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平成２７年度弘前大学大学院入学式及び弘前大学入学式 

 

 ４月７日（火）、平成２７年度弘前大学大学院入学式が、午前９時から創立５０周年記念会館みちのく

ホールにおいて行われました。式では、今年度の大学院入学者に入学許可を行ったあと、佐藤学長による

学長告辞に続き、学生を代表して、人文社会科学研究科の田崎 杏さんが学生宣誓を行いました。弘前大

学大学院医学研究科（博士課程）には、長野五輪スピードスケート 500 メートル金メダリストで、札幌

市で通所介護施設などをプロデュースする清水宏保さんが入学しました。 

 また、平成２７年度弘前大学入学式は同日１１時から第１部（人文学部・教育学部）、１３時３０分か

ら第２部（医学部・理工学部・農学生命科学部）が、弘前市民会館にて行われました。式典は、来賓、役

員及び部局長等の紹介に始まり、入学許可、佐藤学長による入学式告辞と続き、最後は新入生代表による

学生宣誓が行われました。 

 会場となった弘前市民会館では、入学式の立て看板前で記念撮影する入学生や保護者の姿のほか、サ

ークル・部活動へ勧誘しようと様々な趣向を凝らした学生等で、いつもながらの賑やかな歓迎風景が見

られました。 

 

 今年度の入学者数等は、次のとおりです。 

 

○学部（１,４０７名） 

  人文学部                ３５９名 

  教育学部                                ２４５名 

  医学部医学科                           １１２名 

    医学部保健学科                          ２０１名 

  理工学部                            ３０３名 

  農学生命科学部                      １８７名 

 

○３年次編入学（３５名） 

  医学部医学科                            ２０名 

    医学部保健学科                            ６名 

  理工学部                              ４名 

  農学生命科学部                        ５名 

 

○弘前大学大学院（２７６名） 

  人文社会科学研究科（修士）                １６名 

  教育学研究科（修士）                      ３３名 

  医学研究科（博士）            ４２名 

  保健学研究科（博士前期）         ２９名 

        （博士後期）         １１名 
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  理工学研究科（博士前期）         ９６名 

        （博士後期）          ７名 

  農学生命科学研究科（修士）        ３２名 

  地域社会研究科（博士後期）         １０名 

 

○附属学校園 

 小学校                                    ９３名 

  中学校                                  １６３名 

  特別支援学校                             １６名 

  幼稚園                                   ２４名 
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平成２７年度弘前大学大学院入学式 

 

 

告辞 

 

 

弘前大学長  佐 藤  敬 

 

長く厳しかった冬がようやく去って、津軽の地にも待望の春を迎えることができました。そして本日、

ここ弘前大学創立五十周年記念会館みちのくホールにおいて、平成二七年度の大学院入学式を挙行でき

ることは、私たち弘前大学教職員にとって大きな喜びとするところであります。 

まずもって、平成二七年度大学院入学者二七六名の皆さんに心からお祝いを申し上げます。皆さん、ご

入学おめでとうございます。弘前大学に新たなメンバーを迎えるにあたって、学生・教職員一同を代表し

て皆さんに歓迎の意を表したいと思います。大学または大学院博士前期課程を修了した後、あるいは社

会人としての経験を積まれた後に、さらに学問を追究する決心をされた皆さんに、心からの敬意と激励

を送るとともに、引き続き学問を続けることのできる幸福を、是非、忘れないでいただきたいと願ってい

ます。 

この入学式を契機に、皆さんは大学院生として、これまでとは違った学びの在り方を実現していく決心

を新たにしていただくことが重要です。間違いなく、大学院における学問は領域の先端に位置すること

を目指すべきであり、したがって、皆さんはこれまでの限界を超えて、学問を発展させていく人々になら

なければなりません。しかしながら、学問の世界における新たな真実が、皆さんの前に簡単に姿を現すこ

とはないと覚悟すべきであり、そこにこそ、学問の醍醐味があることを理解することも大切です。 

したがって、大学院においては、専門的な学問に注ぐべき努力が、これまで以上に大きくなることは間

違いありませんが、それが故に、むしろ専門外の学びにも興味を持っていただくことが必要です。例え

ば、理系の学問を追究する人は人文社会科学の世界にも接することが必要で、それによって、新たな展開

が生まれることもあるかと思います。文系の学問にあっては、現代人を取り巻く情報関連技術や、人間の

生物学的基盤を知ることも重要です。大学院においては、専門的知識・思考を深め、時にはその応用を図

るためにも、自らを幅広い人格として陶冶することを目指し、やがては、皆さんが我が国社会を先導する

リーダーになっていただくことが重要です。 

現在、我が国では人口の少子高齢化を巡る議論が盛んですが、私は皆さんのような学問を志す若者の存

在に、大きな希望を託したいと思っており、恐らく社会全体が思いを同じくしているものと信じます。言

うまでもなく、学問は自由です。なんらかの形で社会に貢献することを目指して、自由な学問を大いに展

開して下さるよう、皆さんに激励を送ります。 

結びに、皆さんの大きな可能性に期待するとともに、弘前大学の大学院学生としての今後の日々を、皆

さんが健康でかつ有意義に過ごされるよう祈念して、入学式の告辞といたします。 
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平成２７年度弘前大学入学式 

 

 

告辞 

 

 

弘前大学長  佐 藤  敬 

 

