
「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧　

系 分野 分科 細目番号 細目名 分割 キーワード（記号）

生物系 生物学
5701 遺伝・ゲノム動態

(A)分子遺伝、(B)細胞遺伝、(C)集団遺伝、(D)進化遺伝、(E)人類遺伝、
(F)遺伝子多様性、(G)ゲノム構築・再編・維持、(H)ゲノム機能・発現、
(J)発生遺伝、(K)行動遺伝、(L)変異原、(M)染色体、(N)モデル生物

5702 生態・環境
(A)個体群、(B)生物社会、(C)種間関係、(D)群集、(E)生態系、(F)進化
生態、(G)行動生態、(H)自然環境、(J)生理生態、(K)分子生態、(L)保全
生態学

5703
植物分子生物・生理
学

(A)色素体機能・光合成、(B)植物ホルモン・成長生理・全能性、(C)オル
ガネラ・細胞壁、(D)環境応答、(E)植物微生物相互作用・共生、(F)代謝
生理、(G)植物分子機能

5704 形態・構造
(A)動物形態、(B)植物形態、(C)微生物形態、(D)比較内分泌、(E)分子形
態学、(F)形態形成、(G)組織構築、(H)微細構造、(J)顕微鏡技術

5705 動物生理・行動
(A)代謝生理、(B)神経生物、(C)神経行動、(D)行動生理、(E)動物生理化
学

5706 生物多様性・分類
(A)分類群、(B)分類体系、(C)進化、(D)遺伝的多様性、(E)集団・種多様
性、(F)群集・生態系多様性、(G)分類形質、(H)系統、(J)種分化、(K)自
然史、(L)博物館

生物科学

5801 構造生物化学

(A)糖質、(B)脂質、(C)核酸、(D)タンパク質、(E)酵素、(F)遺伝子及び
染色体、(G)生体膜及び受容体、(H)細胞間マトリックス、(J)細胞小器
官、(K)翻訳後修飾、(L)分子認識及び相互作用、(M)変性とフォールディ
ング、(N)立体構造解析及び予測、(P)ＮＭＲ、(Q)質量分析、(R)Ｘ線結
晶解析、(S)高分解能電子顕微鏡解析

5802 機能生物化学

(A)酵素の触媒機構、(B)酵素の調節、(C)アロステリック効果、(D)酵素
異常、(E)遺伝子の情報発現と複製、(F)生体エネルギー変換、(G)金属タ
ンパク質、(H)生体微量元素、(J)ホルモンと生理活性物質、(K)細胞情報
伝達機構、(L)膜輸送と輸送タンパク質、(M)細胞内タンパク質分解、(N)
細胞骨格、(P)免疫生化学、(Q)糖鎖生物学、(R)生物電気化学

5803 生物物理学

(A)タンパク質・核酸の構造・動態・機能、(B)運動・輸送、(C)生体膜・
受容体・チャンネル、(D)光生物、(E)細胞情報・動態、(F)脳・神経系の
情報処理、(G)理論生物学・バイオインフォマティクス、(H)構造生物
学、(J)フォールディング、(K)構造・機能予測、(L)１分子計測・操作、
(M)バイオイメージング、(N)非平衡・複雑系

5804 分子生物学
(A)DNA複製、(B)DNA損傷・修復、(C)組換え、(D)転写、(E)RNA、(F)翻
訳、(G)タンパク質修飾、(H)分子間相互作用、(J)染色体構築・機能・分
配

5805 細胞生物学

(A)細胞構造・機能、(B)生体膜、(C)細胞骨格・運動、(D)細胞内情報伝
達、(E)細胞間情報伝達、(F)細胞周期、(G)細胞質分裂、(H)核構造、(J)
細胞間相互作用・細胞外マトリックス、(K)タンパク質分解、(L)クロマ
チン

5806 発生生物学
(A)細胞分化、(B)幹細胞、(C)胚葉形成・原腸形成・体節形成、(D)器官
形成、(E)受精、(F)生殖細胞、(G)遺伝子発現調節、(H)発生遺伝、(J)進
化発生

