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医薬工 3 大学包括連携に期待する	 

	 

東京医科大学学長	 臼井正彦	 

	 

	 

医薬工学系の 3 大学、すなわち、東京医科大学、東京薬科大
学、工学院大学の 3 校はもともと新宿区にあった単科大学であ
り、現在はそれぞれが多摩地域にキャンパスを持っています。こ

のような環境を背景に、教育・研究・医療において包括連携協定

を結び、各大学の特徴を生かしながら 22世紀に向けて大学力を
高めていくことは大変意義深いことであると考えています。特に、

医療と防災・減災の側面から社会と地域に貢献出来る活動を展開

することは、重要な課題であり、また果たさなければならない役

割であると考えています。 
医学・医療の分野は 21世紀に入り大きく変貌を遂げています。分子標的薬をはじめ生物製
剤の開発、また人工臓器や医療用ロボット等における技術開発の進歩は目覚ましく、このよう

な医療の分野においての、薬学および理工学の知識や技術力との連携は非常に重要になってき

ています。つまり、バイオサイエンスの分野での新たな発展の為には、医・薬・工の連携が必

要不可欠といえます。 
また、大都市東京の災害拠点病院を目指す東京医科大学をはじめ、3大学はその立地からも、
副都心における防災や、今回のような大地震発生時の対応を常に視野に入れておかなければな

りません。まずは、災害発生時における 3大学間の連携をシュミレーションし、いざという時
に充分に機能する体制を構築しておくこと、そして、医療的・工学的活動を通じて、被害の拡

大を最小限にくい止め、地域住民はじめ国民の安全を守るための活動や研究を進めていくこと

が必要です。具体的には、理工学の分野では、大地震に耐えうる住居・建築物の設計および災

害発生時の安全なライフラインシステムの構築、医薬の分野では、大災害に対応する医療用医

薬品の開発や人的ケアシステムの構築などが挙げられます。 
このような時代背景に基づき、3大学間の連携による学生教育・研究活動を深める取り組み
が必要であり、学生や教職員の相互交流を通して次世代に向けた最先端医療を担う人材の育成

や、放射能に関連する防災・減災の研究開発に励む研究者を育成することも重要な任務と捉え

ています。 
この包括連携が患者に優しい医薬品・医療材料・医療器具の開発、また患者が住みやすい安

全な都市の開発を進め、さらには防災・減災への取り組みと連結させることによって、安心で

安全な都市そして社会の実現に寄与することを大いに期待しています。



 第一回医薬工 3 大学包括連携推進シンポジウムに期待する 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 工学院大学学長	 水野明哲	 

	 

	 

