






























































































































准教授 中村 洋平 魚類生息場の機能解明、海産魚類の生態
准教授 深田 陽久 魚類の食欲・消化・成長に関する研究、ブランド養殖魚の開発
准教授 山口 晴生 海洋植物プランクトンに関する研究、内湾赤潮の解明
講師 今城 雅之 魚類の病原微生物（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫）に関する研究

教授 上田 忠治 新規金属錯体の合成および酸化還元反応解析
教授 岡村 慶 海底鉱床探査のための現場型化学センサ開発
教授 村山 雅史 海洋の物質循環と海底資源形成に関する研究
教授 寄高 博行 海洋表層流の変動に関する研究
准教授 西尾 嘉朗 温泉の子どもの調査研究
准教授 野口 拓郎 海底熱水活動に伴う有用金属・有害金属の動態解明
講師 小河 脩平 新規無機固体触媒の合成および低温での化学反応

教授 久保田 賢 造礁サンゴなどの海洋生物のタンパク質や遺伝子に関する研究
教授 津田 正史 海洋微細藻からの有用物質の探索と開発、およびＤＮＰ－ＮＭＲ研究
教授 長﨑 慶三 海洋生態系におけるウイルスの役割と存在意義に関する研究
准教授 金野 大助 生理活性有機化合物の分子構造・反応解析および人工合成
准教授 櫻井 哲也 藻類等の生命情報を網羅的に用いた比較解析によるゲノム研究
准教授 寺本 真紀 有益な物質の生産や環境浄化にむけた微生物の探索・構築
准教授 難波 卓司 海洋生物が産生する化合物の薬理作用の探索と真核細胞の恒常性維持機構の解析
准教授 三浦 収 海産無脊椎動物の生態と進化の研究
准教授 山田 和彦 次世代型NMR装置の開発
助教 小野寺 健一 海洋共生微細藻を大量に培養し未利用物質資源を探索する研究
助教 Dana Ulanova　海洋微生物の二次代謝産物生合成研究 

教授 池田 啓実 組織が自己の課題を自ら解決する自己組織化機能に関する研究
教授 市川 昌広 村落の土地利用・森林利用と住民の暮らし、日本の中山間地域問題
教授 上田 健作 非営利組織の機能及び非営利組織の経営に関する研究
教授 内田 純一 成人教育学、社会教育学、地域づくり教育、生涯学習論、公民館、地域施設
教授 大石 達良 日本企業の海外活動とくに欧州域内における活動の研究
教授 鈴木 啓之 現代日本の財政政策、地域経済と地域政策、公信用論
教授 霜浦 森平 都市農村交流と農村ツーリズムに関する研究
教授 田中 求 農山漁村の多様な豊かさの再構築、和紙原料栽培と資源管理、獣害対策、環境社会学
教授 玉里 恵美子 中山間地域における集落の変容と再生および地域福祉に関する研究
教授 湊 邦生 地域研究（モンゴル）、計量社会学、多文化関係学、地域協働学
准教授 石筒 覚 工業団地政策、マレーシアにおける地域政策・産業政策、サービスラーニングのプログラム開発
准教授 大槻 知史 持続的な地域運営の支援（防災、地域活性、遺産保全）、防災教育
准教授 斉藤 雅洋 地域活動と住民の学び、地域づくりと環境教育・ESD、学校・家庭・地域の連携・協働
准教授 須藤 順 起業家育成／スタートアップ支援、コミュニティデザイン、ソーシャルビジネス、アイデア創出、場づくり
准教授 中澤 純治 産業連関分析を中心とした地域経済の数量分析
准教授 中村 哲也 日本野球史、スポーツと体罰、大学スポーツ政策、運動部活論
准教授 藤岡 正樹 防災教育、地域防災、避難シミュレーション、社会的起業
准教授 松本 明 持続可能な地域づくりに資する計画論、評価方法、人材育成等
准教授 吉岡 一洋 グラフィックデザイン、版画、地域芸術、アート、美術教育
講師 今城 逸雄 地域と協働した教育開発の研究、商店街活性化に関する研究
講師 佐藤 洋子 地方都市・農村における女性の労働と生活に関する研究
講師 俣野 秀典 組織における知の創造、大学教職員の能力開発、ファシリテーション
助教 佐藤 文音 住民の介護予防活動の研究、ダンスを用いた健康増進活動の研究
助教 森 明香 河川開発の社会的影響、公害・環境問題をめぐる住民運動、環境社会学

特任教授 奥田 一雄 植物の細胞の形を決めるしくみを明らかにする研究
准教授 前西 繁成 非営利組織のマネジメント、企業の社会的責任
准教授 柴田 雄介 日本語母語話者による英語超文節音の知覚と産出の研究
講師 Sharpe Michael John　グローバル言語としての英語、英語史

教授 塩崎 俊彦 17・18世紀日本文学の注釈的研究、文学受容と社会変動に関する研究
准教授 立川 明 科学教育における能動学習の効果、高等教育における能動学習の効果
准教授 杉田 郁代 授業の中の学生支援（学生の居場所がある授業づくり）に関する研究
特任講師 髙畑 貴志 教育におけるICTの利活用