5807 進化生物学
(A)生命起源、(B)真核生物起源、(C)オルガネラ起源、(D)多細胞起源、
(E)分子進化、(F)形態進化、(G)機能進化、(H)遺伝子進化、(J)進化生物
学一般、(K)比較ゲノム、(L)実験進化学

5901 自然人類学
(A)形態、(B)先史・年代測定、(C)生体機構、(D)分子・遺伝、(E)生態、
(F)霊長類、(G)進化、(H)成長・老化、(J)社会、(K)行動・認知、(L)生
殖・発生、(M)骨考古学、(N)地理的多様性

5902 応用人類学

(A)生理人類学、(B)人間工学、(C)生理的多型性、(D)環境適応能、(E)全
身的協関、(F)機能的潜在性、(G)テクノ・アダプタビリティー、(H)ソマ
トメトリー、(J)被服、(K)生体・適応、(L)体質・健康、(M)法医人類
学、(N)医療人類学

農学

6001 育種学

(A)植物育種・遺伝、(B)育種理論、(C)遺伝資源・系統分化、(D)植物分
子育種、(E)抵抗性・耐性、(F)変異創成・解析、(G)遺伝子・タンパク
質、(H)染色体工学、(J)植物ゲノム情報、(K)品質・成分、(L)発育生
理・発生遺伝

6002 作物学・雑草学
(A)食用作物、(B)工芸作物、(C)飼料作物、(D)栽培体系、(E)作物品質・
加工、(F)雑草科学、(G)雑草制御、(H)野生植物資源

6003 園芸学・造園学
(A)果樹、(B)野菜、(C)花卉、(D)園芸利用、(E)園芸貯蔵・加工、(F)施
設園芸、(G)造園、(H)景観形成・保全、(J)緑地計画

6004 植物病理学
(A)病態、(B)感染生理、(C)植物・病原体相互作用、(D)病原性因子、(E)
病害防除、(F)病害抵抗性、(G)系統分類、(H)感染・増殖

6005 応用昆虫学
(A)応用動物、(B)鳥獣管理、(C)昆虫利用・機能開発、(D)昆虫病理、(E)
養蚕・蚕糸、(F)昆虫生態、(G)昆虫生理、(H)昆虫分類、(J)害虫管理・
生物的防除、(K)昆虫分子生物学、(L)昆虫行動

基礎生物
学

人類学

農学



「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧　

系 分野 分科 細目番号 細目名 分割 キーワード（記号）

（生物
系）

（農学） 農芸化学 6101 植物栄養学・土壌学
(A)植物成長・生理、(B)植物栄養代謝、(C)植物代謝調節、(D)肥料、(E)
土壌分類、(F)土壌物理、(G)土壌化学、(H)土壌生物、(J)土壌環境

6102 応用微生物学

(A)微生物学、(B)発酵生産、(C)微生物分類、(D)微生物遺伝・育種、(E)
微生物酵素、(F)微生物代謝、(G)微生物機能、(H)微生物利用学、(J)環
境微生物、(K)抗生物質生産、(L)微生物生態学、(M)微生物制御学、(N)
遺伝子資源、(P)遺伝子発現

6103 応用生物化学

(A)動物生化学、(B)植物生化学、(C)酵素利用学、(D)遺伝子工学、(E)タ
ンパク質工学、(F)生物工学、(G)代謝工学、(H)細胞・組織培養、(J)酵
素化学、(K)代謝生理、(L)遺伝子発現、(M)物質生産、(N)細胞応答、(P)
情報伝達、(Q)微量元素

6104
生物生産化学・生物
有機化学

(A)生物活性物質、(B)細胞機能調節物質、(C)農薬科学、(D)植物成長調
節物質、(E)情報分子、(F)生合成、(G)天然物化学、(H)生物無機化学、
(J)物理化学、(K)分析化学、(L)有機化学、(M)生物制御化学、(N)分子認
識

