
区　分 氏　名 役　職　名 選定理由 経歴

第1号委員 田
タ

　中
ナカ

　純
ジュン

　子
コ 広島大学理事

(霞地区・教員人事・広報担当)

学⻑が指名する理事
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第1号)

1980年　お茶の⽔女子大学卒業
1981年　広島大学医学部助手
1995年　広島大学医学部講師
2002年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科講師
2004年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科助教授
2007年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科准教授
2009年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科教授
2012年 広島大学大学院医⻭薬保健学研究院教授
2015年 広島大学医学部医学科⻑(併任 -2018)
2016年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究院)教授
2017年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究科)教授
2018年　広島大学教育研究評議会評議員(併任　-2020)
2018年 広島大学医学部副学部⻑(併任 -2020)
2019年　広島大学学術院(大学院医系科学研究科)教授
2019年 広島大学学術院健康科学専門領域⻑(併任 -2021)
2020年 広島大学理事・副学⻑(霞地区・教員⼈事・広報担当)

第2号委員 丸
マル

　山
ヤマ

　博
ヒロ

　文
フミ

広島大学大学院医系科学研究科長

役職指定
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第2号)

1990年　広島大学医学部医学科卒業
1990年　広島大学医学部附属病院医員（研修医）
1996年　広島大学大学院医学系研究科博士課程修了
1996年　国⽴精神・神経センター武蔵病院レジデント
1997年　広島大学医学部附属病院医員
1998年　広島大学医学部附属病院助手
2003年 広島大学医学部・⻭学部附属病院助手
2004年　広島大学病院助手
2005年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科助手
2006年　広島大学原爆放射線医科学研究所助教授
2007年　広島大学原爆放射線医科学研究所准教授
2013年 広島大学大学院医⻭薬保健学研究院准教授
2016年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究院)准教授
2017年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究院)教授
2017年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究科)教授
2019年　広島大学学術院(大学院医系科学研究科)教授
2020年 広島大学大学院医系科学研究科副研究科⻑(併任 -2021)
2020年 広島大学学術院健康科学専門領域⻑(併任 -2021)
2021年 広島大学副学⻑(併任 -現在)
2021年 広島大学大学院医系科学研究科研究科⻑

第3号委員 粟
アワ

　井
イ

　和
カズ

　夫
オ 広島大学医学部長

役職指定
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第3号)

1986年　広島大学医学部医学科卒業
1990年　広島大学大学院医学系研究科博士課程修了
1990年　広島大学医学部附属病院医員
1995年 広島県厚生連廣島総合病院画像診断部⻑
1997年　広島大学医学部附属病院助手
1998年 りんくう総合医療センター市⽴泉佐野病院医⻑
2001年 りんくう総合医療センター市⽴泉佐野病院部⻑
2002年　近畿大学医学部講師
2003年　熊本大学大学院医学薬学研究部客員助教授
2005年　熊本大学大学院医学薬学研究部特任教授
2010年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科教授
2012年 広島大学大学院医⻭薬保健学研究院教授
2016年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究院)教授
2016年 医学部副学部⻑(併任 -2018)
2017年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究科)教授
2018年 広島大学大学院医⻭薬保健学研究科副研究科⻑(併任 -2019)
2019年　広島大学学術院(大学院医系科学研究科)教授
2019年 広島大学大学院医系科学研究科副研究科⻑(併任 -2020)
2019年 広島大学病院放射線部⻑(併任 -2020)
2020年 広島大学医学部⻑(併任 -現在)

第4号委員 谷
タニ

　本
モト

　幸太郎
コウタロウ

広島大学歯学部長

役職指定
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第4号)

1992年 広島大学⻭学部⻭学科卒業
1992年 医療法⼈社団⻭友会⾚羽⻭科 ⻭科医師
1997年 広島大学⻭学部附属病院医員
1999年 広島大学⻭学部助手
2002年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科助手
2007年 広島大学大学院医⻭薬学総合研究科助教
2008年　広島大学病院講師
2013年 広島大学大学院医⻭薬保健学研究院教授
2016年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究院)教授
2016年 広島大学⻭学部副学部⻑(併任 2020)
2016年 広島大学病院特殊⻭科総合治療部⻑(併任 2020)
2017年　広島大学教育本部全学教育統括部(併任　-2019)
2017年 広島大学学術院(大学院医⻭薬保健学研究科)教授
2019年　広島大学学術院(大学院医系科学研究科)教授
2020年 広島大学⻭学部⻑(併任 )
2021年 広島大学病院⼝腔健康発育⻭科主任診療科⻑(併任 )

