
認証基盤サービス属性一覧

区分 属性名 値の範囲など

NagoyaUnivID 英字2文字+7桁ランダム数値
例：aa1234567

(ベース属性) middleName

漢字 middleName;lang-ja 職員：値ありなし混在
学生：値なし

ローマ字 middleName;lang-en 職員：値ありなし混在
学生：値なし

カタカナ middleName;lang-ja;phonetic 職員：値ありなし混在
学生：値なし

(ベース属性) givenName

漢字 givenName;lang-ja 職員：値ありなし混在
学生：値なし

ローマ字 givenName;lang-en 職員：値ありなし混在
学生：値なし

カタカナ givenName;lang-ja;phonetic 職員：値ありなし混在
学生：値なし

(ベース属性) fullName (ベース属性であるが値を格納する) 半角・全角混在（区切りは半角スペース）

漢字 fullName;lang-ja 半角・全角混在（区切りは半角スペース）

ローマ字 fullName;lang-en 半角（区切りは半角スペース）

カタカナ fullName;lang-ja;phonetic 半角・全角混在（区切りは半角スペース）

(ベース属性) department

漢字 department;lang-ja 学生：所属部局コード表（学生）参照
職員：所属コード表（教職員）の部局名

departmentNumber 学生：所属学部コード(2桁)
職員：所属コード(sectionNumber)と同じ

(ベース属性) section

漢字 section;lang-ja 学生：所属学科コード表（学生）参照
職員：所属コード表（教職員）参照

sectionNumber 学生：所属学科コード表（学生）参照(9桁)
職員：所属コード表（教職員）参照(12桁)

employeeNumber
学生番号(9桁数字、非正規学生は英字を含む場合あり)、
職員番号(8桁数字)、
個別申請受付番号(6桁数字)

enrollment F:離籍，T:在籍

nagAdmissionYear 西暦(4桁)

nagGrade 1～6 （非正規学生は 0 ）

(ベース属性) title
漢字 title;lang-ja 職名コード表参照

titleCode 職名コード表参照（4桁)

(ベース属性) employeeType

漢字 employeeType;lang-ja 職種コード表参照

コード employeeTypeCode 職種コード表参照（2桁）

gender
半角英字
男性：M
女性：F

職員のみ

ミドルネーム

名

姓名

プライマリの所属学科
(専攻)，掛

コード

プライマリの所属部局

コード

学生番号，職員番号，個別申請受付番号

在学・在職中か否かを表すフラグ

プライマリの職種

学生のみ
入学年度

学年

学生
職員
共通

名古屋大学ID

プライマリの職名

コード

性別

属性



所属部局コード（学生）

departmentNumber department;lang-ja

01 文学部

02 教育学部

03 法学部

04 経済学部

05 情報文化学部

06 理学部

07 医学部

08 工学部

09 農学部

17 医学部保健学科

21 文学研究科：前期

22 教育研究科：前期

23 法学研究科：前期

24 経済学研究科：前期

26 理学研究科：前期

27 医学研究科：前期

28 工学研究科：前期

29 生命農学研究科：前期

30 国際開発研究科：前期

31 人間情報学研究科：前期

32 多元数理研究科：前期

33 国際言語文化研究科：前期

34 環境学研究科：前期

35 情報学研究科：前期

36 創薬科学研究科：修士

38 医学系研究科・医保：前期

39 創薬科学研究科：前期

41 文学研究科：後期

42 教育研究科：後期

43 法学研究科：後期

44 経済学研究科：後期

46 理学研究科：後期

47 医学研究科：後期

48 工学研究科：後期

49 生命農学研究科：後期

50 国際開発研究科：後期

51 人間情報学研究科：後期

52 多元数理研究科：後期

53 国際言語文化研究科：後期

54 環境学研究科：後期

55 情報学研究科：後期

58 医学系研究科・医保：後期

59 創薬科学研究科：後期

93 法学研究科：法科



職名コード

title title;lang-ja
0000 －
0300 総長
0320 監事(常勤)
0321 監事(非常勤)
0330 理事(常勤)
0331 理事(非常勤)
0341 参与
0342 参事（常勤）
0343 参事（非常勤）
0344 審議役
0380 教授（指定）
0390 事務局長
1520 部長
1550 次長
1560 教育監
1580 研究協力調整官
1600 課長
1610 室長
1630 主幹
1640 室長補佐
1650 事務長
1660 課長補佐
1661 施設系課長補佐
1662 図書系課長補佐
1670 事務長補佐
1700 事務室長
1710 専門員
1715 施設系専門員
1720 専門職員
1721 施設系専門職員
1730 掛長
1731 係長
1740 施設系掛長
1741 施設系係長
1750 主任
1770 技術職員
1780 施設技術職員
1800 図書館専門員
1810 図書系掛長
1811 図書系係長
1812 図書系専門職員
1820 図書職員
1850 事務職員
1860 施設系主任
1870 技術専門員
1880 技術専門職員
1910 主任専門職員
1920 主席技師
1930 主任技師
1940 技師
1950 技術員
2100 車庫長
2110 自動車運転手



職名コード

title title;lang-ja
2160 副車庫長
2280 営繕手
2590 機械操作員
2600 機械保守工
3000 検査助手
3030 病理細菌助手
3040 薬剤助手
3050 放射線助手
3060 看護助手
3080 その他の医療系技術助手
3120 調理師
3210 守衛
3220 警務班長
3250 警務員
3260 警務長
4010 学術上席専門職
4030 学術主任専門職
4050 学術専門職
4060 障害者支援上席専門職
4070 障害者支援主任専門職
4080 障害者支援専門職
6050 教授
6052 寄附講座教授
6054 寄附研究部門教授
6061 病院教授
6070 助教授
6075 准教授
6077 寄附講座准教授
6079 寄附研究部門准教授
6081 病院准教授
6090 講師
6092 寄附講座講師
6094 寄附研究部門講師
6101 病院講師
6105 助教
6110 助手
6112 寄附講座助教
6114 寄附研究部門助教
6116 病院助教
6121 病院助手
6130 教務職員
6200 副校長
6210 教頭（教二）
6220 教諭（教二）
6230 養護教諭（教二）
6240 主幹教諭
6250 指導教諭
6510 首席リサーチ・アドミニストレーター
6520 主幹リサーチ・アドミニストレーター
6530 主任リサーチ・アドミニストレーター
6540 リサーチ・アドミニストレーター
7200 薬剤部長
7210 副薬剤部長



職名コード

title title;lang-ja
7220 薬剤主任
7230 薬剤師
7235 病院薬剤師
7300 診療放射線技師長
7310 副診療放射線技師長
7320 主任診療放射線技師
7330 診療放射線技師
7335 病院診療放射線技師
7350 主任管理栄養士
7355 管理栄養士
7357 病院管理栄養士
7360 栄養士
7370 栄養管理部副部長
7390 医療技術部長
7400 臨床検査技師長
7410 副臨床検査技師長
7420 主任臨床検査技師
7430 臨床検査技師
7435 病院臨床検査技師
7440 衛生検査技師
7445 病院衛生検査技師
7450 理学療法士
7455 病院理学療法士
7460 作業療法士
7465 病院作業療法士
7470 臨床工学技士
7475 病院臨床工学技士
7480 言語聴覚士
7485 病院言語聴覚士
7500 歯科衛生士
7505 病院歯科衛生士
7510 歯科技工士
7515 病院歯科技工士
7520 視能訓練士
7525 病院視能訓練士
7540 病理細菌技術者
7580 柔道整復師
7601 社会福祉士
7602 精神保健福祉士
7603 チャイルド・ライフ・スペシャリスト
7604 病棟（外来）クラーク
7605 病棟保育士
7606 医療情報技術職員
7700 看護部長
7710 副看護部長
7720 看護師長
7730 副看護師長
7750 看護師
7760 助産師
7780 准看護師
7800 保健師
8004 相談員
8005 技術補佐員(科学研究費)



職名コード

title title;lang-ja
8007 栄養士（パート）
8008 管理栄養士（パート）
8010 事務補佐員
8011 事務補佐員（短期）.0011
8012 事務補佐員（ＣＯＥ）
8013 事務補佐員(産学官連携)
8014 事務補佐員(大学改革推進経費)
8015 COE事務補佐員
8016 特任主幹
8017 特任専門員
8018 特任専門職員
8019 特任事務職員
8020 技術補佐員
8021 特任技術専門員
8022 特任技術専門職員
8023 特任技術職員
8025 COE技術補佐員
8026 技術補佐員(産学官連携)
8028 技術補佐員（研究支援推進員）
8029 技術補佐員（短期）
8030 技能補佐員
8031 技能補佐員（短期）
8032 技能補佐員（研究支援推進員）
8035 臨時用務員
8036 用務補佐員
8037 臨時用務員（短期）
8038 指導員
8040 教務補佐員
8060 研究員（大学院生）
8062 研究員
8066 研究アシスタント
8071 研究員（ＣＯＥ）
8072 COE研究員
8078 COE研究アシスタント
8079 研究員(科学研究費)
8080 産学官連携研究員
8081 産学連携等研究費（間接）
8082 産学連携コーディネーター
8084 就職支援アドバイザー
8090 特任教授
8092 特任准教授
8093 特任助教授
8095 特任講師
8096 特任助教
8097 COE特任教授
8098 COE特任准教授
8099 COE特任助教授
8101 COE特任講師
8103 COE特任助教
8104 G30特任教授
8105 G30特任准教授
8107 G30特任講師
8109 G30特任助教



職名コード

title title;lang-ja
8110 中核的研究機関研究員
8160 研究機関研究員
8201 学生相談員
8310 医員
8311 医員（歯科医）
8312 医員（大学院生）
8313 医員（夜間・休診日勤務）
8314 医員（診療従事者）
8315 医員（外部資金）
8340 医員（研修医）
8341 医員（歯科研修医）
8350 短期非常勤医師
8351 非常勤産業医
8470 リサーチ・アソシエイト
8480 特任教諭（暫定）
8510 寄附講座教員
8511 寄附研究部門教員
8600 薬剤師（パート）
8601 薬剤師レジデント
8602 診療放射線技師（パート）
8608 臨床検査技師（パート）
8610 衛生検査技師（パート）
8612 臨床工学技士（パート）
8613 理学療法士（パート）
8614 作業療法士（パート）
8615 視能訓練士（パート）
8616 歯科衛生士（パート）
8617 歯科技工士（パート）
8618 准看護師（パート）
8619 看護師（パート）
8620 助産師（パート）
8621 言語聴覚士（パート）
8622 あん摩マッサージ指圧師
8623 技術補佐員(産学官連携ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出事業費)
8625 技術補佐員(未来開拓学術研究費)
8627 技術補佐員(教育研究プロジェクト)
8629 研究員(産業技術研究助成事業)
8631 研究員(教育研究プロジェクト)
8632 保健師（パート）
8633 スクールカウンセラー
8634 留学生予備教育教師
8800 ティーチング・アシスタント
8810 リサーチ・アシスタント
8900 非常勤講師
8905 COE非常勤講師
8910 非常勤講師（学内者）
8920 非常勤講師（客員）
8930 非常勤講師（附属学校）
8940 招へい教員
8950 学校医
8960 学校歯科医
8970 学校薬剤師
8980 特別教授



職名コード

title title;lang-ja
8990 特別招へい教授
8995 COE特別招へい教授
9000 外国人教師
9100 外国人研究員
9125 G30教員
9150 特任教諭
A010 副総長
A020 学部長
A030 研究科長
A040 図書館長
A050 病院長
A060 研究所長
A070 教養教育院長
A080 高等研究院長
A090 センター長
A095 副センター長
A100 施設等の長
A110 校長
A120 副研究科長
A130 副所長
A140 副病院長
A150 副機構長
A160 副校長（兼務）
A170 教育研究評議会評議員
A180 経営協議会委員
A190 総長補佐
A191 総長顧問
A200 学科長
A210 専攻長
A220 診療部長
A230 診療科長
A240 部門長
A250 専任教員
A260 兼任教員
A270 流動教員
A280 高等研究院教員
A290 室長
A300 副室長
A310 室員
A320 専任（移行用）
A330 事務室長
A340 室長補佐
A350 グループリーダー
A360 副理事
A980 その他の長
A981 その他の副○長
A990 ○○担当
G010 技術系(室長)
G011 室長（技術センター）
G012 室長補佐（技術センター）
G020 技術系(課長)
G021 課長（技術センター）
G030 技術系(課長補佐)



職名コード

title title;lang-ja
G031 課長補佐（技術センター）
G040 技術系(先任技術専門員)
G050 技術系(技術専門員)
G060 技術系(技術員)
G070 技術系(統括技術長)
G080 技術系（技術長）
G090 技術系(先任専門技術職員)
G100 技術系（技術班長）
G101 班長（技術センター）
G110 技術系(専門技術職員)
G120 技術系(掛長)
G121 技術系(係長)
G130 技術系（技術主任）
G140 技術系（技術職員）（兼務用）
G150 技術系（技術専門職員）（兼務用）
G160 主席技師（技術センター）
G170 主任技師（技術センター）
G180 技師（技術センター）
G190 副技師（技術センター）
S001 放射線取扱主任者
S002 エックス線取扱主任者
S003 管理責任者（核燃料物質）
S004 産業医（支給有）(東山)
S005 産業医（支給無）(東山)
S006 衛生管理者(支給有)(東山)
S007 衛生管理者(支給無)(東山)
S008 産業医（支給有）(鶴舞医学部)
S009 産業医（支給無）(鶴舞医学部)
S010 衛生管理者(支給有)(鶴舞医学部)
S011 衛生管理者(支給無)(鶴舞医学部)
S012 産業医（支給有）(鶴舞病院)
S013 産業医（支給無）(鶴舞病院)
S014 衛生管理者(支給有)(鶴舞病院)
S015 衛生管理者(支給無)(鶴舞病院)
S016 産業医（支給有）(大幸)
S017 産業医（支給無）(大幸)
S018 衛生管理者(支給有)(大幸)
S019 衛生管理者(支給無)(大幸)
S020 衛生推進者(支給有)(東郷)
S021 衛生推進者(支給無)(東郷)
S022 病院勤務職員(支給有)
S023 副看護部長(支給有)
U000 名誉教授
U001 日本学術振興会特別研究員
U002 日本学術振興会外国人特別研究員
U003 日本学術振興会外国人招へい研究員
U004 研修員
U005 受託研究員
U006 客員研究員
U010 客員教授
U011 客員准教授
U015 日本語講師
U020 臨床心理士