6105 食品科学
(A)食品化学、(B)食糧化学、(C)食品生化学、(D)食品物理学、(E)食品工
学、(F)食品機能、(G)食品保蔵、(H)食品製造・加工、(J)栄養化学、(K)
栄養生化学、(L)食品安全性、(M)食品分析

6201 森林科学
(A)森林生産・育種、(B)森林生態・保護・保全、(C)森林生物、(D)森林
管理・政策、(E)森林風致、(F)森林利用、(G)緑化・環境保全林、(H)治
山・砂防、(J)崩壊・地すべり・土石流、(K)水資源涵養・水質

6202 木質科学

(A)組織構造・材形成、(B)材質・物性、(C)セルロース、(D)リグニン、
(E)抽出成分・微量成分、(F)化学加工、(G)保存・木質文化、(H)乾燥・
機械加工、(J)接着・木質材料、(K)強度・木質構造、(L)居住性・感性、
(M)木質バイオマス、(N)パルプ・紙

6301 水産学一般
(A)分類、(B)発生、(C)形態、(D)生理、(E)生態・行動、(F)漁業、(G)資
源・資源管理、(H)増養殖、(J)遺伝・育種、(K)魚病、(L)水圏環境・保
全、(M)海藻、(N)プランクトン、(P)微生物、(Q)有害藻類

6302 水産化学
(A)生化学、(B)代謝・酵素、(C)水族栄養、(D)分子生物学、(E)生物工
学、(F)生体高分子、(G)天然物化学、(H)分析化学、(J)食品化学、(K)食
品加工・貯蔵、(L)食品衛生、(M)食品微生物

農業経済
学 6401 農業経済学

(A)農業経営、(B)農業政策、(C)農業経済、(D)農業金融、(E)農業史、
(F)国際農業、(G)農業地域計画、(H)農村社会、(J)農業と環境、(K)フー
ドシステム、(L)マーケティング、(M)食の安全、(N)農業倫理

農業工学

6501
農業土木学・農村計
画学

(A)水理、(B)水文、(C)土壌物理、(D)土質力学・応用力学、(E)土地改良
施設、(F)材料・施工、(G)灌漑排水、(H)農地整備・農地計画、(J)地域
計画・地域づくり、(K)地域環境・農村景観、(L)農村生態系、(M)水質汚
濁・水環境、(N)物質循環、(P)土壌保全・防災

6502 農業環境工学

(A)農業生産環境、(B)生物生産機械、(C)ポストハーベスト工学、(D)生
物生産システム、(E)農作業技術管理、(F)農業労働科学、(G)流通管理、
(H)生物環境調節、(J)施設園芸・植物工場、(K)バイオプロセシング、
(L)自然エネルギー利用、(M)農業気象・微気象、(N)気象災害、(P)温暖
化影響、(Q)環境緑化

6503 農業情報工学

(A)画像処理・画像認識、(B)非破壊計測、(C)生体計測、(D)バイオセン
シング、(E)バイオインフォマティックス、(F)リモートセンシング、(G)
地理情報システム、(H)モデリング・シミュレーション、(J)コンピュー
タネットワーク、(K)ICT/知識処理、(L)農業ロボティクス、(M)精密農
業、(N)生物環境情報、(P)農業情報、(Q)農作業情報

6601 畜産学・草地学
(A)草地生態、(B)草地利用、(C)草地管理・保全、(D)飼料、(E)栄養・飼
養、(F)家畜生産システム、(G)家畜管理・福祉、(H)野生鳥獣管理・利
用、(J)畜産物利用、(K)畜産バイオマス

6602 応用動物科学
(A)育種、(B)繁殖、(C)代謝・内分泌制御、(D)機能性物質、(E)発生工
学、(F)クローン家畜、(G)家畜ゲノム、(H)野生動物保護・増殖

