
氏　　　名 職　名 担　当 特命事項・その他の所掌事項 任　　　期

山　極　壽　一 総長 H26.10.� 1 ～ H32.� 9.30

阿曽沼　慎　司 理事 産官学連携
H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30

稲　葉　カ　ヨ 理事
（副学長）

男女共同参画・
国際・広報 男女共同参画、国際交流事業、広報戦略、地域交流

川　添　信　介 理事
（副学長） 学生・図書館 学生支援、学生支援施設、留学生 H27.11.� 1 ～ H28.� 9.30

北　野　正　雄 理事
（副学長）

教育・情報・
評価 教育企画、教育制度、入試、中期計画、年度計画、評価

H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
佐　藤　直　樹 理事

（副学長）
財務・施設・
環境安全保健

財務企画、財務戦略、資産管理・運用、財源確保・創出、
教育・研究施設、福利厚生施設、キャンパス計画・整備、交通

清　木　孝　悦 理事 総務・労務・
人事 事務総合調整、人事制度、事務改革

湊　　　 長　 博 理事
（副学長）

研究・企画・
病院

研究組織企画、将来計画、研究支援、研究規範、競争的研究資金戦略、
安全保障研究支援、病院、国際企画

学内委員
氏　　　名 職　　名 任　　　期

山　極　壽　一 総長 H26.10.� 1 ～ H32.� 9.30
阿曽沼　慎　司 理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
稲　葉　カ　ヨ 理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
川　添　信　介 理事 H27.11.� 1 ～ H28.� 9.30
北　野　正　雄 理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
佐　藤　直　樹 理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30�
清　木　孝　悦 理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
湊　　　 長　 博 理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
平　田　昌　司 文学研究科長 H27.11.� 1 ～ H28.� 9.30
上　本　伸　二 医学研究科長 H27.� 4.� 1 ～ H28.� 9.30
石　川　冬　木 生命科学研究科長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
岡　 田　　　 章 経済研究所長 H28.� 4.� 1 ～ H28.� 9.30

学外委員
氏　　　名 所属・職名 任　　　期

岩　 永　　　 勝 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
嘉　田　由紀子 びわこ成蹊スポーツ大学学長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
加　藤　秀　樹 構想日本代表 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
門　川　大　作 京都市長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
黒　田　清　喜 株式会社京都新聞社代表取締役社長主筆 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30�
小　島　啓　二 株式会社日立製作所執行役専務 H27.� 4� .1�～ H28.� 9.30
小長谷　有　紀 大学共同利用機関法人人間文化研究機構理事 H26.10.� 1�～ H28.� 9.30�
榊　　　 裕　 之 豊田工業大学学長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
佐　藤　勝　彦 独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター所長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30�
竹　中　登　一 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団会長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
増　田　寿　幸 京都信用金庫理事長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
山　田　啓　二 京都府知事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
鷲　田　清　一 京都市立芸術大学学長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30

■役　員 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

■経営協議会 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

氏　　　名 現　　　職　　　等 任　　　期

東　 島　　　 清 元大阪大学理事・副学長 H28.� 4.� 1 ～ H32.� 8.31

丸　本　卓　哉
※
元山口大学学長 H28.� 4.� 1�～ H32.� 8.31

■監　事 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

※非常勤

氏　　　名 担　当 特命事項・その他の所掌事項 任　　　期
有　賀　哲　也 教育改革 教育制度改革、高大連携 H27.� 4.� 1 ～ H28.� 9.30
大　嶌　幸一郎 大学改革 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
徳　賀　芳　弘 大学基金・同窓会 H27.10.� 1 ～ H28.� 9.30
山　本　克　己 法務・コンプライアンス 服務、法務・人権、コンプライアンス、リスクマネジメント、報道 H27.10.� 1 ～ H28.� 9.30

■副学長 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

氏　　　名 職　・　担　　当 任　　期
北　村　隆　行 桂キャンパス担当 H28.� 4.� 1 ～ H28.� 9.30
津　田　敏　隆 宇治・遠隔地キャンパス担当 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30

