
2018/2/6
東北大学大学院医工学研究科

時間 時間

2/8
（木）

学籍番号 氏名 論文題目
審査委員

（○印は主査）
2/8

（木）
学籍番号 氏名 論文題目

審査委員
（○印は主査）

9:05～9:35 B6WM1017
ｼﾓｶﾜ　ｹﾝｼﾞ
下川　賢士

三次元積層人工網膜チップ
の高機能化に関する研究

○教　授　田中　徹
　教　授　田中　真美
　教　授　西澤　松彦
　准教授　福島　誉史
　（工学研究科）

9:05～9:35

9:40～10:10 B5WM9003
ﾄｳ　ｼｭｼﾝ
菫　守晨

走査型触診センサの高感度
化に関する研究

○教　授　田中　真美
　教　授　田中　徹
　教　授　太田　信
　准教授　奥山　武志
　（工学研究科）

9:40～10:10

10:20～10:50 B6WM1023
ﾉ　ﾋｮﾝﾀｸ
盧　亨鐸

生体軟組織に対する粘弾性
評価システムに関する研究

○教　授　田中　真美
　教　授　出江　紳一
　教　授　太田　信
　准教授　奥山　武志
　（工学研究科）

10:20～10:50

10:55～11:25 B6WM1030
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼﾝﾔ
渡邉　慎也

接触面積に着目した硬軟感
知覚メカニズムの解明に関
する研究

○教　授　田中　真美
　教　授　出江　紳一
　教　授　芳賀　洋一
　准教授　奥山　武志
　（工学研究科）

10:55～11:25 B6WM1004
ｲｹｼﾀ　ﾖｼﾋﾄ
池下　義人

フナムシの高速ロコモー
ションに学ぶ胴体の自由度
を活用した多脚ロボットの
自律分散制御

○教　授　石黒　章夫
　教　授　吉澤　誠
　教　授　渡邉　高志
　准教授　加納　剛史
　（電気通信研究所）

11:30～12:00 B6WM1024
ﾊｼｸﾞﾁ　ｺｳﾍｲ
橋口　航平

表面FES歩行のための膝関
節動作と股関節動作の関連
性に関する基礎研究

○教　授　渡邉　高志
　教　授　出江　紳一
　教　授　永富　良一

11:30～12:00 B6WM1014
ｻｲﾄｳ　ｹｲﾀﾛｳ
齋藤　慶太郎

ハイドロゲルを基板とする
電極埋め込み型デバイスの
開発と生体計測応用

○教　授　西澤　松彦
　教　授　田中　徹
　教　授　太田　信
　准教授　梶　弘和

（昼食・休憩） （昼食・休憩）

13:00～13:30 B6WM1018
ﾀｶﾊｼ　ﾚﾝ
髙橋　廉

超音波計測における人体軟
組織の力学的特性を考慮し
たPVA-Hファントムの開発

○教　授　太田　信
　教　授　西條　芳文
　教　授　山口　匡
　〔千葉大学〕
　准教授　白井　敦

13:00～13:30

13:35～14:05 B6WM1025
ﾌｼﾞｲ　ﾎﾉｶ

藤井　穂乃香

リンパ行性薬剤送達法を用い
た転移リンパ節に対するフル
オロウラシル治療に関する研
究

○教　授　小玉　哲也
　教　授　梅村晋一郎
　准教授　川下　将一
　准教授　高橋　雅信
　（加齢医学研究所）

13:35～14:05

14:10～14:40 B6WM1022
ﾆｼﾀｶ　ｼﾝﾔ
西高　慎也

音響化学治療における活性
酸素生成高効率化のための
超音波照射シークエンスの
研究

○教　授　梅村晋一郎
　教　授　小玉　哲也
　教　授　西條　芳文
　准教授　吉澤　晋

14:10～14:40 B6WM1012
ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾕｳﾄｸ
川端　友徳