准教授 松島 朝秀 科学的手法を用いた文化財資料の調査及び保存環境の研究

准教授 大塚 智子 入試data解析、主体性等の評価方法の研究
准教授 喜村 仁詞 大学と受験生のコミュニケーション、サービス・マーケティング

特任准教授 佐藤 剛介 精神的健康に対する文化・社会環境要因の検討、障害科学と支援
特任准教授 森田 佐知子 キャリア、生涯学習に関する国際比較、ICTを使ったキャリア支援
講師 坂本 智香 レポートの書き方指導に関する研究、日本語文法（名詞）の研究

教授 井上 顕 自殺対策、精神医学（特に不安症）、メンタルヘルス、社会医学
教授 西山 充 食欲調節機構の解明と新規肥満症治療法の研究
准教授 澁谷 恵子 医学部学生、医療従事者のメンタルヘルス支援体制の構築

教授 大西 浩平 病原細菌の病原性関連遺伝子の発現調節機構の解明
教授 木下 泉 魚類の初期生活史および個体発生に関する研究
准教授 加藤 伸一郎 遺伝子工学的手法による含硫化合物生合成系の機能解析
准教授 斉藤 知己 海洋生物（甲殻類、ウミガメ等）の生態、繁殖、分類に関する研究
准教授 坂本 修士 非翻訳RNAの産生変動が引き起こす病態生理現象
准教授 津田 雅之 発生工学的手法を用いたマウスの発生や再生に関する研究
准教授 平岡 雅規 海藻類の生殖、生態、増養殖に関する研究
助教 都留 英美 免疫細胞の情報伝達物質の分泌メカニズムに関する研究
助教 樋口 琢磨 小分子RNAを介した癌化制御に関する研究

教授 石塚 悟史 産学官民連携、地域再生事業、科学技術振興、環境保全学
特任教授 恒川 典之 研究シーズからの知的財産の発掘及び権利の最大化、技術移転
特任教授 富 裕孝 食用資源研究開発、機能性表示、トクホ開発
特任教授 野村 明 地域農水産資源を利用した新製品開発並びにその特性評価
准教授 赤池 慎吾 日本・台湾における森林保全歴史研究、日本遺産による地域活性化
准教授 岡村 健志 デジタルマーケティングを活用した公共事業の運営方法の開発
准教授 吉用 武史 域学連携、自治体との連携に基づく地域活性化事業の企画立案
特任准教授 松浦 孝範 産学官民連携、研究プロジェクト企画運営、研究推進戦略策定支援
講師 大﨑 優 地域経済構造・中山間地域問題分析、自転車を活用したまちづくり
講師 梶 英樹 自治体等との連携に基づく地域活性化事業の企画立案及び運営支援
特任講師 松田 高政 食の6次産業化、消費者・販売者の視点による地域産品の開発
特任助教 栗田 せりか 地域食材の成分分析と食品の品質管理

教授 新納 宏 地球的規模の課題と国際協力、移行経済国の市場経済化支援、中央アジアの地域開発
教授 林 翠芳 日本語の語彙に関する研究、日中対照研究
准教授 大塚 薫 日本語教授法、メディア教育研究、日本語教育教材開発研究
特任講師 岡本 葉子 持続的資源利用管理と生物多様性保全、島嶼国Eco-DRRと気候変動

准教授 佐々木 正人 分散システム管理運用技術、情報セキュリティ、情報教育
助教 石黒 克也 素粒子物理学、格子量子色力学、情報教育

教授 池原 実 新生代における地球環境システム変動の解明
教授 岩井 雅夫 新生代地球表層圏の生物・環境多様性の形成・進化に関する研究
教授 安田 尚登 メタンハイドレート生成やガス生産時における海底地層に及ぼす影響評価
教授 山本 裕二 地質試料の残留磁気記録に基づく古地球磁場変動の解明
特任教授 臼井 朗 海底鉱物資源の形成過程、形成条件の研究
特任教授 徳山 英一 海底鉱物・エネルギー資源の形成プロセスに関する研究、海底活構造研究
准教授 氏家 由利香 微化石生物を用いた海洋生態系と地球環境の進化
講師 浦本 豪一郎 外洋深海底の鉱物資源形成メカニズムの研究
特任講師 朝日 博史 古海洋学、北太平洋・北極海の海氷発達と全球的な気候変遷史の関連性
助教 Kars Myriam　環境磁気学的手法による古環境・続成作用 とガスハイドレートの研究
特任助教 奥村 知世 堆積物中の微生物ー鉱物相互作用の研究
特任助教 松井 浩紀 プランクトン化石を用いた過去の海洋環境変動の解明
特任助教 新井 和乃 地震・津波に伴う堆積物重力流の発生と海底環境の変動

教授 岩崎 保道 大学評価及びIR（Institutional Research）に関わる研究

准教授 小島 優子 ドイツ観念論哲学における生と死の継承について
准教授 廣瀬 淳一 協力行動と幸福に関する研究

准教授 濱田 佳代子 妊娠、出産、育児の支援に関する研究
准教授 松本 智津 子どもが育つ環境、NICUでの看護
講師 石岡 洋子 妊婦のBMIと周産期予後との関連について、助産師学生・助産師に必要な倫理教育について
講師 髙橋 美美 大学生の精神看護技術修得について、対人援助技術に関する研究
講師 竹村 多加 看護学生の自尊感情、成人看護技術に関する研究
講師 吉村 澄佳 働く女性の健康に関する研究、睡眠と健康
助教 川合 弘恭 小児期から慢性疾患をもつ子どもやAYA世代の方の自分らしさ、自立（自律）に関する研究

