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抄録用所属略記の作成ルール 

 

「所属先名」 「部門名」 「セクション名」 の略記を 

「・」 区切りで入力してください。 

 

【例】 ◯◯大学 大学院医学研究科 薬理学教室 → ◯◯大・院医・薬理 

 

 

【 省略例 】 

 

⚫ 大学 → 大 

⚫ 大学院 → 院 

⚫ センター → セ 

⚫ 研究所→ 研 

⚫ 株式会社 → 省略 

⚫ 医療法人◯◯会 → 省略 

⚫ 大学院◯研究科 → 院◯ 

⚫ 医学部 → 医 

⚫ 歯学部 → 歯 

⚫ 薬学部 → 薬 

⚫ 教室／講座／分野 → 省略 

⚫ 薬理学教室 → 薬理 

 

 

⚫ 大学名所属を入力される際は、「大学名・学部・研究室や分野」あるいは 

「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

⚫ 2ページ以降の一覧に記載がない大学および学部は、この一覧に準じて略称をご記

入ください。 
 

 

大学・学部（院）の略記参考一覧 ・・・・・・・・・・・・・・ 2～7ページ をご覧ください。 

セクション名（研究室／分野）の略記参考一覧 ・・・・ 8～10ページ をご覧ください。 
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大学・学部略記参考一覧 

※下記略記をご使用ください。 

大学名所属を入力される際は「大学名・学部・研究室や分野」あるいは「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

一覧に記載がない大学および学部はこの一覧に準じて略称をご記入ください。 

 
大 学            略 記 
旭川医科大学医学部     旭川医科大・医 
帯広畜産大学畜産学部     帯広畜産大・畜産 
帯広畜産大学獣医学部     帯広畜産大・獣医 
札幌医科大学大学院医学研究科    札幌医科大・院医 
札幌医科大学医学部     札幌医科大・医 
北海道医療大学歯学部     北海道医療大・歯 
北海道医療大学薬学部     北海道医療大・薬 
北海道大学大学院医学研究科    北海道大・院医 
北海道大学大学院歯学研究科    北海道大・院歯 
北海道大学大学院薬学研究院    北海道大・院薬 
北海道大学大学院獣医学研究科    北海道大・院獣医 
北海道大学医学部     北海道大・医 
北海道大学歯学部     北海道大・歯 
北海道大学薬学部     北海道大・薬 
北海道薬科大学薬学部     北海道薬科大・薬 
酪農学園大学獣医学部     酪農学園大・獣医 
青森大学薬学部      青森大・薬 
弘前大学大学院医学研究科    弘前大・院医 
弘前大学大医学部     弘前大・医 
岩手医科大学大学院医学研究科    岩手医科大・院医 
岩手医科大学大学院歯学研究科    岩手医科大・院歯 
岩手医科大学大学院薬学研究科    岩手医科大・院薬 
岩手医科大学医学部     岩手医科大・医 
岩手医科大学歯学部     岩手医科大・歯 
岩手医科大学薬学部     岩手医科大・薬 
秋田大学大学院医学系研究科    秋田大・院医 
秋田大学医学部      秋田大・医 
東北大学大学院医学系研究科    東北大・院医 
東北大学大学院歯学研究科    東北大・院歯 
東北大学大学院薬学研究科    東北大・院薬 
東北大学医学部      東北大・医 
東北大学歯学部      東北大・歯 
東北大学薬学部      東北大・薬 
東北医科薬科大学薬学研究院    東北医科薬科大・院薬 
東北医科薬科大学医学部     東北医科薬科大・医 
東北医科薬科大学薬学部     東北医科薬科大・薬 
山形大学大学院医学系研究科    山形大・院医 
山形大学医学部      山形大・医 
会津大学短期大学部食物栄養学科    会津大・短大・食物栄養 
いわき明星大学薬学部     いわき明星大・薬 
奥羽大学歯学部      奥羽大・歯 
奥羽大学薬学部      奥羽大・薬 
福島県立医科大学大学院医学研究科   福島県立医科大・院医 
福島県立医科大学医学部     福島県立医科大・医 
新潟大学医歯学総合研究科    新潟大・医歯 
新潟大学医学部      新潟大・医 
新潟大学歯学部      新潟大・歯 
新潟薬科大学薬学部     新潟薬科大・薬 
富山大学大学院医学薬学教育部    富山大・院医薬 
富山大学医学部      富山大・医 
富山大学薬学部      富山大・薬 
自治医科大学大学院医学研究科    自治医科大・院医 
自治医科大学医学部     自治医科大・医 
獨協医科大学大学院医学研究科    獨協医科大・院医 
獨協医科大学医学部     獨協医科大・医 
筑波大学大学院人間総合科学研究科医学系   筑波大・院医 
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大学・学部略記参考一覧 

