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生物医学工学におけるキャリアデザイン
 
 
 
生物医学工学は、あなたにとって適切でしょうか？

 
ご自身が想像するキャリアはどんなものですか？医師？弁護士？科学者？技師？教師？
最高経営責任者？管理職？セールスマン？

 
生物医学工学におけるキャリアはただ「一種類」の道ではありません。この重要な

技術領域が学際的であるように、このエキサイティングな分野での学問的キャリアを描く
には多くの方法があります。生物医学工学者は生物学、医学、物理学、数学、基礎工学、
および通信分野における専門性を駆使して世界をより健康な場所にしています。生体の多
様性と複雑性により生み出される課題では、創造的かつ知識豊富、そして想像力に富んだ
人々が、医師、科学者、工学者、さらには事業専門家達とチームで作業し、身体の正常機
能をモニターし、回復し、強化することが求められています。生物医学工学者は生物学お
よび医学的な問題を解決するために、理学、医学、数学の交わるところで作業できるよう
に理想的に訓練されています。

生物医学工学分野には大きく分けて 2 種類の人材が活躍しています。ひとつは、生
物医学工学の正式な学位を得た人々。もうひとつは、その他の工学分野の学位を有した上
で学科 (例えば、生物学副専攻) または経験を通じてひとつ以上の生体工学の探求および応
用分野で専門的知識を得た人々です。また、非常に稀ですが、生物学者や生物医科学者で、
工学のスキルを修得した人々もこの分野のメンバーとしてみなされます。

生物医学工学のひとつの定義として、一方は生物学または医学、他方は何らかの工
学分野の任意の組み合わせ（ただし比率は問わず)と言えます。それゆえに、生物医学工学
は非常に大きな領域で、これらの複数ある分野のいくつかを修得するには、優れた才能を
もった人であっても一生涯の時間が必要です。つまり、この分野の幅広さを理解し、興味
がある事に焦点を当てることが重要となります。この冊子は、現代の生物医学工学者が興
味を抱いている多くの課題やトピックについて記載しています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物医学工学者は生物学、医学、物理学、数学、基礎工学、および通信分野における専門性を駆使
して世界をより健康な場所にしています。
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生物医学工学者の仕事とは?

 
より答えやすい質問は：「生物医学工学者の仕事ではないこととは？」の方でしょ

う。生物医学工学者は企業、学術機関、病院、および政府機関で仕事をしています。中に
は人工装具や矯正器具などの機械的機器の設計、製造、あるいはテストに関わっている生
物医学工学者もいます。その一方では、医療装置用の電子回路やコンピューターソフトウ
ェアを設計している工学者もいます。上記装置は従来の X 線、CT スキャン (一種のコンピ
ューター処理による 3 次元 X 線)、および磁気共鳴映像法などの大型画像システムから、ペ
ースメーカー、人工内耳、薬剤注入ポンプなどの小型機器に渡ります。

生物医学工学者は化学、物理学、数学的モデル、およびコンピューターシミュレー
ションを用いて新しい薬物療法を開発します。実際に、身体の機能および生体系の機能に
関する理解の数多くの進展は、生物医学工学者によりもたらされています。彼らは数学的
モデルや統計を用いて脳、心臓、骨格筋などの組織から生じる多くの信号を研究していま
す。中には失われた機能に代わる人工の臓器、四肢、膝、腰、心臓弁および歯科インプラ
ントを構築する生物医学工学者もいます。また、臓器不全に代わる生物医学組織を培養し
ている工学者もいます。人工の人体パーツの開発には、生物医学工学者が化学や物理学を
活用して、生態環境に対応する耐久性のある材料を開発することが必要とされます。

生物医学工学者は心臓や脳などの複雑な人の臓器を、数千もの数式や何百万ものデ
ータポイントに翻訳し、コンピューターシミュレーションとして実行する手助けをします。
結果として、模倣対象の実際の臓器のように見え、かつ動作する視覚的シミュレーション
が得られます。

