
新旧体制 対応表

＊学科目名

 講座名

医学科 基 組織細胞化学 医学科 基 組織細胞化学 医学科 基 組織細胞化学 医学科 基 分子細胞生物学 分子細胞生物学  解剖学第一

（１２講座） 礎 超微形態科学 （１２講座） 礎 超微形態科学 （１１講座） 礎 超微形態科学 （１１講座） 礎 超微形態科学 超微形態科学  解剖学第二

（４９分野） 系 神経生物学 （４8分野） 系 神経生物学 （４8分野） 系 神経生物学 （４２分野） 系 神経生物学 神経生物学 ＊生物学

医 統合生理学 医 統合生理学 医 統合生理学 医 統合生理学 統合生理学  生理学第一

学 応用生理学 学 応用生理学 学 応用生理学 学 応用生理学 応用生理学  生理学第二

講 腫瘍生化学 講 腫瘍生化学 講 腫瘍生化学 講 腫瘍生化学 腫瘍生化学 腫瘍生化学

座 機能生化学 座 機能生化学 座 機能生化学 座５ 機能生化学 機能生化学 機能生化学

5 薬理学 5 薬理学 5 薬理学 講 薬理学 薬理学  薬理学

講 心理学 講 心理学 講 心理学 座 心理学 心理学 ＊心理学

座 物理科学 座 物理科学 座 物理科学 物理科学 物理科学 ＊物理学

物質科学 物質科学 物質科学 物質科学 物質科学 ＊化学

蛋白質機能学 構造機能病態学 構造機能病態学 構造機能病態学 構造機能病態学  病理学第一

構造機能病態学 腫瘍・再生病態学 腫瘍・再生病態学 腫瘍・再生病態学 腫瘍・再生病態学  病理学第二

腫瘍・再生病態学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物病学

微生物学 寄生虫学 寄生虫学 寄生虫学 寄生虫学 寄生虫病学

寄生虫学 免疫学 免疫学 衛生学 衛生学 衛生学

免疫学 衛生学 衛生学 公衆衛生学 公衆衛生学 公衆衛生学

衛生学 公衆衛生学 公衆衛生学 法医学 法医学  法医学

公衆衛生学 法医学 法医学 生命・医療倫理学 生命・医療倫理学 ＊哲学

法医学 生命・医療倫理学 生命・医療倫理学 医療社会学 医療社会学 ＊社会学

生命・医療倫理学 研究倫理支援 研究倫理支援 数理科学 数理科学 ＊数学

研究の倫理と政策学 データマネジメント データマネジメント 英語 英語 ＊英語

データマネジメント 医療社会学 医療社会学 ドイツ語 ドイツ語  ドイツ語

医療社会学 数理科学 数理科学 ＊情報数理科学

数理科学 英語 英語 臨 循環体液制御学 内科学第一  内科学第一

英語 ドイツ語 ドイツ語 床 消化器血液学 内科学第二  内科学第二

ドイツ語 臨 循環体液制御学 臨 循環体液制御学 系 神経呼吸内分泌代謝学 内科学第三  内科学第三

臨 循環体液制御学 床 消化器血液学 床 消化器血液学 医 免疫感染病態学 臨床検査医学  臨床検査医学

床 消化器血液学 系 神経呼吸内分泌代謝学 系 神経呼吸内分泌代謝学 学 腫瘍機能制御外科学 外科学第一  外科学第一

系 神経呼吸内分泌代謝学 医 免疫感染病態学 医 免疫感染病態学 講 循環呼吸・総合外科学 外科学第二  外科学第二

医 免疫感染病態学 学 消化器内科学 学 肝胆膵外科学 座 泌尿器科学 泌尿器科学  泌尿器科学

学 消化器内科学 講 肝胆膵外科学 講 消化管・内分泌・小児外科学 精神医学 精神医学  精神医学

講 肝胆膵外科学 座 消化管・内分泌・小児外科学 座 心臓血管外科学 6 脳神経外科学 脳神経外科学  脳神経外科学

座 消化管・内分泌・小児外科学 心臓血管外科学 呼吸器・乳腺外科学 講 小児科学 小児科学  小児科学

心臓血管外科学 7 呼吸器・乳腺外科学 6 形成外科学 座 産婦人科学 産婦人科学  産婦人科学

7 呼吸器・乳腺外科学 講 形成外科学 講 精神医学 整形外科学 整形外科学  整形外科学

講 形成外科学 座 精神医学 座 脳神経外科学 皮膚科学 皮膚科学  皮膚科学

座 精神医学 脳神経外科学 小児科学 眼科学 眼科学  眼科学

脳神経外科学 小児科学 泌尿器科学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 耳鼻咽喉科学  耳鼻咽喉科学

小児科学 泌尿器科学 産婦人科学 顎顔面口腔外科学 歯科口腔外科学  歯科口腔外科学

泌尿器科学 産婦人科学 整形外科学 放射線医学 放射線医学  放射線医学

産婦人科学 整形外科学 皮膚科学 麻酔生体管理学 麻酔学  麻酔学

整形外科学 皮膚科学 眼科学 救急・災害医学 救急医学  救急医学

皮膚科学 眼科学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 看護学科 基礎看護学  基礎看護学

眼科学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 顎顔面口腔外科学 （４講座） 成人・老年看護学

耳鼻咽喉・頭頸部外科学 顎顔面口腔外科学 放射線医学 小児・母性(助産専攻)看護学

顎顔面口腔外科学 放射線医学 麻酔生体管理学 地域・精神看護学  地域看護学

放射線医学 麻酔生体管理学 救急・災害医学

麻酔生体管理学 救急・災害医学

救急・災害医学 看護学科

看護学科 （４講座）

看護学科 （４講座）

（４講座）

医療人育成支援センター

機能制御学

医学教育改革推進センター

新体制（平成２９年４月１日から）

学科 講座名 分野名

解剖学

病理学

感染症学

社会医学

内科学

外科学

臨床神経科学

発達泌尿生殖医学

感覚運動医学

病態解析医学

基礎看護学

成人・老年看護学

小児・母性(助産専攻)看護学

地域・精神看護学 医療人育成支援センター

病態解析医学

基礎看護学

成人・老年看護学

小児・母性(助産専攻)看護学

地域・精神看護学

旧体制（平成２８年４月１日から）

学科 講座名 分野名

解剖学

機能制御学

病理学

感染症学

社会医学

内科学

外科学

臨床神経科学

発達泌尿生殖医学

感覚運動医学

講座名 分野名 講座名

病理学

成人・老年看護学

分野名

解剖学 解剖学

機能制御学

旧体制（平成１７年４月１日から）

外科学

臨床神経科学

機能制御学

旧体制（平成１７年３月以前）

感染症学 ＊感染症学

社会医学

＊衛生・公衆衛生学

 臨床看護学 

分野名

 生化学

旧体制（平成２７年４月１日から）

学科 講座名 分野名

解剖学

病態解析医学

小児・母性(助産専攻)看護学

地域・精神看護学

医学教育改革推進センター

感覚運動医学

機能制御学

病理学

感覚運動医学

病態解析医学

基礎看護学

社会医学

生殖発達医学

感染症学

内科学

旧体制（平成１８年４月１日から）

学科

病理学

医学教育改革推進センター

感染症学

社会医学

外科学

発達泌尿生殖医学

基礎看護学

成人・老年看護学

小児・母性(助産専攻)看護学

地域・精神看護学

内科学

臨床神経科学


