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【本件に関する問い合せ先】 

富山大学総務部総務・広報課（広報担当） 

TEL. ０７６－４４５－６０２７ 

                             平成３１年４月１日 

 

報 道 機 関  各位 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月からの富山大学執行部の体制について別紙のとおり

決定しましたのでお知らせします。 

 

 

 （別紙資料） 

   ・新執行部（理事、副学長、学長補佐）の体制について 

   ・新任者の略歴 

 

 

 

 

富山大学執行部の体制について 
 



 
 

平成３１年４月１日 
 
 

新執行部の体制について 
 
 

○ 学 長  齋藤 滋（任期 2019年 4月 1日～2023年 3月 31日） 
 
 

○ 理事・副学長   （任期 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日） 
大学改革、将来計画担当    井上 将彦 
研究、情報担当        北島  勲 
国際、教員評価担当      池田 真行 
教育、入試担当        磯部 祐子 
地域貢献、教養教育担当    武山 良三 

 
○ 理事・事務局長  （任期 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日） 

総務、財務担当        下敷領 強 
 
 
○ 副学長       （任期 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日） 
  病院運営、経営、大学経営担当・附属病院長         林  篤志 
  学生支援担当                       中村 和之 
  都市政策、学部横断的連携、大学院（都市デザイン学）担当  中川  大 
  地域産業創生担当                     細谷 健一 
 
 
○ 学長補佐      （任期 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日） 
  教養教育、入試改革、教員養成担当       鳥海 清司 
  ＩＲ担当                   関根 道和 
  男女共同参画担当               宮内 伸子 
  データサイエンス担当             門脇  真 
  大学院教育、大学院改革担当          豊岡 尚樹 
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○副学長（病院運営、経営、大学経営担当・附属病院長） 

《氏名》  林  篤 志（はやし あつし） 

《生年月》 昭和３８年１１月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

最終学歴  昭和６３年３月 大阪大学医学部医学科卒業 

学  位  平成１０年１２月  博士（医学）（大阪大学） 

主な職歴  昭和６３年４月  大阪大学医学部眼科学教室にて研究に従事 

昭和６３年５月  大阪大学医学部附属病院にて臨床補助の研究に従事   

昭和６３年７月  大阪大学医学部附属病院医員（研修医） 

平成 元年７月  松山赤十字病院医師 

平成 ３年７月  東大阪市立総合病院医師 

平成 ４年１月  大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター医師 

平成 ５年７月  大阪大学医学部附属病院医員 

平成 ７年１月  ジョンズ・ホプキンス大学ウィルマー眼科研究所研究員 

平成 ８年４月  大阪大学医学部助手 

平成１１年４月  大阪大学大学院医学系研究科助手 

平成１２年４月  大阪大学大学院医学系研究科講師 

平成１３年１月  明和病院眼科部長 

平成１８年４月  カリフォルニア大学サンフランシスコ校眼科 

         Associate Adjunct Professor 

平成１９年１０月 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）教授 

平成２２年４月  富山大学附属病院材料部長（平成２６年３月まで） 

平成２７年４月  富山大学附属病院副病院長 

平成２８年１０月 富山大学附属病院再生医療センター副センター長 

        （現在に至る） 

 

《専門分野》 眼科学 
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○副学長（学生支援担当） 

《氏名》  中 村 和 之 （なかむら かずゆき） 

《生年月》 昭和３４年１月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

最終学歴  平成４年  ３月 神戸商科大学大学院経済学研究科修士課程修了 

学  位  平成４年  ３月 修士（経済学）（神戸商科大学） 

主な職歴  昭和５６年 ４月 株式会社長崎屋 入社（昭和６３年２月まで） 

平成６年  ４月 富山大学経済学部講師 

平成８年  ４月 富山大学経済学部助教授 

平成１５年 ４月 富山大学経済学部教授 

平成１８年 ４月 富山大学経済学部経済学科長（平成２２年３月まで） 

平成２６年 ４月 富山大学経済学部長（平成３０年３月まで） 

                  （現在に至る） 

 

《専門分野》 財政学・公共経済学 
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○副学長（都市政策、学部横断的連携、大学院（都市デザイン学）担当） 