生物医学工学者は、患者と医師との遠距離通信を可能にする、無線技術の開発も手
がけます。リハビリテーションに関与している生物医学工学者も多くいます。最適なウォ
ーカー、エクササイズ機器、ロボット、治療用機器を設計し、人体のパフォーマンスを改
善します。また、これらの工学者は細胞および分子レベルの問題を解決し、ナノテクノロ
ジーやマイクロマシンを開発して、細胞内の損傷の修復や遺伝子機能の改造も行います。
さらに、物理法則を組織や体液の移動に適用する 3 次元シミュレーションの開発にも関わ
っています。これにより得られるモデルは、組織の機能や、例えば人工装具の代替品が同
じ条件下でどのように動作するかを理解する際に計り知れないほど貴重です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中には人工装具や矯正器具などの機械的機器の設計、製造、テストに関わっている生物医学工学者
もいます。その一方では、医療装置用の電子回路やコンピューターソフトウェアを設計している工
学者もいます。
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中には生物医学的な問題を、医師、企業管理職、特許弁護士、理学療法士、大学教
師、研究者、教師、およびテクニカルライターとして解決する生物医学工学者もいます。
生物医学工学者が優れているもうひとつの領域はセールスとフィールド工学です。上記の
キャリアはしばしば生物医学工学における学士号を超えたトレーニングを必要としますが、
すべて生物医学工学のトレーニングを受けた学生には適切なキャリアです。時折、電子工
学、機械工学、コンピューター工学、またはその他の種類の工学が、生物工学関連の問題
で役立つ場合があります。数年後には、生物医学に関係した非常に多くの専門性を身に付
けるため、生物医学工学者としてみなされることが可能になります。

 
 
生物医学工学者が他の工学者と異なる点は？

 
生物医学工学者は生態系に関連する問題を解決するために、生物学と医学を工学と

統合する必要があります。つまり、生物医学工学者は、電子、機械、または化学工学、さ
らに最近増えているところでは材料科学などの従来の工学領域における堅固な基礎を身に
つける必要があります。学部の生物医学工学過程の多くでは、従来の工学コースの中心的
なカリキュラムを履修する必要があります。しかし、生物医学工学者は、医療行為を改善
するために、生態系の複雑性に対する理解と自身の工学スキルを統合することが期待され
ています。つまり、正式な BME (医用生体工学) または従来の工学学位プログラムであろう
が、生物医学工学者の全員が、生命科学の教育も受けている必要があります。

 
 
生物医学工学の学位に必要な教育は？

 
以下の章を読み進むにあたり、科学または技術教育には有形および無形両方の要素

があることにご留意ください。有形の要素には、科学および技術設計があります。無形の
要素は、より重要視されることがしばしばあり、[ソフトスキル]と呼ばれる、チームワーク、
実際的経験、リーダーシップ、起業家精神、話し方、書き方などが含まれます。基本的に、
包括的な教育は、学習者の人生とキャリアに多様な機会をもたらします。

 

 
中には生物医学的な問題を、医師、企業管理職、特許弁護士、理学療法士、大学教師、研究者、
教師、およびテクニカルライターとして解決する医用生体工学者もいます。
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生物医学工学者に必要な教育期間は？

 
生物医学工学の学位は通常、大学での 4 年間の教育を必要とします。その後、生物

医学工学者は医療機器企業や製薬会社でのエントリーレベルの技師職、病院での臨床技師
職、または生体材料または生物工学企業での販売職などを担う場合があります。多くの生
物医学工学者は、生物医学工学または関連工学分野での大学院レベルのトレーニングを求
めます。修士または博士号は、生物医学工学者に研究開発の多大な機会を提供します。こ
れらの機会は、産業、学術、または政府関連にあります。中には、最終的に事業を起こし
たり、病院向けのヘルスケア技術を管理したりするために、経営学の修士号を取得するこ
とを選択する生物医学工学者もいます。

多くの生物医学工学者は、学士号の取得後に医学部や歯学部に進みます。一部の生
物医学工学者は、生物医学分野の発明に関連する特許法や知的財産権の分野での仕事をす
るために法学部に進む者もいます。将来の医師、歯科医、および特許弁護士にとって生物
医学工学よりももっと適切なトレーニングがあるでしょうか？

 
 
高校での教育は、生物医学工学における研究にどのように役立ちますか？

 
生物医学工学者には複数の理学および数学、工学的設計、通信、チームワーク、お

よび問題解決分野の教育やトレーニングが必要です。生物医学工学における大学プログラ
ムに向けて万全に準備を行うには、高校で包括的なコースを履修する必要があります。最
低限の教育として、生物学、化学、物理学をそれぞれ一年間学ぶことも必要です。上記の
科学分野での上級コースはプラスになります。高校レベルの代数、幾何学、高等代数学、
三角法、および微積分学準備は必須です。微積分学コースも生物医学工学プログラムに入
学する学生にとって一般的な科目です。コンピュータープログラミングコースは、大学で
のプログラムを考えると、学生にとって間違いなく有利です。機械製図または機械描画コ
ース、更に言うならば、コンピューター支援設計 (CAD) コースの選択を考慮する学生もい
るでしょう。

また、人文学および社会科学も生物医学工学にとって重要です。高校での準備過程
には、4 年間の英語および作文、スピーチコース、数年間の歴史および社会学、さらに外
国語の勉強も含まれるべきです。生物医学工学者は世界中のヘルスケアの改善のために仕
事するため、他言語でのコミュニケーション能力は価値あるスキルです。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物医学工学者には複数の科学および数学、工学的設計、通信、チームワーク、および問題解決分
野の教育やトレーニングが必要です。
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学部で専攻すべき分野は？

