
 

 

国立大学法人東京医科歯科大学の大学院研究科等に置く 

教育研究分野等に関する規則 

 

平成２２年３月９日 

規 則 第 １ １ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学の大学院医歯学総合研究科及び大学

院保健衛生学研究科の専攻又は講座に置く域及び教育研究分野、教養部に置く系及び教

育分野、附置研究所の研究部門に置く研究分野 並びにＭ＆Ｄデータ科学センターの部

門に置く研究分野について定めるものとする。 

 

 （大学院医歯学総合研究科） 

第２条 大学院医歯学総合研究科修士課程の東京医科歯科大学大学院学則（平成１６年規

程第５号。以下「大学院学則」という。）第４条に規定する医歯理工保健学専攻に置く教

育研究分野は、別表第１－１のとおりとする。 

２ 大学院医歯学総合研究科博士課程の大学院学則第４条に規定する各講座に置く教育研

究分野は、別表第１－２のとおりとする。 

 

 （大学院保健衛生学研究科） 

第３条 大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻の大学院学則第５条に規定する各講座

に置く域及び教育研究分野は、別表第２のとおりとする。 

 

第４条 削除 

 

（教養部） 

第５条 東京医科歯科大学学則（平成１６年規程第４号）第２条第４項に規定する教養部

に置く系及び教育分野は、別表第４のとおりとする。 

 

（生体材料工学研究所） 

第６条 生体材料工学研究所の東京医科歯科大学生体材料工学研究所規則（平成１６年規

則第１００号）第３条に規定する各研究部門に置く研究分野は、別表第５のとおりとす

る。 

 

 （難治疾患研究所） 

第７条 難治疾患研究所の東京医科歯科大学難治疾患研究所規則（平成１６年規則第１０

１号）第３条に規定する各研究部門に置く研究分野は、別表第６のとおりとする。 

 

（Ｍ＆Ｄデータ科学センター）  

第８条 国立大学法人東京医科歯科大学Ｍ＆Ｄデータ科学センター規則（令和２年規則第  

号）第３条に規定する各部門に置く研究分野は、別表第７のとおりとする。 

 



 

 

（分野等の設置、改廃） 

第９条 第２条から第８条の各講座、各域、各教育研究分野、各研究分野又は各教育分野

（教養部の系及び難治疾患研究所の連携研究部門も含む。以下「分野等」という。）につ

いて設置し、変更し又は廃止するときは、当該分野等の構成員が所属する組織の教授会、

教育戦略会議、研究推進協議会及び教育研究評議会の意見を聴いて学長が行う。 

 

 （雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、分野等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２２年３月９日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月２３日規則第２６号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年５月１８日規則第４４号） 

 この規則は平成２２年５月１８日から施行し、改正後の心臓血管外科学については、平

成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２３年５月１１日規則第６４号） 

 この規則は、平成２３年５月１１日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附則（平成２３年５月３０日規則第６５号） 

この規則は、平成２３年５月３０日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年２月２日規則第１７号） 

この規則は、平成２４年２月２日から施行し、平成２３年１２月１日から適用する。 

附 則（平成２４年３月１２日規則第３２号） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月６日規則第８０号） 

 この規則は、平成２４年７月６日から施行し、平成２４年６月１日から適用する。 

附 則（平成２４年１０月２６日規則第９５号） 

 この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月６日規則第１００号） 

 この規則は、平成２４年１１月６日から施行し、平成２４年１１月１日から適用する。 

附 則（平成２５年１月８日規則第１号） 

 この規則は、平成２５年１月８日から施行し、平成２５年１月１日から適用する。 

附 則（平成２５年３月２１日規則第２６号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行し、改正後の疾患ゲノミクス分野については、

平成２５年３月１日から適用する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第５８号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年５月９日規則第６４号） 

 この規則は、平成２５年５月９日から施行し、平成２５年５月１日から適用する。 

附 則（平成２５年５月３１日規則第７２号） 

 この規則は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則（平成２５年７月９日規則第７７号） 

 この規則は、平成２５年７月９日から施行し、平成２５年７月１日から適用する。 

附 則（平成２５年７月３１日規則第８３号） 



 