 本日、ここ弘前市民会館において、多くのご来賓とご家族のご臨席の下に、平成２７年度の入学式を挙

行できることは、私たち弘前大学教職員にとって大きな喜びとするところであります。本日晴れて弘前

大学生となられた新入生の皆さんに心から歓迎の意を表するとともに、お祝いを申し上げます。皆さん

ご入学誠におめでとうございます。 

さて、弘前大学の歴史は、１９４９年の新制大学としての設置に始まります。しかし、元を辿ると、１８

７７年に開設された青森県師範学校、１９２０年に開設された弘前高等学校や１９４４年に開設された

青森医学専門学校などが、本学の母体になっています。第二次世界大戦の終わりを目前にして、青森の師

範学校や医学専門学校が空襲に会い、地域の方々のご理解とご支援の下に、弘前に移転することで、私た

ちの弘前大学は今日までの歴史を刻むことができました。 

 また、昔から、弘前市民には弘前大学生を大切にしていただいてきました。現在も本学の教育研究に

は、地域の自治体、企業や市民の方々から大きな支援をいただいています。私自身はこの地で教育研究に

携わることのできる幸せを強く感じており、皆さんにとっても、ここで学生生活を送ることは幸いなこ

とだと確信しています。特に、弘前に移り住むことになった新入生の皆さんには、是非、弘前市民として

住民登録をしていただくようお願いします。例えば、今回の選挙から弘前大学に期日前投票所が設けら

れることになっており、若者の社会参加を促すため、本学としても努力していかなければなりません。皆

さんもそのような姿勢を明確にしていただければ幸いです。 

 大学の大きな役割の一つは教育研究を通して社会に貢献することであり、特に地方国立大学としては、

地域の活性化に資することが期待されています。弘前大学は「世界に発信し、地域と共に創造する」こと

をスローガンとしています。成果を世界に発信することは、大学として当然の責務ですが、一方、地域と

共に創造することの一環として、皆さんが地域の課題について学ぶ機会や、学外に出向いて地域の人々

と共に学ぶ場面が多くなります。そのような経験を通して、将来は地域の活性化に貢献する人材として

育って下さることを社会は希望しています。もちろん、私自身は、皆さんの中から全国や世界レベルで活

躍する人材が出てくれることも望んでいますが、そのためにも、地域に関連する課題を通して学ぶこと

が大切であり、それは、皆さんの将来を決めるものではなく、自ら学ぶ姿勢を養う機会になるものです。

高等学校での勉学も知識の獲得から、考える力を養うことへと徐々に変わって来ました。大学での勉学

においては、さらに知識を応用して課題の解決に取り組む、いわゆる自主的学習、アクティブ・ラーニン

グがますます重要になり、それは、将来皆さんが社会で活躍するための基盤となるものです。 

 弘前大学は地方の国立大学として、この地域の活性化に貢献することが大きな役割ですが、それは、本

学が地域に引きこもることを意味するものではありません。皆さんは地域のお世話になって成長するこ
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とで、なんらかの形でこの地域に貢献する人材になっていただくことが重要です。 

 大学生活には勉学以外の要素も多く、皆さんには学生生活を大いに楽しんでいただくように願ってい

ます。そのこともまた、大学における重要な学びの機会であり、多様な経験を通して大学生に相応しい学

びを深めていくことが重要です。 

 終わりに皆さんは引き続き勉学を続けることのできる幸せをかみしめ、ご家族やこれまでご指導いた

だいた方々と、社会全体への感謝を忘れないで下さい。そしてやがては、我が国のリーダーとして社会に

貢献すべく、しっかりと自らを育む決意を新たにしていただくよう、激励を送ります。弘前大学生として

の皆さんの今後が、素晴らしい青春の一時期となるよう願うと共に、皆さんの大きな可能性に心からの

祝意を表して、告辞と致します。 
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青森市長による講演会 

「地方創生・人口減少克服に関する青森市の取組み」を開催 

 

 本学では、幹部級職員を主な対象とした社会連携や地域貢献にかかるＦＤ・ＳＤ事業の第７回目とし

て、青森県青森市長による講演会「地方創生・人口減少克服に関する青森市の取組み」を、平成２７年４

月１３日（月）に弘前大学創立５０周年記念会館岩木ホールで開催しました。 

 この講演会は、先に行われた青森県基本計画等に関する説明会や、八戸市長による講演会等に続くも

ので、地域志向大学として県内全域での地域貢献活動を一層推進していくために、青森県東青地域の現

状や同地域の将来ビジョンに関する見識を深めることを目的として開催されました。 

 講演会には、佐藤学長をはじめ、役員、部局長、教育研究評議員など幹部職員らが、また、弘前市や弘

前商工会議所など、学内外合わせて５６名が出席。講演者の鹿内 博 青森市長からは、「成長戦略本部」

を設置した目的・組織体制についての説明があり、平成２７年度の取り組みについて、出生率改善対策に

おける助成制度及び、移住・定住対策における４つの事業などが紹介されました。 

 さらに、青森市の地域経済活性に向けた弘前大学との連携について、「ナマコの食ブランド化」への取

り組み、青森市内にキャンパスがある「食料科学研究所」、「北日本新エネルギー研究所」との連携につい

ても紹介があり、弘前大学との一層の連携の強化、充実も進めていきたいとの抱負が述べられました。 

 

   

      質問する佐藤学長              講演する鹿内 博 青森市長 
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第 1 回弘前大学附属図書館ラウンジトーク開催 

 

