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弘前大学生涯学習教育研究センター「地域おこし協力隊研修会」を開催 

 

 

 平成 28 年 2 月 5 日（金），弘前大学は，「第 3 回地域おこし協力隊研修会」を開催しました。

この研修会は，地域おこし協力隊，地域住民，受け入れ自治体職員を対象にしたもので，三者の

相互理解をすすめ，協働のあり方や地域おこし協力隊員が地域に定着していくための道筋を検討

することを目的とするもので，今回が 3 回目となります。弘前大学生涯学習教育研究センター主

催，弘前大学地域社会研究科・弘前大学地域未来創生センター共催で実施され，46 名が参加しま

した。 

 佐藤敬学長の開催挨拶のあと，研修会第１部では，みやぎ連携復興センター事業部長 石塚 直

樹 氏と同チーフプログラムコーディネーター 中沢 峻 氏による講演が行われました。講演では，

東日本大震災からの復興とみやぎ連携復興センターの紹介，復興における人的支援施策や復興支

援員制度の現状と考察及び復興支援員のマネジメントについて説明いただきました。第 2 部では

ワークショップを実施し，これまでの地域おこし協力隊の活動を「地域創造力曲線」の「足し算

の支援」「掛け算の支援」という視点からも振り返り，協力隊員が地域に定着していくための計画

を立てるロードマッピングを行いました。本学の卒業生で新しく配属されたばかりの協力隊員や，

具体的な事業計画を発表する協力隊員，協力隊の導入を検討中の自治体職員等は，地域ごとにさ

まざまな現状分析を踏まえた将来設計の発表のあと，活発な意見交換が行われました。 

地域おこし協力隊，地域住民，受け入れ自治体職員の関わり方をより密なものとし，3 年間とい

う限られた任期で充実した活動を進めることを実現するために，有意義な研修会となりました。 

 

  

開催の挨拶をする佐藤学長        講演する石塚氏（右）と中沢氏 
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公益財団法人シルバーリハビリテーション協会より寄附金目録をいただきました 

 

 

 平成 28 年 2 月 5 日（金），弘前大学創立 50 周年記念会館応接室において，弘前大学への寄附

金目録をいただきました。 

 八戸市にある公益財団法人シルバーリハビリテーション協会より，疾病予防・医療・福祉等県

民の意識向上や，これに関連した地域の活性化に資する啓発活動及び，人財育成に資するよう公

開講座や講演会等を実施するための支援として，1,000 万円のご寄附をいただきました。贈呈式に

は，公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 田中由紀子 理事長，ほか事務局関係者，東

北医療福祉事業協同組合 田中信幸 理事長に出席いただき，田中由紀子理事長から佐藤敬学長に

目録が手渡され，佐藤学長が謝辞を述べました。 

 本学では，寄附者のご意向を踏まえ地域と連携しながら事業展開を進めていく予定です。 

 

 

左から大河原隆社会連携担当理事，佐藤敬学長，田中由紀子理事長，田中信幸理事長 
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名誉教授称号授与 

～作道信介人氏に名誉教授の称号を授与～ 

 

 本年 2 月 6 日付けで退職され，教育上又は学術上特に功績のあった本学元教授作道信介氏（人

文社会・教育学系／社会科学領域／人文学部専任担当）に「弘前大学名誉教授」の称号が授与さ

れました。これにより，平成 28 年 2 月 7 日現在における本学名誉教授の称号を授与された方は

309 名となりました。 

 

 

 

平成 27 年度弘前大学情報セキュリティセミナーを開催 

 

 

 平成 28 年 2 月 9 日（火），「平成 27 年度弘前大学情報セキュリティセミナー」を弘前大学総合

情報処理センター計算機システム研修室で開催し，教職員ら約 35 名が参加しました。 

 このセミナーは，教職員や学生の情報セキュリティに関する意識の向上を目的に実施しており，

今年度は国立大学法人岩手大学から，情報基盤センター准教授 川村暁 氏を招きご講演いただき

ました。 

 講演では，「今一度見直すパスワードと情報（データ）の取り扱い」をテーマとして，情報漏え

いから自らを守るために，個人が実施すべき基本的な対策や情報資産の適切な取り扱いについて

説明があり，参加者は熱心に聴き入っていました。 

 続いて，弘前大学総合情報処理センター 佐藤友暁 准教授による講演が行われ，「Hiroin ID と

国際相互無線 LAN 接続サービスの運用について」をテーマとして，学術無線 LAN ローミングサ

ービスを利用する際に必要なセキュリティ対策について説明がありました。 

 

