
 

東京工業大学－東京医科歯科大学連携プログラム 

「医歯工学特別コース」履修案内 
 

1. プログラムの概要 

本学には，東京医科歯科大学との連携プログラムとして「医歯工学特別コース」が設置されて

います。本コースでは，医学・歯学と工学との境界領域に興味をもつ学生のみならず，人間を深

く知った技術者として将来一般製造業で活躍したい大学院学生を対象とし，主に本学の教員と東

京医科歯科大学の教員が協力して様々な授業科目を開講しています。本コースの授業科目は主と

して本学田町キャンパス CIC（キャンパス・イノベーションセンター）において，8 月～10 月に

集中開講されます。特に修士課程修了までの履修計画を立てる際には，これらの授業科目群も考

慮に入れることをお勧めします。（本コースの授業科目は第３クオータの科目として扱われるため，

授業科目名は第１，２クオータの時間割には掲載されず，第３，４の時間割に掲載されます。） 

 

2. 授業科目と履修説明会等 

このコースは通常の専攻ごとのカリキュラムとは異なり，研究科・専攻横断型の特別コースと

して開講され，現在，表 1に記載の 27専攻が参加しています。例年 6月に大岡山キャンパス及び

すずかけ台キャンパスで履修説明会が開催されますので，本コース履修希望者はどちらか一方に

必ず参加してください。（本コースは旧課程の授業です。平成 28 年度入学学生の受講についての

注意点は，履修説明会で説明しますので、履修希望者は必ず説明会に参加してください。）また，

表 1 に記載された各専攻所属の学生が所定の条件を満たした場合，修士・博士の課程修了とは別

に，「医歯工学特別コース」の修了認定が行われます。表 1 に記載されていない専攻の学生でも，

コース開講授業科目（カテゴリーA）を受講し単位を取得することができます。ただし，コース修

了認定はされませんのでご注意ください。 

本コースに関する案内は http://www.bio.titech.ac.jp/project/sp_course.html で見ることがで
きます。また，平成 28年度の履修説明会開催案内等も今後掲載されます。所属専攻内でも案内が
あるかと思いますが，本コースに興味のある方はこの URLを時々チェックしてください。 

 

3. コース修了認定 

表 1に記載の専攻に所属する学生がコース開講授業科目（カテゴリーA）の中から 8単位以上を

取得して「修了認定願」を提出した場合，コース会議・所属研究科教授会の議を経て，「医歯工学

特別コース修了証書」が授与（修士または博士課程修了時に学位記と併せて授与）されます。ま

た，本コース修了認定に算入する授業科目の単位と修士・博士の課程修了に必要な授業科目の単

位との重複は，最大で 4単位まで可能です。 

 
表 1 医歯工学特別コース参加専攻リスト（2016年 4月 28日現在 計 27専攻） 

研究科 専 攻 

理工学研究科 
基礎物理学，材料工学，応用化学，化学工学，機械物理工学， 
機械制御システム，機械宇宙システム，電気電子工学， 
電子物理工学，原子核工学 

生命理工学研究科 
分子生命科学，生体システム，生命情報，生物プロセス， 
生体分子機能工学 

総合理工学研究科 
物質科学創造，創造エネルギー，物理情報システム， 
メカノマイクロ工学，物理電子システム創造，知能システム科学 

情報理工学研究科 数理・計算科学，計算工学，情報環境学  

社会理工学研究科 価値システム，経営工学 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 技術経営 

 

このコースについての問い合わせ先: tokubetsu@jim.titech.ac.jp ＜特別教育プログラム＞ 



  

表2　（カテゴリーA）

田町キャンパスCICにおける集中講義

科目
コード

科目名 単位

A 医歯工学概論 1

B 人体機能学 1

C 人間安全工学 1

D バイオインフォマティクス特論 1

E 医用放射線診断学・核医学 1

F 医用放射線生物学 1

G 医用画像情報学（医歯工学） 2

H バイオ・センシングシステム特論 2

I ※

J 医療機器開発概論 2

K 放射線治療学 1

L 放射線治療物理学 2

M 核医学物理学 1

N 放射線医療実習* 1

O 医用放射線発生装置 1

P 人間の宇宙活動特論 1

Q 人体解剖病態学 1

R ※

S 放射線物理学・放射線技術学特論 1

計 21

*放射線医学総合研究所（千葉市）で土曜日に実施

※今年度以降の実施については未定
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２，３，４時限 ５，６，７時限 ８，９，１０時限 １１，１２，１３時限