 4 月 22 日（水）、「第 1 回附属図書館ラウンジトーク」を本学附属図書館 2 階アクティブ・ラーニング・

エリアで開催し、学生、教職員、一般市民ら約 80 名が参加しました。 

 このラウンジトークは本学の教職員、学生等を講師とし、附属図書館を利用する学生、教職員、一般市

民を対象に弘前大学や青森のことをもっと知ってもらおう、教員の研究を知ってもらおうと今年度から

企画したイベントであり、昨年 10 月に改修工事に伴い整備したラーニング・コモンズの活性化のために

開催したものです。 

 第 1 回目は佐藤敬学長をお迎えして、「学長を知る」をテーマに郡千寿子附属図書館長がインタビュー

する対談形式で行いました。 

 佐藤学長は、インタビューの中で、医学部学生時代、ラグビーに打ち込んで常に仲間と切磋琢磨したこ

とや休日の過ごし方についてお話しされました。また、「大学卒業後、研究の道に進んだことが人生の分

岐点であり、臨床に行かなかったことが今につながっていると思う。研究を選択したことが失敗だった

とは一度も思ったことはない。」と話され、学生に対しては「いろいろな経験をしてほしい。キャリアは

必然的に後からついてくるもの。グローバルに活躍するには国際感覚を身につけてほしいが、自分のア

イデンティティも確立してしっかり持ってほしい。」とメッセージを送りました。終了後は学生から「学

長が身近に感じられた」「弘前大学に愛着を感じた」などの感想が寄せられました。 

 このラウンジトークは祝日を除く毎週水曜日に開催し、今後、附属図書館職員による「図書館を知る」、

加藤健理事・副学長による「副学長を知る」、教育学部教員による「研究を知る」などを予定しています。 

 

  

  対談する佐藤学長と郡附属図書館長       参加した学生、教職員、一般市民ら 
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 諸 会 議 
 

 

▼役員会 

   ４月６日（月） 

  審議事項 

1. 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について 

2. 平成 27 年度弘前大学新任教員ガイダンスについて 

3. 平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について 

4. 深浦町との連携に関する協定の締結について 

5. 診療科（リハビリテーション科）の新設について 

  報告事項 

1. 学部改組パンフレットについて 

2. 大学ポートレートについて 

3. トビタテ！留学 JAPAN について 

4. 平成 27 年度科学研究費助成事業の交付内定状況について 

5. 研究成果の海外への情報発信について 

6. 子育て・介護中の研究者支援制度について 

7. 学会参加時の託児支援制度について 

 

 

  ４月２０日（月） 

  審議事項 

1. 職員の懲戒等について 

2. 職員の懲戒等について 

3. 独立行政法人通則法改正に伴う国立大学法人弘前大学職員就業規則等の一部改正について 

4. 人事院規則改正に伴う国立大学法人弘前大学契約職員就業規則等の一部改正について 

5. 国立大学法人弘前大学職員給与規程の一部改正について 

6. 新しい教養教育に係る管理運営体制の検討について 

  報告事項 

1. 第 2 期中期目標・中期計画の達成状況について 

2. 平成 27 年度以降の教員業績評価及び組織評価への対応について 

3. 平成 27 年度弘前大学機関研究について 

4. 平成 27 年度「科学者発見プロジェクト」の募集について 

5. 白神自然観察園の開園について 

6. ＣＯＩ事業について 

7. 第 3 期中期目標・中期計画における，ジェンダーバランスに係る数値目標の設定について
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▼教育研究評議会 

   ４月１４日（火） 

  審議事項 

1. 経営協議会の学外委員について 

2. 学長選考会議委員の選出について 

3. 平成 28 年度入学者選抜方法及び実施教科科目・科目等について 

4. 診療科（リハビリテーション科）の新設について 

  報告事項 

1. 教員の採用等について 

2. 第３期中期目標・中期計画（案）について 

3. 大学ポートレートについて 

4. 平成２７年度入試の結果について 

5. 平成２７年度科学研究費助成事業の交付内定状況について 

6. 研究成果の海外への情報発信について 

7. 新年度における情報セキュリティの確保について 

8. 農学生命科学部とタイ王国カセサート大学農学部との部局間協定の締結について 

9. 附属図書館ラウンジトークについて 

10. 子育て・介護中の研究者支援制度について 

11. 学会参加時の託児支援制度について 

12. 委員会等報告 

（1）教育委員会［3 月 25 日開催分］ 

（2）第 5 次臨時入学試験改善委員会［3 月 6 日開催分］ 

（3）入学試験委員会（臨時）［3 月 20 日開催分] 

（4）２１世紀教育センター運営委員会［3 月 19 日開催分］ 

（5）教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同会議 

［3 月 23 日開催分］ 
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［任命］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 神本　正行 学長特別補佐〔H28.1.31まで〕

H27年04月01日 堀内　元博 学長特別補佐〔H28.1.31まで〕

H27年04月01日 小山　宏 副理事〔H28.1.31まで〕

［採用］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 作花　文雄 副学長〔H28.1.31まで〕

H27年04月01日 高橋　勝治 施設環境部長（施設）

H27年04月01日 石川　真理 教務課長（学務）

H27年04月01日 土門　貞三 入試課長（学務）

H27年04月01日 赤津　光洋 係長（財務・予企室）

H27年04月01日 栗尾　員徳 係長（施設・環安）

H27年04月01日 平　ひろみ 一般職員（総務・人事）

H27年04月01日 石山　陽佑 一般職員（総務・人事）

H27年04月01日 本多　高穂 一般職員（研推・学情）

H27年04月01日 海老子川　由布一般職員（人文学部）

H27年04月01日 太田　拓郎 一般職員（医学研究科）

H27年04月01日 細田　勇人 一般職員（理工学研究科）

H27年04月01日 成田　皓平 一般職員（病院・経調）

H27年04月01日 石川　美佳 一般職員（病院・経調）

H27年04月01日 猪狩　慶紀 一般職員（病院・医事）

H27年04月01日 山村　仁 教授（医）〔H37.03.31まで〕

H27年04月01日 長内　智宏 教授（保）

H27年04月01日 野尻　幸宏 教授（理工）

H27年04月01日 紙川　尚也 准教授（理工）

H27年04月01日 松坂　方士 准教授（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 照井　健 講師（医）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 島田　美智子 講師（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 山本　祐司 講師（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 稲葉　渉 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 吉澤　忠司 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 間山　恒 助教（医）〔H32.03.31まで〕