 
これは高校生や大学の新入生にとって、非常に難しい質問であり、個人的な判断で

もあります。生物医学工学者になりたいとしたら、どのように進むべき道を見つければよ
いのでしょうか？ひとつの方法として一歩引いて、生物医学工学が存在しないと考えるこ
とができます。生物学 (または医学) あるいは工学の、いずれがより魅力的かを自問してく
ださい。工学により魅力を感じる場合は、どの工学系が最適でしょうか？電子、機械、化
学、あるいは他の何か。生物学により魅力を感じる場合は、どの道が最適でしょうか？ゲ
ノム科学、生理学、環境など。上記の質問は簡単に答えられるものではありません。さま
ざまな専攻のコース要件を見比べ、各専攻におけるコースの説明を研究することが最適で
す。オンラインコースカタログは非常に役立ちます。(題名や説明から恐れる必要はありま
せん)ご自身の反応から生物医学工学者になるためのモチベーションがよくわかります。

注意深い考察の後で、答えが工学だった場合、次の質問は専攻を「生物医学工学に
するか」、または「従来の工学分野のいずれかにするか」となります。BME 学士は生物医
学に関する優れた理解を有しますが、特定の工学分野の知識に欠けます。生物医学工学を
選択する場合は、工学コースに焦点を当てた選択科目でカリキュラムを作成する方法を考
慮する必要があります。従来的な主専攻を選択する場合は、学校および職場の両方で BME 
プロジェクトに関われるように、適切なコース (分子生物学から生理学まで) を追加する最
適な方法を考慮する必要があります。両方のタイプの生物医学工学者に果たすべき役割が
あります。BME 学位がある工学者は、新製品の開発や販売において複数の領域からの情報
を総合的に扱う能力があることが特に貴重となります。従来の学位を持つ工学者は、機器
自体の設計や理解において優れています。

答えが生物学である場合は、次に、目標がいずれかの医療分野でのキャリア、ある
いは研究者または検査助手としてのキャリアなのかを検討すべきです。生物学を主専攻と
した場合は、大学院で BME プログラムに切り替えるための基本的な工学的背景を得ること
は一般的に困難です。その理由は生物学主専攻では、工学に必須である数学や物理学分野
での奥深い教育を得られないためです。 比較すると、従来の工学主専攻のほうが、十分な
生物学の知識を迅速に吸収し競争力を得ることができます。

 
 
 
 
 

 
 
 

生物工学キャ

リアへの 2 つ

の共通進路

 
 

医用生体工学
(BME)専攻

 
 
 
 
 
従来の工学分野 (電子工
学、機械工学、化学工

学など) 主専攻

基礎的な工学コース
ワーク (従来の工学
ほど多くない) に加
えて、より多くの生
物学に関連したコー

ス
 
 
 
強力な従来の工学コ
ースワークに加えて、
生物学関連の工学

 
情報の総合的な扱い

に強み

新製品の開発や販売
 

 
 
 
 
機器の設計と動作

方法の理解におけ

る強み
 
 
 
 

生物工学キャリアへの 2 つの共通進路
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生物医学工学者になるための準備ができる大学でのコースの種類は？

 
設計は、ほぼすべての生物医学および工学アクティビティにとって重要です。そし

て設計するためには、生物医学工学者には生物学、化学、生理学、数学、および工学の堅
固な基礎が必須です。生物医学工学のカリキュラムは大学により異なりますが、ほとんど
のプログラムでは生物学および生理学、生化学、有機および無機化学、一般物理学、電子
回路および装置デザイン、静力学および動力学、信号および系、生体材料、熱力学、輸送
現象、および光学的設計のコースが必要とされています。また、学生は生物医学工学の専
門分野に応じた複数の先端科学および工学コースも履修します。一般的な専門分野には生
体電子工学、生体力学、生体材料、生理系、生体信号処理、リハビリテーション工学、遠
隔治療、仮想現実、ロボット支援手術、臨床工学が含まれます。新しい専門分野には、細
胞およびヒト組織工学、神経工学、生体コンピューター、およびバイオインフォマティク
スが含まれます。多くの工学および理学コースでは、実験室での作業を組み込み、学生に
実際的な社会応用を提供しています。

理学および工学コースに加え、生物医学工学の学生は英語、テクニカルライティン
グ、倫理、人文分野 (歴史、政治学、社会学、人類学、文学など) のコースも履修する必要
があります。中にはインターンシップを得たり、外国企業での長期的な技師職を得たりし
ようと、外国語の修得を続ける学生もいます。技術管理に興味のある学生にとっては、ビ
ジネスコースも人気があります。

