
 

 

平成２３年３月３１日 
報道機関各位 
                             熊 本 大 学 

熊本大学部局長等の選出について 
 
熊本大学の下記の部局等では、部局長等の任期満了により各候補者を選出しましたので、 

お知らせします。 
 

記 
 

部局等 職名 候補者名 備考 

学部 
文学部長 大熊 薫 再任 

略歴別紙１参照 

法学部 山崎 広道 再任 
略歴別紙２参照 

大学院 

生命科学研究部長 竹屋 元裕 新任 
略歴別紙３参照 

医学教育部長（医学部長併任） 竹屋 元裕 新任 
略歴別紙４参照 

薬学教育部（薬学部長併任） 大塚 雅巳 新任 
略歴別紙５参照 

医学部附属病院長 猪股 裕紀洋 再任 
略歴別紙６参照 

附属図書館長 森 正人 新任 

附属図書館医学系分館長 宇宿 功市郎 再任 

保健センター長 岸川 秀樹 再任 

学内共同

教育研究

施設 

沿岸域環境科学教育研究センター長 滝川 清 新任 

衝撃・極限環境研究センター長 赤井 一郎 新任 

生命資源研究・支援センター長 浦野 徹 再任 

エイズ学研究センター長 滝口 雅文 再任 

環境安全センター長 小川 芳弘 新任 
注）平成２２年４月１日付けの発令となりますので、現時点では「候補者」と表記しています。 
※任期はいずれの候補者も平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日です。 
※センター長等一部候補者の略歴は省略させていただきます。 
 

【お問い合わせ先】 

熊本大学マーケティング推進部 

広報戦略ユニット 

電話：０９６－３４２－３１１９ 

 

 

国立大学法人熊本大学 



 
別紙 1 

熊本大学文学部長候補者の略歴等 

 

                    おおくま かおる 

１．氏名（年齢）  大 熊  薫（６１歳） 

 

２．職  名       熊本大学 教授 文学部 

 

３．所  属       文学部 文学科 

 

４．最終学歴        昭和５４年５月 九州大学大学院文学研究科  

博士課程 中退 

 

５．学  位    博士（文学）（筑波大学） 

 

６．専門分野        仏文学 

 

７．主な職歴    昭和５４年 ５月  熊本大学 助手 教養部 

                    昭和５５年 ６月  熊本大学 講師 教養部 

                    昭和６０年 ７月  熊本大学 助教授 教養部 

                    平成 ６年 ５月    熊本大学 教授 教養部 

          平成 ９年 ４月    熊本大学 教授 文学部 

          平成１９年 ４月    熊本大学 文学部長  

（任期は平成２３年３月まで） 

現在に至る 

 

８．任期（２年間） 

      平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日 

 

９．問い合わせ先  人文社会科学系事務ユニット総務担当 

電 話：０９６－３４２－２３２０ 



別紙２ 

熊本大学法学部長候補者 
 

やまざき こうどう 

１．氏名（年齢）  山 崎  広 道（５５歳） 

 

２．職  名    熊本大学 教授 法学部 

 

３．所  属    法学部法学科 

 

４．最終学歴    平成１１年３月 大東文化大学 

大学院法学研究科法律学専攻  

博士課程 修了 

 

５．学  位    博士（法学）（大東文化大学） 

 

６．専門分野    税法 

 

７．主な職歴    昭和５８年４月 大東文化大学 助手 

            昭和６２年４月 高山短期大学 講師 

            平成 元年４月 高山短期大学 助教授 

平成 ６年４月 高山短期大学 教授 

            平成１３年４月 熊本大学 教授 法学部 

平成１９年４月 熊本大学 法学部長 

                    （任期は平成２３年３月まで） 

現在に至る 

 

８．任期（２年間） 

平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日 

 

９．問い合わせ先  人文社会科学系事務ユニット 法学部・法曹チーム 

総務担当：清永 

電 話：０９６－３４２－２３１５ 

 

 



別紙３ 

熊本大学大学院生命科学研究部長候補者 
 

 

たけや もとひろ 

１．氏名（年齢）  竹屋    元裕  （５９歳） 昭和２８年１月４日生 

 

２．職  名    熊本大学 大学院生命科学研究部 教授 

 

３．所  属    大学院生命科学研究部  総合医薬科学部門  生体機能病態学講座 

 

４．最終学歴    昭和５６年３月 熊本大学大学院医学研究科 

 

５．学  位    医学博士（熊本大学） 

 

６．専門分野    細胞病理学分野 

 

７．主な職歴    昭和５６年１０月  熊本大学 助手 医学部 

 

昭和６３年１０月  熊本大学 講師 医学部 

 

平成 ５年 １月  熊本大学 助教授 医学部 

 

平成１２年 ８月  熊本大学 教授 医学部 
 

平成１３年 ４月  熊本大学機器分析センター本荘分室長 
           （任期は１５年３月まで） 

 
平成１５年 ４月  熊本大学 教授 大学院医学薬学研究部 

 
          平成２０年 ４月  熊本大学 医学部副学部長 
                    （任期は２３年３月まで） 
 
          平成２０年 ４月  熊本大学 医学部医学科長 
                    （任期は２３年３月まで） 
 
          平成２２年 １月  熊本大学 教授 大学院生命科学研究部 
 
 
８．任   期（２年間） 平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日 

 
９．問い合わせ先  熊本大学教育研究推進部生命科学系事務ユニット医学事務チーム 

総務担当  出良 真 （TEL：096-373-5912） 
 



別紙４ 

熊本大学大学院医学教育部長（兼 医学部長）候補者 
 

 