MEMSセンサを搭載した脳神
経外科用手術器具

○教　授　芳賀　洋一
　教　授　金井 浩
　教　授　田中 真美

14:45～15:15 B6WM1021
ﾅｶﾑﾗ　ﾀｸﾔ
中村　拓也

光学的測定と音響ホログラ
フィー解析による超音波パ
ルス音場の定量測定

○教　授　梅村晋一郎
　教　授　松浦　祐司
　教　授　吉信　達夫
　准教授　吉澤　晋

14:50～15:20 B6WM1016
ｻｶｷ　ﾋﾛｷ
榊　紘輝

超音波後方散乱特性解析に
よる赤血球集合度評価の臨
床応用に関する研究

○教　授　金井　浩
　教　授　西條　芳文
　教　授　小玉　哲也
　准教授　荒川　元孝

15:25～15:55 15:25～15:55 B6WM1005
ｲｼｶﾜ　ｺｳﾀﾞｲ
石川　広大

超音波／光音響イメージング
における高速走査機構の開
発

○教　授　西條　芳文
　教　授　梅村晋一郎
　教　授　厨川　常元

16:00～16:30 B6WM1006
ｲﾄｳ　ﾐｶ

伊藤　未夏

頸動脈微小振動解析による
局所脈波伝播速度計測法に
関する研究

○教　授　金井　浩
　教　授　西條　芳文
　教　授　吉澤　誠
　准教授　荒川　元孝

16:00～16:30

16:35～17:05 B6WM1007
ｲﾜﾑﾗ　ﾘｮｳ
岩村　亮

超早期転移リンパ節に対す
るリンパ洞造影法の開発に
関する研究

○教　授　小玉　哲也
　教　授　石川　拓司
　教　授　高瀬　圭
　（医学系研究科）
　准教授　吉澤　晋

16:35～17:05

本審査30分（20分+10分）

平成３０年３月修了予定者の修士論文本審査会プログラム

青葉記念会館７階中研修室（702号室） 青葉記念会館６階小研修室（602号室）



2018/2/6
東北大学大学院医工学研究科

平成３０年３月修了予定者の修士論文本審査会プログラム

時間 時間

2/9
（金）

学籍番号 氏名 論文題目
審査委員

（○印は主査）
2/9

（金）
学籍番号 氏名 論文題目

審査委員
（○印は主査）

9:05～9:35 9:05～9:35

9:40～10:10 9:40～10:10

10:20～10:50 10:20～10:50

10:55～11:25 10:55～11:25

11:30～12:00 B6WM1026
ﾔｴｶﾞｼ　ｿｳ

八重樫　創生

超音波計測による二次元速
度ベクトル分布の三次元空
間への拡張

○教　授　西條　芳文
　教　授　早瀬　敏行
　教　授　石川　拓司

11:30～12:00

（昼食・休憩） （昼食・休憩）

13:00～13:30 13:00～13:30 B6WM1013
ｺﾔﾏ　ﾀｸﾔ
小山　卓耶

光音響法による不顕性歯牙
う蝕の検出に関する研究

○教　授　松浦　祐司
　教　授　鎌倉　慎治
　教　授　西條　芳文

13:35～14:05 B5WM9004
ﾅｶﾞﾌﾞﾁ　ｴｲｽｹ
長渕　瑛介

温熱治療効果と放射線治療
効果を併せ示すイットリウ
ム含有磁性微小球の作製に
関する研究

○准教授　川下　将一
　教　授　梅村晋一郎
　教　授　鎌倉　慎治

13:35～14:05 B6WM1010
ｵｸﾔﾏ　ﾔｽﾋﾗ
奥山　泰平

マルチキャピラリを用いた
蛍光バイオセンサの高感度
化に関する研究

○教　授　松浦　祐司
　教　授　吉信　達夫
　教　授　山田　博仁
　（工学研究科）
　准教授　片桐　崇史
　（工学研究科）

14:10～14:40 B6WM1020
ﾁｶﾞﾏ　ﾋﾛｷ
千釜　広己

生糸織物を用いた骨結合性
抗菌材料の創製に関する研
究

○准教授　川下　将一
　教　授　山本　雅哉