6603
基礎獣医学・基礎畜
産学

(A)遺伝、(B)発生、(C)生理、(D)形態、(E)薬理、(F)病理、(G)病態、
(H)病原微生物、(J)寄生虫、(K)免疫、(L)生体情報、(M)行動

6604 応用獣医学
(A)家畜衛生、(B)獣医公衆衛生、(C)トキシコロジー、(D)疾病予防・制
御、(E)野生動物、(F)動物福祉、(G)人獣共通感染症、(H)疫学

6605 臨床獣医学
(A)内科、(B)外科、(C)臨床繁殖・産科、(D)診断、(E)検査、(F)治療、
(G)予後、(H)臨床病理・病態、(J)再生医療、(K)麻酔・鎮痛、(L)放射線
科学、(M)動物看護

6701 環境農学
(A)環境分析、(B)環境汚染、(C)環境修復、(D)環境浄化、(E)水域汚染、
(F)資源循環システム、(G)バイオマス、(H)遺伝子資源、(J)生物環境、
(K)資源環境バランス、(L)地域農学

6702 応用分子細胞生物学

(A)遺伝子・染色体工学、(B)タンパク質・糖鎖工学、(C)代謝工学、(D)
オルガネラ工学、(E)細胞工学、(F)発現制御、(G)発生・分化制御、(H)
細胞間相互作用、(J)分子間相互作用、(K)バイオセンサー、(L)細胞機
能、(M)分子情報、(N)機能分子設計

森林学

水産学

畜産学・
獣医学

境界農学



「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧　

系 分野 分科 細目番号 細目名 分割 キーワード（記号）

（生物
系）

医歯薬
学

6801 化学系薬学
(A)有機化学、(B)合成化学、(C)生体関連物質、(D)生薬・天然物化学、
(E)有機反応学、(F)ヘテロ環化学、(G)不斉合成

6802 物理系薬学
(A)物理化学、(B)分析化学、(C)製剤学、(D)生物物理化学、(E)同位体薬
品化学、(F)生命錯体化学、(G)分子構造学、(H)構造生物学、(J)イメー
ジング、(K)ドラッグデリバリー、(L)情報科学

1
(A)生化学、(B)分子生物学、(C)免疫学、(D)細胞生物学、(E)発生生物学

2 (F)薬理学、(G)薬効解析学、(H)神経生物学

6804 創薬化学
(A)医薬品化学、(B)医薬分子設計、(C)生物活性物質、(D)医薬分子機能
学、(E)ゲノム創薬、(F)レギュラトリーサイエンス

6805 環境系薬学
(A)環境衛生学、(B)環境化学、(C)環境動態学、(D)食品衛生学、(E)栄養
化学、(F)微生物・感染症学、(G)薬用資源学、(H)中毒学

6806 医療系薬学
(A)臨床薬学、(B)薬物動態・代謝学、(C)医療薬剤学、(D)医薬品情報・
安全性学、(E)臨床化学、(F)薬剤経済学、(G)オーダーメード医療、(H)
社会薬学、(J)病院薬局・保険薬局管理学

基礎医学
1

(A)肉眼解剖学、(B)機能解剖学、(C)臨床解剖学、(D)比較解剖学、(E)画
像解剖学、(F)形質人類学、(G)発生学・形態形成学、(H)先天異常学・奇
形学、(J)実験形態学、(K)解剖学教育

2
(L)細胞学、(M)組織学、(N)細胞分化・組織形成、(P)細胞機能形態学、
(Q)細胞微細形態学、(R)分子形態学、(S)細胞組織化学、(T)顕微鏡技術

6902 生理学一般

(A)分子・細胞生理学、(B)生体膜・チャネル・トランスポーター・能動
輸送、(C)受容体・細胞内シグナル伝達、(D)刺激分泌連関、(E)上皮機
能、(F)遺伝・受精・発生・分化、(G)細胞増殖・細胞死、(H)細胞運動・
形態形成・細胞間相互作用、(J)微小循環・末梢循環・循環力学・循環調
節、(K)換気力学・血液ガス・呼吸調節、(L)消化管運動・消化吸収、(M)
腎・体液・酸塩基平衡、(N)血液凝固・血液レオロジー、(P)病態生理、
(Q)システム生理・フィジオーム、(R)比較生理学・発達生理学・ゲノム
生理学