 

※下記略記をご使用ください。 

大学名所属を入力される際は「大学名・学部・研究室や分野」あるいは「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

一覧に記載がない大学および学部はこの一覧に準じて略称をご記入ください。 

 
大 学            略 記 
筑波大学医学群      筑波大・医 
群馬大学大学院医学系研究科    群馬大・院医 
群馬大学医学部      群馬大・医 
高崎健康福祉大学薬学部     高崎健康福祉大・薬 
埼玉医科大学大学院医学研究科    埼玉医科大・院医 
埼玉医科大学医学部     埼玉医科大・医 
城西大学薬学部      城西大・薬 
日本薬科大学薬学部     日本薬科大・薬 
防衛医科大学校      防衛医科大 
明海大学歯学部      明海大・歯 
城西国際大学薬学部     城西国際大・薬 
千葉大学大学院医学研究院    千葉大・院医 
千葉大学大学院薬学研究院    千葉大・院薬 
千葉大学医学部      千葉大・医 
千葉大学薬学部      千葉大・薬 
千葉科学大学薬学部     千葉科学大・薬 
帝京平成大学薬学部     帝京平成大・薬 
東京歯科大学歯学部     東京歯科大・歯 
東京理科大学薬学部     東京理科大・薬 
東邦大学大学院医学研究科    東邦大・院医 
東邦大学大学院薬学研究科    東邦大・院薬 
東邦大学医学部      東邦大・医 
東邦大学薬学部      東邦大・薬 
日本大学大学院医学研究科    日本大・院医 
日本大学大学院歯学研究科    日本大・院歯 
日本大学大学院松戸歯学研究科    日本大・院松戸歯 
日本大学大学院薬学研究科    日本大・院薬 
日本大学医学部      日本大・医 
日本大学歯学部      日本大・歯 
日本大学松戸歯学部     日本大・松戸歯 
日本大学薬学部      日本大・薬 
杏林大学大学院医学研究科    杏林大・院医 
杏林大学医学部      杏林大・医 
慶應義塾大学大学院医学研究科    慶應義塾大・院医 
慶應義塾大学大学院薬学研究科    慶應義塾大・院薬 
慶應義塾大学医学部     慶應義塾大・医 
慶應義塾大学薬学部     慶應義塾大・薬 
順天堂大学大学院医学研究科    順天堂大・院医 
順天堂大学医学部     順天堂大・医 
昭和大学大学院医学研究科    昭和大・院医 
昭和大学大学院歯学研究科    昭和大・院歯 
昭和大学大学院薬学研究科    昭和大・院薬 
昭和大学医学部       昭和大・医 
昭和大学歯学部      昭和大・歯 
昭和大学薬学部      昭和大・薬 
昭和薬科大学      昭和薬科大 
帝京大学大学院医学研究科    帝京大・院医 
帝京大学大学院薬学研究科    帝京大・院薬 
帝京大学医学部      帝京大・医 
帝京大学薬学部      帝京大・薬 
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科   東京医科歯科大・院医歯 
東京医科歯科大学医学部     東京医科歯科大・医 
東京医科歯科大学歯学部     東京医科歯科大・歯 
日本歯科大学生命歯学部     日本歯科大・歯 
日本歯科大学新潟生命歯学部    日本歯科大・新潟歯 
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大学・学部略記参考一覧 