昨年9月 17 日に、3大学包括連携協定の調印式・記者発表が行

われスタートした3大学の包括連携が、この度、第一回医薬工3大

学包括連携推進シンポジウムの開催に至りましたことは真に喜ば

しく、関係各位のご協力に心から感謝申し上げます。ご存知のよう

に本学と東京医科大学とは、災害医療の研究や新宿副都心の防災・

避難訓練の合同参加などの実績や、東京医科大学病院再開発計画に

関する本学の建築学科教員との繋がりがありましたが、東京医科大

学の姉妹校である東京薬科大学にも参加して頂く医薬工の連携が

臼井学長から提案されました。このような背景の下で本協定は締結

され、単科系の私立大学として長い歴史と高い実績を持つ3大学が

医薬工連携を積極的に推進するもので、国内でも例の少ない先進的な大学間連携です。3大学

の特長を活かした医学、薬学および工学の連携による広範な教育・研究を共同で進めていくこ

とに大きな期待が寄せられています。	 

今回企画された第一回のシンポジウムでは、テーマを「医学薬学工学の連携で広がる新しい

世界」と題して3件の特別講演と、相互の連携を開始する手がかりとして3大学から十数件の

ポスター発表が準備されていると聞きます。本学では総合研究所に生体医工学研究センターが

設置されており、工学的アプローチによる医学分野への最新技術の適用を研究しています。ま

た化学系学科には医薬食品コースが設置され、医薬品合成、生命科学、細胞工学、生体材料関

連の研究が多く行われております。さらに情報系・電気系学科においては認知情報学・手話情

報学研究などがあり、災害医療における建築学系の研究も連携可能な分野でしょう。ナノテク

技術や高度な解析機器を駆使することも最先端研究には必要ですが、本学にはその道の第一人

者達がいます。このように、あらゆる工学の分野で医療・薬学に関連する研究が遂行されてい

るのです。	 

本シンポジウムによって3大学がそれぞれの連携可能な分野への理解を深め、より高度な医

薬工連携を構築し、相乗効果を発揮することが望まれます。このようなシンポジウムを今後も

継続的に開催することで、より多くの連携や共同研究が展開し、広く社会に貢献する成果を発

信できることを確信しております。	 

	  
  



医薬工 3 大学包括連携に期待する	 

	 

	 	 	 東京薬科大学学長	 笹津備規	 

	 

	 本年（2011年）4月から、東京薬科大学の学長に就任いたしま

した笹津備規（ささつまさのり）でございます。私は、東京薬科

大学の出身で、専門は病原微生物学、化学療法学です。主に、黄

色ブドウ球菌やヘリコバクター・ピロリという細菌の薬剤耐性遺

伝子の研究をしてまいりました。しかし、最近10年間は、研究

よりも薬剤師教育の専門家といわれるようになってしまいまし

た。6年制薬剤師養成のための、モデル・コアカリキュラムの作

成、薬学共用試験センターの立ち上げと運営、薬学教育6年制に

対応した国家試験の円滑な実施のための研究責任者などをやっ

てまいりました。2012年3月には、最初の新薬剤師国家試験が実施されます。	 

本学と東京医科大学との交流は、1981 年の本学と東京医科大学八王子医療センターとの医

薬提携より始まりました。同年には、八王子医療センターにおける本学医療薬学専攻修士課程

特別実習I、IIが開始され、特別実習Iは薬剤部での1ヶ月間実習を、また特別実習IIは合

計11診療科における4ヶ月間のラウンド実習を主体としたものでした。1987年には、本学と

東京医科大学病院との医薬提携が成立し、同病院においても上記の特別実習I、IIが行われる

ようになりました。そして1992年7月17日、両校は医学と薬学に関する教育・研究の情報交

換を行い刊行物などの成果を交換すること、および教育・研究の振興と交流をはかり医学なら

びに薬学の発展に資することを目的として、「姉妹校締結」をいたしました。姉妹校関係に基

づく両校の連携は、本学医療薬学専攻修士課程特別実習、本学薬学部学生の病院実務実習、大

学院および学部教育における講師交換、合同研究会の開催、共同研究の実施と学会・論文発表

など、多岐にわたっております。本学教員や学生と東京医大の医師および薬剤師との共著で発

表した論文は約200報を数えております。2009年には、両校間の教育･研究のより一層の充実

をめざす連携協議会が発足し、現在連携大学院設立に向けた具体的な活動が行われております。	 

	 昨年、東京医科大学の臼井学長から、東京医科大学は工学院大学と「包括連携協定」を結ぶ

ことになった。姉妹校である東京薬科大学も連携協定に加わらないかというお誘いをいただき、

2010 年 9 月 17 日に、「医薬工 3 大学包括連携協定」が結ばれました。これまでの、医薬連携

に加え、工学の研究体系が最新医療の発展に、今や不可欠となっております。薬学と工学が関

連ある分野としては、医療に用いられる高分子ポリマーの開発、新しい化合物の合成と応用、

ドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）の研究、臓器・組織の再生や保存に有用な管理システ

ムや保存培養液の開発、検査用の医療機器や新しい検査薬の開発、新しい化合物の合成と医療

への応用など、多岐にわたる研究領域があげられます。工学院大学との3大学連携を果たすこ

とにより、医療関係の幅広い分野において、疾病の新しい診断法や治療法あるいは創薬などの

研究を、基礎から臨床まで系統的に推進することが考えられます。このような医薬工の連携の

推進は、新しい発想のもとに人類の健康と福祉に貢献する、これまでにない医療研究分野を切

り開くものと期待されます。	 



	 

