の新規取得や定量性の向上、さらに

複数の医用画像の統合化について、新規技術の研

究開発を進めています。

高度医用画像技術高度医用画像技術

Fusion and Enrichment of Medical Images for High Quality Diagnosis and Treatment (FERMI)Fusion and Enrichment of Medical Images for High Quality Diagnosis and Treatment (FERMI)

高度医用画像技術

Fusion and Enrichment of Medical Images for High Quality Diagnosis and Treatment (FERMI)

領域メンバー領域メンバー

リーダー：　羽石 秀昭リーダー：　羽石 秀昭

メンバー：　中口 俊哉、中村 亮一メンバー：　中口 俊哉、中村 亮一

　　　　　　　　 山口 匡、菅 幹生　　　　　　　　 山口 匡、菅 幹生

　           川平 洋、大西 峻　           川平 洋、大西 峻

　           山本 悦治、山谷 泰賀　           山本 悦治、山谷 泰賀

領域メンバー

リーダー：　羽石 秀昭

メンバー：　中口 俊哉、中村 亮一

　　　　　　　　 山口 匡、菅 幹生

　           川平 洋、大西 峻

　           山本 悦治、山谷 泰賀

MRI を用いた弾性率分布の画像化や、圧縮センシング

を用いた拡散強調 MRI 高速画像シミュレータ、

PET/MRI 一体型装置に用いるデバイス設計などを行

っています。

呼吸性の臓器の動きを取得・解析し、診断治療に応用し

ています。経時的 3D-MRI すなわち 4D-MRI の収集法

を考案し、その高速化，横隔膜動態の統計解析、ＣＯＰＤ

など肺疾患との関連性を研究しています。

事前に収集した CT 等の画像情報と、術中にリアルタイ

ムに得た画像情報や機器・術具位置情報をもとに、手術

のナビゲーションを行う研究を進めています。

低侵襲手術において体腔内の映像を患者の体表に直

接投影する、拡張現実感技術を用いた手術支援シス

テムを開発しています。安全性向上，医師の負担軽減

を目指します。

画像診断モダリティーの研究開発画像診断モダリティーの研究開発画像診断モダリティーの研究開発

手術ナビゲーション手術ナビゲーション手術ナビゲーション

呼吸性体動の取得と診断・治療応用呼吸性体動の取得と診断・治療応用呼吸性体動の取得と診断・治療応用

プロジェクタ投影手術支援システムの開発プロジェクタ投影手術支援システムの開発プロジェクタ投影手術支援システムの開発

PET/MRI用デバイス

投影実験

Storage m
odulus [kPa]
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基幹研究領域基幹研究領域基幹研究領域

波動生体計測波動生体計測

領域の概要

　生体組織の性状を定量的に評価するためには、各々

の組織についての物理的特性を知る必要があります。

本領域では、多種の波動を使って生体の特徴・ 機能・

性質などを細胞レベルから構造レベルにわたって広

く・深く理解するとともに、それらについてのモデル

化や指標化を併せて実施すること で、診断・治療へ適

用することを目指しています。

波動生体計測

Bioinstrumentation by Multiple WaveBioinstrumentation by Multiple WaveBioinstrumentation by Multiple Wave

領域メンバー領域メンバー

リーダー： 山口 匡リーダー： 山口 匡

メンバー：　齊藤 一幸、羽石 秀昭メンバー：　齊藤 一幸、羽石 秀昭

  　　　　　　　伊藤 公一、林 秀樹  　　　　　　　伊藤 公一、林 秀樹

  　　　　　　　大沼 一彦、菅 幹生  　　　　　　　大沼 一彦、菅 幹生

  　　　　　　　中口 俊哉、川村 和也  　　　　　　　中口 俊哉、川村 和也

  　　　　　　　吉田 憲司  　　　　　　　吉田 憲司

領域メンバー

リーダー： 山口 匡

メンバー：　齊藤 一幸、羽石 秀昭

  　　　　　　　伊藤 公一、林 秀樹

  　　　　　　　大沼 一彦、菅 幹生

  　　　　　　　中口 俊哉、川村 和也

  　　　　　　　吉田 憲司

各種の波動（超音波、

MR、電磁波など）およ

び機械計測によって、

各種生体組織の性状

と物性との関係を明

確にして、迅速かつ定

量的な組織性状 評価

を実現します。

生体模擬ファントムおよびシミュレーションによる生体の理解と評価生体模擬ファントムおよびシミュレーションによる生体の理解と評価生体模擬ファントムおよびシミュレーションによる生体の理解と評価