教授 奥谷 文乃 においや味の情報は脳でどのように処理されているか
准教授 杉本 加代 壮年期における生活習慣
准教授 田淵 啓二 病気を抱えて生活する人々への支援，国際保健医療
講師 小笠原 木綿 嚥下障害と継続看護ケア,退院後の生活がイメージできる移行期看護
講師 齋藤 美和 保健師・養護教諭の人材育成、看護技術をはかる
助教 林 昌子 在宅生活を送る脳卒中高齢者の持てる力・高齢者看護 

教授 尾形 凡生 果樹の成長制御機構の解明とケミカルコントロール技術の開発
教授 島崎 一彦 試験官内の組織培養によるランの苗生産技術の開発と希少植物の生態調査
准教授 西村 安代 野菜の養液栽培・生理障害・園芸施設の光環境・環境保全型農業
准教授 増田 和也 農山漁村における資源利用と社会変容に関する研究
准教授 松川 和嗣 高知県独特の和牛である土佐あかうしの生産振興にかかわる研究
准教授 宮内 樹代史 園芸ハウスの環境制御技術の開発、植物生産流通システムの最適化
准教授 宮崎 彰 イネの高温登熟性・乾燥適応性に関する研究、熱帯有用植物の栽培生理
講師 濵田 和俊 果樹の開花・果実発育の制御およびメカニズムの解明
講師 松島 貴則 労働力問題と農業サービス、土地利用型農業の研究
講師 山根 信三 循環型農業生産・高品質種なし果実の作出・GTL利用省エネ多収農法

教授 森 牧人 広域農林生態系の気象環境学的評価
准教授 伊藤 桂 ハダニ・昆虫類を用いた行動生態学・進化生態学
准教授 手林 慎一 植物の病害虫や環境に対する抵抗性の化学的・分子生物学的解明
准教授 鈴木紀之 昆虫の行動・進化・群集、生物多様性の生態学的な効果
講師 阪田 光和　 イネの遺伝資源の利用に関する研究

教授 鈴木 保志 林道・架線、森林作業システム、木質バイオマスの収穫と利用
特任シニアプロフェッサー 塚本 次郎 環境・生物多様性保全に配慮した森林管理技術、落葉分解系の空間分布パターン
准教授 市浦 英明 機能紙に関する研究、バイオマス産業廃棄物の再資源化に関する研究
准教授 市栄 智明 樹木の成長や繁殖、環境ストレス応答に関する研究
講師 松本 美香　 中山間地域における森林管理、林業林産業構造、集落構造
講師 守口 海　 経済性と持続性を考慮した森林経営・管理・計画

教授 河野 俊夫 食品偽装防止技術、食品への異物混入検出技術などの食品安全工学
教授 藤原 拓 地球温暖化を考慮した流域水環境管理に関する研究
教授 松本 伸介 農業水利施設の構造設計、建設材料の新規開発、音環境の調査
准教授 齋 幸治 地域水環境悪化の原因メカニズム解明と改善
准教授 佐藤 周之 流域水環境管理および流域社会基盤管理に向けた総合的な工学的研究
准教授 佐藤 泰一郎 中山間地域の水・土・里環境保全、環境型傾斜地農業の推進
准教授 松岡 真如 衛星データやデジタル地図を活用した陸域環境の解析

教授 芦内 誠 バイオベース新素材の開発と応用、環境先進型の微生物分子育種技術の確立
教授 枝重 圭祐 動物の生殖細胞の凍結保存技術の開発と耐凍性に関わる遺伝子の探索
教授 木場 章範 植物の発病・免疫機構の解明～病気に罹らない植物をつくろう！～
教授 金 哲史 昆虫行動を制御する化学因子・植物の生理活性物質に関する研究
教授 康 峪梅 土壌・水の有害金属汚染、草原退化の機構解明と対策
教授 田中 壮太 熱帯土壌学、土壌生態学、持続可能な農業
教授 永田 信治 食と健康と環境に役立つ有用微生物探索と産業利用
教授 曵地 康史 植物細菌学：細菌と植物の相互作用の解明と植物病害防除技術開発
准教授 上野 大勢 高等植物の栄養生理に関する研究
准教授 柏木 丈拡 食品中の生体調節物質の探求、食品の香り成分の有効利用
准教授 島村 智子 食品成分に関する研究、食品の機能性の解明
准教授 村松 久司 産業用酵素の探索・機能解析・応用法の開発
准教授 森塚 直樹 農耕地生態系の元素動態の評価と適正化、簡易評価法の開発 
講師 若松 泰介 新規有用たんぱく質の探索、機能解析・構造解析、そして応用

教授 足立 真佐雄 赤潮有毒プランクトンの研究、プランクトンによるバイオ燃料生産
教授 池島 耕 沿岸の環境、水生生物の生態と保全に関する研究
教授 大嶋 俊一郎 魚病原因微生物の診断・感染機構・防除法、養殖魚の生産に関する研究
教授 關 伸吾 魚介類の品種改良、野生集団の遺伝的保全に関する研究
教授 益本 俊郎 養殖魚飼料の栄養と消化吸収に関する研究
教授 森岡 克司 養殖魚の品質、鮮度保持に関する研究、未利用資源の有効利用
准教授 足立 亨介 海産無脊椎動物と深海動物を用いたバイオテクノロジー