  
講演する川村暁氏         質問する葛西総合情報処理センター長 
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弘前大学研究・イノベーション推進機構「知財塾」を開催 

 

 

 弘前大学研究・イノベーション推進機構は，平成 28 年 2 月 15 日（月）に弘前大学医学部基礎

校舎 1 階大会議室において，知的財産権の基礎知識や創出，管理，活用等に関する理解を深め，

知的財産に対する意識を醸成することを目的に「知財塾」を開催しました。 

 当日は，特許庁において審査官を務めていた，国立大学法人山口大学 大学研究推進機構 知的

財産センター長であり山口ティー・エル・オー代表取締役社長である 佐田洋一郎 氏を講師に迎

え，「医療研究者・研究支援者のための特許と研究ノートの正しい活用法」と題しご講演いただき

ました。佐田氏からは，大学が期待する知的財産の機能と課題，医療分野において新たに取得可

能となった特許，特許化において意識すべき知的財産のポイント等について解説いただき，特に

研究データの管理は，発明者が帰属する大学等法人組織に求められること等について解説があり

ました。また，研究ノートは知的財産管理や研究の記録のためだけでなく，研究室で情報共有す

ることで誤解や悩みに気づくためにも重要であると説明がありました。 

 46 名の参加者は，大学と研究者に求められる特許取得の目的や医療関連技術の特許について熱

心に聞き入っており，具体的な事例に基づいた質疑応答も活発になされ，知的財産管理の意識に

ついて理解を深める有意義な場となりました。 

 

  
国立大学法人山口大学 大学研究推進機構          会場の様子 
 知的財産センター長 佐田 洋一郎 氏 
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「平成 27 年度弘前大学教養教育に関するＦＤ」を開催 

 

 平成 28 年 2 月 16 日（火），弘前大学教育学部大教室において，「弘前大学教養教育に関する

FD」を開催しました。 

 本年度は国立教育政策研究所から高等教育研究部研究員 立石慎治 氏をお招きし，「学生の社会

的・職業的自立のために弘前大学がなすべきこととは」をテーマとして基調講演をいただきまし

た。その後，岩手大学教育推進機構 後藤厚子 特任准教授から「地域課題をテーマとした PBL 導

入の取り組みについて」のご報告をいただき，最後に，本学農学生命科学部 藤崎浩幸 教授，COC

推進室 西村君平 助教から「地域学ゼミナールについて」の報告がありました。 

 当日は各学部・研究科等から約 100 名を超える参加者があり，会場は熱気に包まれました。 

 
国立教育政策研究所 立石慎治 研究員 

 
岩手大学教育推進機構 後藤厚子 特任准教授 
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第 16 回 COI 特別講演会を開催 

 

 平成 28 年 2 月 16 日（火），弘前大学大学院医学研究科臨床大講義室において，東京大学大学

院医学系研究科社会医学専攻医療情報経済学分野教授 大江 和彦 氏を講師にお招きし，『医療を

変えるＩＣＴと医療情報データベース』と題した特別講演会を開催しました。 

 本学は文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」に採択され，

「略称：革新的『健やか力』創造拠点」として，企業および自治体とアンダーワンルーフの下「認

知症・生活習慣病研究とビッグデータ解析の融合による画期的な疾患予兆発見の仕組み構築と予

防法の開発」を進めております。本講演会は，この活動を推進するにあたり，更なる知見を深め

ることを目的に実施しているもので，今回で１６回目の開催となります。 

 講演会では，血糖，運動，食生活を自己管理することを支援するスマートフォン・ＩＣＴシス

テム，宅内に設置する人感センサーで早期認知症を検知する研究，開発企業で異なるばらばらの

電子化カルテデータを標準化する「ＳＳ－ＭＩＸ２標準化ストレージ」の紹介，また，今後解決

しなければならない課題（主要な診療データの電子化の前医療機関での推進・情報バンクの設立

と同意に基づく保存・医療におけるパーソナルデータ保護法 他）など様々な取り組みについて，

御講演いただきました。 

 当日は約 80 名の一般の方，学生や教職員，企業等関係者が聴講し，講演後にも大江先生に個別

に質問を行い，熱心な意見交換がされていました。 

 今後，本拠点ではビッグデータ解析・コホート研究等への知見を深め一層強化し，COI 事業を

展開する予定です。 

 