職種コード

employeeTypeCode employeeType;lang-ja

01 事務職員
02 技術職員
07 教員
70 名誉教授
97 非常勤講師
99 非常勤職員

職種コード



所属学科コード（学生）

sectionNumber section;lang-ja
000000000 名古屋大学
010000000 文学部
010010000 文学部 哲学科
010010010 文学部 哲学科 哲学専攻
010010020 文学部 哲学科 中国哲学専攻
010010030 文学部 哲学科 印度哲学専攻
010010040 文学部 哲学科 心理学専攻
010010050 文学部 哲学科 美学美術史専攻
010010060 文学部 哲学科 社会学専攻
010020000 文学部 史学科
010020010 文学部 史学科 国史学専攻
010020020 文学部 史学科 東洋史学専攻
010020030 文学部 史学科 西洋史学専攻
010020040 文学部 史学科 考古学専攻
010020050 文学部 史学科 地理学専攻
010030000 文学部 文学科
010030010 文学部 文学科 言語学専攻
010030020 文学部 文学科 国文学専攻
010030030 文学部 文学科 国語学専攻
010030040 文学部 文学科 中国文学専攻
010030050 文学部 文学科 英文学専攻
010030060 文学部 文学科 英語学専攻
010030070 文学部 文学科 仏文学専攻
010030080 文学部 文学科 独文学専攻
010050000 文学部 人文学科
010050110 文学部 人文学科 哲学専攻
010050120 文学部 人文学科 哲学
010050130 文学部 人文学科 西洋古典学
010050140 文学部 人文学科 東洋学専攻
010050150 文学部 人文学科 中国哲学
010050160 文学部 人文学科 中国文学
010050170 文学部 人文学科 インド文化学
010050210 文学部 人文学科 日本史学専攻
010050220 文学部 人文学科 東洋史学専攻
010050230 文学部 人文学科 西洋史学専攻
010050240 文学部 人文学科 美術史学・考古学専攻
010050250 文学部 人文学科 美術史学
010050260 文学部 人文学科 美学美術史学
010050270 文学部 人文学科 考古学
010050310 文学部 人文学科 日本文学・日本語学専攻
010050320 文学部 人文学科 日本文学
010050330 文学部 人文学科 日本語学
010050340 文学部 人文学科 言語学専攻
010050350 文学部 人文学科 西洋文学・西洋語学専攻
010050360 文学部 人文学科 英米文学
010050370 文学部 人文学科 フランス文学
010050380 文学部 人文学科 ドイツ文学
010050390 文学部 人文学科 英語学
010050410 文学部 人文学科 社会学専攻
010050420 文学部 人文学科 心理学専攻
010050430 文学部 人文学科 地理学専攻
010050810 文学部 人文学科 「アジアの中の日本文化」プログラム
020000000 教育学部
020010000 教育学部 教育学科
020020000 教育学部 教育心理学科
020030000 教育学部 人間発達科学科
020030010 教育学部 人間発達科学科 生涯教育開発コース
020030020 教育学部 人間発達科学科 学校教育情報コース
020030030 教育学部 人間発達科学科 国際社会文化コース
020030040 教育学部 人間発達科学科 心理社会行動コース
020030050 教育学部 人間発達科学科 発達教育臨床コース
030000000 法学部
030010000 法学部 法律学科
030010010 法学部 法律学科 公共政策コース
030010020 法学部 法律学科 司法コース
030010030 法学部 法律学科 法務コース
030010040 法学部 法律学科 国際関係コース
030010050 法学部 法律学科 政治と社会コース
030010060 法学部 法律学科 法と社会コース
030020000 法学部 政治学科
030020010 法学部 政治学科 公共政策コース
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030020020 法学部 政治学科 司法コース
030020030 法学部 政治学科 法務コース
030020040 法学部 政治学科 国際関係コース
030020050 法学部 政治学科 政治と社会コース
030020060 法学部 政治学科 法と社会コース
030030000 法学部 法律・政治学科
030030010 法学部 法律・政治学科 公共政策コース
030030020 法学部 法律・政治学科 司法コース
030030030 法学部 法律・政治学科 法務コース
030030040 法学部 法律・政治学科 国際関係コース
030030050 法学部 法律・政治学科 政治と社会コース
030030060 法学部 法律・政治学科 法と社会コース
030030810 法学部 法律・政治学科 国際社会科学プログラム
040000000 経済学部
040010000 経済学部 経済学科
040010810 経済学部 経済学科 国際社会科学プログラム
040020000 経済学部 経営学科
040020810 経済学部 経営学科 国際社会科学プログラム
050000000 情報文化学部
050010000 情報文化学部 自然情報学科
050010010 情報文化学部 自然情報学科 複雑システム系
050010020 情報文化学部 自然情報学科 数理系
050010021 情報文化学部 自然情報学科 数理情報系
050010030 情報文化学部 自然情報学科 物質環境系
050010031 情報文化学部 自然情報学科 環境システム系
050020000 情報文化学部 社会システム情報学科
050020010 情報文化学部 社会システム情報学科 環境法律経済系
050020011 情報文化学部 社会システム情報学科 環境法経システム系
050020020 情報文化学部 社会システム情報学科 社会地域環境系
050020030 情報文化学部 社会システム情報学科 心理学系
050020031 情報文化学部 社会システム情報学科 心理システム系
050020040 情報文化学部 社会システム情報学科 メディア社会系
060000000 理学部
060010000 理学部 数学科
060015000 理学部 数理学科
060020000 理学部 物理学科
060020810 理学部 物理学科 物理系プログラム
060030000 理学部 物理学第２学科
060040000 理学部 化学科
060040810 理学部 化学科 化学系プログラム
060050000 理学部 生物学科
060060000 理学部 分子生物学科
060065000 理学部 生命理学科
060065810 理学部 生命理学科 生物系プログラム
060070000 理学部 地球惑星科学科
070000000 医学部（医）
070010000 医学部 医学科
070010010 医学部 医学科 環境皮膚科学
070010020 医学部 医学科 組織工学
070010030 医学部 医学科 バイオ医療学
070010040 医学部 医学科 画像情報外科学
070010050 医学部 医学科 プロテアーゼ臨床応用学
070010060 医学部 医学科 循環器ゲノム情報応用診断学
070010070 医学部 医学科 先端医療バイオロボティクス学
080000000 工学部
080110000 工学部 応用化・物質化学科
080120000 工学部 分子化学工学科
080130000 工学部 生物機能工学科
080140000 工学部 化学・生物工学科
080140010 工学部 化学・生物工学科 応用化学コース
080140020 工学部 化学・生物工学科 分子化学工学コース
080140030 工学部 化学・生物工学科 生物機能工学コース
080140810 工学部 化学・生物工学科 化学系プログラム
080210000 工学部 材料機能工・材料プロセス工学科
080220000 工学部 応用物理学科
080230000 工学部 原子核工学科
080240000 工学部 物理工学科
080240010 工学部 物理工学科 材料工学コース
080240020 工学部 物理工学科 応用物理学コース
080240030 工学部 物理工学科 量子エネルギー工学コース
080240810 工学部 物理工学科 物理系プログラム
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080310000 工学部 電気・電子工・電子情報学科
080320000 工学部 情報工学科
080330000 工学部 電気電子・情報工学科
080330010 工学部 電気電子・情報工学科 電気電子工学コース
080330020 工学部 電気電子・情報工学科 情報工学コース
080330810 工学部 電気電子・情報工学科 自動車工学プログラム
080410000 工学部 機械工学科及び機械情報システム工学科
080420000 工学部 電子機械工学科
080430000 工学部 航空学科
080440000 工学部 機械・航空工学科
080440010 工学部 機械・航空工学科 機械システム工学コース
080440020 工学部 機械・航空工学科 電子機械工学コース
080440030 工学部 機械・航空工学科 航空宇宙工学コース
080440810 工学部 機械・航空工学科 自動車工学プログラム
080510000 工学部 土木工学科
080520000 工学部 建築学科
080530000 工学部 社会環境工学科
080530010 工学部 社会環境工学科 社会資本工学コース
080530020 工学部 社会環境工学科 建築学コース
080540000 工学部 環境土木・建築学科
080540010 工学部 環境土木・建築学科 環境土木工学コース
080540020 工学部 環境土木・建築学科 建築学コース
090000000 農学部
090010000 農学部 資源生物環境学科
090020000 農学部 応用生物科学科
090030000 農学部 生物環境科学科
090040000 農学部 資源生物科学科
090050000 農学部 応用生命科学科
090050810 農学部 応用生命科学科 生物系プログラム
170000000 医学部（保）
170010000 医学部 保健学科
170010010 医学部 保健学科 看護学専攻
170010020 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻
170010030 医学部 保健学科 検査技術科学専攻
170010040 医学部 保健学科 理学療法学専攻
170010050 医学部 保健学科 作業療法学専攻
210000000 文学研究科博士課程前期課程
210010000 文学研究科博士課程前期課程 哲学専攻
210010010 文学研究科博士課程前期課程 哲学専攻 哲学
210010020 文学研究科博士課程前期課程 哲学専攻 美学美術学
210020000 文学研究科博士課程前期課程 東洋哲学専攻
210020010 文学研究科博士課程前期課程 東洋哲学専攻 中国哲学
210020020 文学研究科博士課程前期課程 東洋哲学専攻 印度哲学
210030000 文学研究科博士課程前期課程 心理学専攻
210030010 文学研究科博士課程前期課程 心理学専攻 心理学
210040000 文学研究科博士課程前期課程 社会学専攻
210040010 文学研究科博士課程前期課程 社会学専攻 社会学
210050000 文学研究科博士課程前期課程 史学地理学専攻
210050010 文学研究科博士課程前期課程 史学地理学専攻 日本史
210050020 文学研究科博士課程前期課程 史学地理学専攻 東洋史
210050030 文学研究科博士課程前期課程 史学地理学専攻 西洋史
210050040 文学研究科博士課程前期課程 史学地理学専攻 考古学
210050050 文学研究科博士課程前期課程 史学地理学専攻 地理学
210060000 文学研究科博士課程前期課程 言語学専攻
210060010 文学研究科博士課程前期課程 言語学専攻 言語学
210070000 文学研究科博士課程前期課程 国文学専攻
210070010 文学研究科博士課程前期課程 国文学専攻 国文学
210070020 文学研究科博士課程前期課程 国文学専攻 国語学
210080000 文学研究科博士課程前期課程 中国文学専攻
210080010 文学研究科博士課程前期課程 中国文学専攻 中国文学
210090000 文学研究科博士課程前期課程 英文学専攻
210090010 文学研究科博士課程前期課程 英文学専攻 英文学
210090020 文学研究科博士課程前期課程 英文学専攻 英語学
210100000 文学研究科博士課程前期課程 仏文学専攻
210100010 文学研究科博士課程前期課程 仏文学専攻 仏文学
210110000 文学研究科博士課程前期課程 独文学専攻
210110010 文学研究科博士課程前期課程 独文学専攻 独文学
210120000 文学研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻
210120010 文学研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 日本言語文化
210140000 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻
210140110 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 文化人類学・宗教学・日本思想史
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210140120 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 日本文化学
210140210 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 哲学
210140220 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 西洋古典学
210140230 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 言語学
210140240 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 中国哲学
210140250 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 中国文学
210140260 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 インド文化学
210140310 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 日本史学
210140320 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 東洋史学
210140330 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 西洋史学
210140340 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 美学美術史学
210140350 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 考古学
210140410 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 日本文学
210140420 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 日本語学
210140430 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 英米文学
210140440 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 フランス文学
210140450 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 ドイツ文学
210140460 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 英語学
210140510 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 社会学
210140520 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 心理学
210140530 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 地理学
210140900 文学研究科博士課程前期課程 人文学専攻 「アジアの中の日本文化」プログラム
220000000 教育発達科学研究科博士課程前期課程
220010000 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻
220010010 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育原論
220010020 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育史
220010030 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 カリキュラム計画
220010040 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育方法
220010050 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育社会学
220010060 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育経営学
220010070 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育行政学
220010080 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 社会教育
220010090 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 技術教育学
220010100 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 比較国際教育学
220010110 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育学専攻 教育情報学
220020000 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育心理学専攻
220020010 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育心理学専攻 教育心理学
220030000 教育発達科学研究科博士課程前期課程 発達臨床学専攻
220030010 教育発達科学研究科博士課程前期課程 発達臨床学専攻 １類
220030020 教育発達科学研究科博士課程前期課程 発達臨床学専攻 ２類
220030030 教育発達科学研究科博士課程前期課程 発達臨床学専攻 ３類
220110000 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育科学専攻
220110010 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育科学専攻 生涯発達教育学
220110020 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育科学専攻 学校情報環境学
220110030 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育科学専攻 相関教育科学
220110040 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育科学専攻 高等教育学
220110050 教育発達科学研究科博士課程前期課程 教育科学専攻 生涯スポーツ科学
220120000 教育発達科学研究科博士課程前期課程 心理発達科学専攻
220120010 教育発達科学研究科博士課程前期課程 心理発達科学専攻 心理社会行動科学
220120020 教育発達科学研究科博士課程前期課程 心理発達科学専攻 精神発達臨床科学
220120030 教育発達科学研究科博士課程前期課程 心理発達科学専攻 スポーツ行動科学
230000000 法学研究科博士課程前期課程
230010000 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻
230010010 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 民法
230010020 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 商法
230010030 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 労働法
230010040 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 民事訴訟法
230010050 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 刑法
230010060 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 刑事訴訟法
230010070 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 法哲学
230010080 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 西洋法制史
230010090 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 日本法制史
230010100 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 法社会学
230010110 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 外国法
230010120 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 市民法務
230010130 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 企業法務
230010140 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 公共政策
230010150 法学研究科博士課程前期課程 民刑事法専攻 国際関係
230020000 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻
230020010 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 政治学
230020020 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 行政学
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230020030 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 日本政治史
230020040 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 西洋政治史
230020050 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 西洋政治思想史
230020060 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 東洋政治思想史
230020070 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 国際政治学
230020080 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 憲法
230020090 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 行政法
230020100 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 税財政法
230020110 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 国際法
230020120 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 外国法
230020130 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 市民法務
230020140 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 企業法務
230020150 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 公共政策
230020160 法学研究科博士課程前期課程 政治学専攻 国際関係
230030000 法学研究科博士課程前期課程 法律・政治学専攻
230040000 法学研究科博士課程前期課程 総合法政専攻
240000000 経済学研究科博士課程前期課程
240010000 経済学研究科博士課程前期課程 経済学専攻
240020000 経済学研究科博士課程前期課程 経営学専攻
240030000 経済学研究科博士課程前期課程 社会経済システム専攻
240030010 経済学研究科博士課程前期課程 社会経済システム専攻 経済・ビジネス国際プログラム
240030110 経済学研究科博士課程前期課程 社会経済システム専攻 経済・ビジネス国際コース 経済・ビジネス国際ＰＧ
240030120 経済学研究科博士課程前期課程 社会経済システム専攻 経済・ビジネス国際コース ＡＢＥイニシアティブＰＧ
240040000 経済学研究科博士課程前期課程 産業経営システム専攻
240040010 経済学研究科博士課程前期課程 産業経営システム専攻 経済・ビジネス国際プログラム
240040110 経済学研究科博士課程前期課程 産業経営システム専攻 経済・ビジネス国際コース 経済・ビジネス国際ＰＧ
240040120 経済学研究科博士課程前期課程 産業経営システム専攻 経済・ビジネス国際コース ＡＢＥイニシアティブＰＧ
260000000 理学研究科博士課程前期課程
260010000 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻
260010010 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論
260010011 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論・ハドロン理論・素粒子的宇宙論
260010012 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論 クォーク・ハドロン理論 素粒子的宇宙論
260010013 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論 クォーク・ハドロン理論 重力・素粒子的宇宙論
260010020 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 原子核理論
260010021 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 ハドロン物理学
260010022 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 ハドロン理論
260010023 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 クォーク・ハドロン理論
260010030 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 重力理論
260010031 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子的宇宙論
260010032 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 重力・素粒子的宇宙論
260010040 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 プラズマ理論
260010050 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 理論天体物理学
260010051 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 理論宇宙物理学
260010052 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙論
260010060 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子物理学
260010061 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 基本粒子
260010070 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギー物理学
260010071 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギー素粒子物理学
260010080 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子スピン物理学
260010081 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子物性
260010090 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子スピン物性
260010091 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギースピン物理学
260010100 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 電波天文学
260010101 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 天体物理学
260010110 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 赤外線天文学
260010111 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙物理学（赤外線）
260010120 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギー天文学
260010121 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙物理学（Ｘ線）
260010130 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 光・赤外線天文学
260010131 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 銀河進化学
260010140 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 惑星間空間物理学
260010150 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 プラズマ複雑性科学
260010151 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 複雑性科学理論
260010152 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 複雑性科学実験
260010160 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 グローバル大気の物理・化学
260010170 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気反応系の物理学
260010180 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽地球相関理学
260010181 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙空間物理学観測
260010182 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙空間物理学理論
260010183 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙空間物理学総合解析
260010184 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽宇宙環境物理学
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260010190 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽圏高エネルギー物理学
260010200 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽圏プラズマ物理学
260010210 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気反応化学
260010211 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気反応動力学
260010220 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気圏環境変動
260010990 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 数理物理系プログラム 素粒子宇宙数理サブプログラム
260020000 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻
260020010 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 非線形物理学
260020011 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 非線形物理
260020020 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 物性理論
260020030 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 生物物理化学理論
260020031 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 理論生物化学物理
260020032 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 計算生物物理
260020040 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 酸化物高温超伝導体
260020050 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 生体分子物理学
260020060 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 凝縮系光物性学
260020070 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 生体超分子物理学
260020071 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 生体超分子物理
260020080 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 高次機能生物物理学
260020081 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 細胞情報生物物理学
260020082 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 細胞情報生物物理
260020090 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 超低温物理学
260020091 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 極低温量子物性
260020100 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 磁性物理学
260020110 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 固体分光物理学
260020111 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 光生体エネルギー
260020112 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 固体磁気共鳴
260020113 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 機能性物質物性
260020120 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 有機化学
260020121 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 反応有機化学
260020122 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 特別研究室
260020123 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 有機合成化学
260020124 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 機能有機化学
260020130 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 生物化学
260020140 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 物理化学
260020141 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 物性化学
260020142 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 理論化学
260020143 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 分子機能化学
260020144 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 ナノ構造化学
260020145 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 量子化学グループ
260020146 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 光物理化学研究室
260020150 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 無機化学
260020151 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 分析化学
260020152 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 無機化学１
260020153 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 無機化学２
260020154 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 生物無機化学
260020155 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 物理無機化学小グループ
260020156 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 分子組織化学
260020157 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 物理無機化学グループ
260020160 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 相関化学
260020980 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 数理物理系プログラム 物質物理サブプログラム
260020990 理学研究科博士課程前期課程 物質理学専攻 化学系プログラム
260030000 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻
260030010 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 時間生物学
260030020 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 分子植物学
260030021 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 植物発生生化学
260030022 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 植物発生学
260030030 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 光生理化学
260030040 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 分子遺伝・分子進化学
260030041 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 進化遺伝学
260030042 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 卵細胞生物学
260030050 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 発生生物学
260030060 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 分子生物物理学
260030061 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 情報構造生物学
260030070 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 神経生物学
260030071 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 神経発生生物学
260030072 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 脳機能構築学
260030073 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生殖生物学
260030080 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞生物物理学
260030081 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 環境生物学
260030090 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 遺伝子解析
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260030100 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 純系動物開発
260030101 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生殖遺伝
260030102 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 動物器官機能学
260030110 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 情報高分子学
260030111 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 遺伝子発現制御学
260030112 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞制御学
260030120 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 遺伝子解析学
260030121 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 染色体機能
260030122 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 分子修飾制御学
260030123 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 染色体複製
260030124 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 染色体生物学
260030130 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生体運動学
260030131 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞構築学
260030140 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生体エネルギー学
260030141 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 感覚運動
260030142 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生体膜機能
260030150 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞調節論
260030151 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 形態発生学
260030160 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生体応答論
260030170 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生物物理学
260030180 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生物化学
260030190 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 高次神経系論
260030200 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 情報高分子生物物理学
260030220 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 バイオエナジェティクス
260030221 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 超分子システム学
260030222 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生殖分子情報学
260030230 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 分子神経生物学
260030240 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生体超分子物理学
260030250 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 ゲノム学
260030251 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 ゲノム機能学
260030252 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 植物分子シグナル学
260030260 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 光生体エネルギー
260030270 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 発生生化学
260030271 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 海洋発生生化学
260030280 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 植物生長生理学
260030281 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 植物生理学
260030290 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞・理論生物学
260030291 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞生物学
260030300 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 パターン形成原理
260030301 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 パターン形成
260030310 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 超分子構造学
260030320 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 神経形成シグナル学
260030330 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞内ダイナミクス学
260030331 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞内ダイナミクス
260030340 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 脳回路構造学
260030350 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 発生成長制御学
260030360 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 細胞間シグナル
260030990 理学研究科博士課程前期課程 生命理学専攻 生物系プログラム
260040000 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻
260040010 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 惑星地質学
260040011 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星物理学
260040020 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 惑星岩石学
260040030 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 生物圏進化学
260040040 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星化学
260040050 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星進化学
260040051 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 宇宙地球化学
260040060 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星の物理学
260040061 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星システム学
260040070 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 大気水循環
260040080 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 雪氷圏科学
260040090 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 陸域表層水循環
260040100 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 生物地球化学
260040110 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 大気物理・化学
260040120 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 物質循環生物学
260040130 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 同位体地球化学
260040131 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球変動解析
260040140 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球環境解析
260040150 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球環境計測
260040160 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 テクトニクス
260040170 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星ダイナミクス
260040180 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 人類紀環境年代学
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260040190 理学研究科博士課程前期課程 地球惑星理学専攻 大気水圏環境計測
270000000 医学系研究科修士課程
270010000 医学系研究科修士課程 医科学専攻
270010010 医学系研究科修士課程 医科学専攻 生物系プログラム
270020000 医学系研究科修士課程 医科学専攻医療行政コース
270020010 医学系研究科修士課程 医科学専攻医療行政コース ヤング・リーダーズ・プログラム
270020020 医学系研究科修士課程 医科学専攻医療行政コース 病院経営・管理学プログラム
280000000 工学研究科博士課程前期課程
280110000 工学研究科博士課程前期課程 応用化学専攻
280120000 工学研究科博士課程前期課程 物質化学専攻
280130000 工学研究科博士課程前期課程 分子化学工学専攻
280140000 工学研究科博士課程前期課程 生物機能工学専攻
280150000 工学研究科博士課程前期課程 化学・生物工学専攻
280150010 工学研究科博士課程前期課程 化学・生物工学専攻 応用化学分野
280150020 工学研究科博士課程前期課程 化学・生物工学専攻 分子化学工学分野
280150030 工学研究科博士課程前期課程 化学・生物工学専攻 生物機能工学分野
280150080 工学研究科博士課程前期課程 化学・生物工学専攻 化学系プログラム
280210000 工学研究科博士課程前期課程 材料機能工学専攻
280220000 工学研究科博士課程前期課程 材料プロセス工学専攻
280230000 工学研究科博士課程前期課程 応用物理学専攻
280240000 工学研究科博士課程前期課程 原子核工学専攻
280250000 工学研究科博士課程前期課程 マテリアル理工学専攻
280250010 工学研究科博士課程前期課程 マテリアル理工学専攻 材料工学分野
280250020 工学研究科博士課程前期課程 マテリアル理工学専攻 応用物理学分野
280250030 工学研究科博士課程前期課程 マテリアル理工学専攻 量子エネルギー工学分野
280310000 工学研究科博士課程前期課程 電気工学専攻
280320000 工学研究科博士課程前期課程 電子工学専攻
280330000 工学研究科博士課程前期課程 電子情報学専攻
280340000 工学研究科博士課程前期課程 情報工学専攻
280350000 工学研究科博士課程前期課程 電子情報システム専攻
280350010 工学研究科博士課程前期課程 電子情報システム専攻 電気工学分野
280350020 工学研究科博士課程前期課程 電子情報システム専攻 電子工学分野
280350030 工学研究科博士課程前期課程 電子情報システム専攻 情報・通信工学分野
280350080 工学研究科博士課程前期課程 電子情報システム専攻 自動車工学プログラム
280410000 工学研究科博士課程前期課程 機械工学専攻
280420000 工学研究科博士課程前期課程 機械情報システム工学専攻
280430000 工学研究科博士課程前期課程 電子機械工学専攻
280435000 工学研究科博士課程前期課程 機械理工学専攻
280435010 工学研究科博士課程前期課程 機械理工学専攻 機械科学分野
280435020 工学研究科博士課程前期課程 機械理工学専攻 機械情報システム工学分野
280435030 工学研究科博士課程前期課程 機械理工学専攻 電子機械工学分野
280435080 工学研究科博士課程前期課程 機械理工学専攻 自動車工学プログラム
280440000 工学研究科博士課程前期課程 航空宇宙工学専攻
280440010 工学研究科博士課程前期課程 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学分野
280510000 工学研究科博士課程前期課程 土木工学専攻
280520000 工学研究科博士課程前期課程 建築学専攻
280530000 工学研究科博士課程前期課程 社会基盤工学専攻
280530010 工学研究科博士課程前期課程 社会基盤工学専攻 社会基盤工学分野
280530080 工学研究科博士課程前期課程 社会基盤工学専攻 土木系プログラム
280610000 工学研究科博士課程前期課程 結晶材料工学専攻
280620000 工学研究科博士課程前期課程 地圏環境工学専攻
280630000 工学研究科博士課程前期課程 エネルギー理工学専攻
280640000 工学研究科博士課程前期課程 量子工学専攻
280650000 工学研究科博士課程前期課程 マイクロシステム工学専攻
280651000 工学研究科博士課程前期課程 マイクロ・ナノシステム工学専攻
280660000 工学研究科博士課程前期課程 物質制御工学専攻
280670000 工学研究科博士課程前期課程 計算理工学専攻
290000000 生命農学研究科博士課程前期課程
290010000 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻
290010010 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 栽培原論及び育種学
290010011 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 植物遺伝育種学
290010020 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 作物学
290010021 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 作物科学
290010030 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 園芸学
290010031 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 園芸科学
290010040 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 植物病理学
290010050 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 害虫学
290010051 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 環境昆虫学
290010060 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 養蚕学
290010061 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 資源昆虫学
290010070 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 食糧生産管理学
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290010080 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 耕地利用学
290010090 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 資源生物環境学
290010091 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 資源植物環境学
290010100 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 家畜管理学
290010110 生命農学研究科博士課程前期課程 農学専攻 草地学
290020000 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻
290020010 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 造林学
290020011 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 森林生態生理学
290020020 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 森林経理学
290020021 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 森林環境資源学
290020030 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 森林利用学
290020031 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 森林資源利用学
290020040 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 治山工学
290020041 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 水土保全学
290020050 生命農学研究科博士課程前期課程 林学専攻 森林保護学
290030000 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻
290030010 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 家畜生理学
290030011 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 動物機能制御学
290030020 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 家畜育種学
290030021 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 動物遺伝制御学
290030030 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 家畜繁殖学
290030031 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 動物生殖制御学
290030040 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 家畜飼養学
290030041 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 動物栄養情報学
290030050 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 家畜解剖学
290030051 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 動物形態情報学
290030060 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 家畜管理学
290030070 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 畜産製造学
290030080 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 水産動物学
290030081 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 動物比較情報学
290030090 生命農学研究科博士課程前期課程 畜産学専攻 草地学
290040000 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻
290040010 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 土壌学
290040011 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 土壌生物化学
290040020 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 植物栄養及び肥料学
290040021 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 植物分子生理学
290040030 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 生物化学
290040040 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 栄養化学
290040041 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 栄養生化学
290040050 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 醗酵化学
290040051 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 微生物学
290040060 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 農薬化学
290040061 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 生理活性物質化学
290040070 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 分子細胞制御学
290040080 生命農学研究科博士課程前期課程 農芸化学専攻 分子機能学
290050000 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻
290050010 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 林産化学
290050011 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 森林化学
290050020 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 木材加工学
290050021 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 生物材料工学
290050030 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 木材物理学
290050031 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 生物材料物理学
290050040 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 木材化学工学
290050041 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 高分子生物材料化学
290050050 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 木材工業機械学
290050051 生命農学研究科博士課程前期課程 林産学専攻 生物材料機械学
290060000 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻
290060010 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 農産製造学
290060011 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 食品機能化学
290060020 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 畜産製造学
290060021 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 分子生体制御学
290060030 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 生物有機化学
290060040 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 食品物理化学
290060041 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 生体高分子学
290060050 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 培養工学
290060051 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 遺伝子制御学
290060060 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 生物反応工学
290060061 生命農学研究科博士課程前期課程 食品工業化学専攻 分子生物工学
290070000 生命農学研究科博士課程前期課程 生化学制御専攻
290070010 生命農学研究科博士課程前期課程 生化学制御専攻 分化遺伝制御
290070020 生命農学研究科博士課程前期課程 生化学制御専攻 代謝制御
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290070030 生命農学研究科博士課程前期課程 生化学制御専攻 生理活性物質調節
290070040 生命農学研究科博士課程前期課程 生化学制御専攻 栄養制御
290070050 生命農学研究科博士課程前期課程 生化学制御専攻 環境応答統御
290100000 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻
290100001 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻　生物系プログラム
290100010 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻 循環資源学
290100020 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻 資源生産生態学
290100030 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻 地域資源管理学
290100040 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻 生物材料科学
290100050 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻 生物圏動態論
290100060 生命農学研究科博士課程前期課程 生物圏資源学専攻 生態システム保全学
290200000 生命農学研究科博士課程前期課程 生物機構・機能科学専攻
290200001 生命農学研究科博士課程前期課程 生物機構・機能科学専攻　生物系プログラム
290200010 生命農学研究科博士課程前期課程 生物機構・機能科学専攻 バイオダイナミクス
290200020 生命農学研究科博士課程前期課程 生物機構・機能科学専攻 分子細胞機構学
290200030 生命農学研究科博士課程前期課程 生物機構・機能科学専攻 生物機能分化学
290200040 生命農学研究科博士課程前期課程 生物機構・機能科学専攻 資源生物機能学
290300000 生命農学研究科博士課程前期課程 応用分子生命科学専攻
290300001 生命農学研究科博士課程前期課程 応用分子生命科学専攻　生物系プログラム
290300010 生命農学研究科博士課程前期課程 応用分子生命科学専攻 バイオモデリング
290300020 生命農学研究科博士課程前期課程 応用分子生命科学専攻 生命機能化学
290300030 生命農学研究科博士課程前期課程 応用分子生命科学専攻 応用生命化学
290300040 生命農学研究科博士課程前期課程 応用分子生命科学専攻 応用遺伝・生理学
290400000 生命農学研究科博士課程前期課程 生物情報制御専攻
290400010 生命農学研究科博士課程前期課程 生物情報制御専攻 多元情報制御
290400020 生命農学研究科博士課程前期課程 生物情報制御専攻 分化情報制御
290400030 生命農学研究科博士課程前期課程 生物情報制御専攻 分子情報制御
290500000 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻
290500001 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 生物系プログラム
290500010 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 生物機能技術科学
290500020 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 生命技術社会システム学
290500030 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 生物生産技術科学
290500040 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 分子細胞機能学
290500050 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 植物機能開発学
290500060 生命農学研究科博士課程前期課程 生命技術科学専攻 生命技術国際協力学
300000000 国際開発研究科博士課程前期課程
300010000 国際開発研究科博士課程前期課程 国際開発専攻
300020000 国際開発研究科博士課程前期課程 国際協力専攻
300030000 国際開発研究科博士課程前期課程 国際コミュニケーション専攻
310000000 人間情報学研究科博士課程前期課程
310010000 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻
310010010 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 情報基礎論
310010020 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 情報数理解析論
310010030 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 情報処理論
310010040 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 生物情報論
310010050 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 生物システム論
310010060 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 物質情報論
310010070 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 物質設計論
310010080 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 環境情報論
310010090 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 環境システム論
310010100 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 情報自然環境論
310010110 人間情報学研究科博士課程前期課程 物質・生命情報学専攻 情報機構論
310020000 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻
310020010 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 認知情報論
310020020 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 言語情報論
310020030 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 組織情報論
310020040 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 地域システム論
310020050 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 情報表現論
310020060 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 社会情報形成論
310020070 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 社会数理情報論
310020080 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 電子社会システム論
310020090 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 情報創造論
310020100 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 情報行動論
310020110 人間情報学研究科博士課程前期課程 社会情報学専攻 情報社会論
320000000 多元数理科学研究科博士課程前期課程
320010000 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻
320010010 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 数学基礎論
320010020 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 代数幾何
320010030 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 代数的不変構造論
320010040 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 可換環論
320010050 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 組み合わせ数学
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320010060 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 解析的整数論
320010070 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 代数的整数論
320010080 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 解析学
320010081 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 関数解析
320010090 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 ポテンシャル論
320010100 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 複素解析
320010110 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 偏微分方程式
320010120 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 トポロジー
320010130 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 微分幾何
320010140 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 数理物理
320010141 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 数値解析
320010150 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 位相数理
320010160 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 確率過程論、情報数理
