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平成１５年　３月２６日

報道機関　各位

広島大学総務部大学情報室長
西　田　良　一

人事異動について

　このことについて，４月１日付けで別紙のとおり人事異動がありますので，お 知らせ

します。

　なお，報道解禁は４月１日ですので，御協力いただくようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

広島大学総務部人事課総務係長

眞　田　一　美

ＴＥＬ：（０８２４）２４－６０２６

（ダイヤルイン）

［発信枚数；Ａ４版　６枚（本票含む）］

○部局長等人事異動　 ○事務系職員人事異動
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平成１５年４月１日付け　人事異動

（部局長等）
広島大学総務部人事課

併任等の職名 氏　名 所属・職名

副学長 宮澤　啓輔
大学院生物圏科学研究科教
授

学長補佐
（社会貢献に関する調査・検討担当）

馬場　榮一 大学院工学研究科教授

学長補佐
（ＩＴ（情報技術）に関する調査・検討担当）

椿　　康和 経済学部教授

附属図書館長 宮澤　啓輔
大学院生物圏科学研究科教
授

文学部長（再任） 頼　　祺一 大学院文学研究科教授

学校教育学部長 中原　忠男 大学院教育学研究科教授

法学部長（再任） 阪本　昌成 法学部教授

理学部長 吉里　勝利 大学院理学研究科教授

生物生産学部長（再任） 山本　義雄
大学院生物圏科学研究科教
授

大学院文学研究科長（再任） 頼　　祺一 大学院文学研究科教授

大学院理学研究科長 吉里　勝利 大学院理学研究科教授

大学院先端物質科学研究科長（再任） 遠藤　一太
大学院先端物質科学研究科
教授

大学院生物圏科学研究科長（再任） 山本　義雄
大学院生物圏科学研究科教
授

原爆放射線医科学研究所長（再任） 神谷　研二
原爆放射線医科学研究所教
授

高等教育研究開発センター長 有本　　章
高等教育研究開発センター教
授

情報メディア教育研究センター長（再任） 石井　光雄
情報メディア教育研究センター
教授

自然科学研究支援開発センター長 藤井　博信
自然科学研究支援開発センタ
ー教授

ナノデバイス・システム研究センター長（再任） 岩田　　穆
大学院先端物質科学研究科
教授

教育開発国際協力研究センター長（再任） 石井　眞治 大学院教育学研究科教授

保健管理センター所長 井上　正規 医学部教授

法学部夜間学部主事（再任） 川崎　信文 法学部教授

経済学部夜間学部主事（再任） 吹春　俊隆 経済学部教授

経済学部附属地域経済システム研究センター
長

伊藤　敏安
経済学部附属地域経済システ
ム研究センター教授

医学部附属薬用植物園長 井内　康輝
大学院医歯薬総合研究科教
授

歯学部附属歯科衛生士学校長（再任） 赤川　安正
大学院医歯薬総合研究科教
授

歯学部附属歯科技工士学校長 岡崎　正之
大学院医歯薬総合研究科教
授

大学院教育学研究科附属幼年教育研究施設
長

鳥光　美緒子
大学院教育学研究科附属幼
年教育研究施設教授
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大学院教育学研究科附属障害児教育実践セン
ター長

山梨　正雄 大学院教育学研究科教授

大学院理学研究科附属両生類研究施設長（再
任）

矢尾板　芳郎
大学院理学研究科附属両生
類研究施設教授

大学院理学研究科附属植物遺伝子保管実験
施設長（再任）

近藤　勝彦
大学院理学研究科附属植物
遺伝子保管実験施設教授

大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内フィール
ド科学教育研究センター長

寺田　隆登
大学院生物圏科学研究科教
授

原爆放射線科学研究所附属国際放射線情報セ
ンター長

大瀧　　慈
原爆放射線医科学研究科教
授

附属中学校長
景山　三平 大学院教育学研究科教授

附属高等学校長

附属幼稚園長 河野　和清 大学院教育学研究科教授

附属東雲中学校長（再任） 黒瀬　基郎 大学院教育学研究科教授

総合地誌研究資料センター長 岡橋　秀典 大学院文学研究科教授

学生就職センター長（再任） 松水　征夫 経済学部教授

大学情報サービス室（再任） 馬場　榮一 大学院工学研究科教授

インキュベーションセンター長 山根　八州男 大学院工学研究科教授
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平成１５年４月１日付け　事務系職員　人事異動