人 事 異 動

- 10 -



H27年04月01日 田中　佳人 助教（医）〔H28.03.29まで〕

H27年04月01日 村上　洋 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 津川　浩二 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 脇屋　太一 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 杉山　尚樹 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 西澤　尚徳 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 掛端　伸也 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 野田　浩 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 鴨井　舞衣 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 太田　俊 助教（理工）

H27年04月01日 石田　祐司 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 横田　貴志 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 山形　聡 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 神　寛之 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 井上　亮 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 木村　由佳 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 佐藤　まり子 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 矢越　ちひろ 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 林　慶充 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 米内山　真之介助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 山下　梓 助教（男女）〔H30.03.31まで〕

H27年04月01日 岡本　洋介 助手（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 毛内　奈津姫 助手（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 山内　宏大 助手（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 工藤　和洋 助手（医）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 菊地　綾香 助手（保）

H27年04月01日 佐藤　ちひろ 助手（保）

H27年04月01日 太田　理恵 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 対馬　悠子 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 工藤　周平 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 北川　陽介 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 小笠原　尚志 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 千葉　大輔 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 熊坂　諒大 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 大石　将文 助手（病）〔H27.09.25まで〕

H27年04月01日 葛西　俊範 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 西村　雅之 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 地主　継 助手（病）〔H32.03.31まで〕
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H27年04月01日 佐藤　天童 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 速水　史郎 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 吉田　枝里 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 安田　奈津子 教頭（教育・附小）

H27年04月01日 八木橋　摩里 教諭（教育・附幼）

H27年04月01日 佐藤　沙織 教諭（教育・附小）

H27年04月01日 小林　雅人 教諭（教育・附小）

H27年04月01日 下山　明子 教諭（教育・附小）

H27年04月01日 工藤　佳世子 教諭（教育・附小）

H27年04月01日 三上　ユカ 教諭（教育・附中）

H27年04月01日 髙森　洋平 教諭（教育・附中）

H27年04月01日 山谷　匠顕 教諭（教育・附中）

H27年04月01日 中村　常信 教諭（教育・附中）

H27年04月01日 齋藤　克正 教諭（教育・附中）

H27年04月01日 岡田　一也 教諭（教育・附特）

H27年04月01日 白石　公德 教諭（教育・附特）

H27年04月01日 中嶋　実樹 教諭（教育・附特）

H27年04月01日 木村　恵利子 教諭（教育・附特）

H27年04月01日 加賀谷　紀 教諭（教育・附特）

H27年04月01日 丹代　菜々 養護教諭（教育・附特）

H27年04月01日 野呂　拓也 薬剤師（病院・臨床）

H27年04月01日 三浦　早苗 臨床検査技師（病院・臨床）

H27年04月01日 兵藤　塁 薬剤師（病院・薬剤）

H27年04月01日 工藤　成美 薬剤師（病院・薬剤）

H27年04月01日 平山　紗衣 薬剤師（病院・薬剤）

H27年04月01日 牛山　直美 助産師（病院・看護）

H27年04月01日 佐藤　花織 助産師（病院・看護）

H27年04月01日 塚本　由理香 助産師（病院・看護）

H27年04月01日 木村　紀子 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 篠原　和美 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 鳴海　わか奈 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 山内　麻未 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 藤田　ひろみ 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 阿保　佳子 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 木田　歩 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 岡村　吏紗 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 原田　知佳 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 太田　綾子 看護師（病院・看護）
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H27年04月01日 越膳　祐美 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 浅利　知邑 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 須藤　史子 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 大平　由可子 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 河原　右奈 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 齋藤　温美 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 奈良　咲子 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 宮崎　聡子 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 古沢　千洋 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 玉田　翔子 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 西﨑　麻衣 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 堀　しのぶ 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 齋藤　瑞規 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 平山　洋子 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 鈴木　彩 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 角田　梨紗 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 葛西　舞 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 田中　亜希子 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 石田　広輝 准看護師（病院・看護）

H27年04月01日 木村　彩乃 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 木田　千尋 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 鳴海　沙織 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 佐々木　歩 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 尾﨑　恵理香 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 吉崎　日野美 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 相馬　初香 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 佐藤　亜沙美 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 一戸　侑祈 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 佐々木　羽蘭 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 林　茜音 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 畑中　裕美 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 齋藤　倫子 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 西村　信爾 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 逢坂　奈美 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 九島　結奈 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 笹森　さつき 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 藤田　希望 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 千代谷　冴香 看護助手（病院・看護）
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H27年04月01日 兵庫　由唯 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 佐々木　麻央 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 早川　美咲 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 飯田　佳琳 看護助手（病院・看護）

H27年04月01日 阿倍　健 診療放射線技師（病院・医技）

H27年04月01日 村上　翔 診療放射線技師（病院・医技）

H27年04月01日 横山　利紗 医療技術補助員（病院・医技）

H27年04月01日 對馬　瑞季 医療技術補助員（病院・医技）

H27年04月01日 川越　尚平 医療技術補助員（病院・医技）

H27年04月01日 川村　麻緒 医療技術補助員（病院・医技）

H27年04月01日 岡田　壮士 医療技術補助員（病院・医技）

H27年04月01日 松橋　敬晃 医療技術補助員（病院・医技）

［任期更新］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 教諭（教育・附中） 小野　春美 教諭（教育・附中）〔H27.12.31まで〕