■副理事 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

氏　　　名 所　　属 補佐をする理事 任　　期
松　原　英一郎 工学研究科 産官学連携担当理事 H27.10.� 1 ～ H28.� 9.30
立　川　康　人 工学研究科 国際担当理事 H26.11.� 1 ～ H28.� 9.30
松　田　文　彦 医学研究科 国際担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30
桑　原　知　子 教育学研究科 広報担当理事 H28.� 4.� 1 ～ H28.� 9.30
赤　松　美　紀 農学研究科 学生担当理事 H26.11.� 1 ～ H28.� 9.30

飯　 吉　　　 透 高等教育研究開発
推進センター 教育担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30

木　 南　　　 敦 法学研究科 教育担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30

氏　　　名 所　　属 補佐をする理事 任　　期
杉野目　道　紀 工学研究科 教育担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30
柴　田　章　久 経済研究所 財務担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30
角　　　 哲　 也 防災研究所 施設担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30
浅　野　耕　太 人間・環境学研究科 総務担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30
酒　 巻　　　 匡 法学研究科 総務担当理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
北　 川　　　 宏 理学研究科 研究担当理事 H26.10.16 ～ H28.� 9.30
佐　治　英　郎 薬学研究科 研究担当理事 H28.� 4.� 1 ～ H28.� 9.30
高　橋　淑　子 理学研究科 研究担当理事 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30

■理事補 （平成 28 年 4 月 1 日現在）
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■教育研究評議会評議員 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

総　長 山　極　壽　一
理　事 阿曽沼　慎　司
理　事 稲　葉　カ　ヨ
理　事 川　添　信　介
理　事 北　野　正　雄
理　事 佐　藤　直　樹
理　事 清　木　孝　悦
理　事 湊　　　長　博
文学研究科長 平　田　昌　司
文学研究科 南　川　高　志
文学研究科 水　谷　雅　彦
教育学研究科長 髙　見　　　茂
教育学研究科 桑　原　知　子
教育学研究科 稲　垣　恭　子
法学研究科長 潮　見　佳　男
法学研究科 川　濵　　　昇
法学研究科 山　本　敬　三
経済学研究科長 文　　　世　一
経済学研究科 依　田　高　典
経済学研究科 椙　山　泰　生
理学研究科長 森　脇　　　淳
理学研究科 余　田　成　男
理学研究科 畑　　　浩　之
医学研究科長 上　本　伸　二
医学研究科 玉　木　敬　二
医学研究科 稲　垣　暢　也
薬学研究科長 中　山　和　久
薬学研究科 金　子　周　司
薬学研究科 加　藤　博　章
工学研究科長 北　村　隆　行
工学研究科 大　津　宏　康
工学研究科 大　嶋　正　裕
農学研究科長 宮　川　　　恒
農学研究科 縄　田　栄　治
農学研究科 裏　出　令　子
人間・環境学研究科長 杉　山　雅　人

人間・環境学研究科 宮　本　嘉　久
人間・環境学研究科 小　島　泰　雄
エネルギー科学研究科長 塩　路　昌　宏
エネルギー科学研究科 平　藤　哲　司
アジア・アフリカ地域研究研究科長 太　田　　　至
アジア・アフリカ地域研究研究科 玉　田　芳　史
情報学研究科長 山　本　章　博
情報学研究科 木　上　　　淳
生命科学研究科長 石　川　冬　木
生命科学研究科 佐　藤　文　彦
総合生存学館長 川　井　秀　一
総合生存学館 池　田　裕　一
地球環境学堂長 舟　川　晋　也
地球環境学堂 勝　見　　　武
公共政策連携研究部長 中　西　　　寛
経営管理研究部長 若　林　靖　永
化学研究所長 時　任　宣　博
人文科学研究所長 井　波　陵　一
再生医科学研究所長 開　　　祐　司
エネルギー理工学研究所長 水　内　　　亨
生存圏研究所長 渡　邊　隆　司
防災研究所長 寶　　　　　馨
基礎物理学研究所長 佐々木　　　節
ウイルス研究所長 小　柳　義　夫
経済研究所長 岡　田　　　章
数理解析研究所長 向　井　　　茂
原子炉実験所長 川　端　祐　司
霊長類研究所長 湯　本　貴　和
東南アジア研究所長 河　野　泰　之
iPS 細胞研究所長 山　中　伸　弥
学術情報メディアセンター長 中　村　裕　一
生態学研究センター長 中　野　伸　一
地域研究統合情報センター長 原　　　正一郎
フィールド科学教育研究センター長 吉　岡　崇　仁
こころの未来研究センター長 吉　川　左紀子
附属図書館長 引　原　隆　士

