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経

平成２４年

昭和５４年 ３月 弘前大学助手

２月１日

昭和６０年 ９月 弘前大学講師

歴

昭和６２年 ５月 弘前大学助教授
平成 ８年 ５月 弘前大学教授
平成１５年 ４月 弘前大学医学部附属脳神経血管病態研究施設長
（平成１８年１月まで）
平成１８年 ２月 弘前大学医学部長・大学院医学研究科長
（平成２４年１月まで）
平成２２年 ３月 弘前大学被ばく医療教育研究施設長
（平成２２年９月まで）
平成２２年１０月 弘前大学被ばく医療総合研究所長
（平成２４年１月まで）
平成２４年 １月 弘前大学辞職
理 事

吉 澤

篤

(企画担当)

平成２６年
２月１日

昭和６０年 ９月 日本鉱業株式会社総合研究所石油研究部
平成 ７年 ４月 株式会社ジャパンエナジー研究開発部総合研究所

命：副学長

石油研究所主任研究員
平成１２年 ４月 弘前大学教授
平成２２年 ５月 弘前大学機器分析センター長
（平成２４年３月まで）
平成２４年 4 月 弘前大学理工学部長・大学院理工学研究科長
（平成２６年１月まで）
平成２６年 １月 弘前大学辞職

理 事
(総務担当)
命：副学長
命：事務局長

江 羅

茂

平成２３年
４月１日

昭和４７年 ３月 東京大学
昭和６３年 ４月 国立極地研究所
平成 ３年 ４月 東京大学
平成１１年 ４月 津山工業高等専門学校庶務課長
平成１３年 ４月 国立信州高遠少年自然の家庶務課長
平成１５年 ４月 東京医科歯科大学総務部人事課長
平成１６年１０月 東京医科歯科大学人事部長
（兼：人事部人事課長（平成１７年６月まで））
平成１７年 ７月 東京医科歯科大学総務部長
（兼：人事部長）
平成１８年 １月 東京医科歯科大学総務部長
（兼：人事部長，兼：人事部人事課長
（平成１８年３月まで））
平成１９年 ４月 東京医科歯科大学総務部長
（兼：人事部長，兼：監査室長）
平成１９年１１月 東京医科歯科大学総務部長
（兼：人事部長，兼：監査室長，命：副理事
（平成２０年３月まで），命：学長特別補佐
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（平成２０年３月まで））
平成２０年 ８月 弘前大学総務部長
平成２２年１２月 弘前大学総務部長
（併：学長特別補佐）
平成２３年 １月 弘前大学医学部附属病院副病院長
（併：学長特別補佐，兼：総務部長）
平成２３年 ３月 弘前大学退職
平成２３年 ４月 弘前大学理事
（命：事務局長）（平成２４年１月まで）
平成２３年 ９月 弘前大学理事
（命：事務局長，命：総務部長事務取扱
（平成２３年１０月まで））
平成２４年 １月 弘前大学理事
（命：事務局長，命：総務部長事務取扱
（平成２４年１月まで））
平成２４年 ２月 弘前大学理事
（命：事務局長，命：総務部長事務取扱
（平成２４年３月まで））（平成２６年１月まで）
理

事

伊 藤 成 治

（教育担当）

平成２６年

昭和６２年 ４月 早稲田大学助手

２月１日

平成 ２年 ４月 弘前大学助教授

命：副学長

平成１２年 ４月 弘前大学教授
平成１８年 ４月 弘前大学教育学部附属教育実践総合センター長
（平成２０年３月まで）
平成２４年 ４月 弘前大学教育学部長・大学院教育学研究科長
（平成２６年１月まで）
平成２６年 １月 弘前大学辞職

理

事

柏 倉 幾 郎

(研究担当)

平成２６年

昭和５３年 ４月 北海道薬科大学助手

２月１日

平成 ８年 ４月 北海道薬科大学講師

命：副学長

平成１４年 ３月 北海道薬科大学助教授
平成１４年 ４月 弘前大学教授
平成２４年 ２月 弘前大学被ばく医療総合研究所長
（平成２６年１月まで）
平成２６年 １月 弘前大学辞職

理

事

(社会連携担当)
命：副学長

大河原

隆

平成２２年
２月１日

昭和４７年 ４月 青森県採用
昭和６１年 ９月 青森県南津軽郡大鰐町助役
平成 ２年 ４月 青森県商工課総括主幹
平成 ６年 ４月 青森県商工労働部副参事
平成 ７年 ４月 青森県生活福祉部副参事
平成 ８年 ４月 青森県観光課観光推進監
平成１０年 ４月 青森県文化観光推進課長
平成１１年 ４月 青森県商工政策課長
平成１３年 ４月 青森県商工観光労働部次長
平成１３年１２月 青森県八戸市助役
平成１７年１２月 青森県企画政策部新幹線効果活用企画監
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平成１８年 ３月 青森県退職
平成１８年 ５月 青森県中小企業団体中央会副会長兼専務理事
（平成２２年１月まで）
平成２２年 ２月 弘前大学理事
（併：副学長）（平成２４年１月まで）
平成２４年 ２月 弘前大学理事
（併：副学長）（平成２６年１月まで）
監

事

北 川 順 一

平成２２年
４月１日

昭和４５年 ４月 青森銀行入行
平成 ２年 ４月 青森銀行亀甲町支店長
平成 ４年 ３月 青森銀行松園町支店開設準備委員長
平成 ４年 ７月 青森銀行松園町支店長
平成 ８年 ３月 青森銀行土手町支店長
平成 ９年 ６月 青森銀行弘前支店長
平成１１年 ６月 青森銀行国際部長
平成１２年 ４月 青森銀行市場国際部長
平成１３年 ６月 青森銀行取締役
平成１６年 ６月 青森銀行常勤監査役
平成２０年 ６月 あおぎんディーシーカード㈱代表取締役社長
（平成２２年３月まで）
平成２２年 ４月 弘前大学監事（平成２４年３月まで）
平成２４年 ４月 弘前大学監事（平成２６年３月まで）

監

事

（非常勤）

小田切

達

平成２４年
４月１日

平成 元年 ４月 最高裁判所 司法修習生
平成 ３年 ４月 あすなろ法律事務所（元 二葉法律事務所）弁護士
平成１２年 ８月 小田切さとる法律事務所 弁護士
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