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人事異動に関するお知らせ 

 

広島大学は、平成２９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。 

 

 

 

 

（別紙内訳） 

・ 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】 

広島大学財務・総務室人事部人事グループ主査 濱口 

TEL:０８２－４２４－６０２６ 

発信枚数：Ａ４版 ６枚（本票含む） 

 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6762 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



国立大学法人広島大学

異動後の職名 氏　　名 異動前の職名

理事・副学長（教育・東千田担当）(再任） 宮　谷　真　人 理事・副学長（教育・東千田担当）

理事・副学長（大学改革担当）(再任） 相　田　美砂子 理事・副学長（大学改革担当）

理事・副学長（国際・平和・基金担当）(再任） 佐　藤　利　行 理事・副学長（国際・平和・基金担当）

理事・副学長（研究担当） 山　本　陽　介 学術院（大学院理学研究科）教授

理事・副学長（社会産学連携担当）(再任） 高　田　　　隆 理事・副学長（社会産学連携担当）

理事・副学長（医療担当）(再任） 平　川　勝　洋 理事・副学長（医療担当）

理事（財務・総務担当）(再任） 片　山　純　一 理事（財務・総務担当）
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国立大学法人広島大学

併任の職名 氏　　名 所属（配属）・職名

副学長（大学経営企画担当）(再任） 渡　邉　　　聡 学術院（高等教育研究開発センター）教授

副学長（学生支援担当） 古　澤　修　一 学術院（大学院生物圏科学研究科）教授

副学長（国際交流担当） 丸　山　恭　司 学術院（大学院教育学研究科）教授

副学長（研究倫理担当）(再任） 木　原　康　樹 学術院（大学院医歯薬保健学研究科）教授

副学長（復興支援・被ばく医療担当）（再任） 神　谷　研　二 学術院（医療政策室）特任教授

副学長（図書館担当）（再任） 寺　本　康　俊 学術院（大学院社会科学研究科）教授

副学長（情報担当） 相　原　玲　二 学術院（情報メディア教育研究センター）教授

人事委員会委員長 藤　原　章　正 学術院（大学院国際協力研究科）教授

学長特命補佐（国際交流担当）（再任） 大　島　賢　三 学長特命補佐（国際交流担当）

学長特命補佐（平和担当） 西　田　恒　夫 学術院（平和科学研究センター）特任教授

学長特命補佐（日本語教育担当） 迫　田　久美子 学術院（国際室）特任教授

学長特命補佐（広報戦略担当）（再任） 畑　尾　武　海 学長特命補佐（広報戦略担当）

学長特命補佐（校友会・基金担当）（再任） 土　肥　博　雄 学長特命補佐（校友会・基金担当）

副理事（教育企画担当）（再任） 小　澤　孝一郎 学術院（大学院医歯薬保健学研究科）教授

副理事（教育企画担当）（再任） 林　　　光　緒 学術院（大学院総合科学研究科）教授

副理事（附属学校・教員養成担当）（再任） 松　浦　伸　和 学術院（大学院教育学研究科）教授

副理事（ＳＧＵ担当） 西　谷　　　元 学術院（大学院社会科学研究科）教授

副理事（国際企画担当）（再任） 堀　田　泰　司 学術院（国際センター）教授

副理事（研究企画担当）（再任） 高　谷　紀　夫 学術院（大学院総合科学研究科）教授

副理事（研究企画担当）（再任） 太　田　　　茂 学術院（大学院医歯薬保健学研究科）教授

副理事（研究企画担当）（再任） 西　嶋　　　渉 学術院（環境安全センター）教授

副理事（研究企画担当） 佐　野　庸　治 学術院（大学院工学研究科）教授

副理事（資金調達担当） 栗　栖　　　薫 学術院（大学院医歯薬保健学研究科）教授

情報部長 西　村　浩　二 学術院（情報メディア教育研究センター）教授

副理事（法務担当）（再任） 佐　藤　崇　文 副理事（法務担当）

副理事（男女共同参画担当） 石　田　洋　子 学術院（教育開発国際協力研究センター）教授

副理事（人事制度担当）（再任） 　緒　方　桂　子　 副理事（人事制度担当）

法学部長 江　頭　大　藏 学術院（大学院社会科学研究科）教授

大学院理学研究科長，理学部長（再任） 楯　　　真　一 学術院（大学院理学研究科）教授

大学院先端物質科学研究科長 加　藤　純　一 学術院（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 河　原　能　久 学術院（大学院工学研究科）教授