氏　　　名 所　　　属　　・　　職　　　名 任　　　期
稲　盛　和　夫 京セラ株式会社名誉会長 H26.10.� 1 ～ H28.� 9.30
奥　　　 正　 之 三井住友フィナンシャルグループ取締役会長 H28.� 4.� 1 ～ H30.� 9.30
永　守　重　信 日本電産株式会社代表取締役会長兼社長 H26.11.� 1 ～ H28.� 9.30

氏　　　名 所　　　属　　・　　職　　　名 任　　　期
阿　辻　哲　次 人間・環境学研究科教授 H26.11.16 ～ H28.� 9.30

■総長顧問 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

■総長主席学事補佐 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

■総長特別補佐 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

氏　　　名 所　　　属　　・　　職　　　名 任　　　期

大　西　有　三
※
関西大学環境都市工学部特任教授 H27.� 1.� 1 ～ H28.� 9.30

※非常勤
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■大学院・学部 　
■大学院文学研究科・文学部
研究科長・学部長 平　田　昌　司
　�ユーラシア文化研究センター
長 井　谷　鋼　造

　事務長 廣　中　保　彦
■大学院教育学研究科・教育学部
研究科長・学部長 髙　見　　　茂
　�臨床教育実践研究センター
長 岡　野　憲一郎

　事務長 眞　継　芳　春
■大学院法学研究科・法学部
研究科長・学部長 潮　見　佳　男
　�国際法政文献資料センター
長 亀　本　　　洋

　法政実務交流センター長 洲　崎　博　史
　事務長 河　原　　　隆
■大学院経済学研究科・経済学部
研究科長・学部長 文　　　世　一
　プロジェクトセンター長 依　田　高　典
　�東アジア経済研究センター
長 宇　仁　宏　幸

　事務長 野　田　稔　貴
■大学院理学研究科・理学部
研究科長・学部長 森　脇　　　淳
　天文台長 柴　田　一　成
　�地磁気世界資料解析センター
長 家　森　俊　彦

　地球熱学研究施設長 大　沢　信　二
　事務長 中　村　一　也
　副事務長 小　西　昌　宏
■大学院医学研究科・医学部
研究科長・学部長 上　本　伸　二
　動物実験施設長 浅　野　雅　秀
　�先天異常標本解析センター
長 萩　原　正　敏

　総合解剖センター長 萩　原　正　敏
　�脳機能総合研究センター
長 渡　邉　　　大

　ゲノム医学センター長 松　田　文　彦
　医学教育推進センター長 小　西　靖　彦
　事務長 川　口　泰　史
　副事務長 馬　場　　　勉
　副事務長（教育改革担当） 小　島　光　明
■医学部附属病院
病院長 稲　垣　暢　也
　事務部長 山　木　宏　明
　総務課長 國　友　陵　一
　経営管理課長 森　田　浩　司
　経理・調達課長 山　本　　　誠
　医務課長 一　井　信　吾
　医療サービス課長 中　村　正　次
　新病院整備推進室長 福　田　浩　二
■大学院薬学研究科・薬学部
研究科長・学部長 中　山　和　久
　薬用植物園長 中　山　和　久
　�統合薬学教育開発センター
長 中　山　和　久

　事務長 廣　瀨　幸　司
■大学院工学研究科・工学部
研究科長・学部長 北　村　隆　行
　�光・電子理工学教育研究
センター長 野　田　　　進

　�流域圏総合環境質研究センター
長 田　中　宏　明

　�量子理工学教育研究センター
長 高　木　郁　二

　桂インテックセンター長 大　津　宏　康
　情報センター長 松　尾　哲　司
　環境安全衛生センター長 前　　　一　廣
　�グローバル・リーダーシップ大
学院工学教育推進センター長 長谷部　伸　治

