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8 部局長等

基幹教育院長 丸　野　俊　一
　学生支援センター長 丸　野　俊　一

学
　
府

大学院人文科学府長 佐　伯　弘　次
大学院地球社会統合科学府長・大学院比較社会文化学府長 中　野　　　等
大学院人間環境学府長
　総合臨床心理センター長

尾　崎　明　仁
大　場　信　惠

大学院法学府長 村　上　裕　章
大学院法務学府長（法科大学院長） 堀　野　　　出
大学院経済学府長 磯　谷　明　德
大学院理学府長 和　田　裕　文
大学院数理学府長 長　田　博　文
大学院システム生命科学府長 片　山　佳　樹
大学院医学系学府長 住　本　英　樹
大学院歯学府長 古谷野　　　潔
大学院薬学府長 家　入　一　郎
　薬用植物園長 森　元　　　聡
大学院工学府長
　ものづくり工学教育研究センター長

久　枝　良　雄
園　田　佳　巨

大学院芸術工学府長 谷　　　正　和
大学院システム情報科学府長 白　谷　正　治
　電気エネルギーシステム教育研究センター長 末　廣　純　也
　高度ＩＣＴ人材教育開発センター長 鵜　林　尚　靖
大学院総合理工学府長 原　田　　　明
大学院生物資源環境科学府長
　水産実験所長

福　田　　　晋
吉　国　通　庸

大学院統合新領域学府長 志堂寺　和　則

研
　
究
　
院

大学院人文科学研究院長 佐　伯　弘　次
大学院比較社会文化研究院長 中　野　　　等
大学院人間環境学研究院長 尾　崎　明　仁
大学院法学研究院長 村　上　裕　章
大学院経済学研究院長 磯　谷　明　德
大学院言語文化研究院長 福　元　圭　太
大学院理学研究院長 和　田　裕　文
　地震火山観測研究センター長 清　水　　　洋
大学院数理学研究院長 長　田　博　文
大学院医学研究院長 住　本　英　樹
　胸部疾患研究施設長 中　西　洋　一
　心臓血管研究施設長 筒　井　裕　之
　脳神経病研究施設長 飛　松　省　三
　ヒト疾患モデル研究センター長 住　本　英　樹
　総合コホートセンター長 住　本　英　樹
大学院歯学研究院長 古谷野　　　潔
　オーラルヘルス･ブレインヘルス･トータルヘルス研究センター長 自　見　英治郎
大学院薬学研究院長 家　入　一　郎
　産学官連携創薬育薬センター長 津　田　　　誠
大学院工学研究院長 久　枝　良　雄
　環境工学研究教育センター長 原　　　一　広
　アジア防災研究センター長 三　谷　泰　浩
　国際教育支援センター長 陳　　　　　強
大学院芸術工学研究院長 谷　　　正　和
　応用知覚科学研究センター長 中　島　祥　好
　応用生理人類学研究センター長 前　田　享　史
　ソーシャルアートラボ長 尾　本　   　章
　環境設計グローバル･ハブ長 土　居　義　岳
大学院システム情報科学研究院長 白　谷　正　治
大学院総合理工学研究院長 原　田　　　明
大学院農学研究院長 福　田　　　晋
　生物的防除研究施設長 高　須　啓　志
　遺伝子資源開発研究センター長 熊　丸　敏　博
　国際農業教育・研究推進センター長 福　田　　　晋
　イノベーティブバイオアーキテクチャーセンター長 古　屋　茂　樹
　昆虫科学・新産業創成研究センター長 日下部　宜　宏

学
　
部

共創学部長 小山内　康　人
文学部長 佐　伯　弘　次
教育学部長 黒　木　俊　秀
法学部長 村　上　裕　章
経済学部長 磯　谷　明　德
理学部長 和　田　裕　文
　天草臨海実験所長 渡慶次　睦　範
医学部長 住　本　英　樹
歯学部長 古谷野　　　潔
薬学部長 家　入　一　郎

学
　
部

工学部長 久　枝　良　雄
芸術工学部長 谷　　　正　和
農学部長 福　田　　　晋
　農場長 望　月　俊　宏
　演習林長 佐　藤　宣　子
高等研究院長 佐々木　裕　之

研
　
究
　
所

生体防御医学研究所長 中別府　雄　作
　トランスオミクス医学研究センター長 馬　場　健　史
　システム免疫学統合研究センター長 須　山　幹　太
応用力学研究所長 花　田　和　明
　大気海洋環境研究センター長 竹　村　俊　彦
　高温プラズマ理工学研究センター長 出　射　　　浩
　自然エネルギー統合利用センター長 西　澤　伸　一
先導物質化学研究所長 林　　　潤一郎
マス・フォア・インダストリ研究所長 福　本　康　秀
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所長