原爆放射線医科学研究所長（再任） 松　浦　伸　也 学術院（原爆放射線医科学研究所）教授

病院長（再任） 平　川　勝　洋 理事・副学長（医療担当）

放射光科学研究センター長 島　田　賢　也 学術院（放射光科学研究センター）教授

高等教育研究開発センター長 大　膳　　  司 学術院（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 西　村　浩　二 学術院（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） 田　中　伸　和 学術院（自然科学研究支援開発センター）教授

国際センター長 丸　山　恭　司 学術院（大学院教育学研究科）教授

産学・地域連携センター長（再任） 橋　本　律　男 学術院（産学・地域連携センター）特任教授

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所長 横　山　　　新 学術院（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） 吉　田　和　浩 学術院（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 学術院（保健管理センター）教授

平和科学研究センター長 川　野　徳　幸 学術院（平和科学研究センター）教授

総合博物館長 淺　野　敏　久 学術院（大学院総合科学研究科）教授

北京研究センター長（再任） 佐　藤　暢　治 学術院（大学院国際協力研究科）教授

平成２９年４月１日付け　部局長等　人事異動



宇宙科学センター長 川　端　弘　治 学術院（宇宙科学センター）教授

ＨｉＳＩＭ研究センター長（再任） MATTAUSCH，HANS JURGEN 学術院（ナノデバイス・バイオ融合科学研究所）教授

現代インド研究センター長（再任） 友　澤　和　夫 学術院（大学院文学研究科）教授

両生類研究センター長 荻　野　　 肇 学術院（両生類研究センター）教授

西条共同研修センター長 古　澤　修　一 学術院（大学院生物圏科学研究科）教授

図書館長（再任） 寺　本　康　俊 学術院（大学院社会科学研究科）教授

歯科診療所長（再任） 日　野　孝　宗 学術院（病院）講師

入学センター長（再任） 杉　原　敏　彦 学術院（入学センター）教授

グローバルキャリアデザインセンター長（再任） 江　坂　宗　春 学術院（大学院生物圏科学研究科）教授

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

技術センター長 早　川　愼二郎 学術院（大学院工学研究科）教授

男女共同参画推進室長 石　田　洋　子 学術院（教育開発国際協力研究センター）教授

女性研究活動委員会委員長 仁　科　陽　江 学術院（大学院教育学研究科）教授

大学院教育学研究科附属幼年教育研究施設長 七木田　　　敦 学術院（大学院教育学研究科）教授

大学院教育学研究科附属教育実践総合センター長 栗　原　愼　二 学術院（大学院教育学研究科）教授

大学院教育学研究科附属心理臨床教育研究センター長 石　田　　　弓 学術院（大学院教育学研究科）教授

大学院社会科学研究科
附属地域経済システム研究センター長（再任）

伊　藤　敏　安 学術院（大学院社会科学研究科）教授

大学院理学研究科附属臨海実験所長 田　川　訓　史 学術院（大学院理学研究科）准教授

大学院法務研究科
附属リーガル・サービス・センター長（再任）

小　濱　意　三 学術院（大学院法務研究科）教授

附属中学校長，附属高等学校長（再任） 竹　村　信　治 学術院（大学院教育学研究科）教授

附属小学校長（再任） 深　澤　広　明 学術院（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 山　崎　敬　人 学術院（大学院教育学研究科）教授