※下記略記をご使用ください。 

大学名所属を入力される際は「大学名・学部・研究室や分野」あるいは「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

一覧に記載がない大学および学部はこの一覧に準じて略称をご記入ください。 

 
大 学             略 記 
東京医科大学大学院医学研究科    東京医科大・院医 
東京医科大学医学部     東京医科大・医 
東京慈恵会医科大学大学院医学研究科   東京慈恵会医科大・院医 
東京慈恵会医科大学医学部    東京慈恵会医科大・医 
東京女子医科大学大学院医学研究科   東京女子医科大・院医 
東京女子医科大学医学部     東京女子医科大・医 
東京大学大学院医学系研究科    東京大・院医 
東京大学大学院薬学系研究科    東京大・院薬 
東京大学大学院農学生命科学研究科   東京大・院農 
東京大学医学部      東京大・医 
東京大学薬学部      東京大・薬 
東京薬科大学大学院薬学研究院    東京薬科大・院薬 
東京薬科大学薬学部     東京薬科大・薬 
日本医科大学大学院医学研究科    日本医科大・院医 
日本医科大学医学部     日本医科大・医 
日本獣医生命科学大学獣医学部    日本獣医生命科学大・獣医 
星薬科大学大学院薬学研究科    星薬科大・院薬 
星薬科大学薬学部     星薬科大・薬 
武蔵野大学薬学部     武蔵野大・薬 
明治薬科大学大学院薬学研究科    明治薬科大・院薬 
明治薬科大学大学院生命創薬化学専攻   明治薬科大・院生命 
明治薬科大学薬学部     明治薬科大・薬 
麻布大学獣医学部     麻布大・獣医 
神奈川歯科大学歯学部     神奈川歯科大・歯 
神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科   神奈川歯科大・短大・歯科衛生 
北里大学大学院医療系研究科    北里大・院医 
北里大学大学院薬学研究科    北里大・院薬 
北里大学大学院獣医学系研究科    北里大・院獣医 
北里大学医学部      北里大・医 
北里大学薬学部      北里大・薬 
北里大学獣医学部     北里大・獣医 
聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科   聖マリアンナ医科大・院医 
聖マリアンナ医科大学医学部     聖マリアンナ医科大・医 
鶴見大学歯学部      鶴見大・歯 
東海大学大学院医学研究科    東海大・院医 
東海大学医学部      東海大・医 
横浜市立大学大学院医学研究科    横浜市立大・院医 
横浜市立大学医学部     横浜市立大・医 
横浜薬科大学薬学部     横浜薬科大・薬 
帝京科学大学医療科学部     帝京科学大・医療 
山梨大学大学院総合研究部医学域    山梨大・院医 
山梨大学医学部      山梨大・医 
信州大学大学院医学系研究科    信州大・院医 
信州大学医学部      信州大・医 
松本歯科大学歯学部     松本歯科大・歯 
静岡県立大学大学院薬学研究院    静岡県立大・院薬 
静岡県立大学薬学部     静岡県立大・薬 
浜松医科大学大学院医学系研究科    浜松医科大・院医 
浜松医科大学医学部     浜松医科大・医 
愛知医科大学大学院医学研究科    愛知医科大・院医 
愛知医科大学医学部     愛知医科大・医 
金城学院大学薬学部     金城学院大・薬 
愛知学院大学歯学部     愛知学院大・歯 
愛知学院大学薬学部     愛知学院大・薬 
名古屋大学大学院医学系研究科    名古屋大・院医 
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大学・学部略記参考一覧 

※下記略記をご使用ください。 

大学名所属を入力される際は「大学名・学部・研究室や分野」あるいは「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