9:55-12:10 13:20-15:35 15:45-18:00 18:30-20:45

１３５分 １３５分 １３５分 １３５分

医用画像情報学
（医歯工学）

8/29-9/2 核医学物理学
バイオインフォマティク
ス特論

人体解剖病態学

9/5-9/9
医用画像情報学
（医歯工学）

医用放射線生物学

9/12-9/16 人間の宇宙活動特論 医用放射線発生装置
放射線物理学・
放射線技術学特論

医用画像情報学（医歯工学） 医用画像情報学（医歯工学） 医療機器開発概論

9/26-9/30
医用放射線診断学・
核医学

放射線治療学

10/11-10/14

10/17-10/21

専門

システム・情報系

材料・化学系（化学工学）

生命系

医学物理系

2016/4/28

10/3-10/7

　科目「Ｉ」「R」については今年度実施しない．

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｐ，Ｒ

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｐ，Ｑ，Ｒ

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ，Ｎ，Ｏ，Ｑ，Ｓ

                                    表4　　推奨受講例

推奨受講系列（表2の科目コード）

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋ，Ｍ

表3　　平成28年度医歯工学特別コース講義実施計画(案）（2016年4月現在）

（カテゴリーＡ）田町ＣＩＣにおける集中講義（主として旧課程学生を対象）

・以上の科目は特に記載のない限り，田町キャンパスCIC(806号室等）で開講
・90分授業は3週間（15回）で2単位，135分授業は1週間（5回）で1単位

放射線医療実習：水野秀之、兼松伸幸、深堀麻衣（放医研）
　　　　　　　　　　　　９月末から10月の土曜日に放医研（千葉市）にて５回実施予定

バイオ・センシング
システム特論

医療機器開発概論

医歯工学概論8/22-8/26 人間安全工学 人体機能学

9/20

放射線治療物理学
             (10/7-)



 表5　平成28年度 カテゴリーA 講義一覧  

科目
コード

科目名
単
位

責任者 講義担当予定者 講義概要 適要 所属専攻

A 医歯工学概論 1 小俣
小俣透(東工大)･高瀬浩造(医歯大)･
河野俊之（東工大）

医歯工学に関わる基礎的事項を説明し，医療を支える医学の
特殊性，医療における診断の概要，治療方法の概要ならびに
医療における倫理面の問題と対応方法について医学･工学の
両面より論じる．

メカノマイクロ
工学専攻

B 人体機能学 1 高瀬
平尾見三･三浦宏之･東條尚子･宗田
大･高瀬浩造(医歯大)

人体の機能に関する解剖･生理･生化学的基礎を，循環生
理，呼吸生理，運動生理顎口腔生理の立場から，臨床面に重
点を置きながら解説する．

機械制御
システム専攻

C 人間安全工学 1 伊能
箭内博行･小栗慶之・中村聡･初澤毅・
宮崎祐介(東工大)

機械，化学，電気など各工学分野の立場から生体に対する安
全性や，人間工学に対する考え方を論じる．

機械制御
システム専攻

D バイオインフォマティクス特論 1 福居
福居俊昭･山田拓司･太田啓之･小長
谷明彦・櫻井 実(東工大)･太田元規
(名大)

ポストゲノム時代を迎え急速に発展しつつあるバイオインフォ
マティクス(生命情報学)の基礎と応用について，生命科学･計
算科学の立場から解説する．

生物プロセス
専攻

E 医用放射線診断学・核医学 1 高瀬 立石宇貴秀(医歯大)
放射線科領域における磁気･超音波を含めた診断技法の原
理および概要を講じるとともに，それぞれの適応と臨床応用
の実際についても論じる．

創造エネル
ギー
専攻

F 医用放射線生物学 1 高瀬 三浦雅彦・渡邊裕(医歯大)
放射線が生物に対して与える影響について，分子レベル，細
胞レベル，個体レベル，および集団レベルで論じる．また，病
態･疾患との関連について講じる．

創造エネル
ギー
専攻

G 医用画像情報学(医歯工学) 2 小尾
小尾高史・大山永昭･山口雅浩(東工
大)

放射線画像やカラー画像機器における画像再構成技術，画
像診断支援技術と，画像保存や通信などの画像管理におけ
るセキュリティ技術について講義する．

物理情報
システム専攻

H バイオ･センシングシステム特論 2 福居

福居俊昭･朝倉則行・森俊明･小倉俊
一郎･蒲池利章･中本高道･梶川浩太
郎･小畠英理(東工大)･石田 寛(農工
大)・A.Sandhu(電通大)

医療に関連する物理センサ･化学センサおよびそれらを用い
た計測技術，生体分子および生体内環境に関連した広義の
バイオ計測技術を論じる．

生物プロセス
専攻

I
今年度は
実施せず

J 医療機器開発概論 2 小俣

沖野晃俊・進士忠彦（東工大）・川嶋健
嗣(医歯大)･吉川史郎･高山俊男（東工
大）・井出勝久(医薬品医療機器総合
機構)･斉藤吉毅(オリンパス)･依田 潔
(エレクタ)･澄田政哉(旭化成メディカ
ル)･蜂屋弘之（東工大）

