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人事異動に関するお知らせ

NEWS RELEASE

広島大学学長室広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6017 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho＠office.hiroshima-u.ac.jp 

(※＠は半角に置き換え送信してください。)

　
平成２１年３月２７日

人事異動に関するお知らせ

 
広島大学は、平成２１年４月１日付けで、別紙のとおり人事異動を行いますのでお知ら

せいたします。

別紙

 役員　人事異動

 部局長等　人事異動

 事務系職員　人事異動

 

【お問い合わせ先】 

広島大学総務室人事グループ主査　新本（しんもと） 

TEL:０８２−４２４−６０２６
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国立大学法人広島大学

異動後の所属・職名 氏　　名 異動前の所属・職名

理事・副学長（教育担当）（再任） 上　　　真　一 理事・副学長（教育担当）

理事・副学長（研究担当） 山　根　八洲男 大学院工学研究科教授

理事（社会連携・広報・情報担当） 岡　本　哲　治 大学院医歯薬学総合研究科教授

理事（医療担当）・病院長（再任） 越　智　光　夫 理事（医療担当）・病院長

理事（財務・総務担当）（再任） 河　本　朝　光 理事（総務担当）

（備考）平成２１年３月３１日付け

（退任） 二　宮　　　皓 理事・副学長（研究担当）

清　水　敏　行 理事（財務担当）

平成２１年４月１日付け　役員　人事異動



国立大学法人広島大学

併任の職名 氏　　名 所属・職名

副学長（学生支援・附属学校担当） 坂　越　正　樹 大学院教育学研究科教授

学術室副理事（国際連携担当） 佐　藤　利　行 大学院文学研究科教授

学術室副理事（国際平和担当） 西　谷　　　元 大学院社会科学研究科教授

学術室副理事（研究企画担当） 土　屋　英　子 大学院先端物質科学研究科教授

医療政策室副理事（医療企画担当） 茶　山　一　彰 大学院医歯薬学総合研究科教授

財務・総務室副理事（環境安全衛生担当） 西　嶋　　　渉 環境安全センター教授

法学部長（再任） 西　村　裕　三 大学院社会科学研究科教授

大学院教育学研究科長・教育学部長 棚　橋　健　治 大学院教育学研究科教授

大学院理学研究科長・理学部長 出　口　博　則 大学院理学研究科教授

大学院先端物質科学研究科長 高　萩　隆　行 大学院先端物質科学研究科教授

大学院工学研究科長・工学部長 吉　田　総　仁 大学院工学研究科教授

大学院医歯薬学総合研究科長 小　林　正　夫 大学院医歯薬学総合研究科教授

原爆放射線医科学研究所長 神　谷　研　二 原爆放射線医科学研究所教授

放射光科学研究センター長（再任） 谷　口　雅　樹 大学院理学研究科教授

高等教育研究開発センター長（再任） 山　本　眞　一 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 相　原　玲　二 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（再任） 檜　山　英　三 自然科学研究支援開発センター教授

産学連携センター長 澤　　　俊　行 大学院工学研究科教授

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所長（再任） 吉　川　公　麿 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所教授