助教 田村 貴彦 重症患者における栄養管理に関する研究
助教 立岩 浩規 術後認知機能障害の病態機序解明と予防戦略に関する研究

助教 永野 靖典 地域医療におけるリハビリテーション医学の研究

教授 瀬尾 宏美 能動的学習や臨床技能教育に関する研究
准教授 武内 世生 感染症、HIV/AIDS診療、感染管理、臨床推論
講師 小松 直樹 総合診療、プライマリ・ケア／地域医療
助教 北村 聡子 総合診療、心肺蘇生教育、禁煙外来、不整脈治療

准教授 耕﨑 拓大 胆膵疾患の先進治療
助教 水田 洋 ピロリ菌遺伝子変異と各種疾患の病態との関連について

准教授 戸井 慎 人体病理

助教 荒木 まり子 小児内分泌疾患
助教 玉城 渉 先天性心疾患、学校心臓検診
助教 氏原 悠介 タイムラプス法を用いたがん免疫治療
助教 樋口 やよい 婦人科腫瘍、がん免疫

講師 松本 竜季 急性腎障害における新規バイオマーカーの研究
助教 葺石 陽亮 泌尿器内視鏡手術/周術期管理

特任助教 久野 貴平 排尿筋過活動に対する5-ALAによる改善効果の検討

准教授 久米 基彦 医療安全管理体制の確立、医療事故の原因究明、医療事故防止

教授 宮村 充彦 臨床薬理学、天然物化学、嚥下機能改善剤の開発

特任教授 執印 太郎 泌尿器腫瘍学、稀少疾患医学、腫瘍マーカー開発
特任准教授 西本 博之 医療情報学、情報知能工学、経営情報学、数理統計学、設計工学
特任講師 田井 麻美 臨床研究の実際的アプローチ、被験者保護、研究倫理、壮年期の余暇と健康観に関する研究
特任助教 黒岩 朝 多項式分解と素数の関係についての代数学的・統計数学的アプローチ

講師 Ribble Daniel Brownson　比較音楽学、尺八の国際化に関する研究、英語圏の語源学

教授 奥原 義保 医療情報システム、医療情報データの解析
准教授 畠山 豊 医療情報解析、データマイニング
助教 兵頭 勇己 医療情報解析・身体運動の定量化・運動障害のシミュレーション

講師 沈 淵 臍帯血幹細胞から抗腫瘍エフェクター細胞へ分化誘導・免疫学、再生医療学
助教 王 飛霏　 脳性麻痺モデルに対する臍帯血幹細胞移植の治療メカニズム
助教 馬場 伸育 臍帯血幹細胞の分化増殖能と損傷組織修復のメカニズムの解析
助教 山下 竜幸　 組織幹細胞の分化増殖法、保存法の開発、および幹細胞を用いた損傷組織の修復

特任助教 中山 沢 腫瘍細胞に対する分子生物学的探索及び治療法の開発

教授 栗原 幸男 保健医療データの解析、安心・安全な医療情報利用のしくみの研究
教授 森木 妙子 看護師長、時間管理、経営意識、災害看護、看護管理の工夫に関する研究
准教授 笹岡 晴香 便秘に関する緩和方法および評価
講師 下元 理恵 看護師、OJT、慢性心不全患者に関する研究
助教 藤井 千江美 アフリカの農村地域における母子の健康増進に向けたしくみ作り

教授 大坂 京子 ロボットを用いた看護ケアの可能性および看護師の役割
教授 関屋 伸子 出産の援助、子宮頸がん検診受診行動、妊婦の肥満度及び体重増加と分娩アウトカムに関する研究
教授 溝渕 俊二 高知県の機能性素材の探索
教授 山脇 京子 慢性疾患患者のQOL
准教授 佐藤 美樹 睡眠と健康、自律神経活動、生活習慣に関する研究

次世代地域創造センター

国際連携推進センター

学術情報基盤図書館

海洋コア総合研究センター

IR・評価機構

安全・安心機構
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地域協働学部　地域協働学科
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農林海洋科学部　農林資源環境科学科　暖地農学主専攻領域

農林海洋科学部　海洋資源科学科　海洋生命科学コース

農林海洋科学部　農林資源環境科学科　生産環境管理学主専攻領域

農林海洋科学部　農芸化学科

大学教育創造センター

農林海洋科学部　農林資源環境科学科　自然環境学主専攻領域

医学部　看護学科　地域看護学

農林海洋科学部　海洋資源科学科　海底資源環境学コース

全学教育機構

総合研究センター

医学部　附属病院　薬剤部

医学部　附属病院　次世代医療創造センター

医学部　附属病院　医療安全管理部

医学部　医学科　英語

医学部　附属病院　がん治療センター

医学部　附属病院　病理診断部・病理診断科

医学部　附属医学情報センター

医学部　附属先端医療学推進センター

医学部　附属光線医療センター

医学部　看護学科　基礎看護学

医学部　附属病院　リハビリテーション部

医学部　附属病院　周産母子センター

医学部　附属病院　透析部

医学部　附属病院　総合診療部

医学部　附属病院　内視鏡診療部

保健管理センター

医学部　看護学科　臨床看護学

農林海洋科学部　海洋資源科学科　海洋生物生産学コース アドミッションセンター

教師教育センター

医学部　附属病院　集中治療部

学生総合支援センター
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准教授 中村 洋平 魚類生息場の機能解明、海産魚類の生態
准教授 深田 陽久 魚類の食欲・消化・成長に関する研究、ブランド養殖魚の開発
准教授 山口 晴生 海洋植物プランクトンに関する研究、内湾赤潮の解明
講師 今城 雅之 魚類の病原微生物（ウイルス、細菌、原虫、寄生虫）に関する研究

教授 上田 忠治 新規金属錯体の合成および酸化還元反応解析
教授 岡村 慶 海底鉱床探査のための現場型化学センサ開発
教授 村山 雅史 海洋の物質循環と海底資源形成に関する研究
教授 寄高 博行 海洋表層流の変動に関する研究
准教授 西尾 嘉朗 温泉の子どもの調査研究
准教授 野口 拓郎 海底熱水活動に伴う有用金属・有害金属の動態解明
講師 小河 脩平 新規無機固体触媒の合成および低温での化学反応

教授 久保田 賢 造礁サンゴなどの海洋生物のタンパク質や遺伝子に関する研究
教授 津田 正史 海洋微細藻からの有用物質の探索と開発、およびＤＮＰ－ＮＭＲ研究
教授 長﨑 慶三 海洋生態系におけるウイルスの役割と存在意義に関する研究
准教授 金野 大助 生理活性有機化合物の分子構造・反応解析および人工合成
准教授 櫻井 哲也 藻類等の生命情報を網羅的に用いた比較解析によるゲノム研究
准教授 寺本 真紀 有益な物質の生産や環境浄化にむけた微生物の探索・構築
准教授 難波 卓司 海洋生物が産生する化合物の薬理作用の探索と真核細胞の恒常性維持機構の解析
准教授 三浦 収 海産無脊椎動物の生態と進化の研究
准教授 山田 和彦 次世代型NMR装置の開発
助教 小野寺 健一 海洋共生微細藻を大量に培養し未利用物質資源を探索する研究
助教 Dana Ulanova　海洋微生物の二次代謝産物生合成研究 

教授 池田 啓実 組織が自己の課題を自ら解決する自己組織化機能に関する研究
教授 市川 昌広 村落の土地利用・森林利用と住民の暮らし、日本の中山間地域問題
教授 上田 健作 非営利組織の機能及び非営利組織の経営に関する研究
教授 内田 純一 成人教育学、社会教育学、地域づくり教育、生涯学習論、公民館、地域施設
教授 大石 達良 日本企業の海外活動とくに欧州域内における活動の研究
教授 鈴木 啓之 現代日本の財政政策、地域経済と地域政策、公信用論
教授 霜浦 森平 都市農村交流と農村ツーリズムに関する研究
教授 田中 求 農山漁村の多様な豊かさの再構築、和紙原料栽培と資源管理、獣害対策、環境社会学
教授 玉里 恵美子 中山間地域における集落の変容と再生および地域福祉に関する研究
教授 湊 邦生 地域研究（モンゴル）、計量社会学、多文化関係学、地域協働学
准教授 石筒 覚 工業団地政策、マレーシアにおける地域政策・産業政策、サービスラーニングのプログラム開発
准教授 大槻 知史 持続的な地域運営の支援（防災、地域活性、遺産保全）、防災教育
准教授 斉藤 雅洋 地域活動と住民の学び、地域づくりと環境教育・ESD、学校・家庭・地域の連携・協働
准教授 須藤 順 起業家育成／スタートアップ支援、コミュニティデザイン、ソーシャルビジネス、アイデア創出、場づくり
准教授 中澤 純治 産業連関分析を中心とした地域経済の数量分析
准教授 中村 哲也 日本野球史、スポーツと体罰、大学スポーツ政策、運動部活論
准教授 藤岡 正樹 防災教育、地域防災、避難シミュレーション、社会的起業
准教授 松本 明 持続可能な地域づくりに資する計画論、評価方法、人材育成等
准教授 吉岡 一洋 グラフィックデザイン、版画、地域芸術、アート、美術教育
講師 今城 逸雄 地域と協働した教育開発の研究、商店街活性化に関する研究
講師 佐藤 洋子 地方都市・農村における女性の労働と生活に関する研究
講師 俣野 秀典 組織における知の創造、大学教職員の能力開発、ファシリテーション
助教 佐藤 文音 住民の介護予防活動の研究、ダンスを用いた健康増進活動の研究
助教 森 明香 河川開発の社会的影響、公害・環境問題をめぐる住民運動、環境社会学

特任教授 奥田 一雄 植物の細胞の形を決めるしくみを明らかにする研究
准教授 前西 繁成 非営利組織のマネジメント、企業の社会的責任
准教授 柴田 雄介 日本語母語話者による英語超文節音の知覚と産出の研究
講師 Sharpe Michael John　グローバル言語としての英語、英語史

教授 塩崎 俊彦 17・18世紀日本文学の注釈的研究、文学受容と社会変動に関する研究
准教授 立川 明 科学教育における能動学習の効果、高等教育における能動学習の効果
准教授 杉田 郁代 授業の中の学生支援（学生の居場所がある授業づくり）に関する研究
特任講師 髙畑 貴志 教育におけるICTの利活用