H27年04月01日 教諭（教育・附特） 天野　優美 教諭（教育・附特）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 古川　賢一 准教授（医）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 小林　恒 准教授（医）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 講師（病） 遠藤　哲 講師（病）〔H30.03.31まで〕

H27年04月01日 講師（病） 對馬　敬夫 講師（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（医） 沢田　かほり 助教（医）〔H30.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 髙安　忍 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 神尾　卓哉 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 川口　英夫 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 小野　朋子 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 西　隆 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（医） 秋元　直樹 助手（医）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（医） 田中　里奈 助手（医）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（病） 山本　達也 助手（病）〔H32.03.31まで〕

［昇任］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 課長補佐（総務・人事） 庄司　聡 財務管理課長（財務）

H27年04月01日 課長補佐（病院・総務） 松岡　昌江 事務長（人文学部）

H27年04月01日 係長（財務・予企室） 坂本　良紀 予算企画室長（財務・予企室）

H27年04月01日 係長（学務・入試） 長澤　恵美子 課長補佐（学務・入試）

H27年04月01日 係長（研推・社連） 木村　洋 課長補佐（病院・総務）
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H27年04月01日 主任（総務・人事） 花岡　正崇 係長（総務・人事）

H27年04月01日 主任（病院・経調） 會津　豪 係長（財務・契約）

H27年04月01日 主任（研推・学情） 長谷川　友紀 係長（研推・学情）

H27年04月01日 主任（保健学研究科） 木村　麻子 係長（保健学研究科）

H27年04月01日 主任（農学生命科学部） 山田　智子 係長（農学生命科学部）

H27年04月01日 主任（医学研究科） 木立　朝道 係長（病院・総務）

H27年04月01日 主任（研推・学情） 工藤　久美子 係長（病院・医事）

H27年04月01日 一般職員（総務・人事） 齋藤　光仁 主任（総務・人事）

H27年04月01日 一般職員（医学研究科） 下山　智裕 主任（総務・人事）

H27年04月01日 一般職員（財務・予企室） 篠村　知明 主任（財務・予企室）

H27年04月01日 一般職員（学務・入試） 小林　志乃 主任（学務・入試）

H27年04月01日 一般職員（農学生命科学部） 山本　諭 主任（研推・研推）

H27年04月01日 一般職員（研推・学情） 白坂　恭子 主任（研推・学情）

H27年04月01日 一般職員（教育学部） 板垣　真澄 主任（教育学部）

H27年04月01日 一般職員（教育学部） 山内　裕美 主任（教育学部）

H27年04月01日 一般職員（保健学研究科） 小笠原　愛 主任（保健学研究科）

H27年04月01日 一般職員（理工学研究科） 吉田　富嗣 主任（理工学研究科）

H27年04月01日 一般職員（農学生命科学部） 小石川　菜生子主任（農学生命科学部）

H27年04月01日 一般職員（病院・医事） 安田　昌史 主任（農学生命科学部）

H27年04月01日 一般職員（病院・経企） 池田　健 主任（病院・経企）

H27年04月01日 一般職員（病院・医事） 阿保　るり子 主任（病院・医事）

H27年04月01日 一般職員（病院・医事） 加賀谷　泰治 主任（病院・医事）

H27年04月01日 一般職員（被ばく医療総合研究所） 板垣　学 主任（被ばく医療総合研究所）

H27年04月01日 一般職員（青森キャンパス） 白石　興介 主任（青森キャンパス）

H27年04月01日 准教授（人文） 大橋　忠宏 教授（人文）

H27年04月01日 准教授（教育） 塚本　悦雄 教授（教育）

H27年04月01日 准教授（教育） 荒井　一成 教授（教育）

H27年04月01日 准教授（医） 高橋　徹 教授（保）

H27年04月01日 准教授（理工） 佐川　貢一 教授（理工）

H27年04月01日 准教授（農生） 藤﨑　浩幸 教授（農生）

H27年04月01日 講師（人文） 横地　徳廣 准教授（人文）

H27年04月01日 講師（人文） 堀　智弘 准教授（人文）

H27年04月01日 講師（人文） 日比野　愛子 准教授（人文）

H27年04月01日 講師（教育） 出　佳奈子 准教授（教育）

H27年04月01日 講師（教育） 武内　裕明 准教授（教育）

H27年04月01日 講師（医） 富田　泰史 准教授（医）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 講師（医） 二川原　健 准教授（医）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 講師（病） 佐々木　亮 准教授（医）〔H34.03.31まで〕
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H27年04月01日 講師（病） 木村　正臣 准教授（医）〔H30.05.31まで〕

H27年04月01日 講師（保） 吉田　英樹 准教授（保）

H27年04月01日 講師（病） 北山　眞任 准教授（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 橋場　英二 准教授（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（医） 山田　雅大 講師（医）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（保） 葛西　宏介 講師（保）

H27年04月01日 助教（病） 木村　太 講師（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 久保田　耕世 講師（病）〔H34.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（病） 花田　勇 助教（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 薬務主任（病院・薬剤） 下山　律子 副薬剤部長（病院・薬剤）

H27年04月01日 薬剤師（病院・薬剤） 照井　一史 薬務主任（病院・薬剤）

H27年04月01日 看護師長（病院・看護） 木村　淑子 副看護部長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 鎌田　理恵子 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 工藤　和子 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 工藤　雅子 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 須藤　典子 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 高屋　智宇 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 飛内　さとみ 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 船水　信后 副看護師長（病院・看護）