多くの大学では、半年間の海外留学プログラムを推進しており、その間は生物医学
工学カリキュラムの内容が他国の大学により教授されます。

 

 

生物医学工学の学生は生物医学工学の専門分野に応じた複数の先端科学および工学コースも履修し
ます。
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生物医学工学者になる訓練を受けている間に期待できる実習はどのようなものですか？

 
学部としての生物医学工学の訓練プログラムの多くでは、卒業前に学生に実社会で

の経験を積む機会が提供されています。医療機器や製薬会社での夏季インターンシップや、
学術機関や政府機関での夏季研究経験も人気があります。例えば、米国の国立衛生研究所
(NIH) や、FDA (食品医薬品局) などの規制当局の承認団体です。また、生物医学工学分野
での正式な共同トレーニングプログラムを提供している大学もあります。このプログラム
では、学生は数学期を生物医学企業または病院で働き、単位や給料を得ます。このような
実体験により学生はキャリアの選択肢を見出し、生物医学工学コミュニティでの自身の役
割をより良く定義することが可能です。すべての生物医学プログラムでは、上級設計コー
スに焦点を合わせています。学生はまず自身の工学スキルを認識し、そして実際の生物医
学的問題を解決するためにそれを利用します。

非常に多くの生物医学工学の学生が学部の実験室での研究に関与しています。低レ
ベルから初め、徐々に実験室の活動に深く関わっていきます。このような経験は将来の大
学院での研究に非常に役立ちます。MD または PhD 学位の取得を目指す学生にとっては特
に有益です。しかし、研究を望む学生のほうが研究室での学部生向け空席よりも多いので、
学生がこのようなポジションを得るには学部に積極的に申し入れる必要があります。

 

非常に多くの生物医学工学の学生が学部の実験室での研究に関与しています。低レベルから初め、
徐々に実験室の活動に深く関わっていきます。
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BME の就職市場
 

BME の就職市場はまだ小規模ですが、割合は急速に増大しています。BME 主専攻
の学生数も急速に増えています。信頼でき、情報に富んだデータを見つけることは困難で
す。米国の総労働力についは、生物医学工学を含め、カテゴリー別に詳細を示している、
米国労働統計局のオンライン情報を参照することができます。さらに、米国工学教育協会
からのオンライン情報はさまざまな工学領域での BS、MS、および PhD レベルの学位取得
者の人数を追跡しています。

BME 就職市場は BME 学位取得者にのみ開かれているわけではありません。従来の
工学分野 (生物学副専攻)、さらにそれほど多くはありませんが (工学またはコンピューター
の訓練を受けた) 生物学主専攻の多くの学生にも開かれています。BME 学士は、いくつか
の就職市場や大学院プログラムで工学学士と競合します。当然ながら、その競争の勝者は、
問題となっている就職市場やプログラムの需要により近い背景を備えている者になるでし
ょう。生物医学要素が高ければ BME が選ばれるでしょうし、特定のタイプの工学内容が高
ければ、電子または機械のような従来の領域からの技師が選ばれるでしょう。生物工学工
学者や従来の領域の工学者は、工学または設計コンテンツがあるかぎり、生物学の主専攻
よりも優位です。従来領域の工学者は生物学主専攻よりも、技術的により高度な機会と収
入を得ます。BME 主専攻はその中間です。

見方として、BME 学士を含む学士号取得工学者はさまざまなキャリアに進むことを
理解する必要があります。上記には研究 (PhD)、法律(JD)、医学(MD, RN)、およびビジネ
ス(MBA)などの高等教育が必要なものが含まれます。多くの学士号取得工学者は修士号取
得後に、設計工学の職を得ています。学士号取得工学者は製造、フィールド工学、セール
ス、およびマーケティング分野でも職を得ています。BME で少し特殊なのは、規制分野に
大きな就職市場があるということです。例えば、食品医薬品局での新製品対応の業務や、
人および動物実験用の手順の作成管理などです。非常に多くの BME 学士は、技術的知識が
非常に有利になる非設計職に就いています。しかし、BME 設計職ではしばしば、最低でも
修士号、多くの場合に博士号が必要とされています。

産業または臨床設計経験のある学生には、多くの機会があります。この種の経験は、
インターンシップ、夏季アルバイト、産業または臨床に特化した上級設計プロジェクト、
または信頼できる研究室やコンピューター経験やスキルを通じて得ることができます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業または臨床設計経験のある BME 学生に多くの機会があります



生物医学工学におけるキャリアデザイン
 
 
 
生物医学工学の主要な領域は何ですか？

 
説明を読み進むにつれて、生物医学工学の領域内でのかなりの重複に気付くでしょ

う。分野横断的な技術には診断機器、イメージングおよび計算があります。生体分子技術
は領域がますます増殖しています。これは、生物工学が急速に発展し活発な分野である兆
候です。