准教授 松島 朝秀 科学的手法を用いた文化財資料の調査及び保存環境の研究

准教授 大塚 智子 入試data解析、主体性等の評価方法の研究
准教授 喜村 仁詞 大学と受験生のコミュニケーション、サービス・マーケティング

特任准教授 佐藤 剛介 精神的健康に対する文化・社会環境要因の検討、障害科学と支援
特任准教授 森田 佐知子 キャリア、生涯学習に関する国際比較、ICTを使ったキャリア支援
講師 坂本 智香 レポートの書き方指導に関する研究、日本語文法（名詞）の研究

教授 井上 顕 自殺対策、精神医学（特に不安症）、メンタルヘルス、社会医学
教授 西山 充 食欲調節機構の解明と新規肥満症治療法の研究
准教授 澁谷 恵子 医学部学生、医療従事者のメンタルヘルス支援体制の構築

教授 大西 浩平 病原細菌の病原性関連遺伝子の発現調節機構の解明
教授 木下 泉 魚類の初期生活史および個体発生に関する研究
准教授 加藤 伸一郎 遺伝子工学的手法による含硫化合物生合成系の機能解析
准教授 斉藤 知己 海洋生物（甲殻類、ウミガメ等）の生態、繁殖、分類に関する研究
准教授 坂本 修士 非翻訳RNAの産生変動が引き起こす病態生理現象
准教授 津田 雅之 発生工学的手法を用いたマウスの発生や再生に関する研究
准教授 平岡 雅規 海藻類の生殖、生態、増養殖に関する研究
助教 都留 英美 免疫細胞の情報伝達物質の分泌メカニズムに関する研究
助教 樋口 琢磨 小分子RNAを介した癌化制御に関する研究

教授 石塚 悟史 産学官民連携、地域再生事業、科学技術振興、環境保全学
特任教授 恒川 典之 研究シーズからの知的財産の発掘及び権利の最大化、技術移転
特任教授 富 裕孝 食用資源研究開発、機能性表示、トクホ開発
特任教授 野村 明 地域農水産資源を利用した新製品開発並びにその特性評価
准教授 赤池 慎吾 日本・台湾における森林保全歴史研究、日本遺産による地域活性化
准教授 岡村 健志 デジタルマーケティングを活用した公共事業の運営方法の開発
准教授 吉用 武史 域学連携、自治体との連携に基づく地域活性化事業の企画立案
特任准教授 松浦 孝範 産学官民連携、研究プロジェクト企画運営、研究推進戦略策定支援
講師 大﨑 優 地域経済構造・中山間地域問題分析、自転車を活用したまちづくり
講師 梶 英樹 自治体等との連携に基づく地域活性化事業の企画立案及び運営支援
特任講師 松田 高政 食の6次産業化、消費者・販売者の視点による地域産品の開発
特任助教 栗田 せりか 地域食材の成分分析と食品の品質管理

教授 新納 宏 地球的規模の課題と国際協力、移行経済国の市場経済化支援、中央アジアの地域開発
教授 林 翠芳 日本語の語彙に関する研究、日中対照研究
准教授 大塚 薫 日本語教授法、メディア教育研究、日本語教育教材開発研究
特任講師 岡本 葉子 持続的資源利用管理と生物多様性保全、島嶼国Eco-DRRと気候変動

准教授 佐々木 正人 分散システム管理運用技術、情報セキュリティ、情報教育
助教 石黒 克也 素粒子物理学、格子量子色力学、情報教育

教授 池原 実 新生代における地球環境システム変動の解明
教授 岩井 雅夫 新生代地球表層圏の生物・環境多様性の形成・進化に関する研究
教授 安田 尚登 メタンハイドレート生成やガス生産時における海底地層に及ぼす影響評価
教授 山本 裕二 地質試料の残留磁気記録に基づく古地球磁場変動の解明
特任教授 臼井 朗 海底鉱物資源の形成過程、形成条件の研究
特任教授 徳山 英一 海底鉱物・エネルギー資源の形成プロセスに関する研究、海底活構造研究
准教授 氏家 由利香 微化石生物を用いた海洋生態系と地球環境の進化
講師 浦本 豪一郎 外洋深海底の鉱物資源形成メカニズムの研究
特任講師 朝日 博史 古海洋学、北太平洋・北極海の海氷発達と全球的な気候変遷史の関連性
助教 Kars Myriam　環境磁気学的手法による古環境・続成作用 とガスハイドレートの研究
特任助教 奥村 知世 堆積物中の微生物ー鉱物相互作用の研究
特任助教 松井 浩紀 プランクトン化石を用いた過去の海洋環境変動の解明
特任助教 新井 和乃 地震・津波に伴う堆積物重力流の発生と海底環境の変動

教授 岩崎 保道 大学評価及びIR（Institutional Research）に関わる研究

准教授 小島 優子 ドイツ観念論哲学における生と死の継承について
准教授 廣瀬 淳一 協力行動と幸福に関する研究

准教授 濱田 佳代子 妊娠、出産、育児の支援に関する研究
准教授 松本 智津 子どもが育つ環境、NICUでの看護
講師 石岡 洋子 妊婦のBMIと周産期予後との関連について、助産師学生・助産師に必要な倫理教育について
講師 髙橋 美美 大学生の精神看護技術修得について、対人援助技術に関する研究
講師 竹村 多加 看護学生の自尊感情、成人看護技術に関する研究
講師 吉村 澄佳 働く女性の健康に関する研究、睡眠と健康
助教 川合 弘恭 小児期から慢性疾患をもつ子どもやAYA世代の方の自分らしさ、自立（自律）に関する研究