  

挨拶する中路研究リーダー         講演する東京大学 大江教授 
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平成 27 年度弘前大学学術特別賞授与式並びに受賞者講演会を開催 

 

 

 平成 28 年 2 月 16 日（火）に平成 27 年度弘前大学学術特別賞授与式を医学研究科大会議室に

て執り行いました。 

 今年度は，学術特別賞（遠藤賞）２名，若手優秀論文賞２名が受賞し，佐藤学長から表彰状と

盾などを贈呈後，本学並びに各分野をリードする優れた研究成果を挙げたことへの謝辞とともに，

さらなる研鑽を期待する旨挨拶がありました。 

 続いて，来賓の遠藤前学長からの挨拶後，各受賞者よりスピーチがあり，学術特別賞を受賞し

た医学研究科 中根 明夫 教授からは，共に研究を行ってきた研究室のスタッフに対する謝辞と

ともに，尊敬する遠藤前学長の名を冠する本賞の受賞は研究者として夢の 1 つであり，そのため

にひたすら研究に励んだ結果受賞に結び付いたこと，そしてこれからも一層教育研究に邁進する

旨挨拶がありました。授与式には役員等多数の出席者があり，盛大な式典となりました。 

 授与式終了後には，医学研究科基礎大講堂にて受賞者の記念講演会が開催され，学術特別賞（遠

藤賞）を受賞した人文学部 関根 達人 教授，医学研究科 中根 明夫 教授，若手優秀論文賞

を受賞した農学生命科学部 柏木 明子 准教授，農学生命科学部 栗田 大輔 助教から，それぞれ

受賞論文に関する研究内容について講演が行われました。講演後，受賞者へ花束が贈呈され，会

場からは大きな拍手が送られました。今回の講演会には，多くの教職員の参加があり，本学にお

いて高い評価を得られた論文や本学の看板となる優秀な研究成果に触れる貴重な機会となりまし

た。 

 
佐藤学長，遠藤前学長と受賞者 

（前列左二番目から柏木准教授，中根教授，遠藤前学長，佐藤学長，関根教授，栗田助教） 
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「第 11 回学生相談を考える会」を開催 

 

 

 平成 28 年 2 月 22 日（月），学生相談に携わる学内外の教職員を対象にした「第 11 回学生相談

を考える会」を開催しました。同会は多様化・複雑化する学生相談に適切に対応し，学生への支

援体制を充実させようと平成 20 年度から開催しており，今回で 11 回目の開催となります。県内

外からの大学関係者を含め約 50 人が参加しました。 

 今回は，筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター准教授の白澤麻弓先生をお招きし，『「障

害者への不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について－国大協作成ガイドライ

ンをめぐって－』と題した講演をしていただきました。 

 その後，参加者と行われたディスカッションでは，白澤先生，保健学研究科 石川教授，教育学

部 松本教授，土岐コーディネーターを交え，聴覚障害者のためのノートティカー等，支援する側

の技量について米国の事例も交え，意見交換が行われました。 

 最後に白澤先生から，障害者への支援を通じて，多様な視点が持てることを喜んでどんな支援

が可能かを検討していくことも必要ではないか，という印象的なお話もあり，非常に貴重な機会

となりました。 

 

  

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター     挨拶をする伊藤教育担当理事 

白澤 准教授による講演の様子 
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学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム 

平成 27 年度学生地域活動支援事業成果発表会を開催 

 

 