一覧に記載がない大学および学部はこの一覧に準じて略称をご記入ください。 

 
大 学             略 記 
名古屋大学大学院創薬科学研究科    名古屋大・院薬 
名古屋大学医学部     名古屋大・医 
名古屋市立大学大学院医学研究科    名古屋市立大・院医 
名古屋市立大学大学院薬学研究科    名古屋市立大・院薬 
名古屋市立大学医学部     名古屋市立大・医 
名古屋市立大学薬学部     名古屋市立大・薬 
藤田医科大学大学院医学研究科    藤田医科大・院医 
藤田医科大学医学部     藤田医科大・医 
名城大学薬学部      名城大・薬 
朝日大学歯学部      朝日大・歯 
岐阜大学大学院医学系研究科    岐阜大・院医 
岐阜大学医学部      岐阜大・医 
岐阜薬科大学大学院薬学研究科    岐阜薬科大・院薬 
岐阜薬科大学      岐阜薬科大 
金沢医科大学大学院医学研究科    金沢医科大・院医 
金沢医科大学医学部     金沢医科大・医 
金沢大学大学院医薬保健研究域医学系   金沢大・院医 
金沢大学大学院医薬保健研究域薬学系   金沢大・院薬 
金沢大学医学部      金沢大・医 
金沢大学薬学部      金沢大・薬 
北陸大学薬学部      北陸大・薬 
福井大学大学院医学系研究科    福井大・院医 
福井大学医学部      福井大・医 
滋賀医科大学大学院医学系研究科    滋賀医科大・院医 
滋賀医科大学医学部     滋賀医科大・医 
立命館大学大学院薬学研究科    立命館大・院薬 
立命館大学薬学部     立命館大・薬 
京都大学大学院医学研究科    京都大・院医 
京都大学大学院薬学研究科    京都大・院薬 
京都大学医学部      京都大・医 
京都大学薬学部      京都大・薬 
京都府立医科大学大学院医学研究科   京都府立医科大・院医 
京都府立医科大学医学部     京都府立医科大・医 
京都薬科大学大学院薬学研究科    京都薬科大・院薬 
京都薬科大学薬学部     京都薬科大・薬 
同志社女子大学大学院薬学研究科    同志社女子大・院薬 
同志社女子大学薬学部     同志社女子大・薬 
鈴鹿医療科学大学薬学部     鈴鹿医療科学大・薬 
三重大学大学院医学系研究科    三重大・院医 
三重大学医学部      三重大・医 
奈良県立医科大学大学院医学研究科   奈良県立医科大・院医 
奈良県立医科大学医学部     奈良県立医科大・医 
奈良先端科学技術大学院大学    奈良先端科学技術大学院大 
和歌山県立医科大学大学院医学研究科   和歌山県立医科大・院医 
和歌山県立医科大学医学部    和歌山県立医科大・医 
大阪医科大学大学院医学研究科    大阪医科大・院医 
大阪医科大学医学部     大阪医科大・医 
大阪大谷大学薬学部     大阪大谷大・薬 
大阪歯科大学大学院歯学研究科    大阪歯科大・院歯 
大阪歯科大学歯学部     大阪歯科大・歯 
大阪市立大学大学院医学研究科    大阪市立大・院医 
大阪市立大学医学部     大阪市立大・医 
大阪大学大学院医学系研究科    大阪大・院医 
大阪大学大学院歯学研究科    大阪大・院歯 
大阪大学大学院薬学研究科    大阪大・院薬 
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大学・学部略記参考一覧 

※下記略記をご使用ください。 

大学名所属を入力される際は「大学名・学部・研究室や分野」あるいは「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