教授 奥谷 文乃 においや味の情報は脳でどのように処理されているか
准教授 杉本 加代 壮年期における生活習慣
准教授 田淵 啓二 病気を抱えて生活する人々への支援，国際保健医療
講師 小笠原 木綿 嚥下障害と継続看護ケア,退院後の生活がイメージできる移行期看護
講師 齋藤 美和 保健師・養護教諭の人材育成、看護技術をはかる
助教 林 昌子 在宅生活を送る脳卒中高齢者の持てる力・高齢者看護 

教授 尾形 凡生 果樹の成長制御機構の解明とケミカルコントロール技術の開発
教授 島崎 一彦 試験官内の組織培養によるランの苗生産技術の開発と希少植物の生態調査
准教授 西村 安代 野菜の養液栽培・生理障害・園芸施設の光環境・環境保全型農業
准教授 増田 和也 農山漁村における資源利用と社会変容に関する研究
准教授 松川 和嗣 高知県独特の和牛である土佐あかうしの生産振興にかかわる研究
准教授 宮内 樹代史 園芸ハウスの環境制御技術の開発、植物生産流通システムの最適化
准教授 宮崎 彰 イネの高温登熟性・乾燥適応性に関する研究、熱帯有用植物の栽培生理
講師 濵田 和俊 果樹の開花・果実発育の制御およびメカニズムの解明
講師 松島 貴則 労働力問題と農業サービス、土地利用型農業の研究
講師 山根 信三 循環型農業生産・高品質種なし果実の作出・GTL利用省エネ多収農法

教授 森 牧人 広域農林生態系の気象環境学的評価
准教授 伊藤 桂 ハダニ・昆虫類を用いた行動生態学・進化生態学
准教授 手林 慎一 植物の病害虫や環境に対する抵抗性の化学的・分子生物学的解明
准教授 鈴木紀之 昆虫の行動・進化・群集、生物多様性の生態学的な効果
講師 阪田 光和　 イネの遺伝資源の利用に関する研究

教授 鈴木 保志 林道・架線、森林作業システム、木質バイオマスの収穫と利用
特任シニアプロフェッサー 塚本 次郎 環境・生物多様性保全に配慮した森林管理技術、落葉分解系の空間分布パターン
准教授 市浦 英明 機能紙に関する研究、バイオマス産業廃棄物の再資源化に関する研究
准教授 市栄 智明 樹木の成長や繁殖、環境ストレス応答に関する研究
講師 松本 美香　 中山間地域における森林管理、林業林産業構造、集落構造
講師 守口 海　 経済性と持続性を考慮した森林経営・管理・計画

教授 河野 俊夫 食品偽装防止技術、食品への異物混入検出技術などの食品安全工学
教授 藤原 拓 地球温暖化を考慮した流域水環境管理に関する研究
教授 松本 伸介 農業水利施設の構造設計、建設材料の新規開発、音環境の調査
准教授 齋 幸治 地域水環境悪化の原因メカニズム解明と改善
准教授 佐藤 周之 流域水環境管理および流域社会基盤管理に向けた総合的な工学的研究
准教授 佐藤 泰一郎 中山間地域の水・土・里環境保全、環境型傾斜地農業の推進
准教授 松岡 真如 衛星データやデジタル地図を活用した陸域環境の解析

教授 芦内 誠 バイオベース新素材の開発と応用、環境先進型の微生物分子育種技術の確立
教授 枝重 圭祐 動物の生殖細胞の凍結保存技術の開発と耐凍性に関わる遺伝子の探索
教授 木場 章範 植物の発病・免疫機構の解明～病気に罹らない植物をつくろう！～
教授 金 哲史 昆虫行動を制御する化学因子・植物の生理活性物質に関する研究
教授 康 峪梅 土壌・水の有害金属汚染、草原退化の機構解明と対策
教授 田中 壮太 熱帯土壌学、土壌生態学、持続可能な農業
教授 永田 信治 食と健康と環境に役立つ有用微生物探索と産業利用
教授 曵地 康史 植物細菌学：細菌と植物の相互作用の解明と植物病害防除技術開発
准教授 上野 大勢 高等植物の栄養生理に関する研究
准教授 柏木 丈拡 食品中の生体調節物質の探求、食品の香り成分の有効利用
准教授 島村 智子 食品成分に関する研究、食品の機能性の解明
准教授 村松 久司 産業用酵素の探索・機能解析・応用法の開発
准教授 森塚 直樹 農耕地生態系の元素動態の評価と適正化、簡易評価法の開発 
講師 若松 泰介 新規有用たんぱく質の探索、機能解析・構造解析、そして応用

教授 足立 真佐雄 赤潮有毒プランクトンの研究、プランクトンによるバイオ燃料生産
教授 池島 耕 沿岸の環境、水生生物の生態と保全に関する研究
教授 大嶋 俊一郎 魚病原因微生物の診断・感染機構・防除法、養殖魚の生産に関する研究
教授 關 伸吾 魚介類の品種改良、野生集団の遺伝的保全に関する研究
教授 益本 俊郎 養殖魚飼料の栄養と消化吸収に関する研究
教授 森岡 克司 養殖魚の品質、鮮度保持に関する研究、未利用資源の有効利用
准教授 足立 亨介 海産無脊椎動物と深海動物を用いたバイオテクノロジー