 

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１０月７日規則第９６号） 

 この規則は、平成２５年１０月７日から施行し、平成２５年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第２４号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年７月４日規則第５１号） 

 この規則は、平成２６年７月４日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年８月８日規則第６６号） 

 この規則は、平成２６年８月８日から施行し、平成２６年８月１日から適用する。 

附 則（平成２６年１０月１日規則第１０８号） 

 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月３０日規則第１０９号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年１月２２日規則第６号） 

 この規則は、平成２７年１月２２日から施行し、平成２６年１２月１日から適用する。 

   附 則（平成２７年３月１０日規則第１９号） 

 この規則は、平成２７年３月１０日から施行し、平成２７年３月１日から適用する。 

附 則（平成２７年３月２４日規則第３３号） 

この規則は、平成２７年３月２４日から施行し、平成２７年３月１日から適用する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第４２号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第４３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２７年７月１日規則第１５５号） 

この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１７日規則第２１４号） 

この規則は、平成２７年１２月１７日から施行し、平成２７年１２月１日から適用す

る。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第７５号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月９日規則第９９号） 

この規則は、平成２８年６月９日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年１１月７日規則第１６１号） 

この規則は、平成２８年１１月７日から施行し、平成２８年１１月１日から適用す

る。 

附 則（平成２９年４月６日規則第６０号） 

１ この規則は、平成２９年４月６日から施行し、平成２８年１０月１日から適用する。 

２ 国立大学法人東京医科歯科大学の大学院研究科等に置く教育研究分野等に関する規則

第４条に定める領域の長の任免に関する細則（平成２６年制定）は廃止する。 

附 則（平成２９年６月１日規則第６６号） 

この規則は、平成２９年６月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年３月２９日規則第１４号） 

この規則は、平成３０年３月２９日から施行し、平成３０年３月１日から適用する。 

附 則（平成３０年６月６日規則第３０号） 

この規則は、平成３０年６月６日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 



 

 

附 則（平成３１年２月２７日規則第１２号） 

この規則は、平成３１年２月２７日から施行し、平成３０年７月１日から適用する。 

附 則（令和元年７月３０日規則第８８号） 

１ この規則は、令和元年７月３０日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

２ 血液疾患治療開発学分野については、令和３年３月３１日をもって廃止す

る。  

附 則（令和元年８月８日規則第９０号） 

この規則は、令和元年８月８日から施行し、令和元年６月１日から適用する。 

附 則（令和２年３月３１日規則第３０号） 

この規則は、令和元年１１月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月１２日規則第４２号） 

この規則は、令和２年５月１２日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年５月２８日規則第７０号） 

この規則は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月８日規則第１号） 

この規則は、令和３年１月８日から施行し，令和２年６月１日から適用する。 

附 則（令和３年１月８日規則第２号） 

この規則は、令和３年１月８日から施行し，令和２年１１月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月２２日規則第２６号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月３１日規則第３３号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月１１日規則第６２号） 

 この規則は、令和３年５月１１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年６月２３日規則第９７号） 

 この規則は、令和３年６月２３日から施行し、令和３年５月１日から適用する。 

附 則（令和３年７月２８日規則第１０５号） 

 この規則は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則（令和３年１１月２日規則第１１４号） 

この規則は、令和３年１１月２日から施行し，令和３年８月１日から適用する。 

附 則（令和３年１１月４日規則第１３５号） 

この規則は、令和３年１１月４日から施行し、令和３年９月１日から適用する。 

附 則（令和４年１月２８日規則第５号） 

この規則は、令和４年２月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月２８日規則第２１号） 

この規則は、令和４年２月２８日から施行し、令和４年１月１日から適用する。 

附 則（令和４年２月２８日規則第２２号） 

この規則は、令和４年３月１６日から施行する。 

附 則（令和４年２月２８日規則第２３号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月２８日規則第２４号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１５日規則第３９号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２９日規則第５４号） 



 