320010161 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 確率過程論、情報理論
320010170 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 リー代数と表現
320010180 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 応用位相変分学
320010190 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 流体力学
320010200 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 情報構造学
320010210 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 生物構造情報学
320010220 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 生体数理設計学
320010230 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 神経情報学
320010240 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 経済・社会構造論
320010241 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 社会・経済構造論
320010250 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 非線形解析学
320010260 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 応用確率論
320010270 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 実代数幾何
320010280 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 無限可積分系
320010290 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 教育行政学、公共政策科学
320010300 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 高次位相
320010310 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 公衆衛生学
320010320 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 数理形態学
320010330 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 数理的解剖生理学
320010340 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 生物物理学、細胞生物学
320010350 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 統計力学
320010360 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 物性基礎論
320010370 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 分子生物学、遺伝学
320010990 多元数理科学研究科博士課程前期課程 多元数理科学専攻 数理物理系プログラム 素粒子宇宙数理サブプログラム
330000000 国際言語文化研究科博士課程前期課程
330010000 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻
330010010 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 日本言語文化学
330010020 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 日本語教育学
330010030 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 現代日本語学
330010040 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 応用言語学
330010050 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 比較日本文化学
330010060 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 日本語教育方法論
330010070 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 高度専門職業人コース
330010080 国際言語文化研究科博士課程前期課程 日本言語文化専攻 比較言語文化プログラム
330020000 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻
330020010 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 多元文化論
330020020 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 先端文化論
330020030 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 現代アメリカ表現科学
330020040 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 現代東アジア表現科学
330020050 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 現代ヨーロッパ表現科学
330020060 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 ジェンダー論
330020070 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 メディアプロフェッショナル論
330020080 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 高度専門職業人コース
330020090 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 南北アメリカ言語文化講座
330020100 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 東アジア言語文化講座
330020110 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 ヨーロッパ言語文化講座
330020120 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 メディアプロフェッショナルコース
330020130 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 英語高度専門職業人コース
330020140 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 アメリカ言語文化講座
330020150 国際言語文化研究科博士課程前期課程 国際多元文化専攻 比較言語文化プログラム
340000000 環境学研究科博士課程前期課程
340010000 環境学研究科博士課程前期課程 地球環境科学専攻
340020000 環境学研究科博士課程前期課程 都市環境学専攻
340030000 環境学研究科博士課程前期課程 社会環境学専攻
350000000 情報科学研究科博士課程前期課程
350010000 情報科学研究科博士課程前期課程 計算機数理科学専攻
350010010 情報科学研究科博士課程前期課程 計算機数理科学専攻 情報数理基礎論
350010020 情報科学研究科博士課程前期課程 計算機数理科学専攻 情報数理モデル論
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350010030 情報科学研究科博士課程前期課程 計算機数理科学専攻 計算論
350020000 情報科学研究科博士課程前期課程 情報システム学専攻
350020010 情報科学研究科博士課程前期課程 情報システム学専攻 集積システム論
350020011 情報科学研究科博士課程前期課程 情報システム学専攻 情報プラットフォーム論
350020020 情報科学研究科博士課程前期課程 情報システム学専攻 ソフトウェア論
350020030 情報科学研究科博士課程前期課程 情報システム学専攻 情報ネットワークシステム論
350030000 情報科学研究科博士課程前期課程 メディア科学専攻
350030010 情報科学研究科博士課程前期課程 メディア科学専攻 音声映像科学
350030020 情報科学研究科博士課程前期課程 メディア科学専攻 知能メディア工学
350030030 情報科学研究科博士課程前期課程 メディア科学専攻 認知情報論
350030040 情報科学研究科博士課程前期課程 メディア科学専攻 情報メディア空間構成論
350040000 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻
350040010 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻 多自由度システム情報論
350040020 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻 物質情報論
350040030 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻 生命情報論
350040040 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻 創発システム論
350040050 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻 複雑系計算論
350040060 情報科学研究科博士課程前期課程 複雑系科学専攻 情報可視化論
350050000 情報科学研究科博士課程前期課程 社会システム情報学専攻
350050010 情報科学研究科博士課程前期課程 社会システム情報学専攻 知識社会システム論
350050020 情報科学研究科博士課程前期課程 社会システム情報学専攻 電子社会設計論
350050030 情報科学研究科博士課程前期課程 社会システム情報学専攻 情報創造論
350050040 情報科学研究科博士課程前期課程 社会システム情報学専攻 情報社会基盤環境論
360000000 創薬科学研究科修士課程
360010000 創薬科学研究科修士課程 基盤創薬学専攻
360010100 創薬科学研究科修士課程 基盤創薬学専攻 創薬有機化学講座
360010200 創薬科学研究科修士課程 基盤創薬学専攻 創薬生物科学講座
360010300 創薬科学研究科修士課程 基盤創薬学専攻 創薬分子構造学講座
370000000 医学系研究科修士課程
370010000 医学系研究科修士課程 看護学専攻
370010010 医学系研究科修士課程 看護学専攻 基礎看護学分野
370010020 医学系研究科修士課程 看護学専攻 臨床看護学分野
370010030 医学系研究科修士課程 看護学専攻 発達看護学分野
370020000 医学系研究科修士課程 医療技術学専攻
370020010 医学系研究科修士課程 医療技術学専攻 医用量子学分野
370020020 医学系研究科修士課程 医療技術学専攻 病態解析学分野
370030000 医学系研究科修士課程 リハビリテーション療法学専攻
370030010 医学系研究科修士課程 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学分野
370030020 医学系研究科修士課程 リハビリテーション療法学専攻 作業療法学分野
380000000 医学系研究科博士課程前期課程
380010000 医学系研究科博士課程前期課程 看護学専攻
380010010 医学系研究科博士課程前期課程 看護学専攻 基礎看護学分野
380010020 医学系研究科博士課程前期課程 看護学専攻 臨床看護学分野
380010030 医学系研究科博士課程前期課程 看護学専攻 発達看護学分野
380010040 医学系研究科博士課程前期課程 看護学専攻 基礎・臨床看護学講座
380010050 医学系研究科博士課程前期課程 看護学専攻 健康発達看護学講座
380020000 医学系研究科博士課程前期課程 医療技術学専攻
380020010 医学系研究科博士課程前期課程 医療技術学専攻 医用量子科学分野
380020020 医学系研究科博士課程前期課程 医療技術学専攻 病態解析学分野
380020040 医学系研究科博士課程前期課程 医療技術学専攻 医用量子科学講座
380020050 医学系研究科博士課程前期課程 医療技術学専攻 病態解析学講座
380030000 医学系研究科博士課程前期課程 リハビリテーション療法学専攻
380030010 医学系研究科博士課程前期課程 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学分野
380030020 医学系研究科博士課程前期課程 リハビリテーション療法学専攻 作業療法学分野
380030040 医学系研究科博士課程前期課程 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学講座
380030050 医学系研究科博士課程前期課程 リハビリテーション療法学専攻 作業療法学講座
390000000 創薬科学研究科博士課程前期課程
390010000 創薬科学研究科博士課程前期課程 基盤創薬学専攻
390010100 創薬科学研究科博士課程前期課程 基盤創薬学専攻 創薬有機化学講座
390010200 創薬科学研究科博士課程前期課程 基盤創薬学専攻 創薬生物科学講座
390010300 創薬科学研究科博士課程前期課程 基盤創薬学専攻 創薬分子構造学講座
410000000 文学研究科博士課程後期課程
410010000 文学研究科博士課程後期課程 哲学専攻
410010010 文学研究科博士課程後期課程 哲学専攻 哲学
410010020 文学研究科博士課程後期課程 哲学専攻 美学美術学
410020000 文学研究科博士課程後期課程 東洋哲学専攻
410020010 文学研究科博士課程後期課程 東洋哲学専攻 中国哲学
410020020 文学研究科博士課程後期課程 東洋哲学専攻 印度哲学
410030000 文学研究科博士課程後期課程 心理学専攻
410030010 文学研究科博士課程後期課程 心理学専攻 心理学
410040000 文学研究科博士課程後期課程 社会学専攻
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410040010 文学研究科博士課程後期課程 社会学専攻 社会学
410050000 文学研究科博士課程後期課程 史学地理学専攻
410050010 文学研究科博士課程後期課程 史学地理学専攻 日本史
410050020 文学研究科博士課程後期課程 史学地理学専攻 東洋史
410050030 文学研究科博士課程後期課程 史学地理学専攻 西洋史
410050040 文学研究科博士課程後期課程 史学地理学専攻 考古学
410050050 文学研究科博士課程後期課程 史学地理学専攻 地理学
410060000 文学研究科博士課程後期課程 言語学専攻
410060010 文学研究科博士課程後期課程 言語学専攻 言語学
410070000 文学研究科博士課程後期課程 国文学専攻
410070010 文学研究科博士課程後期課程 国文学専攻 国文学
410070020 文学研究科博士課程後期課程 国文学専攻 国語学
410080000 文学研究科博士課程後期課程 中国文学専攻
410080010 文学研究科博士課程後期課程 中国文学専攻 中国文学
410090000 文学研究科博士課程後期課程 英文学専攻
410090010 文学研究科博士課程後期課程 英文学専攻 英文学
410090020 文学研究科博士課程後期課程 英文学専攻 英語学
410100000 文学研究科博士課程後期課程 仏文学専攻
410100010 文学研究科博士課程後期課程 仏文学専攻 仏文学
410110000 文学研究科博士課程後期課程 独文学専攻
410110010 文学研究科博士課程後期課程 独文学専攻 独文学
410120000 文学研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻
410120010 文学研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 日本言語文化
410140000 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻
410140110 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 文化人類学・宗教学・日本思想史
410140120 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 日本文化学
410140210 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 哲学
410140220 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 西洋古典学
410140230 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 言語学
410140240 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 中国哲学
410140250 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 中国文学
410140260 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 インド文化学
410140310 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 日本史学
410140320 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 東洋史学
410140330 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 西洋史学
410140340 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 美学美術史学
410140350 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 考古学
410140410 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 日本文学
410140420 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 日本語学
410140430 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 英米文学
410140440 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 フランス文学
410140450 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 ドイツ文学
410140460 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 英語学
410140510 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 社会学
410140520 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 心理学
410140530 文学研究科博士課程後期課程 人文学専攻 地理学
420000000 教育発達科学研究科博士課程後期課程
420010000 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻
420010010 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育原論
420010020 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育史
420010030 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 カリキュラム計画
420010040 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育方法
420010050 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育社会学
420010060 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育経営学
420010070 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育行政学
420010080 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 社会教育
420010090 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 技術教育学
420010100 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 比較国際教育学
420010110 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育学専攻 教育情報学
420020000 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育心理学専攻
420020010 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育心理学専攻 教育心理学
420030000 教育発達科学研究科博士課程後期課程 発達臨床学専攻
420030010 教育発達科学研究科博士課程後期課程 発達臨床学専攻 発達臨床学
420110000 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育科学専攻
420110010 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育科学専攻 生涯発達教育学
420110020 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育科学専攻 学校情報環境学
420110030 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育科学専攻 相関教育科学
420110040 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育科学専攻 高等教育学
420110050 教育発達科学研究科博士課程後期課程 教育科学専攻 生涯スポーツ科学
420120000 教育発達科学研究科博士課程後期課程 心理発達科学専攻
420120010 教育発達科学研究科博士課程後期課程 心理発達科学専攻 心理社会行動科学
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420120020 教育発達科学研究科博士課程後期課程 心理発達科学専攻 精神発達臨床科学
420120030 教育発達科学研究科博士課程後期課程 心理発達科学専攻 スポーツ行動科学
430000000 法学研究科博士課程後期課程
430010000 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻
430010010 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 民法
430010020 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 商法
430010030 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 労働法
430010040 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 民事訴訟法
430010050 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 刑法
430010060 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 刑事訴訟法
430010070 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 法哲学
430010080 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 西洋法制史
430010090 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 日本法制史
430010100 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 法社会学
430010110 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 外国法
430010120 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 市民法務
430010130 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 企業法務
430010140 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 公共政策
430010150 法学研究科博士課程後期課程 民刑事法専攻 国際関係
430020000 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻
430020010 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 政治学
430020020 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 行政学
430020030 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 日本政治史
430020040 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 西洋政治史
430020050 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 西洋政治思想史
430020060 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 東洋政治思想史
430020070 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 国際政治学
430020080 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 憲法
430020090 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 行政法
430020100 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 税財政法
430020110 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 国際法
430020120 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 外国法
430020130 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 市民法務
430020140 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 企業法務
430020150 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 公共政策
430020160 法学研究科博士課程後期課程 政治学専攻 国際関係
430030000 法学研究科博士課程後期課程 法律・政治学専攻
430040000 法学研究科博士課程後期課程 総合法政専攻
440000000 経済学研究科博士課程後期課程
440010000 経済学研究科博士課程後期課程 経済学専攻
440020000 経済学研究科博士課程後期課程 経営学専攻
440030000 経済学研究科博士課程後期課程 社会経済システム専攻
440040000 経済学研究科博士課程後期課程 産業経営システム専攻
460000000 理学研究科博士課程後期課程
460010000 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻
460010010 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論
460010011 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論・ハドロン理論・素粒子的宇宙論
460010012 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論 クォーク・ハドロン理論 素粒子的宇宙論
460010013 理学研究科博士課程前期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子論　クォーク・ハドロン理論　重力・素粒子的宇宙論
460010020 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 原子核理論
460010021 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 ハドロン物理学
460010022 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 ハドロン理論
460010023 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 クォーク・ハドロン理論
460010030 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 重力理論
460010031 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子的宇宙論
460010032 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 重力・素粒子的宇宙論
460010040 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 プラズマ理論
460010050 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 理論天体物理学
460010051 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 理論宇宙物理学
460010052 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙論
460010060 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子物理学
460010061 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 基本粒子
460010070 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギー物理学
460010071 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギー素粒子物理学
460010080 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子スピン物理学
460010081 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子物性
460010090 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子スピン物性
460010091 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギースピン物理学
460010100 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 電波天文学
460010101 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 天体物理学
460010110 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 赤外線天文学
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460010111 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙物理学（赤外線）
460010120 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 高エネルギー天文学
460010121 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙物理学（Ｘ線）
460010130 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 光・赤外線天文学
460010131 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 銀河進化学
460010140 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 惑星間空間物理学
460010150 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 プラズマ複雑性科学
460010151 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 複雑性科学理論
460010152 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 複雑性科学実験
460010160 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 グローバル大気の物理・化学
460010170 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気反応系の物理学
460010180 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽地球相関理学
460010181 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙空間物理学観測
460010182 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙空間物理学理論
460010183 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙空間物理学総合解析
460010184 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽宇宙環境物理学
460010190 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽圏高エネルギー物理学
460010200 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 太陽圏プラズマ物理学
460010210 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気反応化学
460010211 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気反応動力学
460010220 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 大気圏環境変動
460010990 理学研究科博士課程後期課程 素粒子宇宙物理学専攻 数理物理系プログラム 素粒子宇宙数理サブプログラム
460020000 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻
460020010 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 非線形物理学
460020011 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 非線形物理
460020020 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 物性理論
460020030 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 生物物理化学理論
460020031 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 理論生物化学物理
460020032 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 計算生物物理
460020040 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 酸化物高温超伝導体
460020050 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 生体分子物理学
460020060 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 凝縮系光物性学
460020070 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 生体超分子物理学
460020071 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 生体超分子物理
460020080 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 高次機能生物物理学
460020081 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 細胞情報生物物理学
460020082 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 細胞情報生物物理
460020090 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 超低温物理学
460020091 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 超低温量子物性
460020100 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 磁性物理学
460020110 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 固体分光物理学
460020111 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 光生体エネルギー
460020112 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 固体磁気共鳴
460020113 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 機能性物質物性
460020120 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 有機化学
460020121 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 反応有機化学
460020122 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 特別研究室
460020123 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 有機合成化学
460020124 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 機能有機化学
460020130 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 生物化学
460020140 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 物理化学
460020141 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 物性化学
460020142 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 理論化学
460020143 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 分子機能化学
460020144 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 ナノ構造化学
460020145 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 量子化学グループ
460020146 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 光物理化学研究室
460020150 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 無機化学
460020151 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 分析化学
460020152 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 無機化学Ⅰ
460020153 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 無機化学Ⅱ
460020154 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 生物無機化学
460020155 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 物理無機化学小グループ
460020156 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 分子組織化学
460020157 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 物理無機化学グループ
460020160 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 相関化学
460020980 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 数理物理系プログラム 物質物理サブプログラム
460020990 理学研究科博士課程後期課程 物質理学専攻 化学系プログラム
460030000 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻
460030010 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 時間生物学
460030020 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 分子植物学
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460030021 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 植物発生生化学
460030022 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 植物発生学
460030030 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 光生理化学
460030040 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 分子遺伝・分子進化学
460030041 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 進化遺伝学
460030042 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 卵細胞生物学
460030050 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 発生生物学
460030060 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 分子生物物理学
460030061 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 情報構造生物学
460030070 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 神経生物学
460030071 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 神経発生生物学
460030072 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 脳機能構築学
460030073 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生殖生物学
460030080 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞生物物理学
460030081 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 環境生物学
460030090 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 遺伝子解析
460030100 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 純系動物開発
460030101 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生殖遺伝
460030102 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 動物器官機能学
460030110 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 情報高分子学
460030111 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 遺伝子発現制御学
460030112 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞制御学
460030120 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 遺伝子解析学
460030121 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 染色体機能
460030122 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 分子修飾制御学
460030123 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 染色体複製
460030124 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 染色体生物学
460030130 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生体運動学
460030131 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞構築学
460030140 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生体エネルギー学
460030141 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 感覚運動
460030142 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生体膜機能
460030150 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞調節論
460030151 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 形態発生学
460030160 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生体応答論
460030170 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生物物理学
460030180 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生物化学
460030190 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 高次神経系論
460030200 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 情報高分子生物物理学
460030220 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 バイオエナジェティクス
460030221 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 超分子システム学
460030222 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生殖分子情報学
460030230 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 分子神経生物学
460030240 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生体超分子物理学
460030250 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 ゲノム学
460030251 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 ゲノム機能学
460030252 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 植物分子シグナル学
460030260 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 光生体エネルギー
460030270 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 発生生化学
460030271 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 海洋発生生化学
460030280 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 植物生長生理学
460030281 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 植物生理学
460030290 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞・理論生物学
460030291 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞生物学
460030300 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 パターン形成原理
460030301 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 パターン形成
460030310 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 超分子構造学
460030320 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 神経形成シグナル学
460030330 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞内ダイナミクス学
460030331 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞内ダイナミクス
460030340 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 脳回路構造学
460030350 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 発生成長制御学
460030360 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 細胞間シグナル
460030990 理学研究科博士課程後期課程 生命理学専攻 生物系プログラム
460040000 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻
460040010 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 惑星地質学
460040011 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星物理学
460040020 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 惑星岩石学
460040030 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 生物圏進化学
460040040 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星化学
460040050 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星進化学
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460040051 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 宇宙地球化学
460040060 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星の物理学
460040061 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星システム学
460040070 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 大気水循環
460040080 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 雪氷圏科学
460040090 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 陸域表層水循環
460040100 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 生物地球化学
460040110 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 大気物理・化学
460040120 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 物質循環生物学
460040130 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 同位体地球化学
460040131 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球変動解析
460040140 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球環境解析
460040150 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球環境計測
460040160 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 テクトニクス
460040170 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 地球惑星ダイナミクス
460040180 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 人類紀環境年代学
460040190 理学研究科博士課程後期課程 地球惑星理学専攻 大気水圏環境計測
470000000 医学系研究科博士課程
470010000 医学系研究科博士課程 生理系専攻
470010010 医学系研究科博士課程 生理系専攻 解剖学１
470010020 医学系研究科博士課程 生理系専攻 解剖学２
470010030 医学系研究科博士課程 生理系専攻 解剖学３
470010040 医学系研究科博士課程 生理系専攻 生理学１
470010050 医学系研究科博士課程 生理系専攻 生理学２
470010060 医学系研究科博士課程 生理系専攻 生化学１
470010070 医学系研究科博士課程 生理系専攻 生化学２
470010080 医学系研究科博士課程 生理系専攻 薬理学
470010090 医学系研究科博士課程 生理系専攻 実験動物学
470010100 医学系研究科博士課程 生理系専攻 医療薬学
470010110 医学系研究科博士課程 生理系専攻 分子・細胞適応学
470010120 医学系研究科博士課程 生理系専攻 器官系機能調節学
470010130 医学系研究科博士課程 生理系専攻 高次神経統御学
470010140 医学系研究科博士課程 生理系専攻 宇宙医学
470020000 医学系研究科博士課程 病理系専攻
470020010 医学系研究科博士課程 病理系専攻 病理学１
470020020 医学系研究科博士課程 病理系専攻 病理学２
470020030 医学系研究科博士課程 病理系専攻 細菌学
470020040 医学系研究科博士課程 病理系専攻 医動物学
470020050 医学系研究科博士課程 病理系専攻 免疫学
470020060 医学系研究科博士課程 病理系専攻 生体防御学
470020070 医学系研究科博士課程 病理系専攻 ウイルス感染学
470020080 医学系研究科博士課程 病理系専攻 がん細胞学
470020090 医学系研究科博士課程 病理系専攻 医真菌学
470020100 医学系研究科博士課程 病理系専攻 分子病態学
470030000 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻
470030010 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻 法医学
470030020 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻 衛生学
470030030 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻 公衆衛生学
470030040 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻 予防医学
470030050 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻 健康増進科学１
470030060 医学系研究科博士課程 社会医学系専攻 健康増進科学２
470040000 医学系研究科博士課程 内科系専攻
470040010 医学系研究科博士課程 内科系専攻 内科学１
470040020 医学系研究科博士課程 内科系専攻 内科学２
470040030 医学系研究科博士課程 内科系専攻 内科学３
470040040 医学系研究科博士課程 内科系専攻 精神医学
470040050 医学系研究科博士課程 内科系専攻 小児科学
470040060 医学系研究科博士課程 内科系専攻 皮膚科学
470040070 医学系研究科博士課程 内科系専攻 放射線医学
470040080 医学系研究科博士課程 内科系専攻 老年科学
470040090 医学系研究科博士課程 内科系専攻 臨床検査医学
470040100 医学系研究科博士課程 内科系専攻 神経内科学
470040110 医学系研究科博士課程 内科系専攻 医療情報学
470040120 医学系研究科博士課程 内科系専攻 免疫内科学
470040130 医学系研究科博士課程 内科系専攻 予防医療学
470050000 医学系研究科博士課程 外科系専攻
470050010 医学系研究科博士課程 外科系専攻 外科学１
470050020 医学系研究科博士課程 外科系専攻 外科学２
470050030 医学系研究科博士課程 外科系専攻 整形外科学
470050040 医学系研究科博士課程 外科系専攻 産科婦人科学
470050050 医学系研究科博士課程 外科系専攻 眼科学
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470050060 医学系研究科博士課程 外科系専攻 泌尿器科学
470050070 医学系研究科博士課程 外科系専攻 耳鼻咽喉科学
470050080 医学系研究科博士課程 外科系専攻 麻酔学
470050090 医学系研究科博士課程 外科系専攻 口腔外科学
470050100 医学系研究科博士課程 外科系専攻 脳神経外科学
470050110 医学系研究科博士課程 外科系専攻 胸部外科学
470050120 医学系研究科博士課程 外科系専攻 救急医学
470050130 医学系研究科博士課程 外科系専攻 異常気圧学
470050140 医学系研究科博士課程 外科系専攻 形成外科学
470050150 医学系研究科博士課程 外科系専攻 小児外科学
470060000 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻
470060010 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子生物学
470060020 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 生体高分子学
470060030 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子細胞化学
470060040 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 疾病遺伝子学
470060110 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子病原細菌学
470060120 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 耐性菌制御学
470060130 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子細胞免疫学
470060131 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子細胞免疫学・医学系プログラム
470060140 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 免疫細胞動態学
470060150 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 血液・腫瘍内科学
470060151 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 血液・腫瘍内科学・医学系プログラム
470060160 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 循環器内科学
470060170 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 消化器内科学
470060171 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 消化器内科学・医学系プログラム
470060180 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 呼吸器内科学
470060190 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 糖尿病・内分泌内科学
470060200 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 腎臓内科学
470060210 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子細胞内科学
470060220 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 器官制御内科学
470060230 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 病態修復内科学
470060240 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 機能調節内科学
470060250 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 代謝病態内科学
470060260 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 免疫応答内科学
470060310 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 量子医学
470060320 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 量子介入治療学
470060330 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 臓器病態診断学
470060340 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 病態構造解析学
470060350 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 医療管理情報学
470060410 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 ウイルス学
470060420 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 医真菌学
470060430 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 生体防御学
470060440 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 機能分子制御学
470060445 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 分子標的治療学
470060450 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 神経遺伝情報学
470060451 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 神経遺伝情報学・医学系プログラム
470060510 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 実験動物科学
470060610 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 老化基礎科学
470060620 医学系研究科博士課程 分子総合医学専攻 免疫不全統御学
470070000 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻
470070010 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 細胞生理学
470070020 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 分子動態学
470070030 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 細胞生物物理学
470070040 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 イメージング生理学
470070050 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 細胞情報薬理学
470070060 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 分子薬理学
470070110 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経内科学
470070111 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経内科学・医学系プログラム
470070120 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 精神医学
470070121 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 精神医学・医学系プログラム
470070125 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 精神生物学
470070130 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 脳神経外科学
470070140 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 遺伝子治療学
470070145 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 脳神経先端医療開発学
470070150 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 脳血管内治療学
470070210 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 眼科学
470070220 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 感覚器障害制御学
470070230 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 耳鼻咽喉科学
470070240 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 認知・言語医学
470070250 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 顎顔面外科学
470070260 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 咀嚼障害制御学
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470070270 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経情報薬理学
470070271 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経情報薬理学・医学系プログラム
470070290 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 分子腫瘍学
470070310 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 がん細胞学
470070320 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 分子病態学
470070330 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 腫瘍生物学
470070331 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 腫瘍生物学・医学系プログラム
470070410 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 医療薬学
470070411 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 医療薬学・医学系プログラム
470070510 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 視覚神経科学
470070520 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 自律神経学
470070525 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経免疫学
470070530 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 脳生命科学
470070610 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経性調節学
470070620 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 循環器学
470070630 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 液性調節学
470070640 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 心・血管学
470070710 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 発生・遺伝学
470070720 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 内分泌・代謝学
470070730 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 分子シグナル制御学
470070740 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 ゲノム動態制御学
470070810 医学系研究科博士課程 細胞情報医学専攻 神経生化学
470080000 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻
470080010 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 分子細胞学
470080011 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 分子細胞学・医学系プログラム
470080020 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 機能組織学
470080030 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 細胞生物学
470080040 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 超微形態学
470080110 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 生体反応病理学
470080120 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 分子病理診断学
470080130 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 腫瘍病理学
470080140 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 神経機能病理学
470080150 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 腫瘍外科学
470080160 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 消化器外科学
470080170 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 移植・内分泌外科学
470080180 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 心臓外科学
470080190 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 呼吸器外科学
470080210 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 器官調節外科学
470080220 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 脈管外科学
470080221 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 血管外科学
470080230 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 病態制御外科学
470080240 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 内分泌・移植外科学
470080250 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 胸部機能外科学
470080260 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 胸部構築外科学
470080270 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 小児外科学
470080280 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 泌尿器科学
470080310 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 整形外科学
470080320 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 リウマチ学
470080330 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 手の外科学
470080340 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 皮膚病態学
470080350 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 皮膚結合組織病態学
470080360 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 形成外科学
470080410 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 麻酔・蘇生医学
470080420 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 臨床感染統御学
470080430 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 救急・集中治療医学
470080490 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 分子病理学
470080510 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 異常気圧医学
470080610 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 手術医療学
470080620 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 細胞治療医学
470080630 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 病理組織医学
470080640 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 光学医療学
470080650 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 放射線医療学
470080660 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 化学療法学
470080670 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 画像情報診断・工学
470080710 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 細胞工学
470080720 医学系研究科博士課程 機能構築医学専攻 細胞腫瘍学
470090000 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻
470090010 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 法医・生命倫理学
470090020 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 環境労働衛生学
470090030 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 公衆衛生学
470090040 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 医学ネットワーク管理学
