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事務局

事務局長 平野 浩之
政策企画部長 飯嶋 浩恭
政策企画課長 南 千和子
経営企画課長 飯嶋 浩恭

研究国際部長 飯嶋 浩恭
研究国際部次長 森 勇造
研究推進課長 松尾 真
学術支援課長 高橋 耕輔
国際企画課長 増田 美紀
熱帯医学研究支援課長 松山 英樹
高度感染症研究支援課長 栗原 睦

学生支援部長 田中 宏智
学生支援部次長 遠藤 真一
教育支援課長 遠藤 真一
学生支援課長 橋口 洋二
キャリア支援室長 橋口 洋二
入試課長 杉森 智宏
留学支援課長 尾下 徳彦

管理運営部長 田島 修
管理課長 北村 寿朗
人事課長 山口 真邦
経理調達課長 原 善達

施設部長 松下 栄司
施設企画課長 尾崎 光芳
施設整備課長 中村 拓郎
施設管理課長 浦川 公宏

学術情報部長 佐藤 千夏
情報企画課長 土田 徹
学術情報管理課長 佐藤 千夏

学部等

人文社会科学域事務部

人文社会科学域事務部長 松尾 正則
学域企画室長 松尾 正則
北地区事務課長 松尾 正則
南地区事務課長 山口 秀喜

総合生産科学域事務部

総合生産科学域事務部長 本田 靖幸
総合生産科学域事務部次長 堀 和也
学域企画室長 本田 靖幸
西地区事務課長 堀 和也
東地区事務課長 橋口 文子

生命医科学域・研究所事務部

生命医科学域・研究所事務部長 土橋 一徳
学域・研究所企画室長 土橋 一徳
総務課長 冨田 高廣
学術・管理課長 吉井 孝博
学務課長 林田 正昭
歯学系事務室長 長友 佳織
薬学系事務室長 吉田 恭二

役員

学長 河野 茂
理事（総務担当） 福永 博俊
理事（財務・施設担当） 平野 浩之
理事（教学担当） 森口 勇
理事（研究・社会連携・戦略企画担当） 永安 武
理事（学生・国際担当） 伊東 昌子
理事（基金・校友会・経営改革担当）（非常勤） 田中 健一
理事（広報担当）（非常勤） 才木 邦夫
監事 池松 誠二
監事（非常勤） 波多 順子
執行役員 人文社会科学域担当 赤石 孝次
執行役員 総合生産科学域担当 木村 正成
執行役員 生命医科学域担当 西田 教行
執行役員 病院担当 中尾 一彦

副学長

学生担当 井上 徹志
入試・地域教育連携担当 中村 典生
高大接続・入試広報担当 浜田 久之
産学連携担当 山本 郁夫
新型コロナウイルス感染症対策担当 泉川 公一
広報担当 松井 史郎
ダイバーシティ推進担当 吉田 ゆり
計画評価担当 中山 守雄
情報担当 小林 透

学長特別補佐・学長補佐

BSL- 4 担当 渡部 康一
国際交流担当 夛田 彰秀
プラネタリーヘルス担当 渡辺 知保
感染症研究出島特区担当 森田 公一
学長補佐 津留崎和義
学長補佐 一瀬 邦弘
学長補佐 宮崎 拓郎
学長補佐 近藤智恵子

計画・評価本部

本部長 河野 茂

広報戦略本部

本部長 松井 史郎
広報戦略課長／校友会・基金室長 池野 和樹

原子力災害対策戦略本部

本部長 中尾 一彦
事務局長 高比良 治

インスティテューショナル・リサーチ推進本部

本部長 河野 茂

ダイバーシティ推進センター

センター長 吉田 ゆり

監査室

室長 一橋 透
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多文化社会学部

多文化社会学部長 門司 和彦

教育学部

教育学部長 藤本 登
附属幼稚園長 室野亜津子
附属小学校長 古野 祐一
附属中学校長 山本 圭介
附属特別支援学校長 菅 昌徳

経済学部

経済学部長 深浦 厚之

医学部

医学部長 前村 浩二

歯学部

歯学部長 村田比呂司

薬学部

薬学部長 西田 孝洋

情報データ科学部

情報データ科学部長 西井 龍映

工学部

工学部長 松田 浩

環境科学部

環境科学部長 岡田 二郎

水産学部

水産学部長 武田 重信
附属練習船長崎丸船長 森井 康宏
附属練習船鶴洋丸船長 青島 隆

大学院

多文化社会学研究科長 滝澤 克彦
教育学研究科長 藤本 登
経済学研究科長 深浦 厚之
工学研究科長 松田 浩
水産・環境科学総合研究科長 武田 重信
医歯薬学総合研究科長 川上 純
附属先進予防医学研究センター長 川上 純
附属薬用植物園長 西田 孝洋
熱帯医学・グローバルヘルス研究科長 北 潔

附置研究所

熱帯医学研究所長 金子 修
附属アジア・アフリカ感染症研究施設長 金子 修
附属熱帯医学ミュージアム館長 山本 太郎
原爆後障害医療研究所長 宮﨑 泰司

附属放射線・環境健康影響共同研究
推進センター長 宮﨑 泰司

高度感染症研究センター長 � 雄介
附属BSL-4施設長 安田 二朗

病院

病院長 中尾 一彦

副病院長

総務 尾﨑 誠
安全 江口 晋
診療 西野 友哉
経営 �野 彰
人事 迎 寛
歯科統括 澤瀬 隆
看護統括 小渕美樹子
事務統括・事務部長 本田 秀史
総務課長 笹田 健太
人事企画課長 吉岡 裕敏
医療安全課長 黒田 恵美
経営管理課長 五島 博史
医事課長 島田 邦博

附属図書館

附属図書館長 浜田 久之
医学分館長 下川 功
経済学部分館長 南森 茂太

保健センター

センター長 西野 友哉

教育・学生支援組織

教育開発推進機構長 森口 勇
ICT基盤センター長 小林 透
言語教育研究センター長 西原 俊明
キャリアセンター長 井上 徹志
障がい学生支援室長 伊東 昌子

先端研究・学術推進組織

研究開発推進機構長 永安 武
海洋未来イノベーション機構長 征矢野 清
環東シナ海環境資源研究センター長 河邊 玲

放射線総合センター長 工藤 崇
核兵器廃絶研究センター長 吉田 文彦
先端創薬イノベーションセンター長 田中 義正
環境保全センター長 福永 博俊

国際連携推進組織

グローバル連携機構長 伊東 昌子
留学生教育・支援センター長 夛田 彰秀

地域支援組織

子どもの心の医療・教育センター長 田中 悟郎
福島未来創造支援研究センター長 高村 昇

人文社会科学域

学域長 赤石 孝次

総合生産科学域

学域長 木村 正成

生命医科学域

学域長 西田 教行
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