6903
環境生理学（含体力
医学・栄養生理学）

(A)環境生理学、(B)体力医学、(C)栄養生理学、(D)適応・協関生理学、
(E)生体リズム、(F)発達・成長・老化、(G)ストレス、(H)宇宙医学、(J)
行動生理学、(K)生物時計、(L)温熱生理学、(M)摂食調節、(N)社会環
境、(P)睡眠・覚醒、(Q)生殖生理学

6904 薬理学一般

(A)腎臓、(B)骨格筋・平滑筋、(C)消化器、(D)炎症・免疫、(E)生理活性
物質、(F)中枢・末梢神経、(G)脊髄・痛み、(H)受容体・チャネル・輸送
系・シグナル情報伝達系、(J)心血管・血液、(K)創薬・ゲノム薬理学、
(L)薬物治療・トキシコロジー、(M)生薬・天然物薬理学

6905 医化学一般
(A)生体分子医学、(B)細胞医化学、(C)ゲノム医化学、(D)発生医学、(E)
再生医学、(F)加齢医学、(G)高次生命医学、(H)細胞内シグナル伝達

6906 病態医化学
(A)代謝異常学、(B)分子病態学、(C)分子遺伝子診断学、(D)分子腫瘍
学、(E)分子病態栄養学

6907 人類遺伝学
(A)ゲノム医科学、(B)分子遺伝学、(C)細胞遺伝学、(D)薬理遺伝学、(E)
遺伝生化学、(F)遺伝疫学、(G)遺伝診断学、(H)遺伝子治療学、(J)遺伝
カウンセリング、(K)生命倫理学、(L)エピジェネティクス

1
(A)脳・神経、(B)消化器・唾液腺、(C)呼吸器・縦隔、(D)循環器、(E)泌
尿生殖器・内分泌、(F)骨・関節・筋肉・皮膚・感覚器、(G)血液

2
(H)分子病理、(J)地理病理、(K)診断病理学、(L)テレパソロジー、(M)環
境病理、(N)移植病理

1
(A)動物、(B)細胞、(C)分子、(D)超微形態

2
(E)腫瘍、(F)炎症、(G)中毒病理、(H)発生病理、(J)疾患モデル動物、
(K)再生医学

6910
寄生虫学（含衛生動
物学）

(A)蠕虫、(B)原虫、(C)媒介節足動物、(D)病害動物、(E)分子、(F)疫
学、(G)発生、(H)遺伝、(J)免疫、(K)熱帯病・国際医療

6911 細菌学（含真菌学）
(A)病原性、(B)感染免疫、(C)疫学、(D)遺伝、(E)分類、(F)診断、(G)構
造・生理

6912 ウイルス学
(A)分子、(B)細胞、(C)個体、(D)疫学、(E)病原性、(F)診断・治療、(G)
感染防御・ワクチン、(H)プリオン

6913 免疫学

(A)サイトカイン、(B)抗体、(C)抗原認識、(D)リンパ球、(E)自然免疫、
(F)獲得免疫、(G)粘膜免疫、(H)免疫記憶、(J)免疫寛容・自己免疫、(K)
免疫監視・腫瘍免疫、(L)免疫不全、(M)アレルギー・免疫関連疾患、(N)
免疫制御・移植免疫

境界医学

7001 医療社会学

(A)病院管理学、(B)医療管理学、(C)医療情報学、(D)バイオエシック
ス、(E)医学史、(F)医学・薬学教育、(G)医療経済学、(H)リスクマネジ
メント、(J)医療の質、(K)地域医療学、(L)医療政策学、(M)社会保障
学、(N)介護・福祉、(P)医療政策評価、(Q)感染制御学