 弘前大学を含む弘前市内の６大学が加盟している学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシア

ムでは，弘前市共催のもと，「平成２７年度学生地域活動支援事業成果発表会」を平成 28 年 2 月

23 日（火）にヒロロ 4 階弘前市民文化交流館ホールで開催し，市民，学生，関係者 65 名が参加

しました。 

 今年度初の試みとなる同事業は，学生団体が自らの地域について考え，その課題解決や地域活

性化につながる事業の実施を支援するもので，「学生力」あふれる魅力あるまちづくりの推進を図

ることを目的として実施し，弘前医療福祉大学ロコモ．com の「活気ある生活をいつまでも！～

ロコモ体操とダンベル体操をはじめましょう～」，弘前大学アカペラサークルＶ．Ｅ．Ｌの「弘前

大学アカペラサークル V.E.L Winter Live 事業」，弘前大学吹奏楽団の「ミュージック・レボリュ

ーション～学生から発信する音楽改革～」，弘前大学お笑いサークルＷＰＳの「Ｔ－１グランプリ

（津軽学生お笑いグランプリ）」，弘大囃子組の「弘前お囃子隊（を囃したい）」，弘前大学弘前学

生ＢＢＳ会の「第一回 なつんこフェスタ」の６事業が採択され，来場者は学生団体の発表に真

剣に耳を傾けていました。 

 学生たちは「活動への参加者が少なく，募集方法をもっと検討すべきだった」，「計画どおりに

事業が進まず，補助金を有意義に使用することができなかった」等の反省点はあったものの，「事

業を通じて地域の人たちとの交流を図ることができた」「地域活性化につながる活動ができたと思

う」「これまでは，何かやりたくても予算が無く諦めていたことが，補助金の交付を受けたことで

事業が実施でき本当に良かった。来年度もぜひ申請したい」と，とても満足している様子でした。 

 また，各団体の成果発表後，審査員 23 名による『地域への貢献性が高い事業』を投票で決める

審査が行われ，投票の結果，「弘前大学アカペラサークル V.E.L Winter Live 事業」，「Ｔ－１グラ

ンプリ（津軽学生お笑いグランプリ）」，「弘前お囃子隊（を囃したい）」の 3 事業が同得票数によ

り選ばれました。 

 なお，同事業は平成 28 年度も継続して実施していく予定です。 

  

ダンベル体操の普及を目指す          演奏を通じて地域を盛り 

ロコモ．ｃｏｍの活動発表           上げた弘前大学吹奏楽団 
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第 17 回 COI 特別講演会を開催 

 

 

 平成 28 年 2 月 24 日（水），弘前大学大学院医学研究科基礎大講義室において，東京大学医科

学研究所 ヘルスインテリジェンスセンター 健康医療データサイエンス分野 教授 井元清哉 氏

を講師にお招きし，『ゲノムビッグデータ時代の予防医療応用研究最前線』と題した特別講演会を

開催しました。 

 本学は文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）」に採択され，

「略称：革新的『健やか力』創造拠点」として，企業および自治体とアンダーワンルーフの下「認

知症・生活習慣病研究とビッグデータ解析の融合による画期的な疾患予兆発見の仕組み構築と予

防法の開発」を進めております。本講演会は，この活動を推進するにあたり，更なる知見を深め

ることを目的に実施しているもので，今回で 17 回目の開催となります。 

 講演会では，クオンタイムシークエンシングの実用性検証，全ゲノムシークエンスデータの解

析・解釈研究，行動変容調査研究とデータシェアリング，またハリウッド女優のアンジェリーナ・

ジョリーさんを例に挙げ，遺伝子検査の結果，ＢＲＣＡ１と呼ばれる遺伝子に変異があり，乳が

ん・卵巣がんになる確率が一般の人よりもかなり高いことが分かったため手術を行った興味深い

話など，ゲノム情報に関する様々な取り組みについて御講演いただきました。 

 当日は約 70 名の一般の方，学生や教職員，企業等関係者が聴講し，講演後にも井元先生に個別

に質問を行い，熱心な意見交換がされていました。 

 今後，本拠点ではビッグデータ解析・コホート研究等への知見を深め一層強化し，COI 事業を

展開する予定です。 

 

  

挨拶をする中路研究リーダー        講演する東京大学井元教授 
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 諸 会 議 
 

 