一覧に記載がない大学および学部はこの一覧に準じて略称をご記入ください。 

 
大 学             略 記 
大阪大学医学部      大阪大・医 
大阪大学歯学部      大阪大・歯 
大阪大学薬学部      大阪大・薬 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科   大阪府立大・院生命環境 
大阪府立大学大学院獣医学専攻    大阪府立大・院獣医 
大阪薬科大学薬学部     大阪薬科大・薬 
関西医科大学大学院医学研究科    関西医科大・院医 
関西医科大学医学部     関西医科大・医 
近畿大学大学院医学研究科    近畿大・院医 
近畿大学大学院薬学研究科    近畿大・院薬 
近畿大学医学部      近畿大・医 
近畿大学薬学部      近畿大・薬 
摂南大学大学院薬学研究科    摂南大・院薬 
摂南大学薬学部      摂南大・薬 
神戸学院大学薬学部     神戸学院大・薬 
神戸大学大学院医学研究科    神戸大・院医 
神戸大学大学院農学研究科    神戸大・院農 
神戸大学医学部      神戸大・医 
神戸薬科大学薬学部     神戸薬科大・薬 
園田学園女子大学     園田学園女子大 
姫路獨協大学薬学部     姫路獨協大・薬 
兵庫医療大学大学院薬学研究科    兵庫医療大・院薬 
兵庫医療大学薬学部     兵庫医療大・薬 
兵庫医科大学大学院医学研究科    兵庫医科大・院医 
兵庫医科大学医学部     兵庫医科大・医 
武庫川女子大学薬学部     武庫川女子大・薬 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科   岡山大・院医歯薬 
岡山大学医学部      岡山大・医 
岡山大学歯学部      岡山大・歯 
岡山大学薬学部      岡山大・薬 
岡山理科大学理学部     岡山理科大・理 
川崎医科大学大学院医学研究科    川崎医科大・院医 
川崎医科大学医学部     川崎医科大・医 
就実大学薬学部      就実大・薬 
広島国際大学薬学部     広島国際大・薬 
広島大学大学院医歯薬保健学研究科   広島大・院医歯薬 
広島大学医学部      広島大・医 
広島大学歯学部      広島大・歯 
広島大学薬学部      広島大・薬 
福山大学薬学部      福山大・薬 
安田女子大学薬学部     安田女子大・薬 
徳島大学大学院医歯薬学研究部    徳島大・院医歯薬 
徳島大学医学部      徳島大・医 
徳島大学歯学部      徳島大・歯 
徳島大学薬学部      徳島大・薬 
徳島文理大学薬学部     徳島文理大・薬 
徳島文理大学香川薬学部     徳島文理大・香川薬 
香川大学大学院医学系研究科    香川大・院医 
香川大学医学部      香川大・医 
鳥取大学大学院医学系研究科    鳥取大・院医 
鳥取大学医学部      鳥取大・医 
鳥取大学農学部      鳥取大・農 
島根大学大学院医学系研究科    島根大・院医 
島根大学医学部      島根大・医 
山口大学大学院医学系研究科    山口大・院医 
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大学・学部略記参考一覧 