実験病理学

6908 人体病理学

薬学

解剖学一般（含組織
学・発生学）

6803 生物系薬学

6909

6901



「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧　

系 分野 分科 細目番号 細目名 分割 キーワード（記号）

（生物
系）

（医歯薬
学）

（境界医学）

7002 応用薬理学

(A)臨床薬理学、(B)臨床試験・倫理、(C)薬物治療学、(D)医薬品副作
用・薬物相互作用、(E)薬物輸送学、(F)ファーマコゲノミックス、(G)同
位体医療薬学、(H)機器医療薬学、(J)薬物代謝酵素・トランスポー
ター、(K)イメージング、(L)ヒト組織利用研究、(M)薬物依存・薬剤感受
性、(N)遺伝子診断・治療、(P)ドラッグデリバリー、(Q)薬剤疫学

7003 病態検査学
(A)臨床検査医学、(B)臨床病理学、(C)臨床化学、(D)免疫血清学、(E)臨
床検査システム、(F)遺伝子検査学、(G)臨床微生物学、(H)腫瘍検査学、
(J)臨床血液学、(K)生理機能検査学

7101 衛生学

(A)環境保健、(B)予防医学、(C)産業衛生、(D)環境疫学、(E)分子遺伝疫
学、(F)医学統計、(G)生命倫理、(H)環境中毒、(J)産業中毒、(K)環境生
理、(L)地球環境、(M)災害事故、(N)人間工学、(P)交通医学、(Q)食品衛
生

7102
公衆衛生学・健康科
学

(A)地域保健、(B)母子保健、(C)学校保健、(D)成人保健、(E)保健栄養、
(F)健康管理、(G)健康教育、(H)医療行動学、(J)人口問題、(K)国際保健
学、(L)保健医療行政、(M)病院管理学、(N)医療情報学、(P)介護保険、
(Q)疫学、(R)健康診断、(S)集団検診

7103 法医学
(A)法医学、(B)医の倫理、(C)犯罪精神医学、(D)矯正医学、(E)保険医
学、(F)診療録管理学、(G)法医鑑定学、(H)アルコール医学、(J)法歯
学、(K)ＤＮＡ多型医学、(L)法医病理学

内科系臨
床医学

7201
内科学一般（含心身
医学）

(A)心療内科学、(B)ストレス科学、(C)東洋医学、(D)代替医療、(E)緩和
医療、(F)総合診療、(G)プライマリーケア、(H)老年医学

1 (A)上部消化管学（食道、胃、十二指腸）

2 (B)下部消化管学（小腸、大腸）

3 (C)肝臓学

4 (D)胆道学、膵臓学

5 (E)消化器内視鏡学

1 (A)臨床心血管病態学

2 (B)分子心臓病態学

3 (C)分子血管病態学

1 (A)閉塞性肺疾患

2 (B)非閉塞性肺疾患〔癌、肺線維症、呼吸器感染症、その他〕

1 (A)腎臓学

2 (B)高血圧学、(C)水・電解質代謝学、(D)人工透析学

1 (A)神経分子病態学、(B)神経病態免疫学、(C)臨床神経分子遺伝学

2
(D)臨床神経生理学、(E)臨床神経形態学、(F)臨床神経心理学、(G)神経
機能画像学

1 (A)エネルギー・糖質代謝異常、(B)メタボリックシンドローム

2
(C)脂質代謝異常、(D)プリン代謝異常、(E)骨・カルシウム代謝異常、
(F)電解質代謝異常

7208 内分泌学 (A)内分泌学、(B)生殖内分泌学

1 (A)血液内科学、(B)血液腫瘍学

2
(C)血栓・止血学、(D)輸血学、(E)造血幹細胞移植学、(F)血液免疫学、
(G)免疫制御学

1 (A)膠原病学、(B)リウマチ学

2 (C)アレルギー学、(D)臨床免疫学、(E)炎症学

新設 感染症内科学
(A)感染症診断学、(B)感染症治療学、(C)感染症防御学、(D)国際感染症
学、(E)感染疫学、(F)日和見感染症

1
(A)発達小児科学、(B)成育医学、(C)小児神経学、(D)小児内分泌学、(E)
小児代謝・栄養学、(F)遺伝・先天異常学、(G)小児保健学、(H)小児社会
医学