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470090050 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 予防医学
470090060 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 医学推計・判断学
470090070 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 国際保健医療学
470090071 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 国際保健医療学・公衆衛生学
470090075 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 医療行政学
470090080 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 環境医動物学
470090110 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 小児科学
470090120 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 成長発達医学
470090125 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 発達・老年精神医学
470090130 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 児童精神医学
470090140 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 老年科学
470090145 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 地域在宅医療学・老年科学
470090150 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 産婦人科学
470090160 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 生殖器腫瘍制御学
470090210 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 周産母子医学
470090310 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 予防医療学
470090320 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 在宅管理医学
470090330 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 総合診療医学
470090340 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 医療経営管理学
470090350 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 総合医学教育学
470090410 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 健康栄養医学
470090420 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 健康スポーツ医学
470090430 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 精神健康医学
470090510 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 体力科学
470090520 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 トレーニング科学
470090610 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 疫学
470090620 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 老化基礎医学
470090710 医学系研究科博士課程 健康社会医学専攻 親と子どもの心療学
470100000 医学系研究科博士課程 総合医学専攻
470100005 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子生物学
470100006 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子生物学・医学系プログラム
470100010 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 生体高分子学
470100015 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子細胞化学
470100020 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子病原細菌学
470100025 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 耐性菌制御学
470100030 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子細胞免疫学
470100031 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子細胞免疫学・医学系プログラム
470100035 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 免疫細胞動態学
470100040 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 ウイルス学
470100045 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 機能分子制御学
470100050 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子標的治療学
470100051 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 オミクス解析学
470100055 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経遺伝情報学
470100056 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経遺伝情報学・医学系プログラム
470100060 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 疾患モデル解析学
470100063 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 システム生物学
470100065 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 生物情報解析工学
470100070 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子診断ナノ工学
470100075 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 実験動物科学
470100080 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 老化基礎科学
470100085 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 免疫不全統御学
470100090 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 細胞生物物理学
470100091 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 統合生理学
470100095 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 イメ－ジング生理学
470100100 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 細胞生理学
470100105 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子動態学
470100110 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子薬理学
470100111 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子薬理学・医学系プログラム
470100115 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経情報薬理学
470100116 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経情報薬理学・医学系プログラム
470100120 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子腫瘍学
470100121 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子腫瘍学・医学系プログラム
470100125 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 腫瘍生物学
470100130 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 視覚神経科学
470100131 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子神経科学
470100135 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経免疫学
470100136 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 免疫代謝学
470100140 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経性調節学
470100141 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経性調節学・医学系プログラム
470100145 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 心・血管学
470100150 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 発生・遺伝学
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470100155 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 病態神経科学
470100160 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 ゲノム動態制御学
470100165 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経生化学
470100170 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子細胞学
470100175 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 機能組織学
470100180 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 細胞生物学
470100185 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 超微形態学
470100190 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 生体反応病理学
470100191 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 生体反応病理学・医学系プログラム
470100195 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子病理診断学
470100200 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 腫瘍病理学
470100205 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経機能病理学
470100210 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子病理学
470100215 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 細胞工学
470100220 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 細胞腫瘍学
470100225 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 法医・生命倫理学
470100230 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 環境労働衛生学
470100231 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 環境労働衛生学・医学系プログラム
470100235 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 予防医学
470100240 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 国際保健医療学･公衆衛生学
470100241 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 国際保健医療学・公衆衛生学・医学系プログラム
470100245 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 医療行政学
470100250 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 健康栄養医学
470100255 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 健康スポーツ医学
470100260 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 精神健康医学
470100263 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 健康運動科学
470100265 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 疫学
470100270 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 血液・腫瘍内科学
470100271 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 血液・腫瘍内科学・医学系プログラム
470100275 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 循環器内科学
470100276 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 循環器内科学・医学系プログラム
470100280 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 消化器内科学
470100281 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 消化器内科学・医学系プログラム
470100285 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 呼吸器内科学
470100290 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 糖尿病・内分泌内科学
470100295 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 腎臓内科学
470100300 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 量子医学
470100305 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 量子介入治療学
470100310 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 放射線治療学
470100315 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 臓器病態診断学
470100316 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 臓器病態診断学・医学系プログラム
470100320 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 病態構造解析学
470100325 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 がん薬物療法学
470100326 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 がん薬物療法学・医学系プログラム
470100330 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 神経内科学
470100335 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 精神医学
470100340 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 精神生物学
470100345 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 脳神経外科学
470100346 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 脳神経外科学・医学系プログラム
470100350 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 脳神経先端医療開発学
470100355 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 脳血管内治療学
470100360 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 眼科学
470100365 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 感覚器障害制御学
470100370 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 耳鼻咽喉科学
470100375 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 認知・言語医学
470100380 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 顎顔面外科学
470100385 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 咀嚼障害制御学
470100390 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 腫瘍外科学
470100395 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 血管外科学
470100400 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 消化器外科学
470100401 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 消化器外科学・医学系プログラム
470100405 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 移植・内分泌外科学
470100410 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 心臓外科学
470100415 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 呼吸器外科学
470100420 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 小児外科学
470100425 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 泌尿器科学
470100430 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 整形外科学
470100435 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 リウマチ学
470100440 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 手の外科学
470100445 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 皮膚病態学
470100446 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 皮膚病態学・医学系プログラム
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470100450 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 皮膚結合組織病態学
470100455 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 形成外科学
470100456 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 形成外科学・医学系プログラム
470100460 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 麻酔・蘇生医学
470100465 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 臨床感染統御学
470100470 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 救急・集中治療医学
470100475 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 手術医療学
470100480 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 細胞治療医学
470100485 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 病理組織医学
470100490 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 光学医療学
470100495 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 放射線医療学
470100500 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 画像情報診断・工学
470100505 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 小児科学
470100506 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 小児科学・医学系プログラム
470100510 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 成長発達医学
470100515 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 発達・老年精神医学
470100520 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 地域在宅医療学・老年科学
470100525 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 産婦人科学
470100526 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 産婦人科学・医学系プログラム
470100530 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 生殖器腫瘍制御学
470100535 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 総合診療医学
470100540 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 周産母子医学
470100545 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 親と子どもの心療学
470100550 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 総合医学教育学
470100555 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 医療安全管理学
470100556 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 医療の質・患者安全学
470100560 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 薬物動態解析学
470100561 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 薬物動態解析学・医学系プログラム
470100565 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 分子機能薬学
470100570 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 トキシコゲノミクス
470100575 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 医療薬学
470100576 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 医療薬学・医学系プログラム
470100580 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 化学療法学
470100581 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 化学療法学・医学系プログラム
470100585 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 生物統計学
470100590 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 医薬品規制学
470100595 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 実践医薬品開発学
470100600 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 応用医薬品開発学
470100605 医学系研究科博士課程 総合医学専攻 統計数理学
470110000 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻
470110005 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子生物学
470110015 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子細胞化学
470110020 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子病原細菌学
470110030 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子細胞免疫学
470110040 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 ウイルス学
470110051 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 オミクス解析学
470110055 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 神経遺伝情報学
470110063 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 システム生物学
470110075 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 実験動物科学
470110091 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 統合生理学
470110100 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 細胞生理学
470110115 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 神経情報薬理学
470110120 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子腫瘍学
470110125 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 腫瘍生物学
470110130 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 視覚神経科学
470110131 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子神経科学
470110135 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 神経免疫学
470110136 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 免疫代謝学
470110140 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 神経性調節学
470110145 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 心・血管学
470110150 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 発生・遺伝学
470110155 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 病態神経科学
470110170 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子細胞学
470110175 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 機能組織学
470110180 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 細胞生物学
470110190 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 生体反応病理学
470110200 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 腫瘍病理学
470110210 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子病理学
470110225 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 法医・生命倫理学
470110230 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 環境労働衛生学
470110235 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 予防医学
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470110240 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 国際保健医療学･公衆衛生学
470110245 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 医療行政学
470110250 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 健康栄養医学
470110255 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 健康スポーツ医学
470110260 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 精神健康医学
470110263 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 健康運動科学
470110270 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 血液・腫瘍内科学
470110275 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 循環器内科学
470110280 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 消化器内科学
470110285 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 呼吸器内科学
470110290 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 糖尿病・内分泌内科学
470110295 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 腎臓内科学
470110300 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 量子医学
470110315 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 臓器病態診断学
470110330 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 神経内科学
470110335 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 精神医学
470110345 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 脳神経外科学
470110360 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 眼科学
470110370 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 耳鼻咽喉科学
470110380 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 顎顔面外科学
470110390 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 腫瘍外科学
470110395 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 血管外科学
470110400 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 消化器外科学
470110405 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 移植・内分泌外科学
470110410 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 心臓外科学
470110415 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 呼吸器外科学
470110420 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 小児外科学
470110425 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 泌尿器科学
470110430 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 整形外科学
470110440 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 手の外科学
470110445 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 皮膚病態学
470110455 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 形成外科学
470110460 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 麻酔・蘇生医学
470110465 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 臨床感染統御学
470110470 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 救急・集中治療医学
470110480 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 細胞治療医学
470110490 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 光学医療学
470110505 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 小児科学
470110520 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 地域在宅医療学・老年科学
470110525 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 産婦人科学
470110530 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 生殖器腫瘍制御学
470110535 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 総合診療医学
470110550 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 総合医学教育学
470110556 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 医療の質・患者安全学
470110560 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 薬物動態解析学
470110565 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 分子機能薬学
470110570 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 トキシコゲノミクス
470110575 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 医療薬学
470110580 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 化学療法学
470110585 医学系研究科博士課程 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻 生物統計学
480000000 工学研究科博士課程後期課程
480110000 工学研究科博士課程後期課程 応用化学専攻
480120000 工学研究科博士課程後期課程 物質化学専攻
480130000 工学研究科博士課程後期課程 分子化学工学専攻
480140000 工学研究科博士課程後期課程 生物機能工学専攻
480150000 工学研究科博士課程後期課程 化学・生物工学専攻
480150010 工学研究科博士課程後期課程 化学・生物工学専攻 応用化学分野
480150020 工学研究科博士課程後期課程 化学・生物工学専攻 分子化学工学分野
480150030 工学研究科博士課程後期課程 化学・生物工学専攻 生物機能工学分野
480150080 工学研究科博士課程後期課程 化学・生物工学専攻 化学系プログラム
480210000 工学研究科博士課程後期課程 材料機能工学専攻
480220000 工学研究科博士課程後期課程 材料プロセス工学専攻
480230000 工学研究科博士課程後期課程 応用物理学専攻
480240000 工学研究科博士課程後期課程 原子核工学専攻
480250000 工学研究科博士課程後期課程 マテリアル理工学専攻
480250010 工学研究科博士課程後期課程 マテリアル理工学専攻 材料工学分野
480250020 工学研究科博士課程後期課程 マテリアル理工学専攻 応用物理学分野
480250030 工学研究科博士課程後期課程 マテリアル理工学専攻 量子エネルギー工学分野
480310000 工学研究科博士課程後期課程 電気工学専攻
480320000 工学研究科博士課程後期課程 電子工学専攻
480330000 工学研究科博士課程後期課程 電子情報学専攻
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480340000 工学研究科博士課程後期課程 情報工学専攻
480350000 工学研究科博士課程後期課程 電子情報システム専攻
480350010 工学研究科博士課程後期課程 電子情報システム専攻 電気工学分野
480350020 工学研究科博士課程後期課程 電子情報システム専攻 電子工学分野
480350030 工学研究科博士課程後期課程 電子情報システム専攻 情報・通信工学分野
480410000 工学研究科博士課程後期課程 機械工学専攻
480420000 工学研究科博士課程後期課程 機械情報システム工学専攻
480430000 工学研究科博士課程後期課程 電子機械工学専攻
480435000 工学研究科博士課程後期課程 機械理工学専攻
480435010 工学研究科博士課程後期課程 機械理工学専攻 機械科学分野
480435020 工学研究科博士課程後期課程 機械理工学専攻 機械情報システム工学分野
480435030 工学研究科博士課程後期課程 機械理工学専攻 電子機械工学分野
480440000 工学研究科博士課程後期課程 航空宇宙工学専攻
480440010 工学研究科博士課程後期課程 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学分野
480510000 工学研究科博士課程後期課程 土木工学専攻
480520000 工学研究科博士課程後期課程 建築学専攻
480530000 工学研究科博士課程後期課程 社会基盤工学専攻
480530010 工学研究科博士課程後期課程 社会基盤工学専攻 社会基盤工学分野
480530080 工学研究科博士課程後期課程 社会基盤工学専攻 土木系プログラム
480610000 工学研究科博士課程後期課程 結晶材料工学専攻
480620000 工学研究科博士課程後期課程 地圏環境工学専攻
480630000 工学研究科博士課程後期課程 エネルギー理工学専攻
480640000 工学研究科博士課程後期課程 量子工学専攻
480650000 工学研究科博士課程後期課程 マイクロシステム工学専攻
480651000 工学研究科博士課程後期課程 マイクロ・ナノシステム工学専攻
480660000 工学研究科博士課程後期課程 物質制御工学専攻
480670000 工学研究科博士課程後期課程 計算理工学専攻
490000000 生命農学研究科博士課程後期課程
490010000 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻
490010010 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 栽培原論及び育種学
490010011 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 植物遺伝育種学
490010020 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 作物学
490010021 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 作物科学
490010030 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 園芸学
490010031 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 園芸科学
490010040 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 植物病理学
490010050 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 害虫学
490010051 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 環境昆虫学
490010060 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 養蚕学
490010061 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 資源昆虫学
490010070 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 食糧生産管理学
490010080 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 耕地利用学
490010090 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 資源生物環境学
490010091 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 資源植物環境学
490010100 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 家畜管理学
490010110 生命農学研究科博士課程後期課程 農学専攻 草地学
490020000 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻
490020010 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 造林学
490020011 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 森林生態生理学
490020020 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 森林経理学
490020021 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 森林環境資源学
490020030 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 森林利用学
490020031 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 森林資源利用学
490020040 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 治山工学
490020041 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 水土保全学
490020050 生命農学研究科博士課程後期課程 林学専攻 森林保護学
490030000 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻
490030010 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 家畜生理学
490030011 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 動物機能制御学
490030020 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 家畜育種学
490030021 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 動物遺伝制御学
490030030 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 家畜繁殖学
490030031 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 動物生殖制御学
490030040 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 家畜飼養学
490030041 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 動物栄養情報学
490030050 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 家畜解剖学
490030051 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 動物形態情報学
490030060 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 家畜管理学
490030070 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 畜産製造学
490030080 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 水産動物学
490030081 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 動物比較情報学
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490030090 生命農学研究科博士課程後期課程 畜産学専攻 草地学
490040000 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻
490040010 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 土壌学
490040011 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 土壌生物化学
490040020 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 植物栄養及び肥料学
490040021 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 植物分子生理学
490040030 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 生物化学
490040040 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 栄養化学
490040041 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 栄養生化学
490040050 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 醗酵化学
490040051 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 微生物学
490040060 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 農薬化学
490040061 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 生理活性物質化学
490040070 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 分子細胞制御学
490040080 生命農学研究科博士課程後期課程 農芸化学専攻 分子機能学
490050000 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻
490050010 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 林産化学
490050011 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 森林化学
490050020 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 木材加工学
490050021 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 生物材料工学
490050030 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 木材物理学
490050031 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 生物材料物理学
490050040 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 木材化学工学
490050041 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 高分子生物材料化学
490050050 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 木材工業機械学
490050051 生命農学研究科博士課程後期課程 林産学専攻 生物材料機械学
490060000 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻
490060010 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 農産製造学
490060011 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 食品機能化学
490060020 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 畜産製造学
490060021 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 分子生体制御学
490060030 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 生物有機化学
490060040 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 食品物理化学
490060041 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 生体高分子学
490060050 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 培養工学
490060051 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 遺伝子制御学
490060060 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 生物反応工学
490060061 生命農学研究科博士課程後期課程 食品工業化学専攻 分子生物工学
490070000 生命農学研究科博士課程後期課程 生化学制御専攻
490070010 生命農学研究科博士課程後期課程 生化学制御専攻 分化遺伝制御
490070020 生命農学研究科博士課程後期課程 生化学制御専攻 代謝制御
490070030 生命農学研究科博士課程後期課程 生化学制御専攻 生理活性物質調節
490070040 生命農学研究科博士課程後期課程 生化学制御専攻 栄養制御
490070050 生命農学研究科博士課程後期課程 生化学制御専攻 環境応答統御
490100000 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻
490100001 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 生物系プログラム
490100010 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 循環資源学
490100020 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 資源生産生態学
490100030 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 地域資源管理学
490100040 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 生物材料科学
490100050 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 生物圏動態論
490100060 生命農学研究科博士課程後期課程 生物圏資源学専攻 生態システム保全学
490200000 生命農学研究科博士課程後期課程 生物機構・機能科学専攻
490200001 生命農学研究科博士課程後期課程 生物機構・機能科学専攻 生物系プログラム
490200010 生命農学研究科博士課程後期課程 生物機構・機能科学専攻 バイオダイナミクス
490200020 生命農学研究科博士課程後期課程 生物機構・機能科学専攻 分子細胞機構学
490200030 生命農学研究科博士課程後期課程 生物機構・機能科学専攻 生物機能分化学
490200040 生命農学研究科博士課程後期課程 生物機構・機能科学専攻 資源生物機能学
490300000 生命農学研究科博士課程後期課程 応用分子生命科学専攻
490300001 生命農学研究科博士課程後期課程 応用分子生命科学専攻 生物系プログラム
490300010 生命農学研究科博士課程後期課程 応用分子生命科学専攻 バイオモデリング
490300020 生命農学研究科博士課程後期課程 応用分子生命科学専攻 生命機能化学
490300030 生命農学研究科博士課程後期課程 応用分子生命科学専攻 応用生命化学
490300040 生命農学研究科博士課程後期課程 応用分子生命科学専攻 応用遺伝・生理学
490400000 生命農学研究科博士課程後期課程 生物情報制御専攻
490400010 生命農学研究科博士課程後期課程 生物情報制御専攻 多元情報制御
490400020 生命農学研究科博士課程後期課程 生物情報制御専攻 分化情報制御
490400030 生命農学研究科博士課程後期課程 生物情報制御専攻 分子情報制御
490500000 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻
490500001 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 生物系プログラム
490500010 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 生物機能技術科学
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490500020 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 生命技術社会システム学
490500030 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 生物生産技術科学
490500040 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 分子細胞機能学
490500050 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 植物機能開発学
490500060 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 生命技術国際協力学
490500070 生命農学研究科博士課程後期課程 生命技術科学専攻 生命機能システム学
500000000 国際開発研究科博士課程後期課程
500010000 国際開発研究科博士課程後期課程 国際開発専攻
500020000 国際開発研究科博士課程後期課程 国際協力専攻
500030000 国際開発研究科博士課程後期課程 国際コミュニケーション専攻
510000000 人間情報学研究科博士課程後期課程
510010000 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻
510010010 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 情報基礎論
510010020 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 情報数理解析論
510010030 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 情報処理論
510010040 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 生物情報論
510010050 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 生物システム論
510010060 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 物質情報論
510010070 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 物質設計論
510010080 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 環境情報論
510010090 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 環境システム論
510010100 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 情報自然環境論
510010110 人間情報学研究科博士課程後期課程 物質・生命情報学専攻 情報機構論
510020000 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻
510020010 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 認知情報論
510020020 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 言語情報論
510020030 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 組織情報論
510020040 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 地域システム論
510020050 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 情報表現論
510020060 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 社会情報形成論
510020070 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 社会数理情報論
510020080 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 電子社会システム論
510020090 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 情報創造論
510020100 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 情報行動論
510020110 人間情報学研究科博士課程後期課程 社会情報学専攻 情報社会論
520000000 多元数理科学研究科博士課程後期課程
520010000 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻
520010010 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 数学基礎論
520010020 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 代数幾何
520010030 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 代数的不変構造論
520010040 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 可換環論
520010050 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 組み合わせ数学
520010060 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 解析的整数論
520010070 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 代数的整数論
520010080 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 解析学
520010081 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 関数解析
520010090 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 ポテンシャル論
520010100 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 複素解析
520010110 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 偏微分方程式
520010120 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 トポロジー
520010130 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 微分幾何
520010140 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 数理物理
520010141 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 数値解析
520010150 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 位相数理
520010160 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 確率過程論、情報数理
520010161 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 確率過程論、情報理論
520010170 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 リー代数と表現
520010180 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 応用位相変分学
520010190 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 流体力学
520010200 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 情報構造学
520010210 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 生物構造情報学
520010220 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 生体数理設計学
520010230 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 神経情報学
520010240 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 経済・社会構造論
520010241 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 社会・経済構造論
520010250 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 非線形解析学
520010260 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 応用確率論
520010270 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 実代数幾何
520010280 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 無限可積分系
520010290 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 教育行政学、公共政策科学
520010300 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 高次位相
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520010310 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 公衆衛生学
520010320 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 数理形態学
520010330 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 数理的解剖生理学
520010340 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 生物物理学、細胞生物学
520010350 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 統計力学
520010360 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 物性基礎論
520010370 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 分子生物学、遺伝学
520010990 多元数理科学研究科博士課程後期課程 多元数理科学専攻 数理物理系プログラム 素粒子宇宙数理サブプログラム
530000000 国際言語文化研究科博士課程後期課程
530010000 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻
530010010 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 日本言語文化学
530010020 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 日本語教育学
530010030 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 現代日本語学
530010040 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 応用言語学
530010050 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 比較日本文化学
530010060 国際言語文化研究科博士課程後期課程 日本言語文化専攻 日本語教育方法論
530020000 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻
530020010 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 多元文化論
530020020 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 先端文化論
530020030 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 現代アメリカ表現科学
530020040 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 現代東アジア表現科学
530020050 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 現代ヨーロッパ表現科学
530020060 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 ジェンダー論
530020070 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 メディアプロフェッショナル論
530020090 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 南北アメリカ言語文化講座
530020100 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 東アジア言語文化講座
530020110 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 ヨーロッパ言語文化講座
530020120 国際言語文化研究科博士課程後期課程 国際多元文化専攻 メディアプロフェッショナルコース
540000000 環境学研究科博士課程後期課程
540010000 環境学研究科博士課程後期課程 地球環境科学専攻
540020000 環境学研究科博士課程後期課程 都市環境学専攻
540030000 環境学研究科博士課程後期課程 社会環境学専攻
550000000 情報科学研究科博士課程後期課程
550010000 情報科学研究科博士課程後期課程 計算機数理科学専攻
550010010 情報科学研究科博士課程後期課程 計算機数理科学専攻 情報数理基礎論
550010020 情報科学研究科博士課程後期課程 計算機数理科学専攻 情報数理モデル論
550010030 情報科学研究科博士課程後期課程 計算機数理科学専攻 計算論
550020000 情報科学研究科博士課程後期課程 情報システム学専攻
550020010 情報科学研究科博士課程後期課程 情報システム学専攻 集積システム論
550020011 情報科学研究科博士課程後期課程 情報システム学専攻 情報プラットフォーム論
550020020 情報科学研究科博士課程後期課程 情報システム学専攻 ソフトウェア論
550020030 情報科学研究科博士課程後期課程 情報システム学専攻 情報ネットワークシステム論
550030000 情報科学研究科博士課程後期課程 メディア科学専攻
550030010 情報科学研究科博士課程後期課程 メディア科学専攻 音声映像科学
550030020 情報科学研究科博士課程後期課程 メディア科学専攻 知能メディア工学
550030030 情報科学研究科博士課程後期課程 メディア科学専攻 認知情報論
550030040 情報科学研究科博士課程後期課程 メディア科学専攻 情報メディア空間構成論
550040000 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻
550040010 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻 多自由度システム情報論
550040020 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻 物質情報論
550040030 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻 生命情報論
550040040 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻 創発システム論
550040050 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻 複雑系計算論
550040060 情報科学研究科博士課程後期課程 複雑系科学専攻 情報可視化論
550050000 情報科学研究科博士課程後期課程 社会システム情報学専攻
550050010 情報科学研究科博士課程後期課程 社会システム情報学専攻 知識社会システム論
550050020 情報科学研究科博士課程後期課程 社会システム情報学専攻 電子社会設計論
550050030 情報科学研究科博士課程後期課程 社会システム情報学専攻 情報創造論
550050040 情報科学研究科博士課程後期課程 社会システム情報学専攻 情報社会基盤環境論
580000000 医学系研究科博士課程後期課程
580010000 医学系研究科博士課程後期課程 看護学専攻
580010010 医学系研究科博士課程後期課程 看護学専攻 健康障害看護学分野
580010020 医学系研究科博士課程後期課程 看護学専攻 健康発達看護学分野
580010040 医学系研究科博士課程後期課程 看護学専攻 基礎・臨床看護学講座
580010050 医学系研究科博士課程後期課程 看護学専攻 健康発達看護学講座
580020000 医学系研究科博士課程後期課程 医療技術学専攻
580020010 医学系研究科博士課程後期課程 医療技術学専攻 医用量子科学分野
580020020 医学系研究科博士課程後期課程 医療技術学専攻 病態解析学分野
580020040 医学系研究科博士課程後期課程 医療技術学専攻 医用量子科学講座
580020050 医学系研究科博士課程後期課程 医療技術学専攻 病態解析学講座
580030000 医学系研究科博士課程後期課程 リハビリテーション療法学専攻
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580030010 医学系研究科博士課程後期課程 リハビリテーション療法学専攻 リハビリテーション療法学分野
580030040 医学系研究科博士課程後期課程 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学講座
580030050 医学系研究科博士課程後期課程 リハビリテーション療法学専攻 作業療法学講座
590000000 創薬科学研究科博士課程後期課程
590010000 創薬科学研究科博士課程後期課程 基盤創薬学専攻
590010100 創薬科学研究科博士課程後期課程 基盤創薬学専攻 創薬有機化学講座
590010200 創薬科学研究科博士課程後期課程 基盤創薬学専攻 創薬生物科学講座
590010300 創薬科学研究科博士課程後期課程 基盤創薬学専攻 創薬分子構造学講座
610000000 言語文化部
620000000 留学生センター 国際教育交流センター 国際言語センター
630000000 総合保健体育科学センター
640000000 環境医学研究所
650000000 太陽地球環境研究所
660000000 大気水圏科学研究所
670000000 アイソトープ総合センター
680000000 高温エネルギー変換研究センター
690000000 遺伝子実験施設
700000000 先端技術共同研究センター
710000000 生物分子応答研究センター
720000000 理工科学総合研究センター
730000000 難処理人工物研究センター
740000000 情報メディア教育センター
750000000 農学国際教育協力研究センター
760000000 地球水循環研究センター
770000000 情報連携基盤センター
780000000 法政国際教育協力研究センター
790000000 高効率エネルギー変換研究センター
800000000 環境量子リサイクル研究センター
810000000 生物機能開発利用研究センター
820000000 物質科学国際研究センター
830000000 高等教育研究センター
840000000 年代測定総合研究センター
850000000 博物館
860000000 発達心理精神科学教育研究センター
870000000 化学測定機器センター
880000000 エコトピア科学研究所
890000000 情報基盤センター
930000000 法学研究科専門職学位課程
930010000 法学研究科専門職学位課程 実務法曹養成専攻
930010010 法学研究科専門職学位課程 実務法曹養成専攻 ２年コース
930010020 法学研究科専門職学位課程 実務法曹養成専攻 ３年コース
970000000 日本学術振興会特別研究員
980000000 教育学部 附属高校
P10000000 言語文化部
P20000000 留学生センター
P30000000 大気水圏科学研究所
P40000000 生物分子応答研究センター
P50000000 理工科学総合研究センター
P60000000 情報連携基盤センター
R10000000 国際教育交流センター
R20000000 国際言語センター
R30000000 総合保健体育科学センター
R40000000 環境医学研究所
R50000000 太陽地球環境研究所
R60000000 アイソトープ総合センター
R70000000 遺伝子実験施設
R80000000 農学国際教育協力研究センター
R90000000 地球水循環研究センター
RA0000000 法政国際教育協力研究センター
RB0000000 生物機能開発利用研究センター
RC0000000 物質科学国際研究センター
RD0000000 高等教育研究センター
RE0000000 年代測定総合研究センター
RF0000000 博物館
RG0000000 心の発達支援研究実践センター
RH0000000 エコトピア科学研究所
RJ0000000 情報基盤センター
RK0000000 未来材料・システム研究所
RL0000000 宇宙地球環境研究所
RM0000000 減災連携研究センター
RN0000000 細胞生理学研究センター