▼役員会 

    ２月１日（月） 

  審議事項 

1. 教職大学院の設置について 

2. 学部改組等に伴う学内規則等整備について 

3. 弘前大学大学院学則の一部改正について 

4. 大学院研究科規程の一部改正について 

5. 教育推進機構再編等に伴う学内規則等整備について 

  報告事項 

1. 平成２８年２月１日以降の新体制について 

 

    ２月１５日（月） 

  審議事項 

1. 弘前大学創立７０周年記念事業について 

2. 平成２８年度トップマネジメント経費（中期目標達成促進経費）について 

3. 国立大学法人弘前大学教育研究院教員選考規程の一部改正について 

4. 国立大学法人弘前大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について 

5. 研究推進部に係る事務組織の見直し案について 

6. 入学試験委員会規程等の改正について 

7. 本学の研究推進，産学連携等に係る経費について（案） 

  報告事項 

1. 第１４回北東北国立３大学連携推進会議について 

2. 平成２７年度 ＣＯＣ＋シンポジウムの開催について 

3. 弘前労働基準監督署からの是正勧告について 

4. 平成２８年度機能強化経費「機能強化促進分」について 

5. 会計検査院実地検査について 

6. 平成２７年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択者による研究成果発表会について 

7. 平成２７年度医学部附属病院の収支実績見込について 

 

▼教育研究評議会 

   ２月１日（月） 

  審議事項 

1. 経営協議会学外委員の選出について 

2. 学長選考会議委員の選出について 
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   ２月９日（火） 

  審議事項 

1. 教職大学院の設置について 

2. 学部改組等に伴う学内規則等整備について 

3. 弘前大学大学院学則の一部改正について 

4. 国立大学法人弘前大学における教員の任期に関する規程の一部改正について 

5. 教育推進機構再編等に伴う学内規則等整備について 

6. 弘前大学ＣＯＩ研究推進機構規程の改正について 

7. 弘前大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について 

8. 弘前大学大学院理工学研究科規程の一部改正について 

9. 弘前大学大学院農学生命科学研究科規程の一部改正について 

  報告事項 

1. 教員の採用等について 

2. 平成２８年度教員業績評価について 

3. 利益相反自己申告書の提出状況について 

4. 平成２７年度弘前大学教養教育に関するＦＤの開催について 

5. 平成２７年度弘前大学若手・新任研究者支援事業採択者による研究成果発表会について 

6. 研究倫理教育（CITI Japan e-learning）の受講状況について 

7. 平成 27 年度弘前大学学術特別賞授与式・記念講演及び平成 27 年度弘前大学機関研究成果発

表会の開催について 

8. 学部新入生を対象とした e-ラーニング教材による情報倫理教育の受講義務化について 

9. 弘前大学白神自然環境研究所シンポジウム「自然史情報と市民研究家の活躍」開催について 

10. 「北日本食の成長戦略」実現に向けた三者連携に関する協定の締結について 

11. 「東遊雑記」デジタル版の公開について 

12. 平成２７年度内部監査の結果について 

13. 委員会等報告 

(1) 教育委員会（1 月 26 日開催分） 

(2) 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 

（1 月 22 日開催分） 

14. 平成 28 年度一般入試志願者数等について 

 

 

▼教育委員会 

２月８日（月） 

  審議事項 

1. 学生特別支援室規程等の制定について 
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［任用］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月01日 佐藤　敬 学長［H32.03.31まで］

H28年02月01日 吉澤　篤 企画担当理事［H30.01.31まで］

H28年02月01日 加藤　健 総務担当理事［H30.01.31まで］

H28年02月01日 伊藤　成治 教育担当理事［H30.01.31まで］

H28年02月01日 郡　千寿子 研究担当理事［H30.01.31まで］

H28年02月01日 大河原　隆 社会連携担当理事［H30.01.31まで］

H28年02月01日 井口　泰孝 学長特別補佐〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 神本　正行 学長特別補佐〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 堀内　元博 学長特別補佐〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 羽田　隆吉 副理事〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 小山　宏 副理事〔H30.01.31まで〕