広島大学総務部人事課

異動後の部局等名・職名 氏　名 現在の部局等名・職名

事務局長 塩谷　幾雄 愛媛大学事務局長

経理部長 番匠　　修 熊本大学経理部長

学生部長 米今　明彦 高知大学学生部長

医学部事務部次長 金子　　亶 信州大学医学部総務課長

総務部総務課長 宮崎　正人 京都大学研究協力部研究協力課長

総務部人事課長 松本　　勤 宮崎大学総務部人事課長

学生部就職課長 仕名野　順男 徳島大学学務部教務課長

学生部入試課長 細木　健二 神戸商船大学入学主幹

学生部留学生課長 吉田　規雄 埼玉大学学生部留学生課長

施設部企画課長 藤原　末男 佐賀医科大学業務部施設課長

附属図書館情報管理課長 末次　美知夫
奈良先端科学技術大学院大学研究協力部
学術情報課長

医学部医事課長 石井　邦彦 久留米工業高等専門学校庶務課長

教育学部事務長 中道　正勝 原爆放射線医科学研究所事務長

法学部・経済学部事務長 今田　能之 教育学部事務長

理学部等事務長 秋山　吉功 医学部学務課長

医学部学務課長 戸澤　滋憲
総務部総務課課長補佐
（創立５０周年記念事業推進事務室長
（命））

原爆放射線医科学研究所事務長 迫　　豊人 総務部人事課課長補佐

総務部総務課課長補佐
（創立５０周年記念事業推進事務
室長（命））

久國　利之 医学部総務課課長補佐

総務部企画室専門員
（法人化対策担当（命））

山根　　清 総務部企画室法人化対策係長

総務部人事課課長補佐 上田　隆文 総合科学部事務長補佐

総務部研究協力課専門員
（産学連携担当（命））

波田　整爾
学生部学生課専門員
（学生支援担当（命））

学生部教務課課長補佐 河野　　登 学生部学生課課長補佐

学生部学生課課長補佐 上田　和彦 呉工業高等専門学校学生課専門員

学生部学生課専門員
（学生支援担当（命））

宮内　信博
学生部教務課専門職員
（学生部教務課教務係長（命））

附属図書館情報管理課図書館専
門員
（中央図書館担当（命））

諸富　秀人 附属図書館情報サービス課参考調査係長

附属図書館情報サービス課図書
館専門員

倉田　英子 附属図書館情報サービス課相互利用係長

総合科学部事務長補佐 巳之口　明也 山口大学経理部経理課課長補佐

理学部等事務長補佐 段安　忠信 学生部教務課課長補佐

医学部総務課課長補佐 岸田　昇
医学部医事課専門員
（保険医療担当（命））

医学部管理課課長補佐（管理担
当）

松本　尚敏
医学部管理課課長補佐（施設担当）
（霞地区再開発推進事務室長（命））
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医学部管理課課長補佐（施設担
当）
（霞地区再開発推進事務室長
（命））

河野　完二 高知大学施設課課長補佐

医学部医事課専門員
（保険医療担当（命））

岡崎　　知
総務部総務課専門員
（東千田地区総括担当（命））
（事務局分室長（命））

医学部医事課課長補佐 穐丸　壽美 医学部医事課収入係長

歯学部総務課課長補佐 東田　　操 歯学部総務課庶務係長

歯学部業務課専門員
（医療訴訟担当（命））

菱川　陽二 岡山大学経理部主計課管財係長

（備考） 

名古屋大学学務部長 佐藤　寛壽 学生部長

山口大学医学部事務部長 木村　範彰 医学部事務部次長

徳山工業高等専門学校事務部長 野中　章彦 学生部就職課長

長崎大学総務部総務課長 米澤　　宏 総務部総務課長

独立行政法人国立女性教育会館総務課長 三浦　　新 総務部人事課長

岡山大学学務教務課長 小田川　憲男 学生部入試課長

東京外国語大学学務部学生課長 下川　洋司 学生部留学生課長

東京大学施設部電気・通信設備課長 遠藤　　尚 施設部企画課長

熊本大学附属図書館情報管理課長 簑原　和秀 附属図書館情報管理課長

東京医科歯科大学医学部医事課長 箱守　春樹 医学部医事課長

徳島大学医学部医事課長 長嶋　一博 歯学部総務課長

岡山大学歯学部総務課長 中村　　猛 歯学部業務課医事係長

岡山大学医事部医事課課長補佐 武縄　光志 医学部医事課課長補佐

山口大学経理部経理課課長補佐 嶋市　　敬 経理部主計課予算第一係長

呉工業高等専門学校学生課専門員 北川　ふさえ 総務部国際交流課国際企画係長

（備考）　平成１５年３月３１日付け発令 

（辞職）
（独立行政法人国立少年自然の家国立花山少年自然
の家所長）

東府　義之 事務局長

松岡　憲雄 経理部長

和田　　斉 法学部・経済学部事務長

橋本　　正 理学部等事務長

板垣　護人
附属図書館情報サービス課図書館
専門員

岡田　　進 理学部等事務長補佐

（定年退職）
土肥　善嗣

附属図書館情報管理課図書館専
門員
（中央図書館担当（命））

加茂　廣幸
医学部管理課課長補佐（管理担
当）

鳥羽　隆憲
工学部専門員
（点検評価・広報担当（命））

（注）異動に伴う職務付加を免ずるための発令事項及びその内容については，記載を省略した。