所属学科コード（学生）
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RP0000000 シンクロトロン光研究センター
RR0000000 グリーンモビリティ連携研究センター
RS0000000 脳とこころの研究センター
RT0000000 ナショナルコンポジットセンター
RU0000000 予防早期医療創成センター
Z00000000 日本学術振興会特別研究員
Z01000000 高温エネルギー変換研究センター
Z02000000 先端技術共同研究センター
Z03000000 難処理人工物研究センター
Z04000000 情報メディア教育センター
Z05000000 高効率エネルギー変換研究センター
Z06000000 環境量子リサイクル研究センター
Z07000000 化学測定機器センター
Z80000000 トランスフォーマティブ生命分子研究所
Z90000000 基礎理論研究センター
ZA0000000 現象解析研究センター



所属コード（教職員）

sectionNumber section;lang-ja

000000001000 名古屋大学

100000001000 事務局

100000002000 事務局付

100001001000 監査室

100002001000 総合企画室

100003001000 評価企画室

100004000000 運営支援組織等

100004003000 情報連携統括本部

100004003010 情報連携統括本部 情報戦略室

100004003020 情報連携統括本部 情報サポート部

100004003030 情報連携統括本部 情報推進部

100004003040 情報連携統括本部 情報推進部 情報推進課

100004003041 情報連携統括本部 情報推進部 情報推進課 総務係

100004003043 情報連携統括本部 情報推進部 情報推進課 会計係

100004003045 情報連携統括本部 情報推進部 情報推進課 学術情報システム係

100004003046 情報連携統括本部 情報推進部 情報推進課 事務システム係

100004003050 情報連携統括本部 情報推進部 情報基盤課

100004003051 情報連携統括本部 情報推進部 情報基盤課 情報基盤グループ

100004003052 情報連携統括本部 情報推進部 情報基盤課 情報システムグループ

100004003060 情報基盤センター

100004003061 情報基盤センター 学術情報開発研究部門

100004003062 情報基盤センター 情報基盤ネットワーク研究部門

100004003063 情報基盤センター 大規模計算支援環境研究部門

100004003064 情報基盤センター 教育情報メディア研究部門

100004004000 環境安全衛生推進本部

100004004020 環境安全衛生推進本部 環境安全衛生管理室

100004005000 施設・環境計画推進室

100004005010 施設・環境計画推進室 施設マネジメント部門

100004005020 施設・環境計画推進室 エネルギーマネジメント部門

100004007000 核燃料管理施設

100004009000 社会連携推進室

100004010000 災害対策室

100004012000 男女共同参画室

100004013000 法務室

100004014000 広報室

100004015000 リスク管理室

100004017000 社会貢献人材育成本部

100004017010 社会貢献人材育成本部 ビジネス人材育成センター

100004018000 防災推進本部

100004019000 教育基盤連携本部

100004019010 教育基盤連携本部 アドミッション部門

100004019020 教育基盤連携本部 高等教育システム開発部門

100004020000 ハラスメント相談センター

100004020010 ハラスメント相談センター 相談部門

100004020020 ハラスメント相談センター 処理部門

100004021000 動物実験支援センター

100004022000 国際機構

100004022040 中国交流センター

100004022050 ウズベキスタン事務所

100004022060 ヨーロッパセンター

100004022070 バンコク事務所

100004022080 モンゴル事務所

100004022090 カンボジア事務所

100004022100 ベトナム事務所

100004022110 ミャンマー事務所

100004022120 ラオス事務所



所属コード（教職員）
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100004022130 フィリピン事務所

100004022200 国際機構 国際連携企画センター

100004022210 国際機構 国際連携企画センター 国際企画部門

100004022211 国際機構 国際連携企画センター 国際企画部門 国際企画室

100004022212 国際機構 国際連携企画センター 国際企画部門 英文化推進室

100004022220 国際機構 国際連携企画センター 国際連携部門

100004022221 国際機構 国際連携企画センター 国際連携部門 国際学術コンソーシアム推進室

100004022230 国際機構 国際連携企画センター 海外危機管理部門

100004022231 国際機構 国際連携企画センター 海外危機管理部門 海外危機管理室

100004022300 国際機構 国際教育交流センター

100004022310 国際機構 国際教育交流センター 国際プログラム部門

100004022320 国際機構 国際教育交流センター 教育交流部門

100004022330 国際機構 国際教育交流センター アドバイジング部門

100004022340 国際機構 国際教育交流センター 海外留学部門

100004022400 国際機構 国際言語センター

100004022410 国際機構 国際言語センター 日本語・日本文化教育部門

100004022420 国際機構 国際言語センター 英語教育部門

100004023000 学術研究・産学官連携推進本部

100004023010 学術研究・産学官連携推進本部 企画戦略グループ

100004023020 学術研究・産学官連携推進本部 地域連携・情報発信グループ

100004023030 学術研究・産学官連携推進本部 プロジェクト推進グループ

100004023040 学術研究・産学官連携推進本部 知財・技術移転グループ

100004023050 学術研究・産学官連携推進本部 国際産学連携・人材育成グループ

100004023060 学術研究・産学官連携推進本部 安全保障輸出管理担当

100004024000 大学文書資料室

100004024010 大学文書資料室 歴史公文書部門

100004024020 大学文書資料室 歴史資料・大学史編纂部門

100004032000 国際共同教育研究プログラム推進室

100004032010 国際共同教育研究プログラム推進室 教育部門

100004032020 国際共同教育研究プログラム推進室 研究部門

100004033000 IR本部

100004033010 IR本部 データ活用部門

100004033020 IR本部 企画立案部門

100004034000 障害者支援室

100004035000 キャンパスマネジメント本部

101000001000 総務部

101001001000 総務部 総務課

101001002000 総務部 総務課 総務係

101001004000 総務部 総務課 文書法規係

101001005000 総務部 総務課 法務係

101001007000 総務部 総務課 秘書係

101001008000 総長調査戦略室

101001011000 総務部 総務課 防災危機管理係

101002003000 秘書室

101005001000 総務部付

101005500000 総務部 人事課

101005501000 総務部 人事課（第一人事担当）

101005502000 総務部 人事課（第二人事担当）

101005503000 総務部 人事課（第三人事担当）

101005504000 総務部 人事課（給与経理担当）

101005505000 総務部 人事課（人事給与システム担当）

101005506000 総務部 人事課 業務支援室

101005507000 総務部 人事課業務支援室（鶴舞分室）

101005508000 総務部 人事課業務支援室（大幸分室）

101005520000 総務部 人事課付

101005521000 総務部 人事課付 愛教大



所属コード（教職員）
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101005522000 総務部 人事課付 名工大