※下記略記をご使用ください。 

大学名所属を入力される際は「大学名・学部・研究室や分野」あるいは「大学名・院・研究室や分野」としてください。 

一覧に記載がない大学および学部はこの一覧に準じて略称をご記入ください。 

 
大 学             略 記 
山口大学医学部      山口大・医 
山口大学農学部      山口大・農 
愛媛大学大学院医学系研究科    愛媛大・院医 
愛媛大学医学部      愛媛大・医 
松山大学薬学部      松山大・薬 
高知大学大学院医科学専攻    高知大・院医 
高知大学医学部      高知大・医 
九州栄養福祉大学大学院健康科学研究科   九州栄養福祉大・院健康科学 
九州歯科大学大学院歯学研究科    九州歯科大・院歯 
九州歯科大学歯学部     九州歯科大・歯 
九州大学大学院医学研究院    九州大・院医 
九州大学大学院歯学研究院    九州大・院歯 
九州大学大学院薬学研究院    九州大・院薬 
九州大学医学部      九州大・医 
九州大学歯学部      九州大・歯 
九州大学薬学部      九州大・薬 
久留米大学大学院医学研究科    久留米大・院医 
久留米大学医学部     久留米大・医 
産業医科大学大学院医学研究科    産業医科大・院医 
産業医科大学医学部     産業医科大・医 
第一薬科大学      第一薬科大 
福岡歯科大学歯学部     福岡歯科大・歯 
福岡大学大学院医学研究科    福岡大・院医 
福岡大学大学院薬学研究科    福岡大・院薬 
福岡大学医学部      福岡大・医 
福岡大学薬学部      福岡大・薬 
佐賀大学大学院医学系研究科    佐賀大・院医 
佐賀大学医学部      佐賀大・医 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科   長崎大・院医歯薬 
長崎大学医学部      長崎大・医 
長崎大学歯学部      長崎大・歯 
長崎大学薬学部      長崎大・薬 
長崎国際大学薬学部     長崎国際大・薬 
大分大学大学院医学系研究科    大分大・院医 
大分大学医学部      大分大・医 
熊本大学大学院医学教育部    熊本大・院医 
熊本大学大学院薬学教育部    熊本大・院薬 
熊本大学医学部      熊本大・医 
熊本大学薬学部      熊本大・薬 
崇城大学薬学部      崇城大・薬 
九州保健福祉大学大学院医療薬学研究科   九州保健福祉大・院薬 
九州保健福祉大学薬学部     九州保健福祉大・薬 
宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科   宮崎大・院医獣医 
宮崎大学医学部      宮崎大・医 
宮崎大学農学部      宮崎大・農 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科   鹿児島大・院医歯 
鹿児島大学医学部     鹿児島大・医 
鹿児島大学歯学部     鹿児島大・歯 
鹿児島純心女子大学     鹿児島純心女子大 
琉球大学大学院医学研究科    琉球大・院医 
琉球大学医学部      琉球大・医 
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セクション名（研究室／分野）略記参考一覧 
 
 

下記略記をご使用ください。 一覧に記載がないものは、この一覧に準じて略称をご記入ください。 

略記作成時の基本ルール：「教室」 「講座」 「研究室」 「分野」 は削除 
 
 

 セクション（研究室・分野）名 略 記 

あ 
RNA生体機能学教室 RNA生体機能学 

RNA生物学研究室 RNA生物学 

い 

医化学教室 医化学 

医学教育・総合診療医学教室 医学教育・総合診療医学 

医学統計学教室 医学統計学 

医生物学講座 医生物学 

医薬品医療機器評価学教室  医薬品医療機器評価学 

医療安全管理学教室 医療安全管理学 

医療薬学研究室 医療薬学 

え 
衛生化学研究室 衛生化学 

衛生学教室 衛生学 

か 

解剖学教室 解剖学 

解剖発生学教室 解剖発生学 

幹細胞生物学教室 幹細胞生物学 

感覚器病学講座 感覚器病学 

感染病態学教室 感染病態学 

が 

がん制御学教室 がん制御学 

画像診断学教室 画像診断学 

癌生物学教室 癌生物学 

癌病態学講座 癌病態学 

眼科学教室 眼科学 

き 
機能再生医学講座 機能再生医学 

救急医学教室 救急医学 

け 

形成外科学教室 形成外科学 

血液内科学教室 血液内科学 

血管生物分子病理学分野 血管生物分子病理学 

健康管理医学教室 健康管理医学 

げ 外科学講座 外科学 

こ  

呼吸器内科学教室 呼吸器内科学 

公衆衛生学教室 公衆衛生学 

口腔顎顔面外科学分野 口腔顎顔面外科学 

口腔機能解剖学分野 口腔機能解剖学 

口腔機能補綴学分野 口腔機能補綴学 

口腔診断内科学分野 口腔診断内科学 

口腔生理学分野 口腔生理学 

口腔分子生化学分野 口腔分子生化学 
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口腔分子微生物学分野 口腔分子微生物学 