教育開発国際協力研究センター長（再任） 黒　田　則　博 教育開発国際協力研究センター教授

保健管理センター長（再任） 吉　原　正　治 保健管理センター教授

地域連携センター長（再任） 戸　田　常　一 大学院社会科学研究科教授

ＨｉＳＩＭ研究センター長（再任） 三　浦　道　子 大学院先端物質科学研究科教授

図書館長 佐　藤　正　樹 大学院総合科学研究科教授

歯科診療所長（再任） 吉　野　　　宏 病院　講師

入学センター長 高　谷　紀　夫 大学院総合科学研究科教授

キャリアセンター長 今　里　智　晃 大学院総合科学研究科教授

エクステンションセンター長(再任） 高　谷　紀　夫 大学院総合科学研究科教授

アクセシビリティセンター長(再任） 佐　野　眞理子 大学院総合科学研究科教授

技術センター長(再任） 山　本　陽　介 大学院理学研究科教授

緊急被ばく医療推進センター長(再任） 神　谷　研　二 原爆放射線医科学研究所教授

附属小学校長，附属中学校長，附属高等学校長 前　田　健　一 大学院教育学研究科教授

附属東雲小学校長，附属東雲中学校長(再任） 林　　　武　広 大学院教育学研究科教授

附属幼稚園長（再任） 山　元　隆　春 大学院教育学研究科教授

平成２１年４月１日付け　部局長等　人事異動



国立大学法人広島大学

異動後の所属・職名 氏　　名 異動前の所属・職名

教育室副理事（教育支援担当） 香　川　和　信 国際協力研究科支援室長

社会連携・情報政策室副理事（社会連携担当） 藤　岡　幸　男 中国経済産業局資源エネルギー環境部次長

財務・総務室副理事（総務企画担当） 児　島　昌　樹 文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐

教育室学生活動支援グループリーダー 山　田　三千夫 香川大学入試グループリーダー

教育室キャリア支援グループリーダー 岩　澤　芳　和 国立室戸青少年自然の家事業支援課長

学術室学術推進グループリーダー 山　根　義　則 学術室社会連携グループリーダー

学術室学術企画グループリーダー 佐々野　克　美 学術室学術企画グループ専門員

社会連携・情報政策室社会連携グループリーダー 青　山　恵　子 学術室学術企画グループリーダー

社会連携・情報政策室図書学術情報企画グループリーダー 藤　井　　　明 岡山大学学術情報部情報管理課長

社会連携・情報政策室情報化推進グループリーダー 早　竹　昭　人 宇部工業高等専門学校学生課長

財務・総務室管財グループリーダー 阿　部　秀　一 鳥取大学医学部医療サービス課長

財務・総務室施設企画グループリーダー 堀　　　清　隆 香川大学施設企画グループリーダー

財務・総務室グループリーダー（リスクマネジメント主幹） 藤　岡　孝　男 監査室長

財務・総務室総務グループリーダー 佐　藤　　　洋 新潟大学総務部人事課長

財務・総務室人事グループリーダー 羽　田　誠　一 総務室服務グループリーダー

財務・総務室服務グループリーダー 眞　田　一　美 総務室職員福利グループリーダー

財務・総務室職員福利グループリーダー 木　船　直　人 総務室総務グループ専門員

文学研究科支援室長 上　南　博　史 放送大学広島学習センター事務長

教育学研究科支援室長 宮　内　信　博 教育室学生活動支援グループリーダー

医歯薬学総合研究科等支援室長 東　田　　　操
医歯薬学総合研究科等部局長支援グループ総括主査（医歯
薬・研究科担当）

国際協力研究科支援室長 仲　　　良　夫 学術室学術推進グループリーダー

東千田地区支援室長 三　宅　　　孝 教育室入試グループ専門員

病院情報システムグループリーダー 和根山　幹　生 総務室情報化推進グループリーダー

（備考：転出）

社団法人国立大学協会企画部長 日向野　隆　司 総務室副理事（総務企画担当）

阿南工業高等専門学校事務部長 堀　井　　　始 教育室キャリア支援グループリーダー

鳥取大学施設環境部長 蔵　田　秀　夫 財務室施設企画グループリーダー

津山工業高等専門学校事務部長 宮　地　　　弘 総務室人事グループリーダー

大阪大学図書館企画課長 白　木　俊　男 学術室図書学術情報企画グループリーダー

岡山大学財務部経理課長 赤　澤　正　人 財務室管財グループリーダー

文化庁文化部芸術文化課専門官 所　　　昌　弘 総務室総務グループリーダー

放送大学広島学習センター事務長 桑　原　勝　己
教育室（総合科学研究科学生支援グループ）総括主査（大
学院課程担当）

松江工業高等専門学校学生課長 梅　田　則　好 総務室人事グループ主査（教員等人事主担当）

（備考）平成２１年３月３１日付け発令

（定年） 和泉谷　孝　三 文学研究科支援室長

河　野　　　登 教育学研究科支援室長

中　原　良　文 医歯薬学総合研究科等支援室長

寺　脇　義　則 東千田地区支援室長

（辞職） 戸　澤　滋　憲 教育室副理事（教育支援担当）

平成２１年４月１日付け　事務系職員　人事異動