三大学包括連携協定締結の経緯について	 

東京医科大学学長	 臼井正彦	 

	 

平成22年9月17日に東京薬科大学、工学院大学、東京医科大学の3大学が包括的連携協定

を締結し、今後3大学間で教育、研究、学術等に関する連携と交流を深め大学力の向上を図る

とともに3大学の総合力を構築し、社会に貢献することを目指すこととなりました。	 

今回の包括連携締結の経緯については、もともと3大学は東京都新宿区で発展してきた大学

であり、現在では新宿から八王子に移転したところもありますが、新宿という発祥の土地が共

通していたことが連携を結ぶ要因の一つとなっています。また、3大学は医学、薬学、工学と

いった異なった分野の単科大学であり、それぞれの専門分野以外の機関との連携を図ることを

望んできました。そして、東京医科大学と東京薬科大学とは平成4年以来、すでに姉妹校の締

結を取り交わし、教育や研究の分野で連携が作られ、実際に教育における実習や研究会並びに

大学院での研究指導などが実践されてきました。	 

東京医科大学と工学院大学とは｢災害工学と医療｣という観点から災害救助活動訓練を平成

20 年以降、毎年共同開催しており、防災や減災の分野での実績がありました。このような折

に、東京医科大学の西新宿キャンパスにおいて新病院建設計画が立ち上がったことに関連して、

平成 21 年から工学院大学の建築学科のご指導を仰ぐことになり、同校との関係が深まりまし

た。この段階から工学院大学との連携を実現させる方向性が伊東洋前東京医科大学理事長によ

って示され調印の段階まで進んでいましたが、ここ数年続いた東京医科大学の諸事情により実

現には至らない状況にありました。	 

平成22年の 6月ごろからは工学院大学の建築学科教員2名が正式にアドバイザーとして参

加することが決まり、これをきっかけとして3大学間での包括連携協定を結ぼうという機運が

高まり、実現に向けた実務者協議が重ねられ合意に至りました。そして平成22年9月17日に

締結調印式が行われる運びとなり、3大学間の連携事業が実現することになりました。	 

 
平成 22 年 9 月 17 日	 三大学包括連携協定締結式	 

	 

	 

	 

左より、長坂東京薬科大学前

学長、臼井東京医科大学学長、

水野工学院大学学長	 

	 	 



第一回医薬工 3 大学包括連携推進シンポジウム	 

	 

	 

	 工学院大学新宿キャンパス３F アーバンテックホール	 

	 平成２３年７月９日（土）午後１時~午後５時	 

• JR「新宿駅」下車、西口より徒歩5分	 

• 京王線、小田急線、地下鉄各線「新宿駅」下車、徒歩5分	 
• 都営大江戸線「都庁前駅」下車、徒歩3分	 

• 西武新宿線「西武新宿駅」下車、徒歩10分	 

	 	 

医学薬学工学の連携で広がる新しい世界 

工学院大学創立 125 周年記念講演会	 



特別講演	 

	 

昆虫に学ぶマイクロシステム	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 工学院大学工学部機械システム工学科	 鈴木	 健司	 