 
実践的応用

 
臨床工学は工学および管理技術を医療技術に適用することで患者の治療を支援し、促進
します。臨床技師が病院を拠点とする場合は、そこでの責任は病院の医療機器システム
の管理、すべての医療機器が安全かつ有効であることの確認、さらに医師と協働し医師
と病院の特定のニーズを満たすために器具類を適応させること、などです。産業を拠点
とする場合は、臨床技師は製品設計から販売やサポートまでの医療製品開発に関わり、
新製品が医療の実践の場の要望を確実に満たすようにします。

 
リハビリテーション工学は、障害のある人の生活の質を改善するための科学および技術
の応用です。これには、従来の方法ではコミュニケーションできない人に対するコミュ
ニケーションシステムの増強や代替品の設計、コンピューターを障害者により使いやす
くすること、車椅子用の新規材料や設計の開発、さらにはパラリンピックランナー用の
義足の作成などが含まれます。

 
生理学から始める

 
神経系工学：この新興する学際的な分野は、脳および神経系の研究に関与します。これ
は、失われた感覚および運動機能の置換または回復 (例えば、部分的に視野を回復する
ための網膜移植、患者を補助して立たせるための麻痺した筋肉の電気刺激など)、神経
系の複雑性の研究、神経学ロボットの開発 (脳内の運動皮質からの信号により制御され
るロボットアーム) および神経電子 (脳内埋め込み可能な高処理能力の超小型電子技術)
などの領域を網羅します。診断機器も含まれます。

 
心臓生物工学：心臓疾患は、工業化社会における最も重大な健康問題です。心臓生物工
学はイメージング、定量システム分析、分子およびナノテクノロジーを用いて、心臓血
管系の理解を促進し、問題を診断します。タンパク質はどのようにして、内皮の力学的
シグナル伝達を制御するために作用するのでしょうか？微小血管は環境的ストレスにど
のように適応するのでしょうか？新しい薬物送達および血管イメージング技術は、心臓
発作後に起こっていることを分子レベルで理解するためにどのように利用されるのでし
ょうか？上記のような課題が、この将来性ある予防や治療のための医学で研究されてい
ます。この領域は細胞以下のレベルから組織レベルにわたり、他の多くの領域を伴いま
す。

 
生理系モデリング：近年改良された医療診断技術や革新的な治療の多くは、生理系モデ
リングのたまものです。この分野では、生体組織の機能のより良い理解を得るために生
理系過程のモデル (例えば、四肢の動きの制御、代謝の生化学) が開発されます。モデ
リングは、トレーニング目的で診断装置や患者のシミュレーターにも組み込まれます。



生物医学工学におけるキャリアデザイン
 
 
 
生物医学工学の主要な領域は何ですか？

 
エレクトロニクス技術と器具類

 
器具類、センサー、測定には、生体信号を測定するために使用される機器やシステムの
ハードウェアおよびソフトウェア設計が伴います。これは、対象の生体信号を取得でき
るセンサーの開発から、以後の研究に使用するために増幅手法を適用し信号をフィルタ
ーすること、信号の質を落とす恐れのある干渉源に対処すること、X 線装置または心臓
モニターシステムなどの完全な装置システムを構築すること、などにわたります。

 
生体信号処理では、診断および治療目的で生体信号からの有益な情報の抽出に関与しま
す。これはつまり、心臓信号を研究して患者に突然心臓死の可能性があるかどうかを判
断する研究、背景ノイズに対処できる会話認識システムの開発、またはコンピューター
の制御に使用可能な脳信号機能の検出などを意味します。

 
生体医療画像および信号

 
イメージングおよび画像処理：X 線、超音波、磁気共鳴映像法(MRI)、コンピューター
断層撮影(CT)、核医学、および顕微鏡法は人体の中を「見る」ことを可能にするイメー
ジング手法です。この領域の業務には、低価格の画像取得システムの開発、画像処理ア
ルゴリズムの開発、画像/ビデオ圧縮アルゴリズムおよび基準の開発、さらに最新のマ
ルチメディアコンピューターシステムの生体医療への適用が含まれています。

 
放射線学とは、X 線、磁気共鳴映像法における磁場、および超音波などの放射性物質、
などを使用して人体、組織、および構造の画像を作成することです。これらの画像は疾
患の診断および治療や、低侵襲の画像による手術を行う際に医師をガイドするために使
用されます。

 
分子生物学とコンピューターとの出会い

 
医療および健康情報は、すべての生物医学工学領域の中で最大かつ最も急速に成長して
いる領域のひとつで、医学および生物学に関連するデータの収集と分析のためにコンピ
ューターツールを開発し使用します。バイオインフォマティクスの業務には、何百万も
のエントリーを含む遺伝子配列のデータベースを管理し、検索するための高度な技術の
利用が含まれます。その他の活動としては、画像の自動分析、患者記録のデータベース
をマイニングして疾患と治療の関係の推論、ハンドヘルドの無線診断機器などからのデ
ータの安全な管理などがあります。