広島大学病院⻑候補者選考会議委員名簿



区　分 氏　名 役　職　名 選定理由 経歴

第6号委員 佐
サ
　藤

トウ
　陽

ヨウ
　子

コ 広島大学病院看護部長
（広島大学病院副病院長(看護担当)）

役職指定
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第6号)

1988年　広島大学医学部附属病院看護部看護助手
1988年　広島大学医学部附属病院看護部看護婦
1991年　筑波大学附属病院看護部看護婦
1992年　広島大学医学部附属病院看護部看護婦
1994年 広島大学医学部附属病院看護部副看護婦⻑
2002年 広島大学医学部附属病院看護部副看護師⻑
2003年 広島大学医学部・⻭学部附属病院看護部副看護師⻑
2004年 広島大学病院看護部副看護師⻑
2006年 広島大学病院看護部看護師⻑
2013年 広島大学病院看護部主任看護師⻑
2013年 広島大学病院看護部副看護部⻑(併任 -2020)
2020年 広島大学病院看護部⻑(併任 -現在)
2020年 広島大学病院副病院⻑(併任 -現在)

第7号委員 新
シン

　本
モト

　陽一郎
ヨウイチロウ 広島大学病院運営支援部長

（広島大学病院副病院長(管理運営担当)）

役職指定
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第7号)

1984年　広島大学
1989年　広島商船⾼等専門学校
1992年　広島大学
2004年　広島大学⼈事部⼈事グループ主査
2013年　広島大学財務・総務室⼈事グループ専門員
2013年 中国・四国地区国⽴大学法⼈等職員採用試験事務室⻑(兼務 -2014)
2014年　広島大学財務・総務室服務グループ副グループリーダー
2015年　広島大学病院運営支援部総務グループリーダー
2019年 広島大学病院運営支援部⻑
2019年 広島大学病院副病院⻑(併任 -現在)
2019年　広島大学副理事(併任　-現在)
2020年　広島大学病院運営支援部医事グループリーダー(兼務　-2021)
2021年 広島大学たんぽぽ保育園⻑(併任 -現在)

第8号委員 松
マツ

　 村
ムラ

　 　誠
マコト

広島県医師会長

学外有識者
広島県医師会⻑であり、医

学・医療について豊富な経験と
⾼い識⾒を有している。
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第8号)

1974年　広島大学医学部医学科卒業
1974年　広島大学医学部附属病院第⼀外科
1980年　広島大学医学部第⼀外科助手
1981年　英国ロンドン国⽴⼼臓病院留学
1982年　土⾕総合病院⼼臓血管外科
1984年　松村循環器・外科医院開設
2005年　介護⽼⼈保健施設　湯来まつむら開設
2004年　広島県医師会　常任理事(　-2012)
2006年　湯来まつむらクリニック開設
2012年 広島県医師会 副会⻑( -2012)
2013年 広島市医師会 会⻑( -2020)
2013年　⽇本医師会　代議員(　-現在)
2020年 広島県医師会 会⻑( -現在)

第8号委員 影
カゲ

　本
モト

　正
マサ

　之
ユキ

広島市立病院機構副理事長

学外有識者
広島市⽴病院機構副理事⻑で

あり、医師、病院管理者として
病院運営・管理の豊富な経験を
有し、また、医療及び医学に関
する⾼い識⾒を有している。
(広島大学病院⻑候補者選考会議
細則第2条第1項第8号)

1977年　広島大学医学部医学科卒業
1977年　広島大学医学部附属病院医員
1977年　広島大学医学部附属病院助手
1979年　広島⾚⼗字病院医師
1980年　広島大学医学部附属病院助手
1982年　広島⾚⼗字病院医師
1982年　広島大学医学部附属病院助手
1988年　広島大学医学部附属病院講師
1989年 社会保険広島市⺠病院放射線科副部⻑
1992年 社会保険広島市⺠病院放射線科部⻑
1997年 社会保険広島市⺠病院放射線科主任部⻑
2007年 病院事業局広島市⺠病院副院⻑
2012年　広島市病院事業管理者
2014年 地⽅独⽴行政法⼈広島市⽴病院機構理事⻑
2021年 広島市⽴病院機構副理事⻑