要旨：本講演では、昆虫の羽ばたき飛翔、壁面歩行、水面移動などを模倣した小型移動ロボッ

トや、昆虫の表面機能に学んだ水滴制御デバイスなどを紹介する。昆虫は４億年前に誕生し、

地球上のあらゆる環境に適応し繁栄してきた。昆虫の構造や機能は永年の進化の過程を経て最

適化されていると考えられ、小さい機械を設計する上で学ぶべき点が多い。昆虫は、羽ばたき

によって空中を飛翔し、壁や天井を自由に歩き回ることもできる。水生昆虫であるアメンボは、

表面張力を利用して水面上を自由に移動することができる。これらは小さい昆虫ならではの運

動機能であり、細毛などの表面の微細構造が運動に深く関わっていることが知られている。こ

れらの運動機能をロボットにより再現するため、マイクロ加工技術を利用して、表面に微小な

凹凸構造などを加工し、撥水や付着などの機能を実現した。また、薄い金属板にロボットを展

開した形状を加工し、折り紙のように折り曲げて本体を組み立てることにより、ロボットの小

型化、集積化を実現し、羽ばたき飛翔、壁面歩行、水面移動などを自立的に行うロボットを開

発した。一方、水滴制御デバイスは、昆虫の翅や脚などにみられる撥水性表面を応用したもの

であり、基板上で直径1mm程度の水滴の生成、移動、分離、混合などが可能である。以上のロ

ボットやデバイスは、将来は医療分野への応用も期待されており、今後の展望についても考察

する。	 

	 

	 

ヒトを知るためのロボット研究	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 工学院大学工学部機械システム工学科	 高信	 英明	 

	 医薬工連携の具体例として、ロボット研究を進めている。本講演では、下記のロボットを中

心に紹介する。	 

歯科患者ロボット：現在の歯科実習では、実習用ファントムと呼ばれる簡単な構造・機能の頭

部および歯列からなる静的モデルを用いている。しかし、実際の患者は開閉口など様々な動作

を治療中に行う。そこで、よりヒトに近い動的なモデル、すなわち全身型歯科患者ロボットを

研究している。	 

脳外科手術用マスタ・マニピュレータ：現在、治療の低侵襲化は大きな流れとなっているが、

低侵襲手術が適用できる症例は限られているのが現状である。そこで、本研究では脳神経外科

手術において術中における「空間」を確保することを目的としている。	 

成長するヒューマノイドロボット：「周辺の環境に適応して変形するロボット」や「強化学習

によるソフトウェア的成長を行うロボット」の研究は行われている。しかし、ヒトの幼児から

成人へという身体の成長のように、ハードウェア的に成長する変形機構を持つロボットは極め

て少ない。そこで本研究では、胴体・腕・足を伸縮させることで幼児・成人に対応した体型の

変化を可能にし、擬似的に成長を行うヒューマノイドロボットの研究を目的としている。	 

	 	 



	 

日本におけるロボット支援手術の現状と将来展望	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京医科大学泌尿器科	 ○堀口	 裕、吉岡	 邦彦、橘	 政昭	 

	 

	 ロボット支援手術は、2000 年に daVinciTM	 surgical	 system が米国 FDA の認可を得て以来、

世界中で積極的に導入されている革新的な手術である。その特徴である 3D 画像とロボット鉗

子を操作感のよさにより、ロボット手術への移行は容易である。また低浸襲手術として開放手

術の欠点も克服した。日本ではその普及が大幅に遅れているが、2008 年に先進医療の承認を

受け、今後の展開が期待される。	 
	 

	 

	 

ポスター発表	 
	 

・E3 ユビキチンリガーゼ	 シノビオリンによる線維化の分子メカニズム	 

	 東京医大・医	 

	 ○荒谷	 聡子、西岡	 久寿樹、中島	 利博	 

	 

・TDP-43 による神経細胞死のメカニズム	 

	 東京医大・医	 

	 ○鈴木	 宏昌、松岡	 正明	 

	 	 

・アントシアニジンによる脂肪分化抑制	 
	 １東京医大・医、2東京薬大・薬	 

	 ○田中	 理英子1、田中	 正視1、豊田	 裕夫2、黒田	 雅彦1	 

	 	 	 	 	 