H27年04月01日 副診療放射線技師長（病院・医技） 須崎　勝正 診療放射線技師長（病院・医技）

H27年04月01日 主任診療放射線技師（病院・医技） 神　寿宏 副診療放射線技師長（病院・医技）

H27年04月01日 診療放射線技師（病院・医技） 成田　将崇 副診療放射線技師長（病院・医技）

H27年04月01日 診療放射線技師（病院・医技） 駒井　史雄 主任診療放射線技師（病院・医技）

H27年04月01日 臨床検査技師（病院・医技） 刀稱　亀代志 主任臨床検査技師（病院・医技）

H27年04月01日 作業療法士（病院・医技） 西村　信哉 主任作業療法士（病院・医技）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 鈴木　彩 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 平山　洋子 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 玉田　翔子 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 河原　右奈 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 古沢　千洋 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 齋藤　瑞規 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 葛西　舞 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 西﨑　麻衣 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 奈良　咲子 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 角田　梨紗 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 田中　亜希子 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 准看護師（病院・看護） 堀　しのぶ 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 准看護師（病院・看護） 齋藤　温美 看護師（病院・看護）
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H27年04月23日 准看護師（病院・看護） 石田　広輝 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 准看護師（病院・看護） 宮崎　聡子 看護師（病院・看護）

［配置換］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 財務管理課長（財務） 村市　悟 財務企画課長（財務）

H27年04月01日 事務長（青森キャンパス） 古舘　賢樹 研究推進課長（研推）

H27年04月01日 総務課長（病院） 小田桐　努 社会連携課長（研推）

H27年04月01日 事務長（人文学部） 三浦　信義 総務課長（病院）

H27年04月01日 社会連携課長（研推） 山田　修平 事務長（青森キャンパス）

H27年04月01日 課長補佐（総務・人事） 飯田　有知子 課長補佐（総務・人事）

H27年04月01日 課長補佐（学務・入試） 佐々木　宣子 課長補佐（総務・人事）

H27年04月01日 予算企画室長（財務・予企室） 對馬　孝行 課長補佐（施設・施企）

H27年04月01日 係長（総務・人事） 佐藤　順志 係長（総務・企画）

H27年04月01日 係長（病院・総務） 對馬　寿恵 係長（総務・人事）

H27年04月01日 係長（財務・財企） 花田　耕 係長（財務・予企室）

H27年04月01日 係長（研推・研推） 櫻庭　晋 係長（学務・教務）

H27年04月01日 係長（総務・企画） 鎌田　貴己 係長（学務・入試）

H27年04月01日 技術系係長（施設・環安） 成田　治二 係長（施設・施企）

H27年04月01日 技術系係長（施設・環安） 會津　利幸 係長（施設・本町）

H27年04月01日 係長（病院・医事） 成田　保教 係長（研推・研推）

H27年04月01日 係長（財務・契約） 小野　賢 係長（研推・社連）

H27年04月01日 係長（病院・経調） 齋藤　由紀 係長（研推・学情）

H27年04月01日 係長（研推・学情） 宮川　順子 係長（教育学部）

H27年04月01日 係長（病院・医事） 一戸　由紀子 係長（病院・経調）

H27年04月01日 係長（保健学研究科） 嘉手苅　広一郎係長（病院・医事）

H27年04月01日 主任（研推・学情） 須田　久美子 主任（財務・契約）

H27年04月01日 主任（総務・人事） 坂本　啓 主任（学務・学生）

H27年04月01日 主任（病院・経調） 石岡　知之 主任（施設・施企）

H27年04月01日 主任（学務・学生） 舩木　美里 主任（研推・学情）

H27年04月01日 主任（学務・入試） 和田　丈稔 主任（医学研究科）

H27年04月01日 主任（学務・教務） 小松　千雪 主任（農学生命科学部）

H27年04月01日 主任（病院・医事） 小田桐　高 主任（病院・経企）

H27年04月01日 主任（教育学部） 小野　可奈子 主任（病院・経調）

H27年04月01日 一般職員（研推・研推） 平田　亜湖 一般職員（総務・総務）

H27年04月01日 一般職員（教育学部） 田村　真理子 一般職員（総務・企画）

H27年04月01日 一般職員（総務・人事） 工藤　侑子 一般職員（総務・広国）

H27年04月01日 一般職員（学務・入試） 菅原　昌歩 一般職員（総務・人事）

- 17 -



H27年04月01日 一般職員（病院・総務） 星　晃治 一般職員（総務・人事）

H27年04月01日 一般職員（研推・社連） 菅原　佳 一般職員（総務・人事）

H27年04月01日 一般職員（総務・人事） 佐藤　夕貴 一般職員（財務・財企）

H27年04月01日 一般職員（病院・経企） 髙橋　陽介 一般職員（財務・予企室）

H27年04月01日 一般職員（研推・研推） 吉田　穂南 一般職員（財務・財管）

H27年04月01日 一般職員（総務・総務） 藤村　美樹 一般職員（学務・入試）

H27年04月01日 一般職員（財務・契約） 奧山　祐司 一般職員（学務・入試）

H27年04月01日 一般職員（理工学研究科） 古川　和佳子 一般職員（研推・研推）

H27年04月01日 一般職員（総務・人事） 中村　康人 一般職員（研推・研東室）

H27年04月01日 一般職員（農学生命科学部） 佐藤　ひとみ 一般職員（研推・学情）

H27年04月01日 一般職員（総務・企画） 佐々木　俊 一般職員（教育学部）

H27年04月01日 一般職員（病院・経調） 福士　昌司 一般職員（教育学部）

H27年04月01日 一般職員（財務・財管） 花田　昌吾 一般職員（医学研究科）

H27年04月01日 一般職員（施設・施企） 鈴木　亮 一般職員（保健学研究科）

H27年04月01日 一般職員（総務・人事） 大澤　聖孝 一般職員（保健学研究科）

H27年04月01日 一般職員（保健学研究科） 中川　悠己 一般職員（病院・総務）

H27年04月01日 一般職員（教育学部） 三浦　大成 一般職員（病院・経調）

H27年04月01日 一般職員（研推・学情） 久保　貴子 一般職員（病院・医事）

H27年04月01日 助教（病） 泉山　圭 助教（病）〔H27.12.15まで〕

H27年04月01日 助教（病） 西崎　史恵 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 青木　哉志 助教（医）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（医） 五十嵐　剛 助手（病）〔H32.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（病） 岩村　大径 助手（医）〔H27.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（病） 吉田　健太 助手（医）〔H31.03.31まで〕