2 (J)小児血液学、(K)小児腫瘍学、(L)小児免疫・アレルギー・膠原病学

3
(M)小児循環器学、(N)小児呼吸器学、(P)小児感染症学、(Q)小児腎・泌
尿器学、(R)小児消化器病学

7212 胎児・新生児医学
(A)出生前診断、(B)胎児医学、(C)先天異常学、(D)新生児医学、(E)未熟
児医学

1 (A)皮膚診断学、(B)皮膚病理学、(C)皮膚腫瘍学

2
(D)レーザー治療学、(E)皮膚生理学、(F)色素細胞学、(G)性感染症学、
(H)皮膚感染症、(J)皮膚炎症・再生学

循環器内科学

7207 代謝学

7209 血液内科学

神経内科学

7205 腎臓内科学

7204 呼吸器内科学

7202 消化器内科学

皮膚科学

7210
膠原病・アレルギー
内科学

7211 小児科学

社会医学

7213

7203

7206



「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧　

系 分野 分科 細目番号 細目名 分割 キーワード（記号）

（生物系） 1 (A)精神薬理学、(B)臨床精神分子遺伝学

2
(C)精神生理学、(D)精神病理学、(E)社会精神医学、(F)児童・思春期精
神医学、(G)老年精神医学、(H)司法精神医学、(J)神経心理学、(K)リエ
ゾン精神医学、(L)精神科リハビリテーション医学

1
(A)画像診断学 （含放射線診断学）、(B)エックス線・CT、(C)核磁気共
鳴画像(MRI)、(D)核医学（PETを含む）

2
(E)放射性医薬品・造影剤、(F) 放射線管理、(G)医用画像工学、(H)ｲﾝﾀｰ
ﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ（IVR）、(J)血管形成術・骨形成術・血管塞栓術、(K)
ラジオ波治療・ステント治療・リザーバー治療