《氏名》  中 川  大（なかがわ だい） 

《生年月》 昭和３１年７月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

最終学歴  昭和５６年 ３月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 

学  位  平成元年 １１月 工学博士（京都大学） 

  主な職歴  昭和５６年 ４月 建設省建設技官 

昭和５８年 ５月 国土庁総理府技官 

昭和６０年 ４月 京都大学工学部助手 

昭和６１年 ４月 東京工業大学工学部助手 

昭和６３年 ４月 京都大学工学部助手 

平成２年  ４月 京都大学工学部講師 

平成３年  ８月 京都大学工学部助教授 

平成８年  ４月 京都大学大学院工学研究科助教授 

平成１９年 ４月 京都大学大学院工学研究科教授 

平成２９年 ４月 京都大学名誉教授 

平成２９年 ４月 富山大学大学院理工学研究部（工学）教授 

平成２９年 ４月 富山大学副学長 

平成３０年 ４月 富山大学大学院理工学研究部（都市デザイン学）教授 

                （現在に至る） 

 

《専門分野》 土木計画学・交通工学、土木環境システム、自然災害科学 
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○副学長（地域産業創生担当） 

《氏名》  細 谷 健 一 （ほそや けんいち）  

《生年月》 昭和３５年１２月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

 最終学歴  昭和６０年 ３月 城西大学大学院薬学研究科博士前期課程修了 

 学  位  平成４年  ９月 博士（薬学）（城西大学） 

 主な職歴  昭和６０年 ４月 日研化学（株）大宮研究所 

平成６年  ３月 南カリフォルニア大学薬学部薬学研究科 

ポストドクタルリサーチフェロー 

平成９年  ４月 東北大学薬学部文部技官 

平成１１年 ７月 東北大学大学院薬学研究科助手 

平成１２年 ４月 東北大学大学院薬学研究科講師 

平成１２年 ７月 東北大学大学院薬学研究科助教授 

平成１２年１０月 富山医科薬科大学薬学部教授 

平成１７年１０月 富山大学薬学部教授 

平成１８年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）教授 

平成２１年１０月 富山大学薬学部副学部長（平成 25年 9月まで） 

平成２５年１０月 富山大学薬学部長（平成 30年 3月まで） 

                 富山大学大学院医学薬学教育部長（平成 26年 3月まで） 

平成２６年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部長（平成 28年 3月まで） 

平成２８年 ４月 富山大学大学院医学薬学教育部長（平成 30年 3月まで） 

                  平成３０年 ４月 富山大学学長補佐 

                  （現在に至る） 

 

 

《専門分野》 薬剤学 
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○学長補佐（教養教育、入試改革、教員養成担当） 

《氏名》  鳥 海 清 司 （とりうみ きよし）  

《生年月》 昭和３８年４月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

 最終学歴 平成１６年 ３月 富山県立大学大学院工学研究科機械システム工学専攻 

博士後期課程修了 

学  位 平成１６年 ３月 博士（工学）（富山県立大学） 

主な職歴 昭和６３年 ４月 中京大学大学院体育学研究科実験実習助手 

平成 ２年 ４月 富山大学教養部講師 

平成 ５年 ４月 富山大学教育学部講師 

平成 ６年１２月 富山大学教育学部助教授 

平成１７年１０月 富山大学人間発達科学部助教授 

平成１９年 ４月  富山大学人間発達科学部准教授 

平成２１年 ６月  富山大学人間発達科学部教授 

平成２５年 ３月  富山大学人間発達科学部副学部長 （平成２７年３月まで） 

平成２５年 ４月  富山大学教育研究評議会評議員（平成２７年３月まで） 

平成２７年 ４月  富山大学人間発達科学部長（平成２９年３月まで） 

平成２９年 ４月 富山大学副学長 

         富山大学教育・学生支援機構副機構長 

          富山大学教養教育院副院長 

平成３０年 ４月 富山大学教養教育院教授 

（現在に至る） 

 

 

《専門分野》 身体教育学，スポーツ科学 
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○学長補佐（ＩＲ担当） 