■大学院農学研究科・農学部
研究科長・学部長 宮　川　　　恒
　農場長 冨　永　　　達
　牧場長 松　井　　　徹
　農学研究科等事務長 奥　村　晃　弘
　農学研究科等副事務長 永　井　あつ子
■大学院人間・環境学研究科・総合人間学部
研究科長・学部長 杉　山　雅　人
　事務長 服　部　正　樹
■大学院エネルギー科学研究科
研究科長 塩　路　昌　宏
　事務長 山　本　守　雄
■大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
研究科長 太　田　　　至
■大学院情報学研究科
研究科長 山　本　章　博
　事務長 松　村　一　矢
■大学院生命科学研究科
研究科長 石　川　冬　木
　事務長 塚　上　公　昭
■大学院総合生存学館
学館長 川　井　秀　一
　事務長 高　見　純　子
■大学院地球環境学堂・地球環境学舎
学堂長・学舎長 舟　川　晋　也
　三才学林長 藤　井　滋　穂
　事務長 白波瀨　昌　廣
■大学院公共政策連携研究部・公共政策教育部
研究部長・教育部長 中　西　　　寛
■大学院経営管理研究部・経営管理教育部
研究部長・教育部長 若　林　靖　永
　経営研究センター長 小　林　潔　司
■附置研究所 　
■化学研究所
所長 時　任　宣　博
　�先端ビームナノ科学センター
長 倉　田　博　基

　�元素科学国際研究センター
長 小　澤　文　幸

　�バイオインフォマティクス
センター長 緒　方　博　之

　事務長 岡　田　修　一
■人文科学研究所
所長 井　波　陵　一
　�東アジア人文情報学研究
センター長 稲　葉　　　穣

　現代中国研究センター長 石　川　禎　浩
　事務長 清　水　　　尚
■再生医科学研究所
所長 開　　　祐　司
　再生実験動物施設長 近　藤　　　玄
　�ナノ再生医工学研究センター
長 安　達　泰　治

　事務長 古　田　靖　高
■エネルギー理工学研究所
所長 水　内　　　亨
　�エネルギー複合機構研究
センター長 水　内　　　亨

　事務長 森　田　勇　二
■生存圏研究所
所長 渡　邊　隆　司
　開放型研究推進部長 五十田　　　博
　�生存圏学際萌芽研究センター
長 山　本　　　衛

　事務長 平　井　良　昌
■防災研究所
所長 寶　　　　　馨
　巨大災害研究センター長 矢　守　克　也
　地震予知研究センター長 飯　尾　能　久
　火山活動研究センター長 井　口　正　人
　斜面災害研究センター長 釜　井　俊　孝

■部局長等 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

　流域災害研究センター長 藤　田　正　治
　�水資源環境研究センター
長 田　中　茂　信

　事務長 中　村　昌　也
■基礎物理学研究所
所長 佐々木　　　節
　事務長 上　原　孝　俊
■ウイルス研究所
所長 小　柳　義　夫
　�ヒトレトロウイルス研究
施設長 松　岡　雅　雄

　�感染症モデル研究センター
長 朝　長　啓　造

　�新興ウイルス研究センター
長 松　岡　雅　雄

　事務長 小　林　英　治
■経済研究所
所長 岡　田　　　章
　�複雑系経済研究センター
長 新後閑　　　禎

　事務長 石　井　幸　二
■数理解析研究所
所長 向　井　　　茂
　計算機構研究施設長 長谷川　真　人
　事務長 谷　川　　　徹
■原子炉実験所
所長 川　端　祐　司
　�粒子線腫瘍学研究センター
長 鈴　木　　　実

　�安全原子力システム研究
センター長 釜　江　克　宏

　事務長 八　木　清　隆
■霊長類研究所
所長 湯　本　貴　和
　�人類進化モデル研究センター
長 岡　本　宗　裕

　�国際共同先端研究センター
長 湯　本　貴　和

　事務長 牛　田　俊　夫
■東南アジア研究所
所長 河　野　泰　之
　�東南アジア研究所等事務
長 石　田　　　忍

■iPS細胞研究所
所長 山　中　伸　弥
　事務長 坂　本　雄　美
■附属図書館 　
館長 引　原　隆　士
　宇治分館長 中　島　正　愛
　事務部長 甲　斐　重　武
　図書館企画課長 島　　　文　子
　学術支援課長 鈴　木　秀　樹
　利用支援課長 井　上　恵　美
■教育研究施設等 　
■学術情報メディアセンター
センター長 中　村　裕　一
■放射線生物研究センター
センター長 髙　田　　　穰
■生態学研究センター
センター長 中　野　伸　一
■地域研究統合情報センター
センター長 原　　　正一郎
■野生動物研究センター
センター長 幸　島　司　郎
■高等教育研究開発推進センター
センター長 飯　吉　　　透
■総合博物館
館長 岩　﨑　奈緒子
■フィールド科学教育研究センター
センター長 吉　岡　崇　仁
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■福井謙一記念研究センター
センター長 赤　木　和　夫
■こころの未来研究センター
センター長 吉　川　左紀子
■文化財総合研究センター
センター長 吉　川　真　司
■学生総合支援センター
センター長 杉　原　保　史
■大学文書館
館長 伊　藤　孝　夫
■アフリカ地域研究資料センター
センター長 重　田　眞　義
■白眉センター
センター長 光　山　正　雄
■学際融合教育研究推進センター
センター長 中　村　佳　正
■研究連携基盤
基盤長 大志万　直　人
■高大接続・入試センター
センター長 北　野　正　雄
■教育院等
国際高等教育院長 村　中　孝　史
　�国際学術言語教育センター
長 村　中　孝　史

　�日本語・日本文化教育センター
長 村　中　孝　史

　事務長 疋　田　　　覚
　副事務長 中　澤　和　紀
環境安全保健機構長 大　嶌　幸一郎
　環境科学センター長 酒　井　伸　一
　安全科学センター長 橋　本　　　訓
　�放射性同位元素総合センター
長 長　谷　あきら

　健康科学センター長 川　村　　　孝
　物性科学センター長 吉　村　一　良
情報環境機構長 美　濃　導　彦
図書館機構長 引　原　隆　士
産官学連携本部長 阿曽沼　慎　司
国際戦略本部長 稲　葉　カ　ヨ
■物質−細胞統合システム拠点
拠点長 北　川　　　進
■高等研究院 　
高等研究院長 森　　　重　文
　担当部長 松　井　一　純
　高等研究院等事務長（兼） 松　井　一　純
　高等研究院等副事務長 藤　井　稔　久
■学系、学域
■人文・社会科学域
学域長 潮　見　佳　男
文学系長 平　田　昌　司
教育学系長 稲　垣　恭　子
法学系長 潮　見　佳　男
経済学系長 文　　　世　一
人文学系長 井　波　陵　一
統合経済学系長 岡　田　　　章
■自然科学域
学域長 時　任　宣　博
数学系長 國　府　寛　司
物理・宇宙物理学系長 田　中　耕一郎
地球惑星科学系長 中　西　一　郎
純正化学系長 三　木　邦　夫
生物科学系長 平　野　丈　夫
地球工学系長 三　村　　　衛
建築学系長 大　﨑　　　純
物理工学系長 小　寺　秀　俊
電気電子工学系長 土　居　伸　二
工業化学系長 梅　田　眞　郷
農学資源経済学系長 稲　村　達　也
農芸化学系長 金　本　龍　平

生物生産環境学系長 西　尾　嘉　之
応用生物学系長 松　井　　　徹
エネルギー科学系長 宅　田　裕　彦
情報学系長 中　村　佳　正
生命科学系長 佐　藤　文　彦
統合化学系長 時　任　宣　博
再生医科学系長 開　　　祐　司
エネルギー理工学系長 水　内　　　亨
生存圏科学系長 渡　邊　隆　司
防災学系長 寶　　　　　馨
基礎物理学系長 佐々木　　　節
ウイルス学系長 小　柳　義　夫
数理解析学系長 向　井　　　茂
複合原子力科学系長 川　端　祐　司
霊長類野生動物学系長 湯　本　貴　和
生態フィールド学系長 中　野　伸　一
■医・薬学域
学域長 萩　原　正　敏
基礎・社会医学系長 萩　原　正　敏
臨床医学系長 宮　本　　　享
人間健康科学系長 足　立　壯　一
薬学系長 中　山　和　久
iPS細胞学系長 山　中　伸　弥
■学際学域
学域長 杉　山　雅　人
人間・環境学系長 杉　山　雅　人
地域研究学系長 水　野　廣　祐
■事務本部 　
総務部長 小　山　房　男
　�総務部次長（事務改革・
渉外担当） 土　田　英　弘