  PETROS
  SOFRONIS

附
　
属
　
病
　
院
　
等

病院長 赤　司　浩　一
　別府病院長 堀　内　孝　彦
附属図書館長 宮　本　一　夫
　副館長 冨　浦　洋　一
　医学図書館長 栁　　　雄　介
　芸術工学図書館長 脇　山　真　治
　筑紫図書館長 青　木　俊　之
　伊都図書館長 冨　浦　洋　一
　記録資料館長 坂　上　康　俊
　教材開発センター長 岡　田　義　広
情報基盤研究開発センター長 小　野　謙　二

学
　
内
　
共
　
同
　
教
　
育
　
研
　
究
　
セ
　
ン
　
タ
　
ー

熱帯農学研究センター長 緒　方　一　夫
アイソトープ統合安全管理センター長 出　光　一　哉
中央分析センター長 島ノ江　憲　剛
環境安全センター長 山　中　美智男
西部地区自然災害資料センター長 塚　原　健　一
留学生センター長 渡　邊　公一郎
総合研究博物館長 緒　方　一　夫
システムLSI研究センター長 福　田　　　晃
韓国研究センター長 深　川　博　史
医療系統合教育研究センター長 佐々木　雅　之
超伝導システム科学研究センター長 圓　福　敬　二
アドミッションセンター長 丸　野　俊　一
未来デザイン学センター長 森　田　昌　嗣
グローバルイノベーションセンター長 中　島　　　寛
水素エネルギー国際研究センター長 佐々木　一　成
大学文書館長 宮　本　一　夫
未来化学創造センター長 田　中　敬　二
鉄鋼リサーチセンター長 中　島　邦　彦
低温センター長 木　村　　　崇
加速器・ビーム応用科学センター長 池　田　伸　夫
稲盛フロンティア研究センター長 浅　野　種　正
グリーンテクノロジー研究教育センター長 大　瀧　倫　卓
シンクロトロン光利用研究センター長 副　島　雄　児
極限プラズマ研究連携センター長 藤　澤　彰　英
有体物管理センター長 石　原　　　健
分子システム科学センター長 君　塚　信　夫
日本エジプト科学技術連携センター長 井　上　弘　士
プラズマナノ界面工学センター長 白　谷　正　治
先端医療イノベーションセンター長 江　藤　正　俊
ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター長 谷　口　博　文
EUセンター長 岩　田　健　治
環境発達医学研究センター長 田　口　智　章
生物環境利用推進センター長 松　岡　　　健
ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター長 星　野　裕　志
バイオメカニクス研究センター長 澤　江　義　則
次世代燃料電池産学連携研究センター長 佐々木　一　成
国際宇宙天気科学・教育センター長 廣　岡　俊　彦
科学技術イノベーション政策教育研究センター長 永　田　晃　也
先端素粒子物理研究センター長 川　越　清　以
グリーンアジア国際リーダー教育センター長 谷　本　　　潤
分子システムデバイス国際リーダー教育センター長 安　達　千波矢
水素材料先端科学研究センター長 杉　村　丈　一
アジア埋蔵文化財研究センター長 小山内　康　人



Kyushu University Profile FY2018 14

学部卒業・
大学院修了後
の進路状況

研究プログラム
及び教育プログラム
の採択状況

教育研究
評議会評議員

歴代総長／
運営組織

学府・研究院
制度について

沿革

大学の組織

部局長等

入学状況

学位取得者数等

教職員数等

社会との連携

国際交流

収入・支出

案内図

教育研究組織

役員等／
経営協議会委員

伊都キャンパス
への移転

学生定員及び
在籍学生数

キャンパスマップ

土地・建物・
諸施設

その他の地区

部局長等

8部局長等

持続可能な社会のための決断科学センター長 矢　原　徹　一
キャンパスライフ・健康支援センター長 丸　山　　　徹
味覚・嗅覚センサ研究開発センター長 松　井　利　郎
循環器病未来医療研究センター長 筒　井　裕　之
超顕微解析研究センター長 松　村　　　晶
サイバーセキュリティセンター長 岡　村　耕　二
先端融合医療創成センター長 赤　司　浩　一
数理・データサイエンス教育研究センター長 内　田　誠　一
植物フロンティア研究センター長 射　場　　　厚

先
　
導
　
的
　
研
　
究
　
セ
　
ン
　
タ
　
ー

免疫機構研究センター長 福　井　宣　規
アジア保全生態学センター長 矢　原　徹　一
ヒトプロテオーム研究センター長 中　山　敬　一
最先端有機光エレクトロニクス研究センター長 安　達　千波矢
次世代蓄電デバイス研究センター長 石　原　達　己
次世代経皮吸収研究センター長 後　藤　雅　宏
量子ナノスピン物性研究センター長 木　村　　　崇
小分子エネルギーセンター長 小　江　誠　司
第三段階教育研究センター長 吉　本　圭　一
モデル生物研究センター長 射　場　　　厚
動的構造生命科学研究センター長 神　田　大　輔
巨大ひずみマテリアル国際研究センター長 堀　田　善　治
都市研究センター長 馬奈木　俊　介
スマートモビリティ研究開発センター長 福　田　　　晃
惑星微量有機化合物研究センター長 奈良岡　　　浩
磁気ナノバイオセンシング研究開発センター長 圓　福　敬　二
浅海底フロンティア研究センター長 菅　　　浩　伸
確率解析研究センター長 長　田　博　文
多重ゼータ研究センター長 金　子　昌　信
がん幹細胞研究センター長 赤　司　浩　一
情報統括本部長 久　保　千　春
学術研究・産学官連携本部長 久　保　千　春