101005523000 総務部 人事課付 豊田高専

101005524000 総務部 人事課付 核融合

101005525000 総務部 人事課付 岡機構　

101005526000 総務部 人事課付 文部科学省

101005527000 総務部 人事課付 沼津高専

101006000000 総務部 職員課

101006001000 総務部 職員課（労務・研修担当）

101006002000 総務部 職員課（職員担当）

101006003000 総務部 職員課（福祉担当）

101006004000 総務部 職員課（共済組合担当）

101006005000 総務部 職員課（男女共同参画室担当）

101007001000 総務部 広報渉外課

101007002000 総務部 広報渉外課 広報係

101007003000 総務部 広報渉外課 渉外企画係

102000001000 財務部

102001001000 財務部 財務課

102001002000 財務部 財務課 （統括グループ）

102001003000 財務部 財務課 （予算グループ）

102001004000 財務部 財務課 （決算グループ）

102002001000 財務部 経理・資産管理課

102002002000 財務部 経理・資産管理課 経理係（出納グループ）

102002003000 財務部 経理・資産管理課 収入係（出納グループ）

102002004000 財務部 経理・資産管理課 資産管理係（資産グループ）

102002005000 財務部 経理・資産管理課 旅費室

102003001000 財務部 契約課

102003002000 財務部 契約課 調達グループ （契約総括）

102003003000 財務部 契約課 調達グループ （第一契約）

102003004000 財務部 契約課 調達グループ （第二契約）

102003005000 財務部 契約課 調達グループ （第三契約）

103100001000 研究協力部

103101001000 研究協力部 研究支援課

103101002000 研究協力部 研究支援課 研究総務係

103101004000 研究協力部 研究支援課 博物館係

103101005000 研究協力部 研究支援課 高等研究院係

103101007000 研究協力部 研究支援課 研究企画係

103101008000 研究協力部 研究支援課 外部資金係

103102001000 研究協力部 社会連携課

103102002000 研究協力部 社会連携課 共同研究係

103102003000 研究協力部 社会連携課 産学官連携係

103102004000 研究協力部 社会連携課 社会連携係

103102005000 未来社会創造機構事務室

104000001000 施設管理部

104001001000 施設管理部 施設企画課

104001002000 施設管理部 施設企画課 総務係

104001003000 施設管理部 施設企画課 計画推進係

104001004000 施設管理部 施設企画課 施設点検評価係

104001005000 施設管理部 施設企画課 調査企画係

104001006000 施設管理部 施設企画課 予算管理係

104001007000 施設点検評価推進室

104002001000 施設管理部 施設整備課

104002002000 施設管理部 施設整備課 施設計画係

104002003000 施設管理部 施設整備課 第一建築係

104002004000 施設管理部 施設整備課 第二建築係

104002005000 施設管理部 施設整備課 電気整備係

104002006000 施設管理部 施設整備課 機械整備係
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104002007000 施設管理部 施設整備課 環境管理係

104003001000 施設管理部 施設管理課

104003002000 施設管理部 施設管理課 施設管理掛

104003003000 施設管理部 施設管理課 機械エネルギー管理係

104003004000 施設管理部 施設管理課 電気エネルギー管理係

104003005000 施設管理部 施設管理課 保全計画係

104003006000 環境安全支援室

104004001000 施設管理部 環境安全支援課

104004002000 施設管理部 環境安全支援課 安全衛生係

104004003000 施設管理部 環境安全支援課 環境管理係

105000001000 学務部

105200001000 企画部

105201001000 企画部 企画課

105201002000 企画部 企画課 企画係

105201003000 企画部 企画課 計画・評価係

105300001000 教育推進部

105301001000 教育推進部 基盤運営課

105301002000 教育推進部 基盤運営課 総務統括係

105301003000 教育推進部 基盤運営課 会計統括係

105302001000 教育推進部 事業推進課

105302002000 教育推進部 事業推進課 事業推進第一係

105302003000 教育推進部 事業推進課 事業推進第二係

105302004000 教育推進部 事業推進課 事業推進第三係

105302005000 教育推進部 事業推進課 事業推進第四係

105302006000 教育推進部 事業推進課 （アジアサテライトキャンパス学院担当）

105302007000 教育推進部 事業推進課付

105303001000 教育推進部 教育企画課

105303004000 教育推進部 教育企画課 学務情報係

105303005000 教育推進部 教育企画課 共通教育企画係

105303006000 教育推進部 教育企画課 共通教育教務係

105303007000 教育推進部 教育企画課 教育統括係

105303008000 教育推進部 教育企画課 教務係

105303009000 教育推進部 教育企画課 教育改革係

105304001000 教育推進部 学生交流課

105304002000 教育推進部 学生交流課 学生交流係

105304003000 教育推進部 学生交流課 課外活動係

105304004000 教育推進部 学生交流課 国際教育支援係

105304005000 教育推進部 学生交流課 国際交流会館係

105305001000 教育推進部 学生支援課

105305002000 教育推進部 学生支援課 学生支援係

105305003000 教育推進部 学生支援課 奨学支援係

105305004000 教育推進部 学生支援課 留学生支援係

105305005000 教育推進部 学生支援課 就職支援係

105305006000 就職支援室

105306001000 教育推進部 入試課

105306002000 教育推進部 入試課 入試第一係

105306003000 教育推進部 入試課 入試第二係

105306004000 教育推進部 入試課 国際入試係

106000001000 全学技術センター

106000001010 全学技術センター技術部

106000002000 全学技術センター（情文）

106000003000 全学技術センター（理学）

106000004000 全学技術センター（医学）

106000005000 全学技術センター（工学）

106000006020 全学技術センター（農学）

106000007000 全学技術センター（環研）
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106000008000 全学技術センター（太陽研）

106000009000 全学技術センター（水循環）

106000010000 全学技術センター（連携）

106000011000 全学技術センター（エコ）

106000012000 全学技術センター（共通）

106000013000 全学技術センター（宇地研）

106000014000 全学技術センター（未来研）

106001000000 全学技術センター 共通基盤技術支援室

106001001000 全学技術センター 共通基盤技術支援室 情報通信技術系

106001001010 全学技術センター 共通基盤技術支援室 情報通信技術系第１技術班

106001001020 全学技術センター 共通基盤技術支援室 情報通信技術系第２技術班

106001001030 全学技術センター 共通基盤技術支援室 情報通信技術系第３技術班

106001002000 全学技術センター 共通基盤技術支援室 安全管理技術系

106001003000 全学技術センター 共通基盤技術支援室 環境安全技術系

106002000000 全学技術センター 教育・研究技術支援室

106002001000 全学技術センター 教育・研究技術支援室 装置開発技術系

106002001010 全学技術センター 教育・研究技術支援室 装置開発技術系第１技術班

106002001020 全学技術センター 教育・研究技術支援室 装置開発技術系第２技術班

106002002000 全学技術センター 教育・研究技術支援室 計測・制御技術系

106002002010 全学技術センター 教育・研究技術支援室 計測・制御技術系第１技術班

106002002020 全学技術センター 教育・研究技術支援室 計測・制御技術系第２技術班

106002002030 全学技術センター 教育・研究技術支援室 計測・制御技術系第３技術班

106002003000 全学技術センター 教育・研究技術支援室 分析・物質技術系

106002003010 全学技術センター 教育・研究技術支援室 分析・物質技術系第１技術班

106002003020 全学技術センター 教育・研究技術支援室 分析・物質技術系第２技術班

106002004000 全学技術センター 教育・研究技術支援室 生物・生体技術系

106002004010 全学技術センター 教育・研究技術支援室 生物・生体技術系第１技術班

106002004020 全学技術センター 教育・研究技術支援室 生物・生体技術系第２技術班

106002004030 全学技術センター 教育・研究技術支援室 生物・生体技術系第３技術班

106002004040 全学技術センター 教育・研究技術支援室 生物・生体技術系第４技術班

106002100000 全学技術センター 工学系技術支援室

106002101000 全学技術センター 工学系技術支援室 情報通信技術系

106002101010 全学技術センター 工学系技術支援室 情報通信技術系第１技術班

106002101020 全学技術センター 工学系技術支援室 情報通信技術系第２技術班

106002102000 全学技術センター 工学系技術支援室 環境安全技術系

106002102010 全学技術センター 工学系技術支援室 環境安全技術系第１技術班

106002102020 全学技術センター 工学系技術支援室 環境安全技術系第２技術班

106002102030 全学技術センター 工学系技術支援室 環境安全技術系第３技術班

106002103000 全学技術センター 工学系技術支援室 装置開発技術系

106002103010 全学技術センター 工学系技術支援室 装置開発技術系第１技術班

106002103020 全学技術センター 工学系技術支援室 装置開発技術系第２技術班

106002103030 全学技術センター 工学系技術支援室 装置開発技術系第３技術班

106002103040 全学技術センター 工学系技術支援室 装置開発技術系第４技術班

106002104000 全学技術センター 工学系技術支援室 分析・物質技術系

106002104010 全学技術センター 工学系技術支援室 分析・物質技術系第１技術班

106002104020 全学技術センター 工学系技術支援室 分析・物質技術系第２技術班

106002200000 全学技術センター 医学系技術支援室

106002201000 全学技術センター 医学系技術支援室生物・生体技術系

106002201010 全学技術センター 医学系技術支援室 生物・生体技術系第１技術班

106002201020 全学技術センター 医学系技術支援室 生物・生体技術系第２技術班

106002201030 全学技術センター 医学系技術支援室 生物・生体技術系第３技術班

106002300000 全学技術センター 設備・機器共用推進室

106003000000 全学技術センター 部局系技術支援室

106003001000 全学技術センター 部局系技術支援室 工学技術系

106003002000 全学技術センター 部局系技術支援室 医学技術系

106003002010 全学技術センター 部局系技術支援室 医学技術系 第一医学系
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106003002020 全学技術センター 部局系技術支援室 医学技術系 第二医学系

106003003000 全学技術センター 部局系技術支援室 農学技術系

106003004000 全学技術センター 部局系技術支援室 研究所・センター技術系

106003004010 全学技術センター 部局系技術支援室 研究所・センター技術系 (太陽研)

107000001000 附属図書館

107000002000 附属図書館 研究開発室

107001001000 附属図書館 事務部

107001001010 附属図書館 事務部付

107002001000 附属図書館 情報管理課

107002002000 附属図書館 情報管理課 庶務係

107002003000 附属図書館 情報管理課 会計係

107002004000 附属図書館 情報管理課 資料管理係

107003001000 附属図書館 情報サービス課

107003002000 附属図書館 情報サービス課 閲覧係

107003003000 附属図書館 情報サービス課 情報リテラシー係

107003004000 附属図書館 情報サービス課 調査支援係

107004001000 附属図書館 情報システム課

107004002000 附属図書館 情報システム課 雑誌係

107004003000 附属図書館 情報システム課 図書情報係

107004004000 附属図書館 情報システム課（医学部分館） 情報管理係

107004005000 附属図書館 情報システム課（医学部分館） 情報サービス係

107004006000 附属図書館 情報システム課（医学部分館） 保健学情報係

107005001000 附属図書館 医学部分館

108000001000 文学部

108000003000 文学部 人文学科

108000004000 文学部 共通

108001001000 大学院文学研究科

108002000000 大学院文学研究科 人文学専攻

108002001000 大学院文学研究科 人文学専攻 比較人文学

108002002000 大学院文学研究科 人文学専攻 日本文化学

108002003000 大学院文学研究科 人文学専攻 哲学

108002004000 大学院文学研究科 人文学専攻 言語学

108002005000 大学院文学研究科 人文学専攻 東洋学

108002006000 大学院文学研究科 人文学専攻 日本史学

108002007000 大学院文学研究科 人文学専攻 東洋史学

108002008000 大学院文学研究科 人文学専攻 西洋史学

108002009000 大学院文学研究科 人文学専攻 美術史学・考古学

108002010000 大学院文学研究科 人文学専攻 日本文学・日本語学

108002011000 大学院文学研究科 人文学専攻 西洋文学・西洋語学

108003001000 大学院文学研究科 共通

108005001000 大学院文学研究科 附属「アジアの中の日本文化」研究センター

108006001000 大学院文学研究科 附属人類文化遺産テクスト学研究センター

109000001000 教育学部

109000003000 教育学部 人間発達科学科

109000004000 教育学部 共通

109001001000 大学院教育発達科学研究科

109002000000 大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻

109002001000 大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻 生涯発達教育学

109002002000 大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻 学校情報環境学

109002003000 大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻 相関教育科学

109003000000 大学院教育発達科学研究科 心理発達科学専攻

109003001000 大学院教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 心理社会行動科学

109003002000 大学院教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 精神発達臨床科学

109005001000 教育学部 附属中学校

109005003000 教育学部 附属中学校 国語

109005004000 教育学部 附属中学校 社会
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109005005000 教育学部 附属中学校 数学

109005006000 教育学部 附属中学校 理科

109005007000 教育学部 附属中学校 音楽

109005008000 教育学部 附属中学校 保健体育

109005009000 教育学部 附属中学校 技術

109005010000 教育学部 附属中学校 英語

109005011000 教育学部 附属中学校 養護

109005012000 教育学部 附属中学校家庭

109006002000 教育学部 附属高等学校

109006003000 教育学部 附属高等学校 国語

109006004000 教育学部 附属高等学校 社会

109006005000 教育学部 附属高等学校 数学

109006006000 教育学部 附属高等学校 理科

109006007000 教育学部 附属高等学校 音楽

109006008000 教育学部 附属高等学校 保健体育

109006009000 教育学部 附属高等学校 技術

109006010000 教育学部 附属高等学校 英語

109006011000 教育学部 附属高等学校 養護

109006012000 教育学部 附属高等学校 美術

109006013000 教育学部 附属高等学校 家庭

110000001000 法学部

110000002000 法学部 法律・政治学科

110001001000 大学院法学研究科

110002000000 大学院法学研究科 実務法曹養成専攻

110002001000 大学院法学研究科 実務法曹養成専攻 基幹法学

110002001010 大学院法学研究科 実務法曹養成専攻 基幹法学講座（実務家教員）

110002002000 大学院法学研究科 実務法曹養成専攻 応用先端法学

110002003000 大学院法学研究科 実務法曹養成専攻 応用先端法学講座(実務家教員)

110003000000 大学院法学研究科 総合法政専攻

110003001000 大学院法学研究科 総合法政専攻 基幹法・政治学

110003002000 大学院法学研究科 総合法政専攻 現代法システム論

110003003000 大学院法学研究科 総合法政専攻 国際･比較法政

110004001000 大学院法学研究科 共通

110006001000 大学院法学研究科 附属法情報研究センター

111000001000 経済学部

111000002000 経済学部経営学科

111000003000 経済学部経済学科

111001001000 大学院経済学研究科

111001002000 大学院経済学研究科 寄付講座

111001002020 大学院経済学研究科 ＣＢＭヘルスケアイノベーション寄附講座（アイカ工業）

111002000000 大学院経済学研究科 社会経済システム専攻

111002001000 大学院経済学研究科 社会経済システム専攻 市場・制度分析

111002001010 大学院経済学研究科 社会経済システム専攻 市場・制度分析（留学生専門教育担当）

111002002000 大学院経済学研究科 社会経済システム専攻 社会経済分析

111002003000 大学院経済学研究科 社会経済システム専攻 政策システム分析

111002004000 大学院経済学研究科 社会経済システム専攻 社会環境システム

111003000000 大学院経済学研究科 産業経営システム専攻

111003001000 大学院経済学研究科 産業経営システム専攻 企業システム

111003002000 大学院経済学研究科 産業経営システム専攻 経営革新

111003003000 大学院経済学研究科 産業経営システム専攻 情報創造

111004001000 大学院経済学研究科 共通

111005001000 大学院経済学研究科 附属国際経済政策研究センター

111500000000 文系事務部

111501000000 文系総務課

111501001000 文系総務課総務グループ

111501001010 文系総務課総務グループ（文）
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111501001020 文系総務課総務グループ（教育）

111501001030 文系総務課総務グループ（法）

111501001040 文系総務課総務グループ（経済）

111501001050 文系総務課総務グループ（国際開発）

111501001060 文系総務課総務グループ（国際言文）

111501001070 文系総務課総務グループ（附属学校）

111501002000 文系総務課図書グループ

111501002010 文系総務課図書グループ（文）

111501002020 文系総務課図書グループ（教育）

111501002030 文系総務課図書グループ（法）

111501002040 文系総務課図書グループ（経済）

111501002050 文系総務課図書グループ（国際開発）

111501002060 文系総務課図書グループ（附属学校）

111502000000 文系経理課

111502001000 文系経理課経理グループ

111502002000 文系経理課 用度グループ

111502003000 文系経理課 施設グループ

111503000000 文系教務課

111503001000 文系教務課教務グループ

111503001010 文系教務課教務グループ（文）

111503001020 文系教務課教務グループ（教育）

111503001030 文系教務課教務グループ（法）

111503001040 文系教務課教務グループ（経済）

111503001050 文系教務課教務グループ（国際開発）

111503001060 文系教務課教務グループ（国際言文）

111503001070 文系教務課教務グループ（法科大学院）

111503002000 文系教務課共通業務グループ

112000001000 理学部

112000002000 理学部 物理学科

112000004000 理学部 地球惑星科学科

112000005000 理学部 化学科

112000006000 理学部 数理学科

112000007000 理学部 生命理学科

112001001000 大学院理学研究科

112001002000 大学院理学研究科 寄附講座

112002000000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻

112002001000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 物理学基礎論

112002002000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙構造論

112002003000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 星間物質学

112002004000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子物理学

112002005000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 ハドロン物理学

112002006000 大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 原子物理学

112003000000 大学院理学研究科 物質理学専攻

112003001000 大学院理学研究科 物質理学専攻 相関化学

112003002000 大学院理学研究科 物質理学専攻 分子物性学

112003003000 大学院理学研究科 物質理学専攻 無機・分析化学

112003004000 大学院理学研究科 物質理学専攻 有機・生物化学

112003005000 大学院理学研究科 物質理学専攻 物質物理化学

112003006000 大学院理学研究科 物質理学専攻 生体物理学

112003007000 大学院理学研究科 物質理学専攻 物性基礎論

112003008000 大学院理学研究科 物質理学専攻 電子物性学

112003009000 大学院理学研究科 物質理学専攻 相関物性学

112004000000 大学院理学研究科 生命理学専攻

112004001000 大学院理学研究科 生命理学専攻 生体構築論

112004002000 大学院理学研究科 生命理学専攻 分子遺伝学

112004003000 大学院理学研究科 生命理学専攻 機能調節学
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112004004000 大学院理学研究科 生命理学専攻 形態統御学

112004005000 大学院理学研究科 生命理学専攻 情報機構学

112004006000 大学院理学研究科 生命理学専攻 超分子機能学

112004007000 大学院理学研究科 生命理学専攻 生体調節論

112004008000 大学院理学研究科 生命理学専攻 生体システム論

112005000000 理学部・理学研究科

112005001000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部

112005002000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 庶務係

112005003000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 人事係

112005004000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 経理係

112005005000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 用度係

112005006000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 管理係

112005007000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 教務学生係

112005009000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 事務部 図書係

112005010000 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科 研究支援係

112006001000 大学院理学研究科 附属臨海実験所

112007001000 大学院理学研究科 附属南半球宇宙観測研究センター

112008000000 大学院理学研究科 附属構造生物学研究センター

112008001000 大学院理学研究科 附属構造生物学研究センター Ｘ線蛋白質結晶学部門

112008002000 大学院理学研究科 附属構造生物学研究センター SAIL-NMR

112008003000 大学院理学研究科 附属構造生物学研究センター クライオ電子顕微法部門

112008004000 大学院理学研究科 附属構造生物学研究センター 計算科学部門

112009000000 大学院理学研究科 附属タウ・レプトン物理研究センター

112009001000 大学院理学研究科 附属タウ・レプトン物理研究センター タウ・レプトン物理部門

112009002000 大学院理学研究科 附属タウ・レプトン物理研究センター LHC物理部門

112009003000 大学院理学研究科 附属タウ・レプトン物理研究センター 理論部門

113000001000 医学部

113000003000 医学部医学科

113000004000 医学部 附属総合医学教育センター

113001001000 大学院医学系研究科

113001003000 大学院医学系研究科 留学生担当

113001004000 大学院医学系研究科 共通

113001005000 大学院医学系研究科 寄附講座

113001005130 大学院医学系研究科 地域医療教育学寄附講座

113001005160 大学院医学系研究科 代謝病態学寄附講座

113001005180 大学院医学系研究科 小児集中治療学寄附講座

113001005190 大学院医学系研究科 障害児（者）医療学寄附講座

113001005200 大学院医学系研究科 精神医療学寄附講座

113001005210 大学院医学系研究科 地域総合ヘルスケアシステム開発寄附講座

113001005220 大学院医学系研究科 肺高血圧先端医療学寄附講座

113001005240 大学院医学系研究科 地域包括ケアシステム学（スギ薬局グループ）寄附講座

113001005250 大学院医学系研究科 下肢関節再建学寄附講座

113001005260 大学院医学系研究科 難治性神経疾患治療学寄附講座

113001005270 大学院医学系研究科 循環器・腎臓・糖尿病（CKD）先進診療システム学寄附講座

113001005280 大学院医学系研究科 睡眠医学寄附講座

113001005290 大学院医学系研究科 先端循環器治療学寄附講座

113001005300 大学院医学系研究科 分子心血管病学（Molecular Cardiovascular Medicine）（興和）寄附講座

113001005310 大学院医学系研究科 腎不全システム治療学寄附講座

113001005320 大学院医学系研究科 周術期管理システム構築学寄附講座

113001006000 大学院医学系研究科 ヤングリーダーズ・プログラム及び語学教育担当

113006000000 大学院医学系研究科 附属医学教育研究支援センター

113006001000 大学院医学系研究科 附属医学教育研究支援センター 実験動物部門

113006002000 大学院医学系研究科 附属医学教育研究支援センター 先端領域支援部門

113006003000 大学院医学系研究科 附属医学教育研究支援センター 特任研究部門

113006004000 大学院医学系研究科 附属医学教育研究支援センター 分析機器部門

113007000000 大学院医学系研究科 附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター
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113007001000 大学院医学系研究科 附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター 腫瘍病態統御部門