医療機器の開発の現場で遭遇する諸問題(含GLP,GCP,GMP)
について，各実務担当者が講じる．

メカノマイクロ
工学専攻

K 放射線治療学 1 高瀬 吉村亮一(医歯大)
医療における放射線治療の意義とその応用範囲，線量測定･
治療計画の方法論，他の治療法との関連および副作用･安全
管理について論じる．

創造エネル
ギー
専攻

L 放射線治療物理学 2 河野
河野俊之(東工大)･松藤成弘･兼松伸
幸・水野秀之(放医研)・大野由美子
（群馬県立県民健康科学大）

医療用放射線の発生と計測法，照射装置の設計，線量測定
の理論，線質測定の理論，小線源の線量測定，照射技術と線
量計算(治療計画)，治療周辺装置について詳しく論じる．

創造エネル
ギー
専攻

M 核医学物理学 1 河野 山谷泰賀(放医研)

放射性核種で標識した薬剤を人体に投与し，その分布を体外
から測定して全身のがん診断等を行う核医学において，放射
線の特徴，放射線計測，ガンマカメラ，ポジトロンCT(PET)装
置，画像再構成理論等について実例を交えながら講義する．

創造エネル
ギー
専攻

N 放射線医療実習 1 河野
水野秀之･兼松伸幸・深堀麻衣(放医
研)

Co照射装置による電離箱の絶対線量校正，水中線量分布の
測定，小線源の線量測定，ガラス線量計による線量測定，な
どの線量測定技術の実習，および治療計画装置の実習．

創造エネル
ギー
専攻

O 医用放射線発生装置 1 小栗 林崎規託・小栗慶之･小原 徹(東工大)
放射線発生装置としての粒子加速器，原子炉システムについ
て，その動作原理と診断･治療･アイソトープ製造等，医療分
野への応用例について解説する．

原子核工学
専攻

P 人間の宇宙活動特論 1 小田原
山口孝夫(東工大)･松岡均(日本科学
未来館)・青木宏文（名大）・村上敬司
(JAXA)

有人宇宙活動で望まれる簡単で着心地がよく安全な次世代
宇宙服の研究開発で必要な要素技術とその実現性を論じる．

物質科学
創造専攻

Q 人体解剖病態学 1 高瀬
秋田恵一･二村昭元･伊藤崇･菅原江
美子(医歯大)

医工学に必要な形態学を包括的に教授しながら，医学の基礎
である肉眼解剖学および病理学を，人体にかかわるマクロか
らミクロの構造として理解することを目的とする．特に構造に
かかわる正常機能と機能異常について解説する．

生物プロセス
専攻

R
今年度は
実施せず

S
放射線物理学
･放射線技術学特論

1 高瀬
阿部慎司(茨城県立医療大)･木藤哲史
（がん・感染症センター都立駒込病院）

医療における放射線技術の概要を述べるとともに，その根拠
となる物理学的な背景について概説する．また，医療放射線
技術における基盤である放射線防御の基本について，臨床
現場での対応を含め，解説する．

創造エネル
ギー
専攻

(合計) 21



2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 8/22 医用画像情報学　小尾(東工大) 医歯工学概論　高瀬(医歯大) 人間安全工学　初澤(東工大) 人体機能学　三浦(医歯大)

火 8/23 医用画像情報学　山口(東工大) 医歯工学概論　高瀬(医歯大) 人間安全工学　小栗(東工大） 人体機能学　東條(医歯大)

水 8/24 医用画像情報学　山口(東工大) 医歯工学概論　小俣(東工大) 人間安全工学　中村(東工大) 人体機能学　宗田(医歯大)

木 8/25 医歯工学概論　高瀬(医歯大) 人間安全工学　宮崎(東工大) 人体機能学　平尾(医歯大)

金 8/26 医歯工学概論　河野(東工大) 人間安全工学　箭内(東工大) 人体機能学　高瀬(医歯大)

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 8/29 核医学物理学　山谷(放医研)
ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 福居(東工大)
ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ特論 福居(東工大)

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ特論 山田(東工大) 人体解剖病態学　秋田(医歯大)

火 8/30 核医学物理学　山谷(放医研) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 梶川(東工大) ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ特論 櫻井(東工大) 人体解剖病態学　二村(医歯大)

水 8/31 核医学物理学　山谷(放医研) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 Sandhu(電通大) ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ特論 太田（啓）(東工大) 人体解剖病態学　二村(医歯大)

木 9/1 核医学物理学　山谷(放医研) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 中本(東工大) ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ特論 太田(元)(名大) 人体解剖病態学　冨井(医歯大)

金 9/2 核医学物理学　山谷(放医研) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 朝倉(東工大) ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ特論 小長谷(東工大) 人体解剖病態学　菅原(医歯大)

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 9/5 医用画像情報学　山口(東工大) ﾊﾞｲｵ・ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 石田(農工大) 医療機器開発概論　高山（東工大） 医用放射線生物学　三浦(雅) (医歯大)

火 9/6 医用画像情報学　大山(東工大) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 蒲池(東工大) 医療機器開発概論　蜂屋（東工大） 医用放射線生物学　三浦(雅) (医歯大)

水 9/7 医用画像情報学　大山(東工大) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 小畠(東工大)
医療機器開発概論
                 澄田（旭化成メディカル）

医用放射線生物学　三浦(雅) (医歯大)

木 9/8 医用画像情報学　大山(東工大) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 森(東工大) 医療機器開発概論　依田（エレクタ） 医用放射線生物学　渡邊 (医歯大)

金 9/9 医用画像情報学　小尾(東工大) ﾊﾞｲｵ･ｾﾝｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ特論 小倉(東工大) 医療機器開発概論　沖野（東工大） 医用放射線生物学　三浦(雅) (医歯大)

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 9/12 人間の宇宙活動特論 山口(東工大) 医用放射線発生装置　林崎(東工大) 医療機器開発概論　吉川（東工大）
放射線物理学・放射線技術学特論
　　　阿部（茨城県立医療大）

火 9/13 人間の宇宙活動特論 青木(名大) 医用放射線発生装置　林崎(東工大) 医療機器開発概論　斎藤（オリンパス）
放射線物理学・放射線技術学特論
　　　阿部（茨城県立医療大）

水 9/14 人間の宇宙活動特論 松岡(科学未来館) 医用放射線発生装置　小栗(東工大) 医療機器開発概論　進士（東工大）
放射線物理学・放射線技術学特論
　　　阿部（茨城県立医療大）

木 9/15 人間の宇宙活動特論 村上（JAXA） 医用放射線発生装置　小栗(東工大) 医療機器開発概論　川嶋（医歯大）
放射線物理学・放射線技術学特論
　　木藤（がん・感染症センター都立駒込病院）

金 9/16 人間の宇宙活動特論 山口(東工大) 他 医用放射線発生装置　小原(東工大)
放射線物理学・放射線技術学特論
　　木藤（がん・感染症センター都立駒込病院）

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 9/19

火 9/20 医用画像情報学　小尾(東工大) 医用画像情報学　小尾(東工大)
医療機器開発概論　井出勝久（医薬機器
機構）

水 9/21

木 9/22

金 9/23

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 9/26 医用放射線診断学・核医学　立石(医歯大)

火 9/27 医用放射線診断学・核医学　立石(医歯大)

水 9/28 医用放射線診断学・核医学　立石(医歯大)

木 9/29 医用放射線診断学・核医学　立石(医歯大)

金 9/30 医用放射線診断学・核医学  立石(医歯大)

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 10/3 放射線治療学　吉村(医歯大)

火 10/4 放射線治療学　吉村(医歯大)

水 10/5 放射線治療学　吉村(医歯大)

木 10/6 放射線治療学　吉村(医歯大)

金 10/7 放射線治療物理学　河野(東工大)

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 10/10

火 10/11 放射線治療物理学　松藤(放医研)

水 10/12 放射線治療物理学　松藤(放医研)

木 10/13 放射線治療物理学　松藤(放医研)

金 10/14 放射線治療物理学　松藤(放医研)

2. 3. 4時限（9:55～12：10） 5. 6. 7時限（13：20～15：35） 8. 9. 10時限（15：45～18：00） 11. 12. 13時限（18：30～20：45）

月 10/17 放射線治療物理学　兼松(放医研)

火 10/18
放射線治療物理学
　　　　大野(群馬県立県民健康科学大)

水 10/19
放射線治療物理学
　　　　大野(群馬県立県民健康科学大)

木 10/20 放射線治療物理学　水野(放医研)

金 10/21 放射線治療物理学　水野(放医研)

放射線医療実習：水野秀之、兼松伸幸、深堀麻衣（放医研） 9/24, 10/1, 15, 22, 29の土曜日に放医研（千葉市）にて５回実施 Ver.20160606

10月
第1週

日程/時間割

10月
第2週

日程/時間割

10月
第3週

日程/時間割

平成28年度　医歯工学特別コース　カテゴリーA　講義日程

日程/時間割

8月
第4週

日程/時間割

9月
第1週

日程/時間割

9月
第3週

日程/時間割

9月
第4週

日程/時間割

9月
第5週

　　　講義室　田町CIC　806号室　ただし，
　　　8/22-26の科目は，状況により田町CIC　多目的室1

日程/時間割

9月
第2週




