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〈表紙の写真〉
「評価科学としての医療レギュラトリーサイエンスの位置づけ」製作者：笠貫 宏先生（早稲田大学特命教授）
医療技術の全ライフサイクルにわたる自然科学と人文社会科学の融合 (文理融合 )による評価・意思決定が，評価科学としての医療レギュ
ラトリーサイエンスであるということを表したイメージ図。（早稲田大学医療レギュラトリーサイエンス研究所ホームページより）
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