［採用］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月01日 土橋　大典 事務職員（総務・人事）

H28年02月01日 松井　大地 事務職員（病院・医事）

H28年02月01日 柏倉　幾郎
教授（医学系／保健科学領域／大学院保
健学研究科専任担当）

H28年02月01日 城田　農
准教授（自然科学系／安全システム工学
領域／大学院理工学研究科専任担当）

H28年02月01日 山内　華純 看護師（病院・看護）

H28年02月01日 永野　友美 理学療法士（病院・医技）

［任期更新］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月01日 副学長 作花　文雄 副学長〔H30.01.31まで〕

［昇任］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月01日
准教授（医学系／臨床医学領域／大学
院医学研究科専任担当）

津田　英一
教授（医学系／臨床医学領域／大学院医
学研究科専任担当）〔H38.1.31まで〕

［命］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月01日 企画担当理事 吉澤　篤 副学長

人 事 異 動
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H28年02月01日 総務担当理事 加藤　健 副学長

H28年02月01日 教育担当理事 伊藤　成治 副学長

H28年02月01日 研究担当理事 郡　千寿子 副学長

H28年02月01日 社会連携担当理事 大河原　隆 副学長

H28年02月01日
教授（医学系／保健科学領域／大学院
保健学研究科専任担当）

柏倉　幾郎 副学長〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／国際連携本部専任担当）

和氣　太司 副学長〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 病院長 藤　哲 学長特別補佐〔H28.03.31まで〕

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

中根　明夫 学長特別補佐〔H29.03.31まで〕

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

日景　弥生 学長特別補佐〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／人文学部専任担当）

曽我　亨 副理事〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 教授（ＣＯＩ研究推進機構） 村下　公一 副理事〔H28.03.31まで〕

H28年02月01日 企画担当理事 吉澤　篤 経営協議会委員

H28年02月01日 総務担当理事 加藤　健 経営協議会委員

H28年02月01日 教育担当理事 伊藤　成治 経営協議会委員

H28年02月01日 研究担当理事 郡　千寿子 経営協議会委員

H28年02月01日 社会連携担当理事 大河原　隆 経営協議会委員

H28年02月01日 病院長 藤　哲 経営協議会委員〔H28.03.31まで〕

H28年02月01日
教授（医学系／保健科学領域／大学院
保健学研究科専任担当）

齋藤　陽子 経営協議会委員〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日 企画担当理事 吉澤　篤 教育研究評議会評議員

H28年02月01日 総務担当理事 加藤　健 教育研究評議会評議員

H28年02月01日 教育担当理事 伊藤　成治 教育研究評議会評議員

H28年02月01日 研究担当理事 郡　千寿子 教育研究評議会評議員

H28年02月01日 社会連携担当理事 大河原　隆 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（医学系／保健科学領域／大学院
保健学研究科専任担当）

柏倉　幾郎 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／国際連携本部専任担当）

和氣　太司 教育研究評議会評議員

H28年02月01日 副学長 作花　文雄 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／人文科学
領域／人文学部専任担当）

今井　正浩 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

戸塚　学 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（自然科学系／農学・生命科学領
域／農学生命科学部専任担当）

橋本　勝 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

若林　孝一 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（地域イノベーション学系／戦略
的融合領域／教育学部専任担当）

北原　啓司 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（地域イノベーション学系／戦略
的融合領域／被ばく医療総合研究所専
任担当）

山田　正俊 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

中根　明夫 教育研究評議会評議員

H28年02月01日
教授（医学系／臨床医学領域／保健管
理センター専任担当）

髙梨　信吾 保健管理センター所長〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

土田　成紀
アイソトープ総合実験室長〔H28.03.31ま
で〕

H28年02月01日 教育担当理事 伊藤　成治 国際教育センター長

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

中根　明夫 附属図書館長〔H29.03.31まで〕

H28年02月01日 総務担当理事 加藤　健 事務局長

H28年02月01日 企画担当理事 吉澤　篤 評価室室員
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H28年02月01日
教授（自然科学系／安全システム工学
領域／大学院理工学研究科専任担当）

稲村　隆夫 法人内部監査室長

H28年02月01日
教授（自然科学系／安全システム工学
領域／大学院理工学研究科専任担当）

稲村　隆夫 法人内部監査室室員〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／人文学部専任担当）

加藤　惠吉 法人内部監査室室員〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（医学系／保健科学領域／大学院
保健学研究科専任担当）