硬組織発生生物学分野 硬組織発生生物学 

高齢者歯科学分野 高齢者歯科学 

さ 

細胞生理学教室 細胞生理学 

細胞薬理学教室 細胞薬理学 

産婦人科学教室 産婦人科学 

し 

歯科矯正学分野 歯科矯正学 

歯科保存学分野 歯科保存学 

歯科放射線学分野 歯科放射線学 

歯科麻酔学分野 歯科麻酔学 

歯周・歯内療法学分野 歯周・歯内療法学 

社会医学講座 社会医学 

腫瘍内科学教室 腫瘍内科学 

腫瘍病理学教室 腫瘍病理学 

小児・障害者歯科学分野 小児・障害者歯科学 

小児科学教室 小児科学 

消化器外科学教室 消化器外科学 

消化器内科学教室 消化器内科学 

侵襲制御医学講座 侵襲制御医学 

神経科学研究室 神経科学 

神経生物学教室 神経生物学 

神経生理学教室 神経生理学 

神経内科学教室 神経内科学 

神経病態学講座 神経病態学 

神経薬理学教室 神経薬理学 

じ 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 

実験動物学教室 実験動物学 

獣医外科学教室 獣医外科学 

獣医内科学教室 獣医内科学 

循環器・呼吸器外科学教室 循環器・呼吸器外科学 

循環病態内科学教室 循環病態内科学 

腎泌尿器外科学教室 腎泌尿器外科学 

せ 

整形外科学教室 整形外科学 

生化学教室 生化学 

生殖・発達医学講座 生殖・発達医学 

生体機能科学研究室 生体機能科学 

生体材料工学分野 生体材料工学 

生体分子機能学研究室 生体分子機能学 

生体分析化学研究室 生体分析化学 

生理学教室 生理学 

精神医学教室 精神医学 

精密合成化学研究室 精密合成化学 

先進医療マネジメント学教室 先進医療マネジメント学 
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せ 先端獣医療学教室 先端獣医療学 

そ 

組織細胞学教室 組織細胞学 

創薬化学研究室 創薬化学 

創薬有機化学研究室 創薬有機化学 

て 天然物化学研究室 天然物化学 

ど 
動物分子医学教室 動物分子医学 

毒性学教室 毒性学 

な 内科学講座 内科学 

に 乳腺外科学教室 乳腺外科学 

の 脳神経外科学教室 脳神経外科学 

は 繁殖学教室 繁殖学 

ひ 比較病理学教室 比較病理学 

び 

微生物学免疫学講座 微生物学免疫学 

病原微生物学教室 病原微生物学 

病理学講座 病理学 

ふ 皮膚科学教室 皮膚科学 

ぶ 

分子神経免疫学教室 分子神経免疫学 

分子診断病理学教室 分子診断病理学 

分子生物学教室 分子生物学 

分子病理学教室 分子病理学 

ほ 

放射線医学総合研究教室  放射線医学 

放射線科学講座 放射線科学 

放射線学教室 放射線学 

放射線治療学教室 放射線治療学 

法医学教室 法医学 

ま 麻酔・周術期医学教室 麻酔・周術期医学 

み 未来創剤学研究室 未来創剤学 

め 

免疫・代謝内科学教室 免疫・代謝内科学 

免疫科学講座 免疫科学 

免疫学教室 免疫学 

免疫機能学教室 免疫機能学 

免疫生物学教室 免疫生物学 

や 

野生動物学教室 野生動物学 

薬剤分子設計学研究室 薬剤分子設計学 

薬品製造化学研究室 薬品製造化学 

薬物動態解析学研究室 薬物動態解析学 

薬理学教室 薬理 

よ 予防歯科学分野 予防歯科学 

り 

リハビリテーション医学教室 リハビリテーション医学 

臨床病態解析学研究室 臨床病態解析学 

臨床薬剤学研究室 臨床薬剤学 

れ レギュラトリーサイエンス教室 レギュラトリーサイエンス 

 