附属幼稚園長（再任） 菅　村　　　亨 学術院（大学院教育学研究科）教授



（副理事・部長級） 国立大学法人広島大学

異動後の職名 氏　　名 異動前の職名

副理事(研究連携担当） 原　　準一 社会産学連携室社会連携部社会連携グループリーダー

財務・総務室図書館部長 　郷原　正好　 九州大学図書館企画課長

財務・総務室財務・総務部長 小山　大輔 大学改革支援・学位授与機構調査役

財務・総務室施設部長 　松永　鶴博　 山梨大学施設・環境部長

（転出）
情報・システム研究機構極地研・統数研統合事務部
共通事務センター長

松尾　　淳 学術室学術部長

東京大学図書館事務部長 高橋　　努 社会産学連携室図書館部長

東京海洋大学学務部長 大高　弘士 財務・総務室東京オフィス所長

高エネルギー加速器研究機構財務部長 大淵　　学 財務・総務室財務・総務部長

（備考）平成２９年３月３１日付発令

（定年） 岡本　修治 副理事(東千田未来創生センター担当）

（辞職） 須崎　茂弘 財務・総務室施設部長
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（グループリーダー・室長級） 国立大学法人広島大学

異動後の職名 氏　　名 異動前の職名

監査室長 山崎　宏巳 財務・総務室財務・総務部財務企画グループリーダー

国際室国際部国際交流グループリーダー
（国際センター交際交流部門（兼務））

川窪　百合子
文部科学省科学技術・学術政策局政策課
国際戦略室専門職

学術室学術部学術支援グループリーダー 野田　好人 自然科学研究機構事務局企画連携課長

社会産学連携室社会連携部社会連携グループリー
ダー

角田　尚子 医療政策室医療政策グループ主査(経営管理主担当)

財務・総務室情報部情報化推進グループリーダー 都田　賢吾 社会産学連携室広報部ウェブサイト担当主幹

財務・総務室情報部高度専門職(ITコーディネー
ター)

神下　令児 社会産学連携室情報部情報化推進グループリーダー

財務・総務室図書館部図書学術情報企画グループ
リーダー

山根　　博
社会産学連携室図書館部図書学術情報整備グループリー
ダー

財務・総務室図書館部図書学術情報普及グループ
リーダー

福山　栄作 島根大学学術国際部図書情報課係長

財務・総務室財務・総務部財務企画グループリー
ダー

寺田　美樹
財務・総務室財務・総務部財務企画グループ副グループ
リーダー

財務・総務室施設部施設整備グループリーダー 小林　啓二 岡山大学施設企画部施設保全課長

東広島地区運営支援部長
東広島地区運営支援部文学研究科支援室長(兼務）

吉岡　　守 東広島地区運営支援部長

東広島地区運営支援部社会科学研究科支援室長 水田　　徹 東広島地区運営支援部文学研究科支援室長

東広島地区運営支援部工学研究科支援室長 善村　浩之 東広島地区運営支援部生物圏科学研究科支援室長

東広島地区運営支援部生物圏科学研究科支援室長 阿部　弘章 監査室長

東広島地区運営支援部国際協力研究科支援室長 林　　公美 東広島地区運営支援部社会科学研究科支援室長

病院運営支援部クラークグループリーダー 林　　抄織
医療政策室医療政策グループ副グループリーダ―(医療
計画担当)

（出向）

呉工業高等専門学校総務課長 松村　　務 東広島地区運営支援部共通事務室副室長（管理担当）

（転出）

信州大学学務部国際交流課長 石野　隆志 国際室国際部国際交流グループリーダー

岡山大学研究交流部次長 坂口　浩司 学術室学術部学術支援グループリーダー

島根大学学術国際部図書情報課長 舟本　幸福
社会産学連携室図書館部図書学術情報普及グループリー
ダー

（備考）平成２９年３月３１日付発令

（定年） 石井　一生 財務・総務室施設部施設計画グループリーダー

井上　修一 財務・総務室施設部施設部施設管理グループリーダー

藤岡　孝男 東広島地区運営支援部工学研究科支援室長

佐々野　克美 東広島地区運営支援部国際協力研究科支援室長

平成２９年４月１日付け　事務系職員　人事異動