 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月１４日規則第９４号） 

この規則は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月１５日規則第１０２号） 

この規則は、令和４年７月１５日から施行し、令和４年７月１日から適用する。 

附 則（令和４年１１月８日規則第１５６号） 

この規則は、令和４年１１月８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年１１月８日規則第１５７号） 

この規則は、令和４年１１月８日から施行し、令和４年７月１日から適用する。 

附 則（令和４年１１月８日規則第１５８号） 

この規則は、令和４年１１月８日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

附 則（令和４年１１月８日規則第１５９号） 

この規則は、令和４年１１月８日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

附 則（令和４年１１月８日規則第１６０号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１１月８日規則第１６１号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、在宅・緩和ケア看護学分野に

ついては、令和４年７月１日から適用する。 

 

 

別表第１－１ 大学院医歯学総合研究科修士課程医歯理工保健学専攻に置く教育研究 

分野  （第２条第１項関係） 

教育研究分野 整形外科学 

薬物動態学 

リハビリテーション医学 

医療政策情報学 

画像診断・核医学 

先進倫理医科学 

口腔病理学 

細菌感染制御学 

分子免疫学 

先端材料評価学 

口腔顎顔面解剖学 

認知神経生物学 

分子発生・口腔組織学 

分子細胞機能学 

硬組織薬理学 

病態生化学 

分子情報伝達学 

法歯学 

医療経済学 

歯学教育開発学 

歯科放射線診断・治療学 

顎口腔腫瘍外科学 

歯科麻酔・口腔顔面痛制

バイオデザイン 

細胞生物学 バイオメカニクス 

病態代謝解析学 物質医工学 

国際健康推進医学 薬化学 

寄生虫学・熱帯医学 生命有機化学 

法医学 メディシナルケミストリー 

政策科学 生体材料機能医学 

神経機能形態学 幹細胞医学 

システム神経生理学 神経病理学 

 生体防御学 

免疫アレルギー学 病態細胞生物学 

ウイルス制御学 分子代謝医学 

 幹細胞制御 

細胞生理学 医化学 

臨床解剖学 機能分子病態学 

システム発生・再生医学 分子細胞生物学 

分子腫瘍医学 発生再生生物学 

包括病理学 免疫学 

人体病理学 エピジェネティクス 

診断病理学 医科学数理 

環境生物学 分子構造情報学 

シグナル遺伝子制御学 分子神経科学 

疾患モデル動物解析学 分子細胞循環器学 



 

 