 
バイオインフォマティクス (ゲノミクスを含む) とは組織内に存在する一連の全 DNA で
あるゲノムのマッピング、配列決定、および分析です。正常な状態、疾患のある状態で
遺伝子がどのように機能するかについての完全な理解は、疾患の検出、診断、処置の向
上に繋がります。

 
プロテオミクスとは、生物学的な系により生成されるすべてのタンパク質の総体である
プロテオームの研究です。プロテオミクスの進歩には新しい細胞過程の発見を含み、そ
れによりどのように感染が人体で発生するかを説明できます。これは、感染症の新しい
治療につながる進歩です。さらに、上記進歩は卵巣がんの早期診断に役立つ血中のタン
パク質パターンを検出する手法の発見に繋がりました。プロテオミクス分野の業務には、
タンパク質レベルの正確かつ迅速な測定をもたらすハードウェア機器の開発もあります。



生物医学工学におけるキャリアデザイン
 
 
 
生物医学工学の主要な領域は何ですか？

 
医学とコンピューターとの出会い

 
生体臨床医学における情報テクノロジーは、多様な範囲の応用や技術を網羅しています。
仮想現実の医療アプリケーションでの利用 (例えば、診断手順)、無線およびモバイル技
術のヘルスケア場面での応用、診断を手助けする人工知能、ヘルスケア情報をウェブで
利用可能にする際に生じるセキュリティ課題への対処などです。

 
「通信医療」または「e-治療」とも呼ばれる遠隔治療は、遠隔地にいる患者の評価、診
断、および治療のために、電子医療データの一箇所から他箇所への転送を伴うものです。
これには通常、「接続状態の」医療機器、高度な通信技術、ビデオ会議システム、ネッ
トワークにつながっているコンピューターが必要です。遠隔治療はまた、健康関連の通
信教育における上記技術の使用を意味する場合もあります。

 
力学と生物学および医学との出会い

 
生体力学は生物学に適用される力学です。これには動き、材料変形、流体の研究が含ま
れます。例えば、血流内の流体力学の研究は人工心臓の開発に寄与し、関節力学の理解
は義肢の設計に役立ちます。整形外科の生体力学および材料は主要な産業であり、生物
医学工学で最も成功している領域のひとつです。

 
手術用ロボットは、医療チームを手術の計画および実施の両面で、対話形式で支援する
ための、ロボットや画像処理システムの使用を含んでいます。このような新しい技術は、
切開部分の小型化、外傷の低減、向上した精度により手術の副作用を最小化すると同時
に費用も下げることが可能です。

 
材料の小型化

 
BioMEMS は MEMS (マイクロマシン技術) の領域で、機械的要素、センサー、作動装
置、エレクトロニクスをシリコンチップ上に統合します。BioMEMS は、医学および生
物学に応用された MEMS です。BioMEMS の例としては、身体に装着する無線センサ
ー、安価な使い捨て診断チップ、分子生物学に必要な棚いっぱいの機器を小型化した高
度なデバイスなどがあります。手術を行うマイクロロボットはまだ少し先の話ですが、
薬剤を放出する小型の移植可能機器は、消化管の癌検出用の飲み込める小型カメラと同
様に使われ始めています。

 
マイクロおよびナノテクノロジー：マイクロテクノロジーは、マイクロメートル (ミリ
メートルの 1/1000、または髪の毛の直径の約 1/50) 単位での機器の開発と使用を伴いま
す。一方、ナノテクノロジーにはナノメートル (髪の毛の直径の 1/50,000、または水素
原子の直径の 10 倍) の機器を伴います。これらの分野には、外科医が不健康な組織だ
けを切除するように手助けする方法としての、変化する組織特性を特定できる顕微鏡力
センサー、および医師による心臓発作の早期かつ迅速な診断を支援可能にするための、
心臓タンパク質レベルで曲がるナノメートル長の片持ちビームの開発があります。この
分野は MEMS および BioMEMS と密接に関連しており、しばしば重複します。

 
生体材料とは、生体組織との接触が必須な機器またはインプラントに使用するために加
工された物質です。この分野の進歩の例としては、人工関節インプラントにおいて共通
の感染に対抗するコーティング、制御された薬物送達を支援可能な材料、組織や臓器の
再生を支える「足場」の開発があります。



生物医学工学におけるキャリアデザイン
 
 
 