　教　授　鎌倉　慎治

14:10～14:40 B6WM1011
ｶｼﾜｸﾞﾗ　ﾅｵｼ
柏倉　直史

光干渉断層法に基づく点広
がり関数の補正による高周
波数超音波画像の画質改善

○教　授　西條　芳文
　教　授　梅村晋一郎
　教　授　松浦　祐司

14:50～15:20 B6WM1008
ｵｳ　ｳﾝﾃｲ
王　雲婷

バイオセラミックスにおけ
るタンパク質吸着に関する
研究

○准教授　川下　将一
　教　授　成島　尚之
　教　授　山本　雅哉

14:50～15:20 B6WM1027
ﾔﾏｻﾜ　ｹﾝｺﾞ
山澤　賢悟

光ファイバプローブによる
近赤外反射測定に基づく口
腔粘膜水分測定の研究

○教　授　松浦　祐司
　教　授　吉信　達夫
　教　授　川瀬　哲明

15:25～15:55 15:25～15:55 B6WM1003
ｱﾗﾀ　ｺｳﾍｲ
荒田　航平

イオンチャネルの開閉機構
解析のための膜反応場に関
する研究

○教　授　平野　愛弓
　教　授　吉信　達夫
　教　授　佐藤　茂雄
　（電気通信研究所）

16:00～16:30 16:00～16:30

16:35～17:05 16:35～17:05

本審査30分（20分+10分）

青葉記念会館７階中研修室（702号室） 青葉記念会館６階小研修室（602号室）



2018/2/6
東北大学大学院医工学研究科

平成３０年３月修了予定者の修士論文本審査会プログラム

別会場・別日程 学籍番号 氏名 論文題目
審査委員

（○印は主査）

2/5
（月）

14:00～14:30
B6WM1019

ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ
谷口　弘樹

植物中における鉄の分配お
よび貯蔵の観察に対する55
FeトレーサミクロンRIイ
メージングシステム適応の
検討

○教　授　寺川　貴樹
　教　授　渡部　浩司
　准教授　人見啓太朗
　（工学研究科）

2/6
（火）

14:50～15:20
B6WM1002

ｱﾗｶﾜ　ﾄﾓﾔ
荒川　友哉

大動脈血管内治療用ステン
トグラフト留置時の心臓血
管系応答の基礎的研究

○教　授　山家　智之
　教　授　吉澤　誠
　教　授　西條　芳文

2/6
（火）

15:25～15:55
B6WM1028

ﾕﾊﾞ　ﾐﾂﾙ
弓場　充

温度応答性を考慮した腎神
経冷却デバイスの小型化に
関する基礎的研究

○教　授　山家　智之
　教　授　吉澤　誠
　教　授　西條　芳文

2/6
（火）

16:00～16:30
B6WM1015

ｻｲﾄｳ　ｼｮｳ
齋藤　翔

バルーンカテーテルを用い
た生体硬さ計測に関する研
究

○教　授　田中　真美
　教　授　厨川　常元
　教　授　芳賀　洋一
　准教授　奥山　武志
　（工学研究科）

2/6
（火）

16:35～17:05
B6WM1029

ﾖｼﾑﾗ　ﾀｶｼ
吉村　天志

皮革素材用触感計測センサ
システムの開発に関する研
究

○教　授　田中　真美
　教　授　厨川　常元
　教　授　田中　徹
　准教授　奥山　武志
　（工学研究科）

本審査30分（20分+10分）

会場

工学部・工学研究科
量子大会議室

【青葉山キャンパス】

「医工学講義室」
工学部・工学研究科管理棟２階203号室

【青葉山キャンパス】

「医工学講義室」
工学部・工学研究科管理棟２階203号室

【青葉山キャンパス】

「医工学講義室」
工学部・工学研究科管理棟２階203号室

【青葉山キャンパス】

「医工学講義室」
工学部・工学研究科管理棟２階203号室

【青葉山キャンパス】


