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第 24回 バ イオエ ンジニ ア リン グ講 演会
(バ イオエ ンジニア リング部門

企画

開 催 日 2012年 1月 7日 (土 ),8日 (日 )
会
場 大阪大学 豊 中キ ャ ンパ ス 基礎 工学部棟 (豊 中市待兼 山町 1‑3)
http://wwwl es.Osaka ■ ac.jp/access/index.html
募集要項 バ イオエ ンジニ ア リング部門では,第 24回 講演会 を豊 中市にて開催 いた します .本 講演会 は 1988
年に発足 しま したが ,そ の後 のバイオエ ンジエア リングの発達 はめざま しく,産 業・ 医療 。福祉 へ の益 々の貢
献 が期待 されてお ります 。本講演会 では,下 記 のよ うにバ イオエ ンジエ ア リングに関す る全分野 の演題 を募集
し,バ イオエ ンジニ ア リング に関す る研究発表お よび情報交換 の場 となるよ うに企画 いた します .奮 って ご参
加 くだ さい。
講演募集分野 生体組織 ・器官 のバ イオメカニ クス,呼 吸器 ・循環器系 のバ イオメカニ クス,筋 骨格系 のバイ
オメカニ クス,歯 科 。顎 口腔 系 のバ イオメカニ クス,衝撃 。衝突 のバイオメカニ クス,生 体 モデ リングとシミ
ュ レー シ ョン, ヒューマ ンダイナ ミクス,生命支援 とライフサポー ト,診 断・ 治療・ 看護 工学 ,生 活支援 と健
康福祉 工学 , リハ ビ リテ ー シ ョン技術 ,マ ンマシン・ イ ンター フェース,バ イオ ミメテ ィクス ,テ ィッシュエ
ンジエア リング,分子・細胞 のバ イオメカニ クス,医 療・福祉・バ イオ ロボテ ィクス ,マ イク ロ 。ナ ノバ イオメ
′
ヾイス,バ イオマ テ リアル ,生 体熱現象 。熱解析 ,生 体生理・
カニ クス,人 工臓器 ,医 用 マ イ ク ロマシン・ デン
計測 ,運 動生理 とスポー ツ,宇 宙利用 バ イオエ ンジニア リング,植 物バ イオメカニ クス ,な どのバイオエ ンジ
エア リングに関す る全分野
講演 申込方法

申込は講演会 ホー ムペ ージ ∈ttp://WWWjSme∝ jP/conferen∝ んioconf12の をご覧 くだ さい。

2011年 8月 19日 (金 )
講演論文原稿提 出締切 日 2011年 11月 11日
講演 申込締切 日

(金 )

原稿枚数・ 執筆方法 原稿用紙 は A4判 白紙 2枚 以内 (英 文アブス トラク トは不要)と します .執筆方法は
http://wlw.jsme.or.jp/menu29.htmの 研究発表 (講演原稿 )の 書 き方をご覧下 さい。
原稿提出先

〒160Ю 016 東 京都新宿 区信濃町 35番 地 ,信 濃ヽ宗 瓦館 5階//日 本機械学会/バ イオエ ンジエア

リング部門/担 当職員 :関 根郁夫/電話 (03)5360‑3506/FAX(03)536∈ 3509
問合せ先 〒5608531 豊中市待兼山町 1‑3/大 阪大学大学院基礎 工学研究科機能創成専攻生体工学領域/バ
イオエ ンジニア リング講演会事務局/E lnail:bioconf12@jsme.or.jp/電 話・ FAX(06)685∈ 6170
詳細な情報は講演会 ホー ムページ lhttp:′赫 jsme Orjp/conお rence/bio∞ n■ 2の でご覧いただけます
.

