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氏名 職名 選定理由 経歴

迫田　浩一郎
理事（総務担当）

＊議長

医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第１号に基づく学長が指名する理事

昭和63年 7月 文部省入省
平成16年 4月 文部科学省高等教育局医学教育課大学病院支援室エイズ・感染症医療専門官
平成18年 4月 国立大学財務・経営センター総務部施設助成課長
平成18年11月 国立大学財務・経営センター総務部総務課長
平成20年 4月 文部科学省大臣官房会計課経理班主査
平成21年 4月 新潟大学財務部長
平成24年 4月 鹿児島大学財務部長
平成27年 4月 九州大学企画部長
平成28年 4月 九州大学財務部長
平成30年 3月 文部科学省大臣官房付
平成30年 3月 文部科学省辞職（役員出向）
平成30年 4月 宮崎大学理事(総務担当：事務局長兼務•役員出向)

伊達　　紫 理事（女性活躍・人財育成担当）
医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第１号に基づく学長が指名する理事

平成 7年  3月 宮崎医科大学大学院医学研究科博士課程修了
平成18年10月 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター教授
平成23年10月 宮崎大学理事補佐（男女共同参画担当）
平成26年 4月 宮崎大学副学長（男女共同参画担当）
平成26年12月 宮崎大学フロンティア科学実験総合センター長
平成27年10月 宮崎大学理事(女性活躍・人財育成担当)

片岡　寛章 医学部長
医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第２号に基づく役職指定者

昭和57年 宮崎医科大学医学部医学科卒業
昭和63年 宮崎医科大学大学院医学研究科博士課程修了
昭和63年 医学博士（宮崎医科大学）
平成元年～3年 米国タフツ大学（ボストン）研究員
平成 3年 宮崎医科大学助手（医学部医学科病理学第二講座）
平成10年 宮崎医科大学助教授（医学部医学科病理学第二講座）
平成13年 宮崎医科大学教授（医学部医学科病理学第二講座）
平成15年～ 宮崎大学教授（医学部医学科病理学講座 腫瘍・再生病態学分野）
平成20年～26年3月 宮崎大学医学部教務担当副学部長
平成26年～30年9月 宮崎大学医学部附属病院副病院長（教育研究担当 ）・ 臨床研究支援センター長
平成30年～ 宮崎大学医学部長

竹島　秀雄 運営審議会構成員
医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第３号に基づく運営審議会構成員から
の選出

昭和58年 熊本大学医学部卒業
平成元年 熊本大学大学院医学研究科博士課程修了
平成 3年 熊本大学医学部医員
平成 4年 熊本大学医学部附属病院助手
平成 5年 テキサス大学MDアンダーソン癌センター客員研究員(Visiting Scientist)神経腫瘍学部門
平成 7年 熊本大学医学部助手
平成12年 鹿児島大学医学部附属病院講師
平成17年 熊本大学医学部附属病院講師
平成18年 熊本大学大学院医学薬学研究部助教授
平成18年～ 宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科分野教授
平成26～28年 宮崎大学医学部附属病院副病院長、医療安全管理部長
平成30年～ 宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター長、副病院長
令和 3年～ 宮崎大学医学科長

盛武　　浩 運営審議会構成員
医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第３号に基づく運営審議会構成員から
の選出

平成 5年  3月  宮崎医科大学医学部卒業
平成 5年  5月  宮崎医科大学医学部附属病院医員（小児科）
平成 5年 12月  県立宮崎病院医師（小児科）
平成 6年  6月  都農町国民健康保険病院医師（小児科）
平成 7年  4月  済生会日向病院医師（小児科）
平成 8年  4月  国立九州がんセンターレジデント（小児科）
平成 9年  4月  宮崎医科大学大学院医学研究科博士課程入学
平成13年  3月  同上修了
平成13年  4月  宮崎医科大学医学部附属病院助手（小児科）
平成14年  4月  宮崎医科大学医学部附属病院講師（小児科）
平成16年  9月  米国セントジュード小児研究病院博士研究員（生化学）
平成19年  9月  宮崎大学医学部附属病院講師（小児科）
平成23年10月  宮崎大学医学部准教授（小児科）
平成29年  7月  宮崎大学医学部教授（小児科）