形成・再建外科学 御学 

小児歯科学・障害者歯科

学 

咬合機能健康科学 

う蝕制御学 

生体補綴歯科学 

歯髄生物学 

口腔再生再建学 

顎顔面外科学 

顎顔面矯正学 

歯周病学 

生体情報継承学 

健康推進歯学 

高齢者歯科学 

分子細胞遺伝学 

頭頸部外科学 遺伝子応用医学 

腫瘍放射線治療学 分子疫学 

運動器外科学 ゲノム機能情報 

 ゲノム機能多様性 

総合診療医学 脂質生物学 

臨床検査医学 理研生体分子制御学 

生体集中管理学 ＮＣＮＰ脳機能病態学※１ 

 都医学研疾患分子生物学 

臨床医学教育開発学 ＮＣＣ腫瘍医科学※２ 

救急災害医学 疾患多様性遺伝学 

臨床腫瘍学 ＮＣＣＨＤ成育医学※３ 

眼科学 応用再生医学 

耳鼻咽喉科学 ＪＦＣＲ腫瘍制御学※４ 

脳神経病態学 保険医療管理学 

精神行動医科学 口腔基礎工学 

脳神経機能外科学 口腔デジタルプロセス学 

血管内治療学 口腔医療工学 

発生発達病態学  

原病・リウマチ内科学 先駆的医療人材育成 遺伝子細胞検査学 

分子病理検査学 

生体機能システム学 

呼吸器・神経系解析学 

疾患生理機能解析学 

先端分析検査学 

先端血液検査学 

免疫病態検査学 

分子病原体検査学 

器官発生・創生学 

摂食嚥下リハビリテーショ

ン学 

領域創成科学 

統合データ科学 

生物統計学 

データ科学アルゴリズム設

計・解析 

AI 技術開発 

臨床統計学 

統合臨床感染症学 

AI システム医科学 

生体組織再建外科学 

感染症健康危機管理学 

皮膚科学 教育メディア開発学 

統合呼吸器病学 生涯口腔保健衛生学 

消化器病態学 健康支援口腔保健衛生学 

総合外科学 口腔疾患予防学 

循環制御内科学 地域・福祉口腔機能管理

学 

心肺統御麻酔学 口腔健康教育学 

心臓血管外科学 金属生体材料学 

腎臓内科学 無機生体材料学 

生殖機能協関学 有機生体材料学 

腎泌尿器外科学 センサ医工学 

歯学教育システム評価学 バイオ情報 

消化管外科学 バイオエレクトロニクス 

呼吸器外科学  

血液内科学 国際保健医療事業開発学 

分子内分泌代謝学 ゲノム健康医療学 

形態・生体情報解析学 

分子生命情報解析学 

肝胆膵外科学 

総合診療歯科学 

歯科心身医学 

 

備考 ※１ National Center of Neurology and Psychiatry 

    ※２ National Cancer Center 



 

 

    ※３ National Center for Child Health and Development 

※４ Japanese Foundation for Cancer Research 



 

 

別表第１―２ 大学院医歯学総合研究科博士課程の各講座に置く教育研究分野（第２条 

第２項関係） 

専攻 講座 教育研究分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医歯学 

口腔機能再構築学 

 口腔病理学（D） 

 細菌感染制御学（D） 

 分子免疫学（D） 

 先端材料評価学（D） 

 歯科放射線診断・治療学（D） 

顎口腔腫瘍外科学（D） 

 歯科麻酔・口腔顔面痛制御学（D） 

小児歯科学・障害者歯科学（D） 

 咬合機能健康科学（D） 

う蝕制御学（D） 

 生体補綴歯科学（D） 

 歯髄生物学（D） 

口腔再生再建学（D） 

 

顎顔面頸部機能再建学 

 形成・再建外科学（M） 

 頭頸部外科学（M） 

 腫瘍放射線治療学（M） 

口腔顎顔面解剖学（D） 

 認知神経生物学（D） 

 分子発生・口腔組織学（D） 

 分子細胞機能学（D） 

 顎顔面外科学（D） 

 顎顔面矯正学（D） 

 生体組織再建外科学（M） 

生体支持組織学 

 細胞生物学（M） 

病態代謝解析学（M） 

運動器外科学（M） 

 硬組織薬理学（D） 

 病態生化学（D） 

 分子情報伝達学（D） 

歯周病学（D） 

生体情報継承学（D） 

無機生体材料学（D） 

環境社会医歯学 

 国際健康推進医学（M） 

 寄生虫学・熱帯医学（M） 

 法医学（M） 

 政策科学（M） 

 分子疫学（M） 

 医療政策情報学（M） 

 先進倫理医科学（M） 



 

 

 法歯学（D） 

 医療経済学（D） 

 歯学教育開発学（D） 

健康推進歯学（D） 

 歯学教育システム評価学（D） 

 教育メディア開発学（D） 

 保険医療管理学（M） 

 

 国際保健医療事業開発学（M） 

臨床統計学（M） 

感染症健康危機管理学（M） 

 

老化制御学 

リハビリテーション医学（M） 

高齢者歯科学（D） 

摂食嚥下リハビリテーション学（D） 

全人的医療開発学 

 臨床検査医学（M） 

 生体集中管理学（M） 

 薬物動態学（M） 

 臨床医学教育開発学（M） 

 救急災害医学（M） 

  臨床腫瘍学（M） 

総合診療歯科学（D） 

 歯科心身医学（D） 

先駆的医療人材育成（M） 

総合診療医学（M） 

統合臨床感染症学(M) 