H27年04月01日 助産師（病院・看護） 廣田　るみ子 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 助産師（病院・看護） 花田　あかね 看護師（病院・看護）

H27年04月01日 社会福祉士（病院・地連） 袴田　光樹 社会福祉士（病院・総患）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 逢坂　奈美 助産師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 木村　彩乃 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 佐々木　歩 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 鳴海　沙織 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 吉崎　日野美 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 相馬　初香 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 佐藤　亜沙美 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 佐々木　羽蘭 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 林　茜音 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 畑中　裕美 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 西村　信爾 看護師（病院・看護）
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H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 齋藤　倫子 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 九島　結奈 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 笹森　さつき 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 早川　美咲 看護師（病院・看護）

H27年04月16日 看護助手（病院・看護） 飯田　佳琳 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 医療技術補助員（病院・医技） 横山　利紗 作業療法士（病院・医技）

H27年04月23日 医療技術補助員（病院・医技） 對馬　瑞季 作業療法士（病院・医技）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 木田　千尋 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 尾﨑　恵理香 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 一戸　侑祈 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 藤田　希望 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 兵庫　由唯 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 千代谷　冴香 看護師（病院・看護）

H27年04月23日 看護助手（病院・看護） 佐々木　麻央 看護師（病院・看護）

［命］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 副学長 作花　文雄 教育研究評議会評議員

H27年04月01日 教授（人文） 今井　正浩 教育研究評議会評議員

H27年04月01日 教授（農生） 佐々木　長市 教育研究評議会評議員

H27年04月01日 教授（新エネ） 村岡　洋文 教育研究評議会評議員

H27年04月01日 教授（農生） 檜垣　大助 教育研究評議会評議員

H27年04月01日 教授（教育） 小岩　直人 ２１世紀教育センター副センター長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（理工） 喜多　昭一 ２１世紀教育センター副センター長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（保健管理センター） 髙梨　信吾 保健管理センター所長〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（教育） 杉原　かおり 教員免許状更新講習支援室副室長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教務課長（学務） 石川　真理 評価室室員〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 研究推進課長（研推） 古舘　賢樹 評価室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（理工） 喜多　昭一 評価室室員

H27年04月01日 事務長（理工学研究科） 齋藤　伸雄 法人内部監査室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 課長補佐（病院・経企） 佐々木　健一 法人内部監査室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（教育） 日景　弥生 男女共同参画推進室長

H27年04月01日 講師（人文） 栗原　由紀子 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（教育） 出　佳奈子 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 助教（医・脳研） 丹治　邦和 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（保） 藤田　あけみ 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（理工） 鳥飼　宏之 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 張　樹槐 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕
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H27年04月01日 看護師長（病） 長尾　麻紀子 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（教育） 日景　弥生 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 課長補佐（総務・総務） 工藤　公樹 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 課長補佐（総務・人事） 飯田　有知子 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 課長補佐（財務・財企） 山形　浩貴 男女共同参画推進室室員〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 講師（教育） 松本　大 男女共同参画推進室室員

H27年04月01日 臨床検査技師長（病院・医技） 小島　佳也 男女共同参画推進室室員

H27年04月01日 教授（人文） 今井　正浩 人文学部長〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（人文） 今井　正浩 大学院人文社会科学研究科長

H27年04月01日 教授（人文） 黄　孝春 人文学部副学部長〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（人文） 荷見　守義 人文学部副学部長〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（人文） 福田　進治 大学院人文社会科学研究科副研究科長

H27年04月01日 教授（教育） 小玉　正志 教育学部附属幼稚園長〔H30.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（教育） 田中　完 教育学部附属小学校長〔H30.03.31まで〕

H27年04月01日 教諭（教育・附小） 秋田　真 教育学部附属小学校主幹教諭〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教諭（教育・附中） 葛原　秀人 教育学部附属中学校主幹教諭〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教諭（教育・附特） 岡田　一也 教育学部附属特別支援学校小学部主事

H27年04月01日 教授（医） 中路　重之 教授（医・地域健康増進学講座）〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（医） 中路　重之 教授（医・地域がん疫学講座）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 髙橋　一平 准教授（医・地域健康増進学講座）〔H30.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 髙橋　一平 准教授（医・地域がん疫学講座）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 准教授（病） 松坂　方士 准教授（医・地域がん疫学講座）〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（理工） 中里　博 理工学部数理科学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（理工） 浅田　秀樹 理工学部物理学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（理工） 岡﨑　雅明 理工学部物質創世化学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（理工） 小菅　正裕 理工学部地球環境学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（理工） 小林　康之 理工学部電子情報工学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（理工） 伊藤　昭彦 理工学部知能機械工学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 佐々木　長市 農学生命科学部長〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 佐々木　長市 大学院農学生命科学研究科長

H27年04月01日 教授（農生） 石川　隆二 農学生命科学部副学部長〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 葛西　身延 農学生命科学部生物学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 吉田　孝 農学生命科学部分子生命科学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 青山　正和 農学生命科学部生物資源学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 泉谷　眞実 農学生命科学部園芸農学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 藤﨑　浩幸 農学生命科学部地域環境工学科長〔H28.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 姫野　俵太 農学生命科学部附属遺伝子実験施設長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 看護部長（病院・看護） 小林　朱実 医学部附属病院病院長補佐〔H28.03.31まで〕
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H27年04月01日 教授（医） 山村　仁 医学部附属病院救急科科長