生物医学工学の主要な領域は何ですか？

 
化学技術工学アプローチ

 
バイオ技術は一連の強力なツールで、生命体 (または組織の一部) を活用して製品を作
成または修正、植物または動物を改良、特定用途のために微生物を開発することです。
初期のバイオ技術の取り組みとしては、従来の動物および植物の育成技術、さらにパン、
ビール、ワイン、チーズなどを作るための酵母の利用などが上げられます。現在のバイ
オ技術は、組み換え DNA、細胞融合、新規バイオプロセス技術の産業利用を伴い、そ
れら全ては人体の遺伝的欠陥の修正にも役立ちます。また、生命体の手助けによる有害
汚染物質の分解を意味するバイオレメディエーションも伴います。

 
薬物送達は化合物の、治療が適用されている箇所までの送達に作用します。これは画像
造影剤の選択的な標的化を含む、さまざまな遺伝的および核酸治療技術に関連する場合
があります。この領域での仕事は、患者に対する薬物の効果を予測する際に非常に役立
ちます。

 
バイオ燃料の研究は、ガソリンに代わる再生可能な燃料の探求です。例えば、酵母での
イソブタノールの生成を劇的に増加させる方法を発見した化学工学者と生物学者がいま
す。このようなアプローチは、これまでにない有益な化学物質を生成する可能性があり、
そうなれば社会にとって非常に有益です。バイオ燃料生成向けの藻やバクテリアの生物
工学を研究している生物工学者もいます。

 
工学に近づく生物学
以下の分野は未だに初期段階ではありますが、将来的な成長の可能性は高いとされています。

 
ヒト組織工学は結合組織や臓器全体の新生に関する研究で、人体に非常に有益です。こ
れらの新しい組織や臓器は、ヒト本来の組織のわずかなサンプルから、あとで溶解して
しまう足場の上に置いて生成されます。これらの組織や臓器が成長し、元のドナーに再
移植されても、新しい組織や臓器は拒絶反応を防止する薬剤を必要としません。この技
術は軟骨や骨の修復、さらに皮膚外傷の治療に特に有益です。

 
細胞および分子生体力学は、細胞を支える遺伝子やタンパク質などの生分子の機械特性
についての研究と作業を伴います。これらすべては組織と臓器のより良い理解を得るた
めに行われています。細胞はどのように機械力を感じますか？このような力は、細胞の
成長、移動、遺伝子の発現など、さまざまな重要な結果にどのように影響しますか？機
械的刺激により予期しないシグナルカスケードを引き起こしたり、さらには細胞の表現
型を変化させたりする場合もあります。このような要因の理解は、多くの重要な大発見
を支える場合があります。

 
遺伝子工学と合成生物学：遺伝子工学とは、生命体の遺伝子の変更に関与します。この
アプローチでは例えば、アメリカグリの遺伝子構造を若干変更することで 1900 年代中
頃に森全体を絶滅させたクリ胴枯れ病にも耐えることが可能になります。合成生物学は、
遺伝子工学を一歩進めたものです。DNA の小さな断片ではなく、例えば、標準加工パ
ーツがパーツビン (置場) から取り出せるように、ライブラリから取り出し可能な標準
モジュールとしてプラスミドや染色体全体を合成します。



生物医学工学におけるキャリアデザイン
 
 
 
生物医学工学プログラムについての情報はどこで入手できますか？

 
生物医学工学の学位プログラムについてのより詳細な情報は、高校の進路指導担当、

地域図書館、インターネットで検索できます。ほぼすべての大学では、プログラム説明、
カリキュラム要件、入学要件をウェブページで公開しています。さらに、多くのプログラ
ムではオンラインで申込書を提供しています。また以下のサイトでも生物医学工学のプロ
グラム情報を閲覧可能です。www.embs.org (ウェブサイトを参照して楽しんでください！)。
National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering と その ウ ェ ブサ イ ト
(www.nibib.nih.gov) さらに、労働省の American Institute for Medical & Biological Engineers、
および O'Net (www.onetonline.org)にも有益な情報があります。IEEE PULSE は IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society の機関紙であり、 IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering などの定期刊行物も非常に役立ちます。さらに、 Introduction to 
Biomedical Engineering、Career Development in Bioengineering and Biotechnology、
Medical Instrumentation: Application and Design 、 お よ び Biomedical Engineering 
Handbook Series などの本も有益です。

生物医学工学分野は、世界中の人々の生活を改善するために協力している多くの組
織の貢献を享受しています。上記団体には IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society (IEEE-EMBS)、Biomedical Engineering Society (BMES)、European Alliance for 
Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES)、およびすべての Biomedical 
Engineering Society を傘下に収め、世界的な組織の International Federation for Medical 
and Biological Engineering (IFMBE) などが含まれます。お住まいの地域に関わらず、生物
医学工学の組織を見つけ、ご自身の目標に到達するための支援を得ることができます。