生体物性の総合的な計測と解析生体物性の総合的な計測と解析生体物性の総合的な計測と解析

画像モニタリングシステムの開発画像モニタリングシステムの開発

光を用いた組織性状と運動の評価光を用いた組織性状と運動の評価光を用いた組織性状と運動の評価

各種の診断法や物性計測の検証に必須となる生体模擬ファントムを開発するとともに、外部環境や診断・治療機器などが

生体組織へ与える作用につ いて、計算機シミュレーションによる検証を行なっています。

超音波（上）とMRI（右）
による生体物性評価

舌撮影システム

電波無響室での生体等価電磁ファントム実験
妊娠女性の数値人体モデルによる

電磁波エネルギー吸収量評価

100 μm
Liver

Speed of Sound [m/s]
1500 1800

光を用いて各種生体組織の形態・性

状・運動などを理解するための理論

とシステムを構築し、検診や救急診療

などに活用しています。

舌下血流の観察

あなたの舌色

い 38%い 3
血のめぐりが悪い状態

い 65%い
熱を帯びた状態

い 21%い 2い
気血が不足，体の冷え
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基幹研究領域基幹研究領域基幹研究領域

領域の概要

　医用ロボティクス領域は、医療、福祉、健康を支援するシステ

ムを構築するためのロボティクス基礎、応用技術を研究対象と

します。本領域は、サブテーマ治療支援ロボティクス、医療トレ

ーニングロボティクス、生活支援ロボティクスにおいて、医用

ロボティクスシステムの使用者、その操作対象、環境の動的特

性、診療への介入態様、及びそれらの相互作用を考慮した人間

指向型（Human Oriented）システムの研究、開発を行います。

医用ロボティクス医用ロボティクス医用ロボティクス

Biomedical RoboticsBiomedical RoboticsBiomedical Robotics

領域メンバー領域メンバー

リーダー：　兪 文偉リーダー：　兪 文偉

メンバー：　五十嵐 辰男メンバー：　五十嵐 辰男

　　　　       中口 俊哉　　　　       中口 俊哉

　　　　　　　　 中村 亮一　　　　　　　　　 中村 亮一　

             川村 和也             川村 和也

領域メンバー

リーダー：　兪 文偉

メンバー：　五十嵐 辰男

　　　　       中口 俊哉

　　　　　　　　 中村 亮一

             川村 和也

腹腔内を等張液で満たした治療

法 Wafles の支援技術として、低

侵襲性・術具交換の容易性を有

する術野確保機能付きロボット

システム（上図）と体腔内を観察

する小径内視鏡の運動を電磁弁

による水噴射式で制御するロボ

テック装置（下図）の開発を行っ

ています。

低侵襲性の向上と術具の機能の両立のため，体内挿入

時は細径棒状で体腔内で変形し鉗子先端部が大型化す

ることにより大型の把持部を形成する内視鏡手術鉗

子・ロボットの開発を行っています。

医師の上肢神経伝導検査、反射検査技術トレーニング
多種多様な症例に適し

た手術支援ロボットの

効率的な開発支援を目

的とし、医師の感じる操

作性を規範とした設計

手法ならびに評価手法

の構築を行っています。

Wafles用単孔式手術支援システムWafles用単孔式手術支援システムWafles用単孔式手術支援システム

ロボテック神経診察・検査シミュレータロボテック神経診察・検査シミュレータロボテック神経診察・検査シミュレータ

変形式鉗子機構(LITE機構)変形式鉗子機構(LITE機構)変形式鉗子機構(LITE機構)