齋藤　陽子 法人内部監査室室員〔H30.01.31まで〕

H28年02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〔H30.01.31まで〕

H28年02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〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／人文科学
領域／人文学部専任担当）

今井　正浩
教育研究院人文社会・教育学系長
〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

若林　孝一 教育研究院医学系長〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（自然科学系／農学・生命科学領
域／農学生命科学部専任担当）

橋本　勝
教育研究院自然科学系長〔H30.01.31ま
で〕

H28年02月01日
教授（地域イノベーション学系／戦略
的融合領域／教育学部専任担当）

北原　啓司
教育研究院地域イノベーション学系長
〔H30.01.31まで〕

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／人文科学
領域／人文学部専任担当）

今井　正浩 人文学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／人文科学
領域／人文学部専任担当）

今井　正浩 大学院人文社会科学研究科長

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／人文学部専任担当）

黄　孝春 人文学部副学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／人文科学
領域／人文学部専任担当）

荷見　守義 人文学部副学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

戸塚　学 教育学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

戸塚　学 大学院教育学研究科長

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

大高　明史 教育学部副学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

中野　博之 教育学部副学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／教育・芸
術領域／教育学部専任担当）

長南　幸安 教育学部副学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

若林　孝一 医学部長

H28年02月01日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

廣田　和美 医学部副学部長

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

若林　孝一 医学部医学科長

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

若林　孝一 大学院医学研究科長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

廣田　和美
大学院医学研究科副研究科長［H29.01.31
まで］

H28年02月01日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

東海林　幹夫
大学院医学研究科附属脳神経血管病態研
究施設長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授(医学系/基礎医学領域/大学院医
学研究科附属高度先進医学研究セン
ター専任担当)

伊東　健
大学院医学研究科附属高度先進医学研究
センター長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科附属脳神経血管病態研究施
設専任担当）

上野　伸哉
大学院医学研究科附属動物実験施設長
［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（自然科学系／農学・生命科学領
域／農学生命科学部専任担当）

橋本　勝 農学生命科学部長［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（自然科学系／農学・生命科学領
域／農学生命科学部専任担当）

橋本　勝 大学院農学生命科学研究科長

H28年02月01日
教授（自然科学系／農学・生命科学領
域／農学生命科学部専任担当）

松﨑　正敏
農学生命科学部副学部長［H30.01.31ま
で］

H28年02月01日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

津田　英一
医学部附属病院リハビリテーション科科
長

H28年02月01日 企画担当理事 吉澤　篤 教授（理工）［H30.01.31まで］
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H28年02月01日 教育担当理事 伊藤　成治 教授（教育）［H30.01.31まで］

H28年02月01日 研究担当理事 郡　千寿子 教授（教育）［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（地域イノベーション学系／戦略
的融合領域／被ばく医療総合研究所専
任担当）

山田　正俊
被ばく医療総合研究所長［H30.01.31ま
で］

H28年02月01日
教授（地域イノベーション学系／戦略
的融合領域／被ばく医療総合研究所専
任担当）

吉田　光明
被ばく医療総合研究所副研究所長
［H30.01.31まで］

H28年02月01日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／国際連携本部専任担当）

和氣　太司 国際連携本部長〔H30.1.31まで〕

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

佐藤　研
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
准教授（医学系／臨床医学領域／大学
院医学研究科専任担当）

富田　泰史
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

蔭山　和則
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

中村　和彦
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

目時　友美
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
准教授（医学系／臨床医学領域／大学
院医学研究科専任担当）

佐々木　亮
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

松﨑　康司
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

和田　簡一郎
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

石戸　圭之輔
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月01日
助手（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

敦賀　和志
学校医（保健管理センター）［H28.09.26
まで］

H28年02月01日
講師（医学系／臨床医学領域／医学部
附属病院専任担当）

久保田　耕世
学校医（保健管理センター）［H30.01.31
まで］

H28年02月16日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

津田　英一 医学部附属病院リハビリテーション部長

［免］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月16日
教授（医学系／臨床医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

石橋　恭之 医学部附属病院リハビリテーション部長

［育児休業］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月04日 看護師（病院・看護） 今　美香 育児休業開始〔H29.3.31まで〕