推
　
進
　
室
　
等

国際交流推進室長 渡　邊　公一郎
社会連携推進室長 玉　上　　　晃
キャンパス計画室長 安　浦　寛　人
環境安全衛生推進室長 荒　殿　　　誠
男女共同参画推進室長 玉　上　　　晃
情報環境整備推進室長 安　浦　寛　人
統合移転事業推進室長 安　浦　寛　人
国際法務室長 若　山　正　人
基金事業推進室長 山　縣　由美子
同窓生連携推進室長 山　縣　由美子
広報戦略推進長 山　縣　由美子
SHAREオフィス室長 緒　方　一　夫
インスティテューショナル･リサーチ室長 荒　殿　　　誠

事
　
務
　
局

（事務局長） 玉　上　　　晃
事務局付 島　居　剛　志
企画部長 小　代　哲　也
　企画課長 井　上　　　淳
総務部長 新　津　勝　二
　総務課長 田　村　哲　之
　同窓生・基金課長 淀　川　一　憲
　地域連携課長 田　口　晶　子
　環境安全管理課長 木　原　泰　裕
人事部長 竹　吉　正志朗
　人事企画課長 津　村　雅　之
　職員課長 山　下　和　成
　人事給与課長 伊　東　宏　明
研究・産学官連携推進部長 後　藤　成　雅
　研究企画課長 廣　瀬　　　啓
　研究推進課長 三　原　悦　侍
　産学官連携推進課長 森　　　良　徳
国際部長 本　村　宏　明
　国際課長 原　　　文　絵
　国際戦略課長 福　島　　　泰
　留学課長 太　田　康　治
　外国人留学生・研究者サポートセンター長 本　村　宏　明
財務部長 佐　藤　哲　康
　財務企画課長 吉　野　　　彰
　経理課長 黒　石　博　行
　調達課長 南　田　　　忠
　決算課長 梶　原　昭　憲

事
　
務
　
局

学務部長 川　原　弘　一
　学務企画課長 黒　部　敦　之
　基幹教育課長 宮　脇　弘　善
　共創学部学務課長 松　尾　　　純
　学生支援課長 師　富　　　洋
　キャリア・奨学支援課長 德　吉　　　透
　入試課長 福　田　義　勝
施設部長 山　本　聖一郎
　施設企画課長 森　　　德　明
　施設整備課長 内　村　好　美
　環境整備課長 岩　﨑　龍　矢
　施設管理課長 山　下　　　誠
統合移転推進部長 中　本　浩　司
　統合移転推進課長 森　吉　徳　和
　資産活用課長 三　海　和　広
情報システム部長 伊　藤　元　業
　情報企画課長 酒　見　史　博
　情報基盤課長 山　口　　　誠
法務・コンプライアンス課長 住　田　憲　紀
監査室長 永　島　洋　子

学
　
部
　
等
　
事
　
務
　
部

貝塚地区事務部長 有　田　　　淳
 貝塚地区事務部次長 牛　尾　憲　一
　総務課長 荒　巻　靑　児
　財務課長 野　口　起　宏
　（兼）教務課長 牛　尾　憲　一
理学部等事務長 黒　岩　由　美
医系学部等事務部長 中　山　高　志
　総務課長 永野間　昌　代
　学術協力課長 山　本　泰　庸
　財務課長 石　丸　勝　美
　学務課長 杉　本　和　仁
病院事務部長 𠮷　田　勇　人
　総務課長 江　藤　直　行
　経営企画課長 田　中　武　宏
　医療管理課長 大　賀　美　喜
　研究支援課長 三　海　るみ子
　経理課長 田　中　健　次
　患者サービス課長 江　上　正　次
　別府病院事務長 横大路　智　視
地球社会統合科学府等事務長 森　田　裕　子
工学部等事務部長 川　﨑　輝　之
　総務課長 小　田　正　俊
　学術研究支援課長 井　手　ゆきえ
　経理課長 福　川　浩　之
　教務課長 花　屋　浩　幸
芸術工学部事務部長 大　堀　耕　嗣
　総務課長 古　川　康　祐
　学務課長 嶋　田　勝　憲
農学部事務長 小　野　厚　志
筑紫地区事務部長 江　島　香代子
　庶務課長 森　永　泰　弘
　会計課長 阿比留　繁　公
　教務課長 竹　下　浩　幸
附属図書館事務部長 渡　邉　俊　彦
　教育主幹 渡　邊　由紀子
　図書館企画課長 瓜　生　照　久
　利用支援課長 斎　藤　未　夏
　伊都地区図書課長 田　中　由紀子
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所支援部門事務長 吉　丸　治　明

エネルギー研究教育機構支援事務部門事務長 平　尾　秀　文
（平成30年5月1日現在）




