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概  要 
目  的 生理学研究所は唯一の人体基礎生理学研究・教

育のための大学共同利用機関であり，人体の生

命活動－特に脳の働き－の総合的な解明と，そ

のための国際的研究者の育成を究極の目標とす

る。即ち，生理学研究所は「ヒトのからだと脳

の働きを大学と共同して研究し，そのための研

究者を育成している研究所」である。そのため

に，最先端の研究技術や最高度の研究機器を開

発すると共に，それらを共同利用研究に供す

る。 

設置形態 国立大学法人法により，国立天文台，核融合科

学研究所，基礎生物学研究所，生理学研究所及

び分子科学研究所が大学共同利用機関法人自然

科学研究機構となった。 

組  織 6研究系，20 研究部門，4 センター，18 室と技術課

を置いている。 

共同利用 全国の大学の教員その他の者で，研究所の目的

たる研究と同一の研究に従事する者の利用に供

するとともに共同利用研究を行う。 

総合研究大学院大学生理科学専攻の担当 総合研究大学院

大学は学部を持たない大学院だけの大学であ

り，大学院の課程は５年一貫制博士課程。同大学

は大学共同利用機関との緊密な連携・協力の下

で教育研究を実施しており，生理学研究所はそ

の一専攻を担当している。授与する学位は博士

（学術），博士（理学）又は博士（医学）である。 

大学院教育協力 国公私立大学の要請に応じ，当該大学の

大学院における教育に協力する。 

国際交流 生理学の分野の国際的な学術交流を活発化する

ため，研究者の交流や国際シンポジウム等を開

催する。 

運営組織 自然科学研究機構に，経営，教育研究及び機構運

営に関する重要事項を審議するため経営協議

会，教育研究評議会及び機構会議を置く。また，

研究所に，研究教育職員の人事等，研究所の運営

に関する重要事項で，所長が必要と認めるもの

について所長の諮問に応じる運営会議を置く。 

事務組織 研究所の事務は，自然科学研究機構岡崎統合事務

センターが処理する。 

OUTLINES  OF  INSTITUTE 

Objective: National Institute for Physiological Sciences (NIPS) 
is an Inter-university Research Institute for research and 
education on human physiology. NIPS researchers are 
investigating human body and brain functions as well as their 
mechanisms through joint studies with domestic and foreign 
scientists, and providing specialized techniques and large-scale 
equipment for shared use as well as education and training for 
graduate students and young scientists.  
 
Organization: NAOJ, NIFS, NIBB, NIPS and IMS were 
reorganized into NINS by reason of enforcement of the National 
University Corporation Law. 
The NIPS currently comprises 6 departments, 20 divisions, 4 
centers, 18 sections and Technical Division. 
 
Joint Studies: As an inter-university research institute, NIPS 
entertains proposals for joint studies from domestic and foreign 
physiological scientists. Applications from domestic and foreign 
scientists are reviewed and controlled by the inter-university ad 
hoc committee. 
 
Graduate Programs: The NIPS carries out two graduate 
programs. 

1.Graduate University for Advanced Studies 
The NIPS constitutes the Department of Physiological Sciences 
in the School of Life Science of the Graduate University for 
Advanced Studies. The University provides a five-year Ph. D. 
course, namely including both Master and Doctor courses, or a 
four-year Medical Science course. However, those who have 
completed a master's course in other universities or are qualified 
at an equivalent or higher level are eligible to apply for the 
three-year Ph. D. course which is consistent with Master course. 
The degree conferred on graduation is one of the three, Doctor 
of Philosophy (PhD), Doctor of Science (PhD) or Doctor of 
Medical Science (PhD). 
2.Graduate Student Training Program 
Graduate students enrolled in other universities and institutes 
are trained to conduct researches for fixed periods of time under 
the supervision of NIPS professors and associate professors. 
  

Exchange Programs: To activate international collaborations 
among physiological scientists in the Institute and foreign organizations, 
scientist exchange programs are conducted.  
 
System management: Management Council, Educational 
and Research Council and Board of Directors are established at 
NINS to inspect significant matters of management, education, 
research and administration.  
Advisory Committee for Research and Management in NIPS 
advises the Director-General on important matters in management 
of the Institute. 
 
Administration: Administration of the institutes is managed at 
Okazaki Administration Office of NINS. 

 


