
              
 

 令和 3年 1月 20日 

 
名古屋教育医療記者会 各位 

 
公立大学法人名古屋市立大学 

事務局総務課長 石原 治 
電話：052－853－8004 

 
 

名古屋市立大学 医学部附属病院長、医学部附属東部医療センター病院長 

及び医学部附属西部医療センター病院長について 

 
 
令和 3 年 3 月 31 日に任期満了を迎える本学の次期の医学部附属病院長として、

また、令和 3 年 4 月 1 日に附属病院化を予定している名古屋市立東部医療センタ

ー及び名古屋市立西部医療センターの新たな病院長として、下記の者を決定しま

したのでお知らせします。 
 

記 

１ 該当者  

 

医学部附属病院長 

大学院医学研究科 教授 間瀬
ま せ

 光人
みつひと

 
 

医学部附属東部医療センター病院長 

大学院医学研究科 教授 大手
お お て

 信之
のぶゆき

 
 

医学部附属西部医療センター病院長 

大学院医学研究科 教授 大原
おおはら

 弘
ひ ろ

隆
た か

 
 
２ 任 期  令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 
 
３ その他  略歴等につきましては、別添のとおりです。 
 
 
 

A4サイズ：1ページ、別添あり 



 
 

名古屋市立大学医学部附属病院長について 

 

間瀬
ま せ

 光人
みつひと

   昭和 35年 9月 7日生（60歳） 

（現 副理事、医学部附属病院 副病院長、医学研究科 教授） 

 

任 期 令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

専 攻 脳神経外科学 

 

略  歴 

（学 歴） 

昭和６０年 ３月 名古屋市立大学医学部医学科 卒業 

平成 ２年 ３月 名古屋市立大学大学院医学研究科博士課程 修了 

（学 位） 

医学博士 

 （職 歴） 

昭和６０年 ６月 国立東静病院 臨床研修医 

平成 ２年 ４月 社会保険浜松病院 医員 

平成 ３年 ４月 名古屋市立大学医学部 助手 

      ９月 名古屋市立東市民病院 医師 

平成 ４年 ３月 名古屋市立大学医学部 助手 

      ４月 イギリス国立神経病院 シニアレジストラ 

         ロンドン大学神経学研究所 リサーチ・フェロー （～５年３月） 

平成１０年 ７月 名古屋市立大学医学部 講師 

平成１６年 １月 名古屋市立大学大学院医学研究科 助教授 

平成１９年 ４月 名古屋市立大学大学院医学研究科 准教授 

平成２８年 １月 名古屋市立大学大学院医学研究科 教授 

        ４月 名古屋市立大学医学部附属病院病院長補佐 兼務（～３０年３月） 

  平成３０年 ４月 名古屋市立大学医学部附属病院副病院長 兼務 

 名古屋市立大学副理事 兼務 

      現在に至る 

（その他） 

所属学会等 

   日本脳神経外科学会（代議員）、日本脳卒中学会（評議員）、 

日本脳循環代謝学会（幹事）、日本脳卒中の外科学会（代議員）、 

日本脳神経外傷学会（理事）、日本神経内視鏡学会（評議員）、 

日本水頭症脳脊髄液学会（理事長）、日本正常圧水頭症学会（理事） 



 
 

 

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター病院長について 

 

大手
お お て

 信之
のぶゆき

   昭和 30年 12月 29日生（65歳） 

（現 副理事、医学部附属病院 院長代行・副病院長、 

 医学研究科 教授） 

 

任 期 令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

専 攻 循環器内科学 

 

略  歴 

（学 歴） 

昭和５６年 ３月 名古屋市立大学医学部 卒業 

昭和６１年 ３月 名古屋市立大学大学院医学研究科 修了 

（学 位） 

医学博士 

 （職 歴） 

昭和５６年 ５月 名古屋市立大学病院 臨床研修医 

昭和６１年 ４月 名古屋市立大学病院 臨床研究医 

昭和６１年 ７月 名古屋市立大学医学部 助手 

平成 ６年１１月 ウェイクフォレスト大学 ポストドクトラル・フェロー 

平成 ９年 ４月 名古屋市立大学医学部 講師 

平成１６年 ４月 名古屋市立大学大学院医学研究科 助教授 

平成２５年１１月 名古屋市立大学大学院医学研究科 教授 

  平成２７年 ４月 名古屋市立大学医学部附属病院病院長補佐 兼務（～２８年３月） 

  平成２８年 ４月 名古屋市立大学医学部附属病院副病院長 兼務 

平成３０年 ４月 名古屋市立大学副理事 兼務 

  令和 元年 ７月 名古屋市立大学医学部附属病院院長代行 兼務 

      現在に至る 

（その他） 

所属学会等 

   日本内科学会（評議員、東海支部代表）、日本循環器学会（評議員・社員）、 
日本心エコー図学会（理事）、日本心不全学会（評議員）、日本心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会 
（評議員）、日本心臓病学会、日本超音波医学会、日本高血圧学会、日本脈管学会、 
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会 



 
 

 

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター病院長について 

 

大原
おおはら

 弘
ひ ろ

隆
た か

   昭和 34年 8月 14日生（61歳） 

（現 名古屋市病院局長、医学研究科 教授） 

 

任 期 令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

専 攻 地域医療教育学 

 

略  歴 

（学 歴） 

昭和５９年 ３月 名古屋市立大学医学部 卒業 

（学 位） 

医学博士 

 （職 歴） 

昭和５９年 ５月 名古屋市立大学病院 臨床研修医 

昭和６０年 ７月 名古屋市立緑市民病院 医師 

昭和６１年 ４月 岐阜県立多治見病院 医師 

平成 ５年 １月 名古屋市立大学病院 臨床研究医 

平成 ６年 ４月 医療法人笠寺病院 医師 

平成 ８年 １月 名古屋市立大学医学部 助手 

平成１１年 ２月 名古屋市立大学医学部 講師 

平成１２年 ２月 カリフォルニア大学 リサーチ・フェロー 

平成１４年 ４月 名古屋市立大学大学院医学研究科 講師 

平成２０年 ８月 名古屋市立大学大学院医学研究科 准教授 

平成２１年１０月 名古屋市立大学大学院医学研究科 教授 

  平成２６年 ５月 名古屋市立大学医学部附属病院病院長補佐 兼務（～２６年１２月） 

  平成２７年 １月 名古屋市立大学医学部附属病院副病院長 兼務（～２８年３月） 

平成２８年 ４月 名古屋市病院局 局長 

           名古屋市立大学 病院連携理事 兼務 

      現在に至る 

（その他） 

所属学会等 

   日本内科学会（評議員・東海支部大学監事）、日本病院総合診療医学会（評議員）、 
日本消化器病学会（財団評議員）、日本消化器内視鏡学会（社団評議員）、 
日本膵臓学会（評議員）、日本胆道学会（評議員） 