シミュレーション規範型手術支援ロボット設計手法シミュレーション規範型手術支援ロボット設計手法シミュレーション規範型手術支援ロボット設計手法

リハビリテーションの支援技術として、在宅障がい者を

追従し、運動機能、生理指標をモニタリングする自律移

動ロボット（左図）や、呼吸量の簡易計測システム（右図）

の開発を行っています。

日常生活の使用に適する肩義手システムの構築を目指

し、固有柔軟性を持つ軽量，高自由度ロボットアーム、及

び動的個人適応型インタフェースを開発しています。

リハビリテーション支援技術リハビリテーション支援技術リハビリテーション支援技術個人適応型肩義手システム個人適応型肩義手システム個人適応型肩義手システム

ロボテックシミュレータ

計算モデル

のため、異常所見の表現ができる

計算モデル及びロボテックシミ

ュレータの開発を行っています。

Copyright(c)
 Zetec Ltd.

Copyright(c)
 Zetec Ltd.
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基幹研究領域基幹研究領域基幹研究領域

領域の概要

   現代科学の新しい知見や技術を医療現場に導入し、

安全で質の高い新しい医療を実現するためには、医療

技能・医療環境・医療機器性能などに関する多面的評

価手法が必要となります。本領域ではこの様な医療技

術に対する客観的評価を、工学・生物学などを応用し

た多角的なアプローチにより行い、本センターにおけ

る成果の迅速な実用化を図ることを目的とします。

医用機器レギュラトリーサイエンス医用機器レギュラトリーサイエンス医用機器レギュラトリーサイエンス

Regulatory Science for Medical Instruments Environments and SkillRegulatory Science for Medical Instruments Environments and SkillRegulatory Science for Medical Instruments Environments and Skill

領域メンバー領域メンバー

リーダー： 中口 俊哉リーダー： 中口 俊哉

メンバー：　五十嵐 辰男、伊藤 公一メンバー：　五十嵐 辰男、伊藤 公一

　　          織田 成人、川平 洋　　          織田 成人、川平 洋

             川村 和也、齊藤 一幸             川村 和也、齊藤 一幸

             鈴木 昌彦、高橋 応明             鈴木 昌彦、高橋 応明

             中村 亮一、林 秀樹             中村 亮一、林 秀樹

             山口 匡、吉田 憲司             山口 匡、吉田 憲司

領域メンバー

リーダー： 中口 俊哉

メンバー：　五十嵐 辰男、伊藤 公一

　　          織田 成人、川平 洋

             川村 和也、齊藤 一幸

             鈴木 昌彦、高橋 応明

             中村 亮一、林 秀樹

             山口 匡、吉田 憲司

実験動物を用いた
吻合腸管の血流解析

近年、内視鏡外科手術の

進歩に伴い、自動縫合

器・吻合器を様々に応

用した消化管吻合法が

提案されています。血流

と物理学的強度の観点

からこれら吻合法の妥

当性を評価する試みを

行っています。

3D プリンターを用いて、骨の Bio-texture modeling

を行っています。形状だけでなく力学特性を実際の骨

に近づけるための研究を行っています。

吻合腸管の血行動態解析吻合腸管の血行動態解析吻合腸管の血行動態解析

外科治療の作業評価・予測環境構築外科治療の作業評価・予測環境構築外科治療の作業評価・予測環境構築

生体力学的設計による3次元造形モデル生体力学的設計による3次元造形モデル生体力学的設計による3次元造形モデル

MR撮像時の体内インプラント安全性評価MR撮像時の体内インプラント安全性評価MR撮像時の体内インプラント安全性評価

行動が制限される外科手術中において医師や看護師間

の円滑なコミュニケーションを実現するツールを開発

しています。

人工関節、各種ステントなどの体内インプラントが植え

込まれた状態で磁気共鳴診断（MR 撮像）を行った場合の

安全性について検討しています。

術中コミュニケーションツールの開発術中コミュニケーションツールの開発術中コミュニケーションツールの開発医療訓練シミュレータの開発医療訓練シミュレータの開発医療訓練シミュレータの開発

計算機上で患者を再現するバーチャルリアリティ技術

や，健康な模擬患者と融合する拡張現実感技術を使った

医療訓練シミュレータを開発しています。

MR 撮像による
頸動脈ステント
周辺の電磁波
エネルギー吸収
量分布

手術ナビゲーション情報や画像情報を中核とした定量

的術中情報の把握・分析を通じ、手術環境・手技の評

価と最適化を実現する手術ワークフロー分析の研究を

行っています。

頭部動き検出による
内視鏡画像指示
システム
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研究成果 ・ 設備機器研究成果 ・ 設備機器研究成果 ・ 設備機器

研究成果の例（製品化・技術移転）研究成果の例（製品化・技術移転）研究成果の例（製品化・技術移転）

研究用設備・機器研究用設備・機器研究用設備・機器

試作開発・基礎実験部

・3D 切削加工機

・3D 光造形機

・3D ハンディスキャナ

・3D バーチャルデザイン装置

・卓上三次元スキャナ

・放電加工機

・旋盤、フライス盤、

　ボール盤、コンターマシン

・プリント基板加工機

電磁シールド室

前臨床試験室

・open-MRI 装置

・X 線 CT 装置

・一般 X 線撮影装置

・超音波診断装置各種

・ハイビジョン腹腔鏡

・組織標本作成システム

・赤外線蛍光観察装置

・近赤外蛍光顕微鏡

・内視鏡など観察装置

・各種手術用機器

　（Nd:YAG レーザ他）

各種計測・処理機器

・分光放射輝度計

・レーザードップラ血流計

・触覚再現デバイス

・超音波顕微鏡

・小型 MRI システム

・ 光学式・磁気式トラッキング装置

・赤外線カメラ

・スペクトラムアナライザ

・マイクロ波帯電力増幅器

・光電界センサ

・各種実体ファントム

・光ファイバ式温度計など

管腔構造物展開・立体形状再構築ソフトウェア 内視鏡下手術用ロボット鉗子

がんの温熱治療用マイクロ波アンテナ

内視鏡手術縫合練習用持針器 腹腔鏡下手術用肝圧排器MRE用収束型加振装置 4次元MRI画像再構成法

分光内視鏡画像処理 超音波組織性状診断法 電子瞳孔計

生体等価電磁ファントム 脳機能計 舌撮影システム 手術用剪刀睡眠計



スタッフスタッフスタッフ

センター長センター長センター長

副センター長副センター長副センター長

研究開発部研究開発部研究開発部

試作開発・基礎実験部試作開発・基礎実験部試作開発・基礎実験部
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伊藤 公一
Koichi ITO

教授

アンテナ工学，医用電磁波工
学，アンテナの医療応用，人
体通信，電磁波と人体との相
互影響評価

織田 成人
Shigeto ODA

教授

救急医学，集中治療医学

小松 研一
Kenichi KOMATSU

客員教授

画像診断機器技術，診断用画
像処理技術，医用機器技術開
発経営・マネージメント

羽石 秀昭
Hideaki HANEISHI

教授

医用画像の統合的利用法，
CT,MRI,PET等の画像処理，
カラー・分光情報の医療応用

五十嵐 辰男
Tatsuo IGARASHI

教授

内視鏡画像処理，鏡下治療シ
ステム，手術・診療機器，内
視鏡立体パノラマ画像，泌尿
器科学

伊藤 公一
Koichi ITO

教授

アンテナ工学，医用電磁波工
学，アンテナの医療応用，人
体通信，電磁波と人体との相
互影響評価

鈴木 昌彦
Masahiko SUZUKI

教授

ロコモティブシンドロームの
診断と治療機器の開発，バイ
オメカニクス，バイオマテリ
アル，動態解析，手術用ロボ
ットの開発，整形外科学

羽石 秀昭
Hideaki HANEISHI

教授

医用画像の統合的利用法，
CT,MRI,PET等の画像処理，
カラー・分光情報の医療応用

林 秀樹
Hideki HAYASHI

教授

低侵襲化外科治療学，蛍光生
体イメージング，センチネル
リンパ節ナビゲーション手
術，外科治療デバイスの特性
解析，消化器外科学

山本 悦治
Etsuji YAMAMOTO

教授

画像処理，MRイメージング，
画像シミュレータ

電磁波工学，情報通信システ
ム，アンテナの医療・健康応
用

兪 文偉
Wenwei YU

教授

生体制御，生体工学，医用ロ
ボット，福祉工学，人工知能

栗城 眞也
Shinya KURIKI

客員教授

脳磁図(MEG)，機能的MRIに
よる無侵襲脳計測，高次脳機
能解析

牧野 治文
Harufumi MAKINO

客員教授

腹腔鏡，内視鏡，肥満外科，
3DCT

志宁
Zhi Ning CHEN

客員教授 岩坂 正和
Masakazu IWASAKA

准教授

生体磁気，磁場効果，強磁場
物理，生体物性

大須賀 敏明
Toshiaki OSUGA

准教授

人工臓器，胎児診断，細胞保
存技術，分子分析

大沼 一彦
Kazuhiko OHNUMA

准教授

眼光学，光計測，医用画像処
理

川平 洋
Hiroshi KAWAHIRA

准教授

内視鏡外科手術，画像診断の
自動化，人間工学に基づいた
手術支援器機の開発，一般・
消化器外科学

齊藤 一幸
Kazuyuki SAITO

准教授

電磁波工学，マイクロ波の医
療応用，電磁波数値シミュレ
ーション

菅 幹生
Mikio SUGA

准教授

医用画像処理，生体計測，
MRI，PET，生体弾性率計測

高橋 応明
Masaharu TAKAHASHI

准教授

人体と電磁波，環境電磁工
学，平面アンテナ，小型アン
テナ，Body Area Network

中口 俊哉
Toshiya NAKAGUCHI

准教授

医療支援システム，バーチャ
ルリアリティ医療トレーニン
グ，医用画像解析，生体計測

中村 亮一
Ryoichi NAKAMURA

准教授

コンピュータ外科学，手術マ
ニピュレータ，手術ナビゲー
ション，手術ワークフロー解
析

山口 匡
Tadashi YAMAGUCHI

教授

医用超音波，生体の各種特性
計測，波動情報処理，メディ
カルイメージング

山谷 泰賀
Taiga YAMAYA

客員准教授

医用画像工学，特にPET装置
開発や画像再構成研究

大西 峻
Takashi OHNISHI

助教

医用画像処理，放射線治療支
援技術，動体解析

関根 雅
Masashi SEKINE

技術職員

機械工学，3DCADデザイ
ン，CAM，切削加工，樹脂
射出成形

前佛 聡樹
Satoki ZENBUTSU

技術職員

電気，電子，ソフトウェア開
発，画像処理，ネットワーク

川村 和也
Kazuya KAWAMURA

助教

手術支援ロボット，ロボット設
計シミュレーション，操作性評
価，リハビリテーション支援ロ
ボット，歩行動作計測

吉田 憲司
Kenji YOSHIDA

特任助教

医用超音波，生体の音響特性
計測



スタッフスタッフスタッフ

兼務教員兼務教員兼務教員

特別研究教員特別研究教員特別研究教員

特別研究員特別研究員特別研究員
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大学院医学研究院

教　授　　市川　智彦　　　泌尿器科学

教　授　　宇野　隆　　　　放射線医学