　総務課長 泉　　　茂　樹
　�法務・コンプライアンス
課長 梶　村　正　治

　�法務・コンプライアンス課個人
情報保護・情報公開室長 俣　野　　　正

　監査室担当課長（兼） 梶　村　正　治
　事務改革推進室長 岡　島　　　徹
　人事課長 横　山　陽　一
　�人事課医学・病院人事事
務室長 井　本　　　憲

　渉外課長 一　色　　　博
　報道担当課長（兼） 岡　島　　　徹
企画・情報部長 川　内　　　享
　企画課長 佐　藤　邦　明
　�企画課IR推進室長（評価・
中期目標・計画担当） 小　川　交　洋

　広報課長 岡　田　智惠美
　国際交流課長 梶　　　佐知子
　情報推進課長 山　口　　　悟
　情報基盤課長 四　方　敏　明
財務部長 長　澤　公　洋
　財務課長 中　田　幸　志
　監理課長 河野矢　英　成
　経理課長 鳥　塚　長　睦
施設部長 山　下　隆　幸
　施設企画課長 加　藤　圭　治
　環境安全保健課長 小　池　　　弘
　整備課長 浅　井　達　夫
　管理課長 末　廣　一　成
　プロパティ運用課長 小　西　喜久男
教育推進・学生支援部長　 三　浦　和　幸
　�教育推進・学生支援部次
長 山　本　淳　司

　学生課長 藤　田　尚　弥
　�学生課キャリアサポート
主幹 清　水　克　哉

　厚生課長 瀧　本　　　健
　教務企画課長 大　柿　泰　章

　�教務企画課教育情報推進
室長（兼） 中　澤　和　紀

　国際教育交流課長 馬　渕　光　正
　入試企画課長 竹　花　浩　幸
研究推進部長 小　倉　一　夫
　研究推進課長 林　　　史　晃
　産官学連携課長 浦　嶋　真　次
■共通事務部 　
■本部構内（文系）共通事務部
事務部長 河　原　　　隆
　総務課長 廣　中　保　彦
　経理課長 野　田　稔　貴
　図書担当課長 島　　　文　子
■本部構内（理系）共通事務部
事務部長 小　谷　和　宏
　次長 塚　上　公　昭
　総務課長 松　村　一　矢
　経理課長 山　本　守　雄
■吉田南構内共通事務部
事務部長 疋　田　　　覚
　次長 服　部　正　樹
　総務課長 廣　中　理　絵
　経理課長 藤　井　稔　久
■医学・病院構内共通事務部
事務部長 川　口　泰　史
　経理・研究協力課長 岡　本　　　徹
■南西地区共通事務部
事務部長 古　田　靖　高
　次長 小　林　英　治
　総務課長 石　田　　　忍
　管理課長 奥　山　　　諭
　経理課長 廣　瀨　幸　司
■北部構内事務部
事務部長 中　村　一　也
　次長 大　塚　正　人
　総務課長 奥　村　晃　弘
　管理課長 上　原　孝　俊
　経理課長 谷　川　　　徹
　施設安全課長（兼） 大　塚　正　人
　教務・図書課長 岩　井　信　孝
　センター担当課長 小　西　昌　宏
■宇治地区事務部
事務部長 森　　　勝　二
　総務課長 平　井　良　昌
　経理課長 中　村　昌　也
　研究協力課長 森　田　勇　二
　施設環境課長 岡　田　修　一
■桂地区（工学研究科）事務部
事務部長 竹　下　基　幸
　総務課長　 渡　邉　正　和
　管理課長 駒　村　正　章
　教務課長 長谷川　敏　之
　学術協力課長 半　田　智　子
　経理事務センター長 野　村　眞由美
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