団体に入会してキャリアを前進させます 
 

専門的な団体は、人々が専門的なキャリアを築くための手助けに非常に積極的です。
学生、特に学部課程の学生は、職能集団の学生支部レベルを探して参加するべきです。生
物工学に興味がある場合は、Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)、
Biomedical Engineering Society (BMES)、Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) 、 Materials Research Society (MRS) 、 Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society (TERMIS)などの協会や、生物工学に関連のある学生、研究
者、専門家を支援する多くの協会への参加を検討するのも良いでしょう。

本冊子の執筆者達は EMBS と提携しています。EMBS は駆け出しの生物医学工学工
学者に最も役立つ出版物である「IEEE PULSE」を含む多様な幅広い領域で素晴らしい活
動をしています。Pulse の記事は、「年齢を問わず学生全般」に訴えるように編集されてい
ながらも、グローバルな観点を含む、最先端の生物医学工学や現在の医療課題を網羅して
います。

EMBS は世界最古かつ最大の、最もグローバルな生物医学工学専門家の団体です。
IEEE PULSE の出版以外にも、この団体は基礎工学や先端技術の医学や生物学への応用を
進め、専門性を促進し、知識を広め、基準を設定し、専門家を育成し、卓越性を評価する
ことで会員と人類の利益のためにグローバルなリーダーシップを提供しています。包括的
なサービスを提供する専門的な団体で、世界中の生物医学工学コミュニティに雑誌、定期
刊行物、会議、およびサマースクールを提供しています。

ご興味があればぜひ EMBS に入会してください。ぜひとも一つの専門家団体には
関わってください。

http://www.embs.org/
http://www.nibib.nih.gov/
http://www.onetonline.org/
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IEEE Engineering in Medicine and Biology Society は基礎工学や先端技術の医学や生
物学への応用を進め、専門性を促進し、知識を広め、基準を設定し、専門家を育成し、卓越
性を評価することで会員と人類の利益のためにグローバルなリーダーシップを提供していま
す。

 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society の対象分野は、生物学や医学にお

いて物理学やエンジニアリング科学のコンセプトやメソッドを応用することです。これは定
式化された数学理論から、実験科学や技術開発、さらに実践的な臨床応用にわたる非常に幅
広い範囲を網羅します。これには科学的、技術的、教育的な活動のサポートも含まれます。

 
出版物

 
IEEE PULSE
Journal of Biomedical Health Informatics
Journal of Translational Engineering in Health and Medicine
Reviews in Biomedical Engineering
Transactions on Biomedical Engineering
Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering
Transactions on Medical Imaging
Transactions on NanoBioscience
Transactions on Computational Biology and Bioinformatics

 

電子出版製品

Biomedical Essentials
EMBS Electronic Resource

 
 
会議

 
IEEE Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
IEEE EMBS Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Microtechnologies in Medicine and Biology 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Cellular, Molecular and Tissue Engineering 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Neural Engineering
International Symposium on Biomedical Imaging
International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics

 
 
サマースクール

 
International Summer School on Biomedical Imaging
International Summer School on Biomedical Signal Processing 
International Summer School on Biocomplexity
International Summer School on Medical Devices and Biosensors
International Summer School on Applications of Information & Communication 
Technology in Biomedicine

 
 
 

www.embs.org

http://www.embs.org/
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Engineering in Medicine & Biology
 

EMBS 事務局
445 Hoes Lane

Piscataway, NJ 08854 USA
 

電話：+1 732 981 2433
ファックス：+1 732 465 6435

電子メール：emb-exec@ieee.org 
www.embs.org 

www.students.embs.org
 

EMBS は本書の作成にご協力くださったみなさまにお礼
申しあげます。

 
Faustina Hwang 
Robert Kovacs 
James Macor 

Barbara Oakley 
Kris Ropella 

Bruce Wheeler
Scott Woodhouse

Steve Wright
 

掲載写真の使用を許可してくださったみなさま。

http://www.embs.org/
mailto:emb-exec@ieee.org
mailto:emb-exec@ieee.org
http://www.embs.org/
http://www.students.embs.org/
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EMBS は世界最古かつ最大の、最もグローバルな生物医学工学
専門家の団体です。PULSE の出版以外にも、この団体は基礎
工学や先端技術の医学や生物学への応用を進め、専門性を促進
し、知識を広め、基準を設定し、専門家を育成し、卓越性を評
価することで会員と人類の利益のためにグローバルなリーダー
シップを提供しています。包括的なサービスを提供する専門的
な団体で、世界中の生物医学工学コミュニティに雑誌、定期刊
行物、会議、およびサマースクールを提供しています。

 
ご興味があればぜひ EMBS に入会してください。ぜひとも一

つの専門家団体には関わってください。
 
 

www.embs.org

http://www.embs.org/