H27年04月01日 教授（医） 山村　仁 医学部附属病院高度救命救急センター長

H27年04月01日 療法士長（病院・医技） 塚本　利昭 医学部附属病院医療技術部長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（新エネ） 村岡　洋文 北日本新エネルギー研究所長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（新エネ） 島田　宗勝 北日本新エネルギー研究所副研究所長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（農生） 檜垣　大助 白神自然環境研究所長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 教授（白神） 石川　幸男 白神自然環境研究所副研究所長〔H29.03.31まで〕

H27年04月01日 助手（医） 敦賀　和志 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 助教（病） 吹田　淑子 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 下山　克 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（医） 奥村　謙 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 二川原　健 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教授（医） 中村　和彦 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 佐々木　亮 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 講師（病） 松﨑　康司 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 講師（病） 和田　簡一郎 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 豊木　嘉一 学校医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 准教授（医） 小林　恒 学校歯科医（保健管理センター）〔H28.01.31まで〕

H27年04月01日 教務課長（学務・教務） 石川　真理 学務部教務課教育改革推進室長

H27年04月01日 研究推進課長（研推） 古舘　賢樹 研究推進部研究推進課研究高度化支援センター長

H27年04月01日 課長補佐（研推・研推） 三上　徹 研究推進部研究推進課東京事務所事務室長

［免］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 教授（教育） 小山　智史 教員免許状更新講習支援室副室長

H27年04月01日 教授（理工） 中里　博 評価室室員

H27年04月01日 教授（人文） 渡邉　麻里子 大学院人文社会科学研究科副研究科長

H27年04月01日 教授（医） 奥村　謙 医学部附属病院呼吸器内科科長

H27年04月01日 課長補佐（施設・施企） 對馬　孝行 財務部財務企画課予算企画室予算グループ係長

［休職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 主任（研推・学情） 熊谷　千賀子 期間延長〔H27.6.30まで〕

H27年04月01日 副看護師長（病院・看護） 工藤　文子 期間延長〔H27.6.30まで〕

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 中嶋　公美子 期間延長〔H27.6.30まで〕

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 大沢　美紗姫 期間延長〔H27.4.30まで〕

H27年04月15日 教授（人文） 作道　信介 期間延長〔H27.7.5まで〕
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［育児休業］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月01日 一般職員（総務・人事） 村上　恵 職務復帰

H27年04月03日 助手（病） 千葉　仁美 職務復帰

H27年04月01日 助産師（病院・看護） 鈴木　美香 職務復帰

H27年04月01日 助産師（病院・看護） 三浦　麻依子 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 本間　萌美 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 藤岡　香織 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 中村　好 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 岩渕　美沙 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 佐々木　幸恵 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 小林　明子 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 廣田　仁美 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 太田　あゆみ 職務復帰

H27年04月01日 看護師（病院・看護） 蒔苗　文子 期間延長〔H27.9.30まで〕

H27年04月02日 看護師（病院・看護） 花田　みずほ 育児休業開始〔H28.3.31まで〕

H27年04月12日 看護師（病院・看護） 秋元　夏美 育児休業開始〔H30.2.13まで〕

H27年04月25日 講師（病） 目時　友美 育児休業開始〔H27.6.30まで〕

［離職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年04月30日 准教授（医） 花田　裕之 辞職

H27年04月30日 看護師（病院・看護） 山田　智恵子 辞職
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主要日誌 

 

 ４月 ６日 第４３０回役員会 

７日 平成２７年度弘前大学大学院入学式及び弘前大学入学式 

   １３日 青森市長による講演会「地方創生・人口減少克服に関する青森市の取組み」 

   １４日 企画戦略会議 

    〃  教育研究評議会 

   １５日 学長定例記者会見 

２０日 第４３１回役員会 

２１日 事務連絡会議 

 〃  経営協議会 

   ２２日 第 1 回弘前大学附属図書館ラウンジトーク 
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学内規則 

 

（平成２７年４月１７日改正） 

○弘前大学医学部附属病院規程 

医学部附属病院の診療科にリハビリテーション科を加えるため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２７年４月３０日改正） 

（一部改正） 

○国立大学法人弘前大学職員就業規則 

○国立大学法人弘前大学職員任免規程 

○国立大学法人弘前大学職員出向及び転籍に関する規程 

○国立大学法人弘前大学職員退職手当規程 

○国立大学法人弘前大学永年勤続者表彰規程 

○国立大学法人弘前大学期末手当，勤勉手当及び期末特別手当支給細則 

○国立大学法人弘前大学職員退職手当細則 

独立行政法人通則法の改正により，法人が３つ（中期目標管理法人，国立研究開発法人，行政執行法人）

に分類されたことに伴い，当該機関との人事交流等に関連する規則等の整備をするため，上記の規則等

を一部改正した。 

 

（平成２７年４月３０日改正） 

（一部改正） 

○国立大学法人弘前大学契約職員就業規則 

○国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則 

○国立大学法人弘前大学職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程 

非常勤職員の休暇及び常勤職員の早出遅出勤務について，国家公務員に準拠した運用を図るため，上記

の規則等を制定及び一部改正した。 

 

 （平成２７年４月３０日改正） 

○国立大学法人弘前大学職員給与規程 

地域手当の支給対象地域及び教員特殊業務手当の支給額について，国家公務員及び青森県職員に準拠

するため，上記の規程を一部改正した。 
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