教　授　　織田　成人　　　救急集中治療医学

教　授　　高橋　和久　　　整形外科学

教　授　　巽　　浩一郎　　呼吸器内科学

教　授　　宮崎　勝　　　　臓器制御外科学

教　授　　吉野　一郎　　　呼吸器病態外科学

准教授　　佐粧　孝久　　　整形外科学

講　師　　伊藤　彰一　　　医学教育学

講　師　　大鳥　精司　　　整形外科学

講　師　　露口　利夫　　　消化器・腎臓内科学

講　師　　丸山　紀史　　　消化器・腎臓内科学

講　師　　本折　健　　　　放射線医学

助　教　　岸田　俊二　　　整形外科学

大学院工学研究科

教　授　　前野　一夫　　　人工システム科学専攻

教　授　　劉　　浩　　　　人工システム科学専攻

准教授　　下村　義弘　　　デザイン科学専攻

准教授　　坪田　健一　　　人工システム科学専攻

医学部附属病院

　　　　　田邊　政裕　　　総合医療教育研修センター

助　教　　中村　順一　　　感覚・運動機能診療部門

大学院薬学研究院

教　授　　上野　光一　　　高齢者薬物学

総合安全衛生管理機構

教　授　　今関　文夫

教授・センター長

特別研究教授　　　　　神作　憲司　　　　国立障害者リハビリテーションセンター

特別研究教授　　　　　黒田　輝　　　　　東海大学情報理工学部

特別研究教授　　　　　蜂屋　弘之　　　　東京工業大学大学院理工学研究科

特別研究准教授　　　　小野　弓絵　　　　明治大学理工学部

特別研究准教授　　　　杉本　真樹　　　　神戸大学大学院医学研究科

特別研究准教授　　　　中島　義和　　　　東京大学大学院工学系研究科

青木　陽　　　　　山田化学工業株式会社

青山　敦　　　　　慶応義塾大学環境情報学部

浅野　拓司　　　　日機装株式会社

安樂　武志　　　　株式会社ファソテック

池澤　正雄　　　　医療法人社団明生会　東葉クリニック東新宿

池田　浩平　　　　株式会社藤井製作所

石田　稔　　　　　KKR 札幌医療センター斗南病院

井竹　康郎　　　　医療法人社団明生会　東葉クリニック東新宿

井上　研司　　　　株式会社東光舎

岩木　直　　　　　独立行政法人産業技術総合研究所　ヒューマンライフテクノロジー研究部門

植月　啓太　　　　ナカシマメディカル株式会社

海老原　裕磨　　　北海道大学大学院医学研究科

小高　謙一　　　　独立行政法人放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター

金山　侑子　　　　東芝メディカルシステムズ株式会社

木下　良彦　　　　日機装株式会社

越塚　麻奈美　　　日機装株式会社

近藤　針次　　　　株式会社ケーアンドエス

神保　陽一　　　　日機装株式会社

長岡　智明　　　　独立行政法人情報通信研究機構　電磁波計測研究所

中川　誠司　　　　独立行政法人産業技術総合研究所　健康工学研究部門

新山　正徳　　　　株式会社日機装技術研究所

藤井　秀美　　　　株式会社藤井製作所

真殿　智行　　　　山田化学工業株式会社

山口　亨　　　　　花王株式会社　ヘルスケア食品研究所

渡辺　欣一　　　　株式会社ファソテック



千葉大学西千葉キャンパスへの交通

■ JR西千葉駅より西千葉キャンパス南門まで徒歩約２分

■ 京成みどり台駅より西千葉キャンパス正門まで徒歩約７分

■ 千葉都市モノレール天台駅より北門まで徒歩約10分

〒263-8522  千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

千葉大学フロンティア医工学センター

( T E L ) 0 4 3 - 2 9 0 - 3 1 1 4

( F A X ) 0 4 3 - 2 9 0 - 3 1 1 6

http://www.cfme.chiba-u.jp/

事務局
学生部
総合安全衛生管理機構
国際教育センター
統合情報センター
アイソトープ実験施設
総合校舎、普遍教育センター、言語教育センター
産業連携・知的財産機構
環境リモートセンシング研究センター
ベンチャービジネスラボラトリー
附属図書館
文学部・法経学部（事務）
教育学部（事務）
理学部（事務）
理学系総合研究棟
先進科学研究教育センター
薬学部（事務）
工学部（事務）
工学系総合研究棟
大学院自然科学研究科
自然科学系総合研究棟
社会文化科学系総合研究棟
共用機器センター
フロンティア医工学センター
工学部創造工学センター
有害廃棄物管理施設

（総合安全衛生管理機構）
附属幼稚園
附属小学校
附属中学校
けやき会館
体育施設
厚生施設
ゲストハウス
正門
南門
北門
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医工学センター

発行：2013年12月