助教 田村 貴彦 重症患者における栄養管理に関する研究
助教 立岩 浩規 術後認知機能障害の病態機序解明と予防戦略に関する研究

助教 永野 靖典 地域医療におけるリハビリテーション医学の研究

教授 瀬尾 宏美 能動的学習や臨床技能教育に関する研究
准教授 武内 世生 感染症、HIV/AIDS診療、感染管理、臨床推論
講師 小松 直樹 総合診療、プライマリ・ケア／地域医療
助教 北村 聡子 総合診療、心肺蘇生教育、禁煙外来、不整脈治療

准教授 耕﨑 拓大 胆膵疾患の先進治療
助教 水田 洋 ピロリ菌遺伝子変異と各種疾患の病態との関連について

准教授 戸井 慎 人体病理

助教 荒木 まり子 小児内分泌疾患
助教 玉城 渉 先天性心疾患、学校心臓検診
助教 氏原 悠介 タイムラプス法を用いたがん免疫治療
助教 樋口 やよい 婦人科腫瘍、がん免疫

講師 松本 竜季 急性腎障害における新規バイオマーカーの研究
助教 葺石 陽亮 泌尿器内視鏡手術/周術期管理

特任助教 久野 貴平 排尿筋過活動に対する5-ALAによる改善効果の検討

准教授 久米 基彦 医療安全管理体制の確立、医療事故の原因究明、医療事故防止

教授 宮村 充彦 臨床薬理学、天然物化学、嚥下機能改善剤の開発

特任教授 執印 太郎 泌尿器腫瘍学、稀少疾患医学、腫瘍マーカー開発
特任准教授 西本 博之 医療情報学、情報知能工学、経営情報学、数理統計学、設計工学
特任講師 田井 麻美 臨床研究の実際的アプローチ、被験者保護、研究倫理、壮年期の余暇と健康観に関する研究
特任助教 黒岩 朝 多項式分解と素数の関係についての代数学的・統計数学的アプローチ

講師 Ribble Daniel Brownson　比較音楽学、尺八の国際化に関する研究、英語圏の語源学

教授 奥原 義保 医療情報システム、医療情報データの解析
准教授 畠山 豊 医療情報解析、データマイニング
助教 兵頭 勇己 医療情報解析・身体運動の定量化・運動障害のシミュレーション

講師 沈 淵 臍帯血幹細胞から抗腫瘍エフェクター細胞へ分化誘導・免疫学、再生医療学
助教 王 飛霏　 脳性麻痺モデルに対する臍帯血幹細胞移植の治療メカニズム
助教 馬場 伸育 臍帯血幹細胞の分化増殖能と損傷組織修復のメカニズムの解析
助教 山下 竜幸　 組織幹細胞の分化増殖法、保存法の開発、および幹細胞を用いた損傷組織の修復

特任助教 中山 沢 腫瘍細胞に対する分子生物学的探索及び治療法の開発

教授 栗原 幸男 保健医療データの解析、安心・安全な医療情報利用のしくみの研究
教授 森木 妙子 看護師長、時間管理、経営意識、災害看護、看護管理の工夫に関する研究
准教授 笹岡 晴香 便秘に関する緩和方法および評価
講師 下元 理恵 看護師、OJT、慢性心不全患者に関する研究
助教 藤井 千江美 アフリカの農村地域における母子の健康増進に向けたしくみ作り

教授 大坂 京子 ロボットを用いた看護ケアの可能性および看護師の役割
教授 関屋 伸子 出産の援助、子宮頸がん検診受診行動、妊婦の肥満度及び体重増加と分娩アウトカムに関する研究
教授 溝渕 俊二 高知県の機能性素材の探索
教授 山脇 京子 慢性疾患患者のQOL
准教授 佐藤 美樹 睡眠と健康、自律神経活動、生活習慣に関する研究

次世代地域創造センター

国際連携推進センター

学術情報基盤図書館

海洋コア総合研究センター

IR・評価機構

安全・安心機構
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農林海洋科学部　農林資源環境科学科　森林科学主専攻領域

地域協働学部　地域協働学科
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農林海洋科学部　農林資源環境科学科　暖地農学主専攻領域

農林海洋科学部　海洋資源科学科　海洋生命科学コース

農林海洋科学部　農林資源環境科学科　生産環境管理学主専攻領域

農林海洋科学部　農芸化学科

大学教育創造センター

農林海洋科学部　農林資源環境科学科　自然環境学主専攻領域

医学部　看護学科　地域看護学

農林海洋科学部　海洋資源科学科　海底資源環境学コース

全学教育機構

総合研究センター

医学部　附属病院　薬剤部

医学部　附属病院　次世代医療創造センター

医学部　附属病院　医療安全管理部

医学部　医学科　英語

医学部　附属病院　がん治療センター

医学部　附属病院　病理診断部・病理診断科

医学部　附属医学情報センター

医学部　附属先端医療学推進センター

医学部　附属光線医療センター

医学部　看護学科　基礎看護学

医学部　附属病院　リハビリテーション部

医学部　附属病院　周産母子センター

医学部　附属病院　透析部

医学部　附属病院　総合診療部

医学部　附属病院　内視鏡診療部

保健管理センター

医学部　看護学科　臨床看護学

農林海洋科学部　海洋資源科学科　海洋生物生産学コース アドミッションセンター

教師教育センター

医学部　附属病院　集中治療部

学生総合支援センター
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