113007002000 大学院医学系研究科 附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター 神経疾患病態統御部門

113007003000 大学院医学系研究科 附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター 先端応用医学部門

113007100000 大学院医学系研究科 附属地域医療支援センター

113007200000 大学院医学系研究科 産学協同研究講座

113007200010 大学院医学系研究科 メナード協同研究講座

113007200020 大学院医学系研究科 ベルリサーチセンター産婦人科産学協同研究講座

113007200030 大学院医学系研究科 個別化医療技術開発講座

113007200040 大学院医学系研究科 新規生体吸収性材料開発講座

113007200050 大学院医学系研究科 薬剤科学・分析化学講座

113008000000 医学部（保健学科）

113014001000 医学部（保健学科） 共通

113014002000 医学部（大幸地区）・・兼務用

113015000000 医学部・医学系研究科

113015001000 医学部・医学系研究科 医学科小児科学

113015002000 医学部・医学系研究科 アイソトープ室

113015003000 医学部・医学系研究科 第二医学系医療技術開発班

113016001000 医学部・医学系研究科 事務部

113017001000 医学部・医学系研究科 総務課

113017002000 医学部・医学系研究科 総務課 学部事務係

113017003000 医学部・医学系研究科 総務課 病院事務係

113017005000 医学部・医学系研究科 総務課 総務企画係

113017006000 医学部・医学系研究科 総務課 安全衛生係

113017012000 医学部・医学系研究科 総務課 臨床研修係

113017014000 安全衛生管理室

113017015000 総務企画室

113017017000 医学部・医学系研究科 総務課 総務係

113017018000 医学部・医学系研究科 総務課 医療安全推進係

113017019000 リスクマネジメント室

113018001000 医学部・医学系研究科 学務課

113018002000 医学部・医学系研究科 学務課 学務係

113018004000 医学部・医学系研究科 学務課 大学院係

113018008000 医学部・医学系研究科 学務課 国際交流・留学生係

113020001000 医学部・医学系研究科 経営企画課

113020005000 医学部・医学系研究科 経営企画課 経営企画係

113020006000 医学部・医学系研究科 経営企画課 研究協力係

113020008000 医学部・医学系研究科 経営企画課 臨床研究推進係

113020009000 医学部・医学系研究科 経営企画課 経営分析係

113020010000 経営分析室

113020011000 医学部・医学系研究科 経営企画課 先端医療支援係

113020012000 研究支援室

113020013000 医学部・医学系研究科 経営企画課 臨床審査公正係

113021001000 医学部・医学系研究科 医事課

113021002000 医学部・医学系研究科 医事課 医事係

113021003000 医学部・医学系研究科 医事課 収納係

113021005000 医学部・医学系研究科 医事課 医事経理係

113021014000 医学部・医学系研究科 医事課 診療録管理係

113021015000 医学部・医学系研究科 医事課 診療報酬係

113021016000 医学部・医学系研究科 医事課 医療システム管理係

113022001000 医学部・医学系研究科 経理課

113022002000 医学部・医学系研究科 経理課 経理係

113022003000 医学部・医学系研究科 経理課 用度係

113022004000 医学部・医学系研究科 経理課 医療器材係

113022006000 医学部・医学系研究科 経理課 施設管理係

113022007000 医学部・医学系研究科 経理課 建築係

113022008000 医学部・医学系研究科 経理課 電気係
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113022009000 医学部・医学系研究科 経理課 機械係

113022010000 契約室

113022011000 医学部・医学系研究科 経理課 会計掛

113024001000 医学部・医学系研究科 大幸地区事務統括課

113024002000 医学部・医学系研究科 大幸地区事務統括課 庶務係

113024003000 医学部・医学系研究科 大幸地区事務統括課 教務学生係

113024004000 医学部・医学系研究科 大幸地区事務統括課 会計係

113025000000 大学院医学系研究科 看護学専攻

113025001000 大学院医学系研究科 看護学専攻 基礎・臨床看護学

113025002000 大学院医学系研究科 看護学専攻 健康発達看護学

113026000000 大学院医学系研究科 医療技術学専攻

113026001000 大学院医学系研究科 医療技術学専攻 医用量子科学

113026002000 大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学

113027000000 大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻

113027001000 大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学

113027002000 大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 作業療法学

113028000000 大学院医学系研究科 総合医学専攻

113028001000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 生物化学

113028002000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 微生物・免疫学

113028003000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 細胞科学

113028004000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 機能形態学

113028005000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 病理病態学

113028006000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 社会生命科学

113028007000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 病態内科学

113028008000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 高次医用科学

113028009000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 脳神経病態制御学

113028010000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 頭頸部・感覚器外科学

113028011000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 病態外科学

113028012000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 運動・形態外科学

113028013000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 生体管理医学

113028014000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 発育・加齢医学

113028015000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 分子医薬学

113028016000 大学院医学系研究科 総合医学専攻 臨床医薬学

113029001000 医学部・医学系研究科 医療業務支援課

113029002000 医学部・医学系研究科 医療業務支援課 医療支援係

113029003000 医学部・医学系研究科 医療業務支援課 患者支援係

113029004000 医学部・医学系研究科 医療業務支援課 地域連携係

113030000000 大学院医学系研究科 名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻

113031001000 医学部・医学系研究科 人事労務課

113031002000 医学部・医学系研究科 人事労務課 人事労務第一係

113031003000 医学部・医学系研究科 人事労務課 人事労務第二係

113031004000 医学部・医学系研究科 人事労務課 人事労務第三係

114000001000 医学部附属病院

114001006000 医学部附属病院 整形外科

114001007000 医学部附属病院 産科婦人科

114001008000 医学部附属病院 眼科

114001009000 医学部附属病院 精神科

114001010000 医学部附属病院 小児科

114001011000 医学部附属病院 皮膚科

114001012000 医学部附属病院 泌尿器科

114001013000 医学部附属病院 耳鼻いんこう科

114001014000 医学部附属病院 放射線科

114001015000 医学部附属病院 麻酔科

114001016000 医学部附属病院 歯科口腔外科

114001017000 医学部附属病院 脳神経外科

114001018000 医学部附属病院 老年内科
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114001019000 医学部附属病院 神経内科

114001021000 医学部附属病院 形成外科

114001022000 医学部附属病院 小児外科

114001023000 医学部附属病院 血液内科

114001024000 医学部附属病院 循環器内科

114001025000 医学部附属病院 消化器内科

114001026000 医学部附属病院 呼吸器内科

114001027000 医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

114001028000 医学部附属病院 腎臓内科

114001029000 医学部附属病院 血管外科

114001030000 医学部附属病院 移植外科

114001032000 医学部附属病院 消化器外科一

114001033000 医学部附属病院 消化器外科二

114001034000 医学部附属病院 心臓外科

114001035000 医学部附属病院 乳腺・内分泌外科

114001036000 医学部附属病院 呼吸器外科

114001037000 医学部附属病院 総合診療科

114001038000 医学部附属病院 リウマチ科

114001039000 医学部附属病院 手の外科

114001040000 医学部附属病院 親と子どもの心療科

114001041000 医学部附属病院 救急科

114002000000 医学部附属病院 検査部

114003000000 医学部附属病院 手術部

114004000000 医学部附属病院 放射線部

114005000000 医学部附属病院 材料部

114006000000 医学部附属病院 輸血部

114007000000 医学部附属病院 病理部

114009100000 医学部附属病院 外科系集中治療部

114009200000 医学部附属病院 救急・内科系集中治療部

114013000000 医学部附属病院 総合周産期母子医療センター

114013001000 医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児部門

114013002000 医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 生殖周産期部門

114015000000 医学部附属病院 中央感染制御部

114016000000 医学部附属病院 光学医療診療部

114019000000 医学部附属病院 親と子どもの心療部

114020000000 医学部附属病院 化学療法部

114023000000 医学部附属病院 医療技術部

114023010000 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門

114023010101 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第一検体検査室免疫検査

114023010102 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第一検体検査室臨床化学

114023010103 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第一検体検査室特殊検査

114023010201 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第二検体検査室微生物検査

114023010202 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第二検体検査室遺伝子検査

114023010203 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第二検体検査室血液検査

114023010204 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 第二検体検査室輸血検査

114023010301 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 生理機能検査室循環生理検査

114023010302 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 生理機能検査室呼吸生理検査

114023010303 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 生理機能検査室神経生理検査

114023010304 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 生理機能検査室光学医療検査

114023010401 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 形態検査室病理検査

114023010402 医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門 形態検査室一般検査

114023020000 医学部附属病院 医療技術部放射線部門

114023020100 医学部附属病院 医療技術部放射線部門 撮影技術第一室

114023020200 医学部附属病院 医療技術部放射線部門 撮影技術第二室

114023020300 医学部附属病院 医療技術部放射線部門 撮影技術第三室

114023020400 医学部附属病院 医療技術部放射線部門 治療技術室
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114023020500 医学部附属病院 医療技術部放射線部門 アイソトープ技術室

114023030000 医学部附属病院 医療技術部リハビリ部門

114023030100 医学部附属病院 医療技術部リハビリ部門 作業療法室

114023030200 医学部附属病院 医療技術部リハビリ部門 運動療法室

114023030300 医学部附属病院 医療技術部リハビリ部門 物理療法室

114023030400 医学部附属病院 医療技術部リハビリ部門 言語聴覚療法室

114023030500 医学部附属病院 医療技術部リハビリ部門 視能訓練室

114023040000 医学部附属病院 医療技術部臨床工学・歯科部門

114023040100 医学部附属病院 医療技術部臨床工学・歯科部門 臨床工学室

114023040200 医学部附属病院 医療技術部臨床工学・歯科部門 歯科技術室

114023050000 医学部附属病院 医療技術部 特殊技術部門

114024000000 医学部附属病院 薬剤部

114024002000 医学部附属病院 薬剤部 事務室

114024003000 医学部附属病院 薬剤部 薬品管理室

114024004000 医学部附属病院 薬剤部 第一製剤室

114024005000 医学部附属病院 薬剤部 第二製剤室

114024006000 医学部附属病院 薬剤部 薬務室

114024007000 医学部附属病院 薬剤部 薬品情報室

114024008000 医学部附属病院 薬剤部 麻薬室

114024011000 医学部附属病院 薬剤部 薬歴管理室

114024012000 医学部附属病院 薬剤部 試験室

114024013000 医学部附属病院 薬剤部 第三製剤室

114024014000 医学部附属病院 薬剤部 調剤室

114024015000 医学部附属病院 薬剤部 医薬品安全管理支援室

114024016000 医学部附属病院 薬剤部 高度医療薬剤支援室

114025000000 医学部附属病院 看護部

114025000010 医学部附属病院 看護部（１３Ｗ）

114025000020 医学部附属病院 看護部（１２Ｗ）

114025000030 医学部附属病院 看護部（１１Ｗ）

114025000040 医学部附属病院 看護部（１０Ｗ）

114025000050 医学部附属病院 看護部（９Ｗ）

114025000060 医学部附属病院 看護部（８Ｗ）

114025000070 医学部附属病院 看護部（７Ｗ）

114025000080 医学部附属病院 看護部（６Ｗ）

114025000090 医学部附属病院 看護部（５Ｗ）

114025000100 医学部附属病院 看護部（４Ｗ）

114025000110 医学部附属病院 看護部（３Ｗ）

114025000120 医学部附属病院 看護部（１３Ｅ）

114025000130 医学部附属病院 看護部（１２Ｅ）

114025000140 医学部附属病院 看護部（１１Ｅ）

114025000150 医学部附属病院 看護部（１０Ｅ）

114025000160 医学部附属病院 看護部（９Ｅ）

114025000170 医学部附属病院 看護部（８Ｅ）

114025000180 医学部附属病院 看護部（７Ｅ）

114025000190 医学部附属病院 看護部（６Ｅ）

114025000200 医学部附属病院 看護部（５Ｅ）

114025000210 医学部附属病院 看護部（４Ｅ）

114025000220 医学部附属病院 看護部（３Ｅ）

114025002000 医学部附属病院 看護部（ＮＩＣＵ）

114025003000 医学部附属病院 看護部（精神病棟）

114025004000 医学部附属病院 看護部（ＯＰＥ）

114025005000 医学部附属病院 看護部（材料部）

114025006000 医学部附属病院 看護部（放射線部）

114025007000 医学部附属病院 看護部（外来）

114025008000 医学部附属病院 看護部（中央）

114025009000 医学部附属病院 看護部（継続看護）
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114025010000 医学部附属病院 看護部（実習調整）

114025011000 医学部附属病院 看護部（感染対策）

114025012000 医学部附属病院 看護部（現任教育）

114025013000 医学部附属病院 看護部（情報）

114025014000 医学部附属病院 看護部（ＲＭ）

114025015000 医学部附属病院 看護部（医療福祉支援）

114025016000 医学部附属病院 看護部（治験）

114025017000 医学部附属病院 看護部（看護管理室）

114025018000 医学部附属病院 看護部（地域支援）

114025019000 医学部附属病院 看護部（ＭＩＣＵ)

114025020000 医学部附属病院 看護部（ＳＩＣＵ)

114025021000 医学部附属病院 看護部（ＧＣＵ)

114025022000 医学部附属病院 看護部（ＭFＩＣＵ）

114027000000 医学部附属病院 医療の質・安全管理部

114028000000 医学部附属病院 地域連携・患者相談センター

114030000000 医学部附属病院 脳卒中医療管理センター

114031000000 医学部附属病院 排泄情報センター

114032000000 医学部附属病院 臨床工学技術部

114033000000 医学部附属病院 栄養管理部

114034000000 医学部附属病院 移植連携室

114035000000 医学部附属病院 メディカルＩＴセンター

114036000000 医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター

114036001000 医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター（看護キャリア支援室）

114037000000 医学部附属病院 血液浄化部

114038000000 医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター

114038001000 医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 先端医療支援部門

114038002000 医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 臨床研究支援部門

114038003000 医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター データ品質管理部門

114038004000 医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 品質保証部門

114038005000 医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 管理部門

114039000000 医学部附属病院 小児がん治療センター

114040000000 医学部附属病院 医療支援室

115000001000 工学部

115000002000 工学部 化学・生物工学科

115000003000 工学部 物理工学科

115000004000 工学部 電気電子・情報工学科

115000005000 工学部 機械・航空工学科

115000006000 工学部 社会環境工学科

115000008000 工学部 環境土木・建築学科

115001001000 大学院工学研究科

115001002000 大学院工学研究科 共通

115002000000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻

115002001000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 先端物理化学

115002002000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 応用有機化学

115002003000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 無機材料･計測化学

115002003010 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 無機材料･計測化学講座（分析化学担当）

115002004000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 物質プロセス工学

115002005000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 化学システム工学

115002006000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 バイオテクノロジー

115002007000 大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 バイオマテリアル

115003000000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻

115003001000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 材料プロセス創成工学

115003002000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 生体機能材料工学

115003003000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 極限構造材料工学

115003004000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 環境調和材料工学

115003005000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 量子物理工学
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115003006000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 構造物性物理学

115003007000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 エネルギー材料工学

115003008000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 量子エネルギーシステム工学

115003009000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 材料評価工学

115003010000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 情報電子材料工学

115003011000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 複合系物性工学

115003012000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 エネルギー量子物性工学

115003013000 大学院工学研究科 マテリアル理工学専攻 エネルギー安全工学

115004000000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻

115004001000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 エネルギーシステム

115004002000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 集積プロセス工学

115004003000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 情報デバイス工学

115004004000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 電子情報通信

115004005000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 コンピュータ工学

115004006000 大学院工学研究科 電子情報システム専攻 極限エネルギー科学

115005000000 大学院工学研究科 機械理工学専攻

115005001000 大学院工学研究科 機械理工学専攻 先端材料・創製工学

115005002000 大学院工学研究科 機械理工学専攻 環境・エネルギー工学

115005003000 大学院工学研究科 機械理工学専攻 生体力学・人間機械工学

115005004000 大学院工学研究科 機械理工学専攻 メカトロニクス設計

115005005000 大学院工学研究科 機械理工学専攻 メカトロニクス制御

115005006000 大学院工学研究科 機械理工学専攻 マイクロ・ナノ機械システム

115006000000 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻

115006001000 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 空力推進

115006002000 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 構造制御

115007000000 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻

115007001000 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 構造・材料工学

115007001010 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 構造・材料工学講座(留学生専門教育担当)

115007002000 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 水工学

115007003000 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 地盤工学

115007004000 大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 社会基盤機能学

115008000000 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻

115008001000 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻 ナノ構造デバイス工学

115008002000 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻 電子物性工学

115008003000 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻 ナノ固体化学

115008003010 大学院工学研究科 結晶材料工学専攻 ナノ固体化学講座（機能結晶化学研究担当）

115009000000 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻

115009001000 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 エネルギー材料デバイス工学

115009002000 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 熱エネルギーシステム工学

115009003000 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 エネルギー環境工学

115009004000 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 プラズマエネルギー理工学

115010000000 大学院工学研究科 量子工学専攻

115010001000 大学院工学研究科 量子工学専攻 量子ナノ構造解析学

115010002000 大学院工学研究科 量子工学専攻 量子ビーム工学

115010003000 大学院工学研究科 量子工学専攻 量子ナノエレクトロニクス

115011000000 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻

115011001000 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 バイオ･ロボティクス

115011001010 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 バイオ･ロボティクス(留)

115011002000 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 集積機械デバイス

115011003000 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 マイクロ･ナノ機械科学

115012000000 大学院工学研究科 物質制御工学専攻

115012001000 大学院工学研究科 物質制御工学専攻 有機材料設計

115012002000 大学院工学研究科 物質制御工学専攻 材料解析学

115012002010 大学院工学研究科 物質制御工学専攻 材料解析学講座（留学生専門教育担当）

115012003000 大学院工学研究科 物質制御工学専攻 無機材料設計

115013000000 大学院工学研究科 計算理工学専攻
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115013001000 大学院工学研究科 計算理工学専攻 基盤計算科学

115013002000 大学院工学研究科 計算理工学専攻 応用計算科学

115014001000 工学部・工学研究 科電子工学専攻 電子材料物性

115015000000 工学部・工学研究科

115015001000 工学部・工学研究科 事務部

115016001000 工学部・工学研究科 総務課

115016004000 工学部・工学研究科 総務課 図書係

115016011000 工学部・工学研究科 総務課 総務係

115016012000 工学部・工学研究科 総務課 第一人事係

115016013000 工学部・工学研究科 総務課 第二人事係

115016014000 工学部・工学研究科 総務課 社会連携係

115016015000 工学部・工学研究科 総務課 研究推進係

115017001000 工学部・工学研究科 経理課

115017002000 工学部・工学研究科 経理課 経理係

115017003000 工学部・工学研究科 経理課 用度係

115017006000 工学部・工学研究科 経理課 施設・管理係

115018001000 工学部・工学研究科 教務課

115018002000 工学部・工学研究科 教務課 教務係

115018003000 工学部・工学研究科 教務課 学生支援係

115018005000 工学部・工学研究科 教務課 留学生係

115018006000 工学部・工学研究科 教務課 入学試験係

115018007000 工学部・工学研究科 教務課 Ⅰ系事務室

115018008000 工学部・工学研究科 教務課 Ⅱ系事務室

115018009000 工学部・工学研究科 教務課 Ⅲ系事務室

115018010000 工学部・工学研究科 教務課 Ⅳ系事務室

115018011000 工学部・工学研究科 教務課 Ⅴ系事務室

115019001000 大学院工学研究科 附属プラズマナノ工学研究センター

115019002000 大学院工学研究科 附属プラズマナノ工学研究センター 基幹研究部門

115019003000 大学院工学研究科 附属プラズマナノ工学研究センター 産学連携研究部門

115020001000 工学部・工学研究科 社会連携室

115021000000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター

115021001000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター データベース部門

115021002000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 超並列計算部門

115021003000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 流体力学部門

115021004000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 物性物理部門

115021005000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 生体科学部門

115021006000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター アルゴリズム部門

115021007000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 計算化学部門

115021008000 大学院工学研究科 附属計算科学連携教育研究センター 産学連携部門

115022000000 大学院工学研究科 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター

115022001000 大学院工学研究科 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター 産学連携部門

115022002000 大学院工学研究科 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター 物質知略部門

115022003000 大学院工学研究科 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター エネルギー知略部門

115022004000 大学院工学研究科 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター プロセス知略部門

115022005000 大学院工学研究科 附属材料バックキャストテクノロジー研究センター 安全性知略部門

115024000000 大学院工学研究科 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター

115024001000 大学院工学研究科 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター ナノ制御学部門

115024002000 大学院工学研究科 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター ナノ計測学部門

115024003000 大学院工学研究科 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター ナノ設計・製造学部門

115024004000 大学院工学研究科 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター ナノ材料学部門

115024500000 大学院工学研究科 寄附講座

115024502000 大学院工学研究科 オークマ工作機械工学寄附講座

115024600000 大学院工学研究科 産学協同研究講座

115024601000 大学院工学研究科 加速器ＢＮＣＴ用システム研究講座

116000001000 農学部

116000003000 農学部 応用生命科学科
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116000004000 農学部 資源生物科学科