認知行動医学 

 神経機能形態学（M） 

 システム神経生理学（M） 

 分子神経科学（M） 

 神経病理学（M） 

 眼科学（M） 

耳鼻咽喉科学（M） 

 脳神経病態学（M） 

 精神行動医科学（M） 

 脳神経機能外科学（M） 

 血管内治療学（M） 

ＮＣＮＰ脳機能病態学(M)※１ 

生体環境応答学 

 

 

 

 免疫アレルギー学 （M） 

 ウイルス制御学 （M） 

 環境生物学（M） 

 生体防御学（M） 

 病態細胞生物学（M） 

 脂質生物学（M） 

発生発達病態学 （M） 

膠原病・リウマチ内科学（M）  

皮膚科学 （M） 



 

 

ＮＣＣＨＤ成育医学（M）※３ 

器官システム制御学 

人体病理学（M） 

細胞生理学 （M） 

 分子細胞循環器学（M） 

 分子代謝医学（M） 

 幹細胞制御（M） 

 幹細胞医学（M） 

統合呼吸器病学（M） 

消化器病態学（M） 

総合外科学（M） 

 循環制御内科学（M） 

 心肺統御麻酔学（M） 

 心臓血管外科学（M） 

 腎臓内科学（M） 

生殖機能協関学（M） 

 腎泌尿器外科学（M） 

消化管外科学（M） 

呼吸器外科学（M） 

都医学研疾患分子生物学 (M) 

 先端医療開発学 

 臨床解剖学（M） 

 システム発生・再生医学（M） 

 包括病理学（M） 

分子腫瘍医学（M） 

 診断病理学（M） 

 疾患モデル動物解析学（M） 

 シグナル遺伝子制御学（M） 

 先端計測開発医学（M） 

 生体材料機能医学 (M) 

  遺伝子応用医学（M） 

 分子細胞遺伝学（M） 

血液内科学（M） 

分子内分泌代謝学（M） 

肝胆膵外科学（M） 

整形外科学（M） 

画像診断・核医学（M） 



 

 

ゲノム機能多様性 (M) 

 疾患多様性遺伝学（M） 

応用再生医学(M) 

ＪＦＣＲ腫瘍制御学（M）※４ 

医科学数理（M） 

先端バイオマテリアル（M） 

ゲノム健康医療学（M） 

器官発生・創生学（M） 

統合データ科学（M） 

生物統計学（M） 

AI システム医科学（M） 

東京医科歯科大

学・チリ大学国

際連携医学系 

 

 

東京医科歯科大

学・チュラロン

コーン大学国際

連携歯学系 

 

 

生命理工医療科

学 

医用器材学 

センサ医工学 

バイオ情報 

バイオエレクトロニクス 

バイオデザイン 

物質医工学 

薬化学 

生命有機化学 

メディシナルケミストリー 

金属生体材料学 

有機生体材料学 

バイオメカニクス 

セラミックバイオマテリアル 

先進バイオ分子医学 

統合分子疾患科学 

分子細胞生物学 

発生再生生物学 

免疫学 

エピジェネティクス 

分子構造情報学 

機能分子病態学 

生体情報薬理学 

疾患ゲノム機能 

環境エピゲノム 

ゲノム機能情報 

医化学 

理研生体分子制御学 

ＮＣＣ腫瘍医科学※２ 



 

 

細胞分子医学 

領域創成科学 

データ科学アルゴリズム設計・解析 

AI 技術開発 

 

生体検査科学 

形態・生体情報解析学 

分子生命情報解析学 

遺伝子細胞検査学 

分子病理検査学 

生体機能システム学 

呼吸器・神経系解析学 

疾患生理機能解析学 

先端分析検査学 

先端血液検査学 

免疫病態検査学 

分子病原体検査学 

血液疾患治療開発学 

口腔保健学 

 生涯口腔保健衛生学 

健康支援口腔保健衛生学 

地域・福祉口腔機能管理学 

口腔疾患予防学 

口腔健康教育学 

口腔基礎工学 

口腔デジタルプロセス学 

口腔医療工学 

備考 

１ （M）は、大学院医歯学総合研究科（医学系）、（D）は大学院医歯学総合研究科

（歯学系） 

２ ※１ National Center of Neurology and Psychiatry 

※２ National Cancer Center 

※３ National Center for Child Health and Development 

※４ Japanese Foundation for Cancer Research 

  ３ 生命理工医療科学専攻生体検査科学講座血液疾患治療開発学分野は教授会及び研

究科運営委員会の構成組織には加わらない。 



 