3
(L)放射線治療学、(M)放射線腫瘍学、(N)放射線治療物理学、(P)放射線
治療生物学、(Q)粒子線治療

外科系臨
床医学

1
(A)外科総論、(B)移植外科学、(C)人工臓器学、(D)血管外科学

2
(E)実験外科学、(F)内分泌外科学、(G)乳腺外科学、(H)代謝栄養外科学

1 (A)食道外科学、(B)胃十二指腸外科学

2 (C)小腸大腸肛門外科学

3 (D)肝臓外科学、(E)脾門脈外科学

4 (F)胆道外科学、(G)膵臓外科学

1 (A)心臓大血管外科学

2 (B)呼吸器外科学、(C)縦隔外科学、(D)胸膜外科学

1
(A)頭部外傷学、(B)脳血管障害学、(C)脳血管内外科学、(D)実験脳外科
学、(E)神経画像診断学

2
(F)脳腫瘍学、(G)機能脳神経外科学、(H)小児脳神経外科学、(J)脊髄・
脊椎疾患学、(K)脳外科手術機器学、(L)放射線脳外科学

1
(A)脊椎脊髄病学、(B)筋・神経病学、(C)理学療法学、(D)運動器リハビ
リテーション学

2
(E)骨・軟部腫瘍学、(F)四肢機能再建学、(G)小児運動器学、(H)運動器
外傷学

3
(J)関節病学、(K)リウマチ病学、(L)骨・軟骨代謝学、(M)スポーツ医学

1 (A)麻酔学、(B)蘇生学

2 (C)周術期管理学、(D)疼痛管理学

1 (A)腫瘍学

2 (B)排尿学、(C)結石症学、(D)感染症学、(E)再生医学、(F)奇形学

3 (G)副腎外科学、(H)腎移植、(J)アンドロロジー

1 (A)産科学、(B)生殖医学

2 (C)婦人科学、(D)婦人科腫瘍学、(E)更年期医学

1 (A)耳科学

2 (B)鼻科学

3 (C)頭頚部外科学、(D)気管食道学、(E)喉頭科学、(F)咽頭科学

1
(A)臨床研究、(B)疫学研究、(C)社会医学、(D)眼生化学・分子生物学、
(E)眼細胞生物学、(F)眼遺伝学、(G)眼組織学、(H)眼病理学

2
(J)眼薬理学、(K)眼生理学、(L)眼発生・再生医学、(M)眼免疫学、(N)眼
微生物学・感染症学、(P)視能矯正学、(Q)眼光学、(R)眼医工学

7311 小児外科学
(A)先天性消化器疾患学、(B)先天性心大血管外科学、(C)胎児手術学、
(D)小児泌尿器科学、(E)小児呼吸器外科学、(F)小児腫瘍学

7312 形成外科学
(A)再建外科学、(B)創傷治癒学、(C)マイクロサージェリー学、(D)組織
培養・移植学、(E)再生医学

7313 救急医学
(A)集中治療医学、(B)外傷外科学、(C)救急蘇生学、(D)急性中毒学、(E)
災害医学

歯学 7401 形態系基礎歯科学
(A)口腔解剖学（含組織学・発生学）、(B)口腔病理学、(C)口腔細菌学

7402 機能系基礎歯科学 (A)口腔生理学、(B)口腔生化学、(C)歯科薬理学

7403
病態科学系歯学・歯科
放射線学

(A)実験腫瘍学、(B)免疫・感染・炎症、(C)歯科放射線学一般、(D)歯科
放射線診断学

7404 保存治療系歯学 (A)保存修復学、(B)歯内療法学

7405 補綴系歯学
(A)歯科補綴学一般、(B)有床義歯補綴学、(C)冠橋義歯補綴学、(D)顎顔
面補綴学、(E)顎口腔機能学

新設
歯科医用工学・再生
歯学

(A)歯科理工学、(B)歯科材料学、(C)生体材料学、(D)接着歯学、(E)再生
歯学、(F)歯科インプラント学

7309 耳鼻咽喉科学

7310 眼科学

胸部外科学

7302 消化器外科学

7304 脳神経外科学

外科学一般

精神神経科学

7215 放射線科学

整形外科学

麻酔・蘇生学

7308 産婦人科学

7307 泌尿器科学

7306

7301

（医歯薬
学）

（内科系臨床
医学）

7305

7214

7303



「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧　

系 分野 分科 細目番号 細目名 分割 キーワード（記号）

（生物系）（医歯薬学）（歯学） 1 (A)口腔外科学一般

2 (B)臨床腫瘍学

3 (C)歯科麻酔学、(D)病態検査学、(E)口腔顎顔面再建外科学

7407 矯正・小児系歯学
(A)歯科矯正学、(B)小児歯科学、(C)小児口腔保健学、(D)顎口腔機能機
構学

7408 歯周治療系歯学 (A)歯周免疫機能学、(B)歯周外科学、(C)歯周予防学

7409 社会系歯学
(A)口腔衛生学（含公衆衛生学・栄養学）、(B)予防歯科学、(C)歯科医療
管理学、(D)歯科法医学、(E)老年歯科学、(F)歯科心身医学

7501 基礎看護学
(A)看護哲学、(B)看護倫理学、(C)看護技術、(D)看護教育学、(E)看護管
理学、(F)看護政策・行政、(G)災害看護、(H)看護の歴史

7502 臨床看護学
(A)重篤・救急看護学、(B)周手術期看護学、(C)慢性病看護学、(D)リハ
ビリテーション看護学、(E)ターミナルケア、(F)がん看護学

新設 生涯発達看護学
(A)家族看護学、(B)母性・女性看護学、(C)助産学、(D)小児看護学

1 (A)地域看護学、(B)公衆衛生看護学、(C)学校看護、(D)産業看護

2
(E)老年看護学、(F)精神看護学、(G)在宅看護、(H)訪問看護、(J)家族看
護学、(K)リハビリテーション看護学

地域・老年看護学

外科系歯学

看護学

7406

7503