たけや もとひろ 

１．氏名（年齢）  竹屋   元裕  （５９歳） 昭和２８年１月４日生 

 

２．職  名    熊本大学 大学院生命科学研究部 教授 

 

３．所  属    大学院生命科学研究部  総合医薬科学部門  生体機能病態学講座 

 

４．最終学歴    昭和５６年３月 熊本大学大学院医学研究科 修了 

 

５．学  位    医学博士（熊本大学） 

 

６．専門分野    細胞病理学分野 

 

７．主な職歴    昭和５６年１０月  熊本大学 助手 医学部 

 

昭和６３年１０月  熊本大学 講師 医学部 

 

平成 ５年 １月  熊本大学 助教授 医学部 

 

平成１２年 ８月  熊本大学 教授 医学部 
 

平成１３年 ４月  熊本大学機器分析センター本荘分室長 
           （任期は１５年３月まで） 

 
平成１５年 ４月  熊本大学 教授 大学院医学薬学研究部 

 
          平成２０年 ４月  熊本大学 医学部副学部長 
                    （任期は２３年３月まで） 
 
          平成２０年 ４月  熊本大学 医学部医学科長 
                    （任期は２３年３月まで） 
 
          平成２２年 １月  熊本大学 教授 大学院生命科学研究部 
 
 
８．任   期（２年間） 平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日 

 
９．問い合わせ先  熊本大学教育研究推進部生命科学系事務ユニット医学事務チーム 

総務担当  出良 真 （TEL：096-373-5912） 
 
 



別紙５ 

熊本大学大学院薬学教育部長（薬学部長）候補者 
 
 
 

１．氏名（年齢） 大
おお

 塚
つか

 雅
まさ

 巳
み

（５７歳） 
 
２．職  名   熊本大学 教授 大学院生命科学研究部 
 
３．所  属   大学院生命科学研究部 先端生命医療科学部門 
         分子機能薬学講座 生体機能分子合成学分野 
 
４．最終学歴   昭和５４年３月 東京大学大学院薬学系研究科製薬化学専門課程修士

課程修了 
 
５．学  位   薬学博士（東京大学）昭和５８年３月 
 
６．専門分野   生体機能分子合成学分野 
 
７．主な略歴   昭和５５年１２月  東京大学 助手 薬学部 
         平成 ４年 ８月  京都大学 助教授 化学研究所 
         平成 ９年 ５月  熊本大学 教授 薬学部 
         平成１３年 ４月  熊本大学 教授 大学院薬学研究科 
                   （組織再編のため） 
         平成１５年 ４月  熊本大学 教授 大学院医学薬学研究部 
                   （組織再編のため） 
         平成１７年 ４月  附属図書館薬学部分館長 
                   （～平成２０年 ３月まで） 
         平成２０年 ４月  大学院薬学教育部副教育部長 
                   （～平成２３年 ３月まで） 
         平成２２年 １月  熊本大学 教授 大学院生命科学研究部 
                   （組織再編のため） 
８．任  期（２年間） 
   平成２３年 ４月 １日～平成２５年 ３月３１日（予定） 
 
９．問い合わせ先 
  熊本大学教育研究推進部  生命科学系事務ユニット 薬学事務チーム 
  担当者：チームリーダー 中村志郎 TEL：０９６－３７１－４１１５ 
※大学院薬学教育部長は、薬学部長を兼任します。 

 



別紙６ 

熊本大学医学部附属病院長候補者 
 

１．氏 名（年齢） 猪股
いのまた

 裕紀
ゆ き

洋
ひろ

(57 歳) 

２．職    名  熊本大学 教授 大学院生命科学研究部 

３．所    属  大学院生命科学研究部 先端生命医療科学部門 

          成育再建・移植医学講座 小児外科学分野 

４．最 終 学 歴  昭和６１年３月 京都大学大学院医学研究科博士課程 修了 

５．学    位  医学博士（京都大学）平成元年７月 

６．専 門 分 野  小児外科学分野 

７．主 な 略 歴  昭和５２年 彦根市立病院医師（小児科） 

昭和５４年 京都大学医学部附属病院医員（外科研修医） 

昭和５４年 大阪赤十字病院医師（外科） 

昭和５８年 国立小児病院レジデント 

昭和６２年 京都大学医学部附属病院助手（第二外科） 

平成 ３年 米国アイオワ大学外科 留学 

          （指導：Ken KIMURA, M.D.） 

平成 ５年 京都大学医学部附属病院助手（第二外科） 

平成 ７年 京都大学医学部講師（第二外科） 

平成 ８年 京都大学大学院助教授（移植免疫医学講座） 

平成１２年 熊本大学医学部附属病院小児外科教授 

平成１６年 国立大学法人熊本大学大学院医学薬学研究部 

小児外科学分野教授 

（同大学医学部附属病院小児外科・移植外科担当） 

平成２１年 国立大学法人熊本大学医学部附属病院長 

（兼任） 

国立大学法人熊本大学副学長（病院経営担当） 

平成２２年 国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 

小児外科学分野に名称変更 

 

８．任期（２年間） 平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日（予定） 

 

 

【問い合わせ先】 

                 熊本大学医学部附属病院事務部 

総務・人事ユニット 総務担当 

ＴＥＬ：０９６－３７３－５９０４ 