［休職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月01日 主任（医） 和田　丈稔 期間延長〔H28.2.29まで〕

H28年02月01日 看護師（病院・看護） 大沢　美紗姫 期間延長〔H28.3.31まで〕

H28年02月12日 事務職員（医） 石川　直哉 期間延長〔H28.3.11まで〕

H28年02月12日 副看護師長（病院・看護） 山田　朋子 期間延長〔H28.3.11まで〕

［離職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年02月05日 看護師（病院・看護） 柏崎　弓美 死亡

H28年02月06日
教授（人文社会・教育学系／社会科学
領域／人文学部専任担当）

作道　信介 退職
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H28年02月14日
助手（医学系／基礎医学領域／大学院
医学研究科専任担当）

岡本　洋介 辞職

H28年02月29日 助産師（病院・看護） 田澤　篤枝 辞職

H28年02月29日 助産師（病院・看護） 牛山　直美 辞職
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主要日誌 

 

２月 １日 第４５０回役員会 

   〃  教育研究評議会 

   〃  経営協議会 

 ５日 弘前大学生涯学習教育研究センター「地域おこし協力隊研修会」 

 〃  公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 寄附金目録贈呈 

 ６日 名誉教授称号授与 

    ９日 平成 27 年度弘前大学情報セキュリティセミナー 

    〃  企画戦略会議 

    〃  教育研究評議会 

１５日 弘前大学研究・イノベーション推進機構「知財塾」 

 〃  第４５１回役員会 

１６日 平成 27 年度弘前大学教養教育に関するＦＤ 

〃  第１６回 COI 特別講演会 

    〃  平成 27 年度弘前大学学術特別賞授与式並びに受賞者講演会 

 〃  事務連絡会議 

２２日 第 11 回学生相談を考える会 

   ２３日 学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム 

平成 27 年度学生地域活動支援事業成果発表会 

２４日 第 17 回 COI 特別講演会 
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学内規則 

 

（平成２８年２月１５日改正） 

（一部改正） 

○弘前大学ＣＯＩ研究推進機構規程 

革新的イノベーション創出プログラム（ＣＯＩプログラム）の事業推進にあたり，研究開発に関するデー

タ解析，利用，公表等の取扱いを適正に管理する体制を整備するため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２８年２月１５日改正） 

（一部改正） 

○弘前大学大学院人文社会科学研究科規程 

○弘前大学大学院理工学研究科規程 

○弘前大学大学院農学生命科学研究科規程 

教育効果の向上及びカリキュラムの充実等を図ることを目的として，各研究科において授業科目の新設，

廃止，名称変更等を行うため，上記の規程を一部改正した。 

 

（平成２８年２月１５日改正） 

（一部改正） 

○国立大学法人弘前大学管理運営規則 

○弘前大学教育推進機構規程 

○教育推進機構学生就職支援センター要項 ほか 30 件 

（制定） 

○弘前大学弘前大学における外国人留学生の教養教育科目履修の特例に関する規程 

○弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

○弘前大学教養教育科目における「北東北国立３大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

○弘前大学教養教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

○弘前大学教養教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程 

（廃止） 

○弘前大学 21 世紀教育センター科目主任に関する規程 

○弘前大学における外国人留学生の 21 世紀教育科目履修の特例に関する規程 

○弘前大学における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

○弘前大学 21 世紀教育科目における「北東北国立３大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

○弘前大学 21 世紀教育科目における「放送大学との単位互換」の単位認定に関する規程 

○弘前大学 21 世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関する規程 

教育推進機構の再編に係る組織名称を変更するとともに，21 世紀教育センターを廃止すること及び

21 世紀教育を教養教育として実施することに伴い，上記の規則等を一部改正等した。 
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（平成２８年２月２４日改正） 

（一部改正） 

○国立大学法人弘前大学監事監査規程 

○国立大学法人弘前大学職員退職手当細則 

○国立大学法人弘前大学勘定科目設定基準 

独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センターが統合され，平成 28

年 4月 1 日から「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」となることに伴い，上記の規程を一部改正

した。 

 

 

- 20 -



弘前大学学報第143号

弘前大学総務部広報・国際課
036-8560 弘前市文京町１
電話 (0172)36-2111