・miRNA は消化器癌のマーカーになりえるか？	 

	 東京医大・医	 

	 ○土田	 明彦、松土	 尊映、新後閑	 正敏、永川	 裕一、和田	 建彦、粕谷	 和彦、	 

	 	 青木	 達哉、黒田	 雅彦	 

	 

・Hedgehog 阻害剤(LDE225)による Ph 陽性白血病微少残存病変の制御	 

	 東京医大・医	 

	 ○田内	 哲三、岡部	 聖一、片桐	 誠一郎、大屋敷	 一馬	 

	 

・ロボットシステムを用いた生体関節バイオメカニクスの研究	 
	 1首都大東京、2工学院大・総研、3札幌医大、4阪大・医	 

	 ○藤江	 裕道1,2、八木	 仁志2、大坪	 英則3、前	 達男4、中田	 研4、史野	 根生4	 

	 

	 



	 

・間葉系幹細胞を用いた組織再生工学:ナノ・マイクロ加工技術の応用	 
	 1首都大東京、2工学院大・総研、3阪大・医	 

	 ○藤江	 裕道1,2、大家	 渓2、小野	 幸子2、青村	 茂1、諸貫	 信行1、中村	 憲正3	 

	 

・電子線トモグラフィーと画像処理による３次元微細構造解析	 

	 工学院大・情報	 

	 ○馬場	 則男	 

	 

・硬組織への使用を想定した TiO2薄膜付与 Ni-Ti 合金の細胞適合性評価	 

	 工学院大・工	 

	 ○鎌形	 龍太、大家	 渓、木村	 雄二	 

	 

・人工股関節への使用を目的としたβ-Ti 合金の摩耗特性評価	 

	 工学院大・工	 

	 ○関口	 裕介、木村	 雄二	 

	 

・人工透析の血液回路におけるチューブの強度評価及びダイアライザーの性能評価	 

	 工学院大・工	 

	 ○石橋	 康正、木村	 雄二	 

	 

・孔径の異なるチタン多孔体の血液適合性の差異	 
	 1工学院大・総研、2工学院大・工	 

	 ○大家	 渓1、箕浦	 祐貴１、木村	 雄二2	 

	 

・ヒトの病気とキチン・キチナーゼ：マウスでのキチナーゼ遺伝子の発現制御	 

	 工学院大・工	 

	 ○小山	 文隆、大野	 美紗、津田	 京子、坂口	 政吉、菅原	 康里	 

	 

・チタン多孔体の硬組織適合性に及ぼす生体活性化処理の効果	 

	 工学院大・工	 

	 ○阿相	 英孝、小野	 幸子	 

	 

・血管新生を制御する化合物の合成研究	 

	 工学院大・工	 

	 ○安井	 英子、南雲	 紳史	 

	 

・医化学定量分析法の開発研究	 

	 東京薬大・薬	 

	 ○袴田	 秀樹、小谷	 明、高橋	 浩司、楠	 文代	 	 

	 



	 

・核酸薬/細胞質感受性ペプチドベクターナノ粒子による疾患治療	 

	 東京薬大・薬	 

	 ○金沢	 貴憲、田中	 晃、高島	 由季	 	 

	 

・培養ヒト乳癌組織が放出する免疫かく乱物質の研究	 

	 1東京薬大・薬、2癌研有明病院	 

	 ○平野	 俊彦1、田所	 弘子1、清海	 杏奈1、原	 幸稔1、蒔田	 益次郎2	 

	 	 

・生命をむさぼる脈管系の暴走：血管研究の新展開	 	 

	 東京薬大・生命	 

	 ○伊東	 史子、佐藤	 健吾、渡部	 琢也	 

	 

・光合成を行う微生物の利用とその生理学	 

	 東京薬大・生命	 

	 ○都筑	 幹夫、藤原	 祥子	 