《氏名》  関 根 道 和 （せきね みちかず）  

《生年月》 昭和４５年９月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

 最終学歴 平成 ７年 ３月 富山医科薬科大学医学部医学科卒業 

平成１６年１１月 ロンドン大学衛生学熱帯医学大学院修士課程疫学専攻修了 

      平成２０年 ８月 ロンドン大学インペリアル・カレッジ経営大学院修士課程修了 

 学  位 平成１３年１２月 博士（医学）（富山医科薬科大学） 

平成１６年１１月 理学修士（MSc in Epidemiology）（ロンドン大学） 

      平成２０年 ８月 経営学修士（MBA）（ロンドン大学） 

主な職歴 平成 ７年 ４月 横浜市立大学医学部附属病院臨床研修医 

     平成 ９年 ５月 神奈川県立足柄上病院技師 

     平成１０年 ４月 富山医科薬科大学医学部助手 

     平成１４年 ４月 富山医科薬科大学医学部講師 

     平成１８年 ５月 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）助教授 

     平成２４年１１月 富山大学地域連携推進機構地域医療・保健支援部門長 

     平成２５年１１月 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）教授 

平成２７年 ９月 富山大学医学部医学教育センター副センター長 

     平成２７年１１月 富山大学医学部学部長補佐 

     平成３０年 ４月 富山大学医学部医学科長 

 （現在に至る） 

 

《専門分野》 社会医学・経営学 
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○学長補佐（男女共同参画担当） 

《氏名》  宮 内 伸 子 （みやうち のぶこ）  

《生年月》 昭和３１年６月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

 最終学歴 平成 ２年 ３月 東京都立大学人文科学研究科修士課程修了  

学  位 平成 ２年 ３月 文学修士（東京都立大学） 

主な職歴 平成 ３年 ４月 富山大学教養部講師 

平成 ５年 ３月 富山大学教養部助教授 

平成 ５年 ４月 富山大学人文学部助教授 

平成１７年１０月 富山大学人文学部教授 

平成２９年 ４月 富山大学人文学部副学部長 

              （現在に至る） 

 

 

《専門分野》 ドイツ近代文学 
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○学長補佐（データサイエンス担当） 

《氏名》  門 脇  真 （かどわき まこと）  

《生年月》 昭和２９年９月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

 最終学歴  昭和６２年 ３月 静岡薬科大学大学院薬学研究科博士課程修了 

学  位  昭和６３年 ３月 薬学博士（静岡薬科大学） 

主な職歴  昭和６２年 ４月 藤沢薬品工業株式会社主任研究員 

平成１０年 ４月 奈良県立医科大学講師 

平成１６年 ５月 富山医科薬科大学和漢薬研究所教授 

平成１７年１０月 富山大学和漢医薬学総合研究所教授 

平成２１年 ４月 富山大学和漢医薬学総合研究所副所長 

         （平成２１年１２月まで） 

平成２１年 ５月 富山大学和漢医薬学総合研究所附属民族薬物研究 

  センター長（平成２３年４月まで） 

             〃    富山大学生命科学先端研究センター副センター長 

                  （平成２３年３月まで） 

         平成２３年 ４月 富山大学教育研究評議会評議員（平成２７年３月まで） 

         平成２７年 ４月 富山大学和漢医薬学総合研究所所長 

                  （平成２９年３月まで） 

                  （現在に至る） 

 

 

《専門分野》 消化管病態生理学、漢方薬理学、粘膜免疫学、自律神経科学 
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○学長補佐（大学院教育、大学院改革担当） 

《氏名》  豊 岡 尚 樹 （とよおか なおき）  

《生年月》 昭和３６年１月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

 最終学歴  平成元年 ３月 近畿大学大学院薬学研究科博士後期課程修了  

学  位  平成元年 ３月 薬学博士（近畿大学） 

主な職歴  平成元年  ４月 富山医科薬科大学薬学部助手 

平成１３年 ４月 富山医科薬科大学薬学部助教授 

平成１７年１０月 富山大学薬学部 助教授 

平成１８年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部（薬学） 助教授 

平成１９年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部（薬学） 准教授 

平成２２年 ４月 富山大学大学院理工学研究部（工学） 教授 

平成２７年 ４月 富山大学工学部生命工学科長（平成 28年 3月まで） 

平成２７年 ４月 富山大学大学院生命融合科学教育部副教育部長 

（平成 29年 3月まで） 

平成２９年 ４月 富山大学大学院生命融合科学教育部長 

  （現在に至る） 

 

 

 

《専門分野》 有機合成化学、医薬品化学 
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