116000006000 農学部 生物環境科学科

116001001000 大学院生命農学研究科

116002000000 大学院生命農学研究科 生物圏資源学専攻

116002001000 大学院生命農学研究科 生物圏資源学専攻 循環資源学

116002002000 大学院生命農学研究科 生物圏資源学専攻 資源生産生態学

116002003000 大学院生命農学研究科 生物圏資源学専攻 地域資源管理学

116002004000 大学院生命農学研究科 生物圏資源学専攻 生物材料科学

116003000000 大学院生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻

116003001000 大学院生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻 バイオダイナミクス

116003002000 大学院生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻 分子細胞機構学

116003003000 大学院生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻 生物機能分化学

116003004000 大学院生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻 資源生物機能学

116004000000 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻

116004001000 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 バイオモデリング

116004002000 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 生命機能化学

116004003000 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 応用生命化学

116004004000 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 応用遺伝・生理学

116005000000 大学院生命農学研究科 生命技術科学専攻

116005001000 大学院生命農学研究科 生命技術科学専攻 生物機能技術科学

116005002000 大学院生命農学研究科 生命技術科学専攻 生命技術社会システム学

116006004000 大学院生命農学研究科 附属鳥類バイオサイエンス研究センター

116007001000 農学部・生命農学研究科 事務部

116007002000 農学部・生命農学研究科 庶務係

116007003000 農学部・生命農学研究科 人事係

116007004000 農学部・生命農学研究科 経理係

116007005000 農学部・生命農学研究科 用度係

116007006000 農学部・生命農学研究科 管理係

116007007000 農学部・生命農学研究科 教務学生係

116007008000 農学部・生命農学研究科 図書係

116007010000 農学部・生命農学研究科 学科共通事務係

116007011000 農学部・生命農学研究科 研究支援係

116007012000 農学部・生命農学研究科 フィールドセンター事務係

116008000000 大学院生命農学研究科 附属フィールド科学教育研究センター

116008001000 大学院生命農学研究科 附属フィールド科学教育研究センター 森林科学部門

116008002000 大学院生命農学研究科 附属フィールド科学教育研究センター 植物生産科学部門

116008003000 大学院生命農学研究科 附属フィールド科学教育研究センター 動物生産科学部門

116008004000 大学院生命農学研究科 附属ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 東郷フィールド（農場）

116008005000 大学院生命農学研究科 附属ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 稲武フィールド（演習林）

117001001000 大学院国際開発研究科

117001003000 大学院国際開発研究科 留学生担当

117002000000 大学院国際開発研究科 国際開発専攻

117002001000 大学院国際開発研究科 国際開発専攻 国際開発

117003000000 大学院国際開発研究科 国際協力専攻

117003001000 大学院国際開発研究科 国際協力専攻 国際協力

117004000000 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻

117004001000 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 国際コミュニケーション

117004002000 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 言語教育科学

117004003000 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 国際言語文化学

117004004000 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 言語情報システム

117004005000 大学院国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 コミュニケーション科学

118001001000 大学院多元数理科学研究科

118001002000 大学院多元数理科学研究科 基幹数理

118001003000 大学院多元数理科学研究科 自然数理

118001004000 大学院多元数理科学研究科 社会数理

118001005000 大学院多元数理科学研究科 数理解析
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118001006000 大学院多元数理科学研究科 高次位相

118001007000 大学院多元数理科学研究科 多元数理科学専攻

119001001000 大学院国際言語文化研究科

119001003000 大学院国際言語文化研究科 共通ＬＬ

119002000000 大学院国際言語文化研究科 日本言語文化専攻

119002001000 大学院国際言語文化研究科 日本言語文化専攻 日本言語文化学

119002002000 大学院国際言語文化研究科 日本言語文化専攻 日本語教育学

119002003000 大学院国際言語文化研究科 日本言語文化専攻 応用言語学

119002004000 大学院国際言語文化研究科 日本言語文化専攻 比較日本文化学

119003001000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻

119003002000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 多元文化論

119003003000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 先端文化論

119003004000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 ジェンダー論

119003005000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 メディアプロフェッショナル論

119003006000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 アメリカ言語文化

119003007000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 東アジア言語文化

119003008000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 ヨーロッパ言語文化

119003009000 大学院国際言語文化研究科 国際多元文化専攻（講座共通：全学教育科目英語）

119004001000 大学院国際言語文化研究科 附属グローバルメディア研究センター

120001001000 大学院環境学研究科

120002000000 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻

120002001000 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 地球環境変動論

120002002000 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 気候科学

120002003000 大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 物質循環科学

120003000000 大学院環境学研究科（文学部）

120003001000 大学院環境学研究科（文学部） 社会環境学専攻 環境政策論

120003002000 大学院環境学研究科（文学部） 社会環境学専攻 社会学

120003003000 大学院環境学研究科（文学部） 社会環境学専攻 心理学

120003004000 大学院環境学研究科（文学部） 社会環境学専攻 地理学

120004000000 大学院環境学研究科（理学部）

120004001000 大学院環境学研究科（理学部） 地球環境科学専攻 地球環境システム学

120004002000 大学院環境学研究科（理学部） 地球環境科学専攻 地質・地球生物学

120004003000 大学院環境学研究科（理学部） 地球環境科学専攻 地球化学

120004004000 大学院環境学研究科（理学部） 地球環境科学専攻 地球惑星物理学

120005000000 大学院環境学研究科（工学部）

120005001000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 都市持続発展論

120005002000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 環境・安全マネジメント

120005003000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 環境機能物質学

120005004000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 地圏空間環境学

120005005000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 地域・都市マネジメント

120005006000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 建築・環境デザイン

120005007000 大学院環境学研究科（工学部） 都市環境学専攻 建築構造システム

120006000000 大学院環境学研究科（情報文化学部）

120006001000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 地球環境科学専攻 地球環境変動論

120006002000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 地球環境科学専攻 物質循環科学

120006003000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 社会環境学専攻 環境政策論

120006004000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 社会環境学専攻 社会学

120006005000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 社会環境学専攻 心理学

120006006000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 社会環境学専攻 地理学

120006007000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 地球環境科学専攻 地質・地球生物学

120006008000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 都市環境学専攻 環境機能物質学

120006009000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 都市環境学専攻 物質環境構造学

120006010000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 社会環境学専攻 経済環境論

120006011000 大学院環境学研究科（情報文化学部） 社会環境学専攻 環境法政論

120007000000 大学院環境学研究科（太陽研）

120007001000 大学院環境学研究科（太陽研） 地球環境科学専攻 地球環境変動論
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120007002000 大学院環境学研究科（太陽研） 地球環境科学専攻 気候科学

120010000000 大学院環境学研究科 寄附講座

120010002000 大学院環境学研究科 洋上風力発電事業と地域の共発展寄附講座

120011000000 大学院環境学研究科 都市環境学専攻

120012000000 大学院環境学研究科 社会環境学専攻

120013000000 大学院環境学研究科 附属地震火山研究センター

120014001000 環境学研究科 事務部

120014002000 環境学研究科 庶務係

120014003000 環境学研究科 経理係

120014004000 環境学研究科 研究支援係

120014005000 環境学研究科 用度係

120014006000 環境学研究科 大学院係

120015000000 大学院環境学研究科 附属持続的共発展教育研究センター

120015001000 大学院環境学研究科 附属持続的共発展教育研究センター 交通・都市国際研究部門

120015002000 大学院環境学研究科 附属持続的共発展教育研究センター 臨床環境学コンサルティングファーム部門

121000001000 情報文化学部

121000002000 情報文化学部 自然情報学科

121000003000 情報文化学部 社会システム情報学科

121001001000 情報文化学部・情報科学研究科 事務部

121001002000 情報文化学部・情報科学研究科 庶務掛

121001003000 情報文化学部・情報科学研究科 会計掛

121001004000 情報文化学部・情報科学研究科 教務学生掛

121001005000 情報文化学部・情報科学研究科 図書掛

121002001000 大学院情報科学研究科

121003000000 大学院情報科学研究科 計算機数理科学専攻

121003001000 大学院情報科学研究科 計算機数理科学専攻 情報数理基礎論

121003002000 大学院情報科学研究科 計算機数理科学専攻 情報数理モデル論

121003003000 大学院情報科学研究科 計算機数理科学専攻 計算論

121004000000 大学院情報科学研究科 情報システム学専攻

121004003000 大学院情報科学研究科 情報システム学専攻 情報プラットフォーム論

121004004000 大学院情報科学研究科 情報システム学専攻 ソフトウェア論

121005000000 大学院情報科学研究科 メディア科学専攻

121005001000 大学院情報科学研究科 メディア科学専攻 認知情報論

121005003000 大学院情報科学研究科 メディア科学専攻 メディア工学

121005004000 大学院情報科学研究科 メディア科学専攻 音声映像科学

121006000000 大学院情報科学研究科 複雑系科学専攻

121006001000 大学院情報科学研究科 複雑系科学専攻 多自由度システム情報論

121006002000 大学院情報科学研究科 複雑系科学専攻 物質情報論

121006003000 大学院情報科学研究科 複雑系科学専攻 生命情報論

121006004000 大学院情報科学研究科 複雑系科学専攻 創発システム論

121006005000 大学院情報科学研究科 複雑系科学専攻 複雑系計算論

121007000000 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻

121007001000 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻 電子社会設計論

121007002000 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻 情報創造論

121007003000 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻 知識社会システム論

121008001000 大学院情報科学研究科（工）

121009001000 大学院情報科学研究科（工） 計算機数理科学専攻 計算論

121010001000 大学院情報科学研究科（工） 情報システム学専攻 情報プラットフォーム論

121010002000 大学院情報科学研究科（工） 情報システム学専攻 ソフトウェア論

121011001000 大学院情報科学研究科（工） メディア科学専攻 音声映像科学

121011002000 大学院情報科学研究科（工） メディア科学専攻 知能メディア工学

121012001000 大学院情報科学研究科（工） 社会システム情報学専攻 知識社会システム論

121013001000 大学院情報科学研究科 附属組込みシステム研究センター

122001001000 教養教育院

122001002000 教養教育院 統括部

122001003000 教養教育院 教養教育推進室
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122001003020 教養教育院 教養教育推進室 アカデミック・ライティング教育部門

122001003050 教養教育院 教養教育推進室 基盤開発部門

122001004000 教養教育院 事務室

122002001000 高等研究院

123000001000 環境医学研究所

123001001000 環境医学研究所 ストレス受容・応答研究部門

123002001000 環境医学研究所 生体適応・防御研究部門

123003001000 環境医学研究所 寄附講座

123005002000 環境医学研究所 附属次世代創薬研究センタ－

123006001000 環境医学研究所 産学協同研究部門

123006001010 環境医学研究所 薬効解析部門

124010000000 宇宙地球環境研究所

124010001000 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門

124010001010 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 総合解析研究部

124010001020 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 宇宙線研究部

124010001030 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 太陽圏研究部

124010001040 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 電磁気圏研究部

124010001050 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 気象大気研究部

124010001060 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 陸域海洋圏生態研究部

124010001070 宇宙地球環境研究所 基盤研究部門 年代測定研究部

124010002000 宇宙地球環境研究所 附属国際連携研究センター

124010002010 宇宙地球環境研究所 附属国際連携研究センター 母子里観測所

124010002020 宇宙地球環境研究所 附属国際連携研究センター 陸別観測所

124010002030 宇宙地球環境研究所 附属国際連携研究センター 富士観測所

124010002040 宇宙地球環境研究所 附属国際連携研究センター 鹿児島観測所

124010003000 宇宙地球環境研究所 附属統合データサイエンスセンター

124010004000 宇宙地球環境研究所 附属飛翔体観測推進センター

124010005000 宇宙地球環境研究所 豊川分室

125000001000 未来材料・システム研究所

125001006000 未来材料・システム研究所 寄附研究部門

125001006010 未来材料・システム研究所 エネルギーシステム（中部電力）寄附研究部門

125001006030 未来材料・システム研究所 トヨタ先端パワーエレクトロニクス産学協同研究部門

125001006040 未来材料・システム研究所 トヨタ先端パワーエレクトロニクス寄附研究部門

125001006050 未来材料・システム研究所 産総研・名大　窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ

125001010000 未来材料・システム研究所 材料創製部門

125001011000 未来材料・システム研究所 システム創成部門

125004002000 未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター

125004002010 未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター 電子顕微鏡計測部

125004002020 未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター 電磁波計測部

125004002030 未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター 素粒子計測部

125004002040 未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター X線分光計測部

125004002050 未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター ナノ加工計測部

125004003000 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター

125004003010 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター 未来デバイス部

125004003020 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター マルチフィジックスシミュレーション部

125004003030 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター 先端物性解析部

125004003040 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター システム応用部

125004003050 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター 国際客員部

125004003060 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター 産学協同研究部

126000000000 研究所事務部

126001000000 研究所総務課

126001004000 研究所総務課 研究支援係

126001005010 研究所総務課 研究支援室

126001006000 研究所総務課 人事係

126001007000 研究所総務課 総務第一係

126001008000 研究所総務課 総務第二係
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126002000000 研究所経理課

126002004000 研究所経理課 経理係

126002005000 研究所経理課 用度係

126002006000 研究所経理課 管理係

127000001000 アイソトープ総合センター

127001001000 アイソトープ総合センター 研究教育部

127002001000 アイソトープ総合センター 事務室

127003001000 アイソトープ総合センター 分館

128000001000 遺伝子実験施設

128001001000 遺伝子実験施設 遺伝子解析分野

128002001000 遺伝子実験施設 植物ゲノム解析分野

128003001000 遺伝子実験施設 共通

130000001000 物質科学国際研究センター

131000001000 高等教育研究センター

132000001000 農学国際教育協力研究センター

133000001000 年代測定総合研究センター

134000001000 博物館

135000001000 心の発達支援研究実践センター

135002001000 心の発達支援研究実践センター 心理発達相談室

135003001000 心の発達支援研究実践センター こころの育ちと家族分野

135004001000 心の発達支援研究実践センター こころと社会のつながり分野

135005001000 心の発達支援研究実践センター こころの支援実践分野

136000001000 法政国際教育協力研究センター

137000001000 生物機能開発利用研究センター

137001001000 生物機能開発利用研究センター 基盤・育成部門

137002001000 生物機能開発利用研究センター 開発・展開部門

137003001000 生物機能開発利用研究センター 共通

138001001000 先端技術共同研究センター

141000001000 総合保健体育科学センター

141001001000 総合保健体育科学センター 保健科学部

141001002000 総合保健体育科学センター 体育科学部

141002004000 総合保健体育科学センター 保健管理室

141003001000 総合保健体育科学センター 事務室

141003002000 総合保健体育科学センター 事務係

141004001000 総合保健体育科学センタ－ 糖尿病運動機能代謝学寄附研究部門

143001001000 学生相談総合センター

144001001000 大学院人間情報学研究科

145000001000 シンクロトロン光研究センター

145000001010 シンクロトロン光研究センター 光源部門

145000001020 シンクロトロン光研究センター シンクロトロン光利用研究部門

145000001030 あいちシンクロトロン光センターオフィス

145100001000 基礎理論研究センター

145101001000 基礎理論研究センター 素粒子論部門

145102001000 基礎理論研究センター 弦理論・数理構造部門

145103001000 基礎理論研究センター 宇宙理論部門

145104001000 基礎理論研究センター 理論計算物理室

145200001000 現象解析研究センター

145201001000 現象解析研究センター フレーバー物理学部門

145202001000 現象解析研究センター 時空構造起源部門

145203001000 現象解析研究センター 実験観測機器開発室

145204001000 現象解析研究センター タウレプトンデータ解析室

146000001000 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

147000001000 国際環境人材育成センター

147600001000 素粒子宇宙起源研究機構　

148500001000 先端ナノバイオデバイス研究センター

148501001000 先端ナノバイオデバイス研究センター 超高感度ナノデバイス研究部門
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148501002000 先端ナノバイオデバイス研究センター 超迅速ナノデバイス研究部門

148501003000 先端ナノバイオデバイス研究センター 超小型ナノデバイス研究部門

148501004000 先端ナノバイオデバイス研究センター 量子イメージング研究部門

148501005000 先端ナノバイオデバイス研究センター ガラスデバイス研究部門

150000001000 大学院創薬科学研究科

150001001000 大学院創薬科学研究科・細胞生理学研究センター 事務部

150001002000 大学院創薬科学研究科・細胞生理学研究センター 事務部 事務係

150002000000 大学院創薬科学研究科 基盤創薬学専攻

150002001000 大学院創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 創薬有機化学

150002002000 大学院創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 創薬生物科学

150002003000 大学院創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 創薬分子構造学

150003000000 大学院創薬科学研究科 産学協同研究講座

150003001000 大学院創薬科学研究科 実践創薬科学産学協同研究講座

150003002000 大学院創薬科学研究科 新薬創成化学講座

152000001000 減災連携研究センター

152001001000 減災連携研究センター 研究連携部門

152002001000 減災連携研究センター 社会連携部門

152003001000 減災連携研究センター 寄附研究部門

152003001010 減災連携研究センター エネルギー防災（中部電力）寄附研究部門

152003001020 減災連携研究センター ライフライン地盤防災（東邦ガス）寄附研究部門

152003001030 減災連携研究センター 地域社会減災計画（応用地質）寄附研究部門

153000001000 細胞生理学研究センター

153001001000 細胞生理学研究センター 基礎生物学研究部門

153002001000 細胞生理学研究センター 連携創薬研究部門

153003001000 細胞生理学研究センター 連携医学研究部門

153004001000 細胞生理学研究センター 産学連携部門

155000001000 重要文化財馬場家住宅研究センター

156000001000 トランスフォーマティブ生命分子研究所

157000001000 PhD登龍門推進室

158000001000 プラズマ医療科学国際イノベーションセンター

159000001000 未来社会創造機構

159000201000 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター

159000201010 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター イノベーティブプロジェクト部門

159000201020 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター 対話型セッション部門

159000201030 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター プロトタイピング部門

159000201040 未来社会創造機構 社会イノベーションデザイン学センター 社会システム研究部門

159000401000 未来社会創造機構 産学協同研究部門

159000401010 未来社会創造機構 革新的イノベーション創出プログラムCOI 知能化モビリティ研究部門

159000401020 未来社会創造機構 革新的イノベーション創出プログラムCOI 人間特性研究部門

159000401030 未来社会創造機構 革新的イノベーション創出プログラムCOI 交通・情報システム研究部門

159000401040 未来社会創造機構 革新的イノベーション創出プログラムCOI 情報基盤研究部門（富士通）

159000401050 未来社会創造機構 バイオデバイス加工研究部門（旭硝子）

159000401060 未来社会創造機構 東芝ウェルネス協同研究部門

159000401070 未来社会創造機構 原子層制御ナノプロセス研究部門

159000401080 未来社会創造機構 未来材料プロセス・バイオ研究開発部門

159000401090 未来社会創造機構 最先端省エネルギーGaNデバイスプロセス研究部門

159000401100 未来社会創造機構 パナソニック産学協同研究部門

159000401110 未来社会創造機構 トヨタ先端材料技術部門

159000501000 未来社会創造機構 モビリティ領域

159000501010 未来社会創造機構 モビリティ領域 材料・エネルギー分野

159000501020 未来社会創造機構 モビリティ領域 機械・情報分野

159000501030 未来社会創造機構 モビリティ領域 交通・社会分野

159000501040 未来社会創造機構 モビリティ運営統括室

160000001000 脳とこころの研究センター

160001001000 脳とこころの研究センター 基盤整備部門

160002001000 脳とこころの研究センター 研究開発部門
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160100001000 ナショナルコンポジットセンター

160100002000 予防早期医療創成センター

160101001000 ナショナルコンポジットセンター 運営企画室

160101002000 予防早期医療創成センター 運営企画室

160102001000 ナショナルコンポジットセンター 研究開発部門

160102002000 予防早期医療創成センター 研究企画室

160102002010 予防早期医療創成センター 予防社会システム研究部門

160102002020 予防早期医療創成センター 早期医療研究部門

160103001000 ナショナルコンポジットセンター 産学官連携部門

160200001000 リーディング大学院推進機構

160201001000 リーディング大学院推進機構 本部

160201001010 リーディング大学院推進機構本部 共通業務実施部門

160300001000 イノベーション戦略室

160301001000 イノベーション戦略室 科学技術イノベーション分野

160301002000 イノベーション戦略室 社会イノベーション分野

160301003000 イノベーション戦略室 知の統合イノベーション分野

160400001000 アジアサテライトキャンパス学院

160401001000 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門

160401001010 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 ベトナムサテライトキャンパス拠点

160401001020 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 モンゴルサテライトキャンパス拠点

160401001030 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 カンボジアサテライトキャンパス拠点

160401001040 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 ウズベキスタンサテライトキャンパス拠点

160401001050 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 ミャンマーサテライトキャンパス拠点

160401001060 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 ラオスサテライトキャンパス拠点

160401001070 アジアサテライトキャンパス学院 海外キャンパス部門 フィリピンサテライトキャンパス拠点

160402001000 アジアサテライトキャンパス学院 国内教育部門

160403001000 アジアサテライトキャンパス学院 運営支援部門

161000001000 フィールドリサーチセンター

162000001000 ウズベキスタン・日本法教育研究センター

162000002000 モンゴル・日本法教育研究センター

162000003000 ベトナム・日本法教育研究センター（ハノイ）

162000004000 カンボジア・日本法教育研究センター

162000005000 ベトナム・日本法教育研究センター（ホーチミン）

162000006000 ミャンマー・日本法律研究センター

162000007000 インドネシア・日本法教育研究センター

162000008000 ラオス・日本法教育研究センター

170000000000 （Ｇ）ＣＯＥ

170002100000 ＧＣＯＥ　理　近藤孝男　教授

170002200000 ＧＣＯＥ　理　渡辺芳人　教授

170002300000 ＧＣＯＥ　文　佐藤彰一　教授

170002400000 ＧＣＯＥ　医　祖父江元　教授

170002500000 ＧＣＯＥ　工　福田敏男　教授

170002600000 ＧＣＯＥ　理　杉山直　教授

170002700000 ＧＣＯＥ　環境学　安成哲三　教授
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