 

別表第２ 大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻の各講座に置く域及び教育研究 

分野（第３条第１項関係） 

専攻 講座 域 教育研究分野 

看護先進

科学 
基盤看護開

発学 

看護ケア技術

開発学 
ヘルスサービスリサーチ看護学分野  

ヘルスプロモ

ーション看護

学 

公衆衛生看護学 

臨床看護開

発学 

先 端 侵 襲 緩

和ケア看護学 
成⼈看護学 

精神・人間発

達看護学 

精神保健看護学 

小児・家族発達看護学 

リプロダクティブヘルス看護学  

在宅がんエン

ドオブライフケ

ア看護学 

在宅・緩和ケア看護学 

先導的看護

シ ス テ ム 開

発学 

国際的看護シ

ステム開発学 

国際看護開発学 

 

高 齢 社 会 看

護システム管

理学 

看護管理・⾼齢社会看護学 

災害・クリティ

カルケア看護

学 

災害・クリティカルケア看護学 

 

 

別表第３ 削除 

 

 

 

別表第４ 教養部に置く系及び教育分野（第５条関係） 

系 教育分野 

人間科学 
人文社会科学 

フィジカルウェルビーイング 

自然科学 

数学 

物理学 

化学 

生物学 

外国語 
英語 

第二外国語 

 

  



 

 

別表第５ 生体材料工学研究所の各研究部門に置く研究分野（第６条関係） 

研究部門 研究分野 

医療基盤材料 金属生体材料学 

無機生体材料学 

有機生体材料学 

生体機能修復  生体材料機能医学 

物質医工学 

バイオメカニクス 

バイオデザイン 

医療デバイス  バイオエレクトロニクス 

バイオ情報 

センサ医工学 

生体機能分子 メディシナルケミストリー 

生命有機化学 

薬化学 

 



 

 

別表第６ 難治疾患研究所の各研究部門に置く研究分野（第７条関係） 

研究部門 研究分野 

未来生命科学 医化学 

病態生理化学 

発生再生生物学 

分子細胞生物学 

幹細胞制御 

分子疫学 

幹細胞医学 

病態制御科学 機能分子病態学 

生体防御学 

神経病理学 

分子神経科学 

病態細胞生物学 

免疫疾患 

分子遺伝 

バイオデータ科学 分子構造情報学 

ゲノム機能情報 

ゲノム機能多様性 

生体情報薬理学 

分子細胞遺伝 

医科学数理 

エピジェネティクス 

◎機能構築  

◎病態発現機構  

備考 ◎印を冠するものは、連携研究部門 

 

  



 

 

別表第７ Ｍ＆Ｄデータ科学センターに置く部門及び研究分野 

（第８条関係） 

部門  研究分野  

ＡＩ・ビッグデータ研

究部門  

統合解析分野  

※メディカルデータ解析分野 

ＡＩ技術開発分野  

生体多元情報研究部

門  

※多元情報解析分野 

※ゲノム情報解析分野 

※遺伝子発現情報解析分野 

ヘルスインテリジェ

ンス部門 AI システム医科学分野 

データ科学・アルゴ

リズム設計・解析部門  データ科学・アルゴリズム設計・解析分野  

メディカル統計数理

研究部門  

生物統計学分野  

※遺伝統計学分野 

※疫学分野 

データ科学 ELSI 研究

部門  
※データ科学 ELSI 研究分野 

スマートホスピタル

部門 

※スマートホスピタル開発分野 

データ科学戦略開発

部門  
※データ科学戦略開発分野 

  備考 ※印を冠するものは、兼担分野。 