川名　隆司
公益社団法人
宮崎市郡医師会長

医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第４号に基づく学長が委嘱する学外有
識者
宮崎市郡医師会長として、医療・保健・福祉
全般に豊富な知見を有する

昭和55年 3月 宮崎医科大学卒業
昭和55年 6月 宮崎医科大学第一外科
昭和60年 4月 九州大学医学部小児外科
平成元年 1月 九州大学医学博士取得
平成元年10月 福岡市立こども病院外科
平成 2年  4月 宮崎医科大学第一外科助手・兼任講師
平成 4年  4月 川名クリニック
平成18年  4月 宮崎市郡医師会理事
平成24年  4月 宮崎市郡医師会会長（宮崎市郡医師会病院長兼務）

重黒木　清
宮崎県
福祉保健部長

医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第４号に基づく学長が委嘱する学外有
識者
宮崎県の医療に係る担当責任者として、医
療・保健・福祉全般に豊富な知見を有する

昭和62年 3月 鹿児島大学法文学部卒業
昭和62年 4月 宮崎県庁入庁
令和  2年 4月 総合政策部次長（政策推進担当）
令和  3年 4月 福祉保健部長

平野　かよ子 宮崎県立看護大学長

医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第４号に基づく学長が委嘱する学外有
識者
教育に関する有識者として、豊富な経験と
高い識見を有する

昭和47年 3月  聖路加看護大学衛生看護学部衛生看護学科卒業
昭和49年 3月  立教大学大学院社会学研究科応用社会学専攻修士課程修了
平成 6年  3月  東洋大学大学院社会学社会福祉学専攻後期博士課程修了
昭和49年 4月  聖路加国際病院内科病棟看護婦、公衆衛生看護部保健婦
昭和53年 4月  聖路加看護大学看護部看護学科講師
昭和56年 4月  東京都東村山保健所保健婦
昭和63年 4月  日本赤十字看護大学看護学部看護学科講師（公衆衛生看護学概論ほか）
平成 4年  4月  国立公衆衛生院公衆衛生看護学部看護技術室長
平成 5年10月  厚生省健康政策局計画課保健指導室長
平成 6年  6月  厚生省健康政策局計画課保健指導官
平成 9年  7月  厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課保健指導官
平成11年 7月  国立公衆衛生院公衆衛生看護学部長
平成14年 4月  国立保健医療科学院公衆衛生看護部長
平成20年 4月  東北大学大学院医学系研究科保健学専攻教授
平成22年 4月  東北大学大学院医学系研究科キャリアパス支援室長
平成23年 4月  東北大学大学院医学系研究科地域保健支援センター副センター長
平成24年 4月  東北大学大学院医学系研究科宮城地域医療支援寄附講座教授
平成25年 4月  長崎県立大学法人参与 長崎県立大学特命教授
平成27年 4月  長崎県立大学副学長 看護栄養学部教授
平成30年 4月  宮崎県立看護大学長

福満　美和 医学部附属病院看護部長
医学部附属病院長候補者選考会議細則
第３条第５号に基づくその他学長が必要と認
める者

昭和62年 3月　国立都城病院附属看護学校卒業
昭和63年 3月　国立小倉病院附属看護助産学校助産婦科卒業
平成15年 9月　放送大学教養学部発達と教育専攻課程卒業
平成20年 4月　宮崎大学医学部附属病院看護師長
平成29年 4月　宮崎大学医学部附属病院副看護部長
平成29年 6月　認定看護管理者認定取得
平成32年 4月　宮崎大学医学部附属病院看護部長（副病院長）

宮崎大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿


