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平成 28 年度弘前大学入学式 

 

 

 平成 28 年 4 月 5 日（火），平成 28 年度「弘前大学入学式」及び「弘前大学大学院入学式」が

来賓，関係者出席の下，厳かに行われました。 

 「弘前大学入学式」は二部制で行われ，第 1 部（人文社会科学部，教育学部）が 11 時から，第

2 部（医学部，理工学部，農学生命科学部）が 13 時 30 分から執り行われました。 

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。 
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平成 28 年度弘前大学入学式 

 

告辞 

 

弘前大学長  佐藤 敬 

 

 例年に比べて暖かな冬が足早に去り，津軽の地

にも穏やかな春を迎えることができました。そん

な中，本日ここ弘前市民会館において，ご来賓やご家族，その他多くの方々のご臨席の下に，平

成 28 年度の入学式を挙行できますことは，私たち弘前大学職員にとって大きな喜びとするとこ

ろであります。第一部では，人文社会科学部と教育学部の新入生 453 人の皆さんに（第二部では，

医学部，理工学部，農学生命科学部の新入生 933 人の皆さんに），先ずは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，入学誠におめでとうございます。 

 弘前大学は 1949 年，昭和 24 年に新制大学として出発してから今年で 67 年目を迎えました。

そして，この伝統ある弘前大学の歴史を引き継いで下さることになった皆さんに，お礼を申し上

げたいとも思います。新制弘前大学が設置されたのは，太平洋戦争後に我が国の教育制度が一新

されて間もない頃の出来事でしたが，元をたどると，弘前大学の歴史は，1876 年，明治 9 年に創

設された青森県小学師範学校まで遡ることができ，今年は 140 周年にあたります。その後創設さ

れた青森師範学校，青森医学専門学校と，弘前にあった旧制弘前高等学校などが母体となって，

新制弘前大学となったものです。それは，青森にあった師範学校や医学専門学校が太平洋戦争に

よる空襲で焼け落ちて廃校の危機を迎えた際に，弘前市や地元の有力者の方々のご尽力により，

この地に移転して存続することができたものです。その後も現在に至るまで，弘前大学は地元自

治体や地域の方々の大きな支援の下に教育研究活動を展開することができました。 

 また，最近になって地域の活性化や地方創生における大学の役割に期待が集まっており，本学

も県内の多くの大学と共に，地域の自治体や企業，団体等と一体となって地域の人口減少や経済

の後退にできるだけ歯止めをかけ，地域の活性化に貢献する取組を進めてきました。今後皆さん

は，地域の方々と共に，地域の課題を題材に学習を進める機会が多くなると思いますが，弘前市

の外から転入された皆さんは，弘前市民として住民登録をして，選挙権を行使するなど，この地

にしっかりと腰を落ち着けた上で勉学に励んで下さるよう願っています。もちろん，大学の役割

は地域のみにとどまるものではなく，大学である以上は世界を視野に入れた教育研究活動を推進

していかなければなりません。しかし，今や地方にあっても世界と直結しており，地域課題に取

り組むことが地域に引きこもることではありません。皆さんが多様な学びを経て得た成果を，さ

まざまな形で地域に還元することができれば幸いと考えています。  

 弘前大学は平成 28 年度から，学部の改組を実施し，教育学部生涯教育課程の廃止や，人文学部

から人文社会科学部への変更と入学定員の削減，そして理工学部の自然エネルギー学科や農学生

命科学部の国際園芸農学科などの新設がその主なものです。このことは，社会の一部から言われ

ている人文社会系学問の後退ではなく，本学が地域活性化の中核的拠点としてあるべき体制を真

摯に検討した結果であり，弘前大学の社会貢献を考える時，最も重要な結論であったと確信して
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います。皆さんは，それぞれの専門分野における知識，技能を身に付けることはもちろん，大学

の授業に加えて，課外活動やボランティア活動，そして地域の人たちとの交流など，多くの経験

を積むことを通して，将来力強く社会に貢献する人に育って下さるよう願って止みません。 

 大学における勉学は皆さん自らが課題を意識し，自ら学ぶことが基本です。大学の授業や教員

の役割は皆さんの勉学を時に支援し，時にリードするものです。与えられる課題を待つのではな

く，自ら課題を設定し，教員の支援も大いに活用して積極的に勉学を進めることを忘れないで下

さい。 

 日本社会の今後を担うべき皆さんの大いなる可能性に期待するとともに，弘前大学における皆

さんの学生生活が実り多いものになるよう祈念して，入学式の告辞といたします。 
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平成 28 年度弘前大学大学院入学式 

 

告辞 

 

弘前大学長 佐藤 敬 

 

 例年になく暖かい冬が足早に去って，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 28 年度の大学院入学式を挙行できますことは，私たち弘前大学職員にとって

大きな喜びとするところであります。 

 まずもって，314 人の大学院入学者の皆さんに心から歓迎の意を表し，お祝いを申し上げます。

皆さん，弘前大学大学院へのご入学，誠におめでとうございます。大学あるいは大学院博士前期

課程を修了した後，さらに学問を追究するという皆さんの姿勢に対して心からの敬意と激励を送

るとともに，大学院において学問を続けられることを大きな幸福と受け止め，努力して頂きたい

と思います。 

 平成 28 年度から弘前大学は学部の改組と大学院の充実からなる教育研究組織の見直しを行い

ましたが，大学院における教育研究の推進は国立大学の重要な役割でもあり，特にこの地域にお

いては，弘前大学がしっかりとその役割を果たすことが求められています。そしてその役割を果

たすべき主役は皆さんであり，皆さんにはこれまで蓄積された学問の新たな展開を担うことが期

待されています。もちろん，当面は教員の指導の下に進められるものと思いますが，いずれは自

らが中心となって未知の領域を切り開いていくのが次の時代の学問を担うべき皆さんの使命です。

そのことは，一般に言われる研究職に就く場合に限られる訳ではありません。皆さんが将来如何

なる道を歩もうとも，既に蓄積された成果の反復で終わることは在り得ないと思います。例えこ

の本州最北の地に在っても，我が国の，ひいては世界の未来を担うという気概をもって学問を進

めて下さるよう願って止みません。 

 最近，学術研究における我が国の世界的地位の低下が指摘されていますが，具体的には，研究

成果公表の量的・質的評価において世界の先進国の中での順位が低下しつつあるのは事実です。

また，ここ数年，我が国の研究者がノーベル賞を継続的に受賞していますが，近い将来にはノー

ベル賞受賞者を輩出することが難しくなるとも言われています。残念ながら，次代を担う研究者

を養成することの重要性と，そのための方策が国の基本方針としてしっかりと定着しているとは

思われません。そんな中にあって，私たちは，高等教育の当面する課題に対応する努力は欠かせ

ませんが，少なくとも学問の本来の理念を決して見失ってはならないと，自戒を込めて考えてい

ます。大学院生としての皆さんの学生生活においても，学究の徒に相応しい自覚を持って努力し

て下さるよう，決意を新たにしていただければ幸いです。 

 グローバル社会の今後を，リーダーとして担うべき皆さんの大きな可能性に期待するとともに，

弘前大学大学院生としての今後の日々を健康で実り多く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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学生特別支援室の看板上掲式を挙行 

 

 

 平成 28 年 4 月 1 日（金），伊藤教育担当理事，石川学生特別支援室室長と関係者が出席し，「学

生特別支援室」の看板上掲式を挙行しました。  

学生特別支援室は，本学における障害のある学生への全学的な支援を推進し，もって障害のあ

る学生の円滑な学修等に寄与することを目的として設置されました。 

今後，障害のある学生及び関係する職員，家族等からの相談をうけ，修学及び学生生活につい

て，関係各部局との緊密な連携及び協力の下に，合理的配慮の提供に関して検討していくことと

なります。 

 

 
伊藤教育担当理事㊨と石川学生特別支援室室長㊧ 
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平成 28 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を本学教員が受賞 

 

 

 科学技術に関する研究開発，理解増進等において顕著な成果を収め

た者を表彰する「科学技術分野の文部科学大臣表彰」の平成 28 年度

受賞者が決定され，本学大学院医学研究科附属脳神経血管病態研究施

設 脳神経生理学講座 古賀 浩平 助教が若手科学者賞を受賞しまし

た。 

 若手科学者賞は，高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげ

た若手研究者個人を表彰するものです。 

 受賞内容は以下のとおりであり，授賞式は 4 月 20 日（水）に文部

科学省で執り行われます。 

 

○受賞内容 

 「新規鎮痛薬開発を目指した慢性疼痛の神経機構の研究」 

○業 績 

臨床では，既存の鎮痛薬では効果を示さない慢性疼痛が問題となっている。その原因の一つに，

不安やうつなど心因性要因の関与が挙げられる。しかしながら，そのシナプス機構の詳細につい

ては，これまで不明であった。 

氏は，心因性要因と慢性疼痛に重要な役割を果たす脳領域である前帯状回に注目した。前帯状

回のシナプス前終末における長期増強の形成とその機序を同定した。そして，この長期増強が，

慢性疼痛と不安に寄与する神経機構の一端であることを明らかにした。 

本研究成果は，これまで未解明である痛みがどのように慢性化するかについての解明に大きく

寄与し，またこの前帯状回におけるシナプス可塑性の制御を標的とした新規鎮痛薬の開発に貢献

すると期待される。 

 

・主要論文 

 「Co-existence of two forms of LTP in ACC provides a synaptic mechanism for the interactions 

between anxiety and chronic pain.」Neuron 85(2)，p377～389，2015 年 1 月発表 

 「Impaired presynaptic long-term potentiation in the anterior cingulate cortex of Fmr1 

knockout mice.」The Journal of Neuroscience 35(5)，p2033～2043，2015 年 2 月発表 

 

 

受賞者の古賀 浩平 助教 
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元農林水産大臣政務官 横山信一参議院議員特別講演会 

「海と陸からの恵み 日本の食の最前線！」を開催 

 

 

 平成 28 年 4 月 13 日（水），北海道新幹線の開業とともに青函連携の深まるなか，国会議員唯

一の水産学博士として農林水産大臣政務官をはじめ，長きにわたり道南の基幹産業である水産業

の振興などに尽力された横山参議院議員をお招きし，弘前大学創立 60 周年記念会館コラボ弘大 8

階八甲田ホールにて，特別講演会「海と陸からの恵み 日本の食の最前線！」を開催しました。 

 本学は三方を海に囲まれた青森県の知の拠点として，水産資源を基にした「食」との関わりの

中で地域を志向した教育・研究・地域貢献を推進しており，本学教職員のみならず，青森県をは

じめ県内自治体，商工会議所，銀行，民間企業，一般市民など幅広い分野・職種の関係者約 75 人

が参加し，地域の興味・関心が非常に高く，地域ニーズに合致したテーマでした。 

 横山参議院議員からは，耕作放棄地や飼料用米等の農業の現状，「攻め」と「守り」の水産基板

整備など，具体的事例・データをもとに踏み込んだ専門的内容を分かりやすく講演いただきまし

た。また，日本の政策を踏まえながら，世界規模のマクロ視点から市町村規模のミクロ視点まで，

多角的視点による農業・漁業の持続的発展について迫った講演となり，今後の新たな第一次産業

の在り方を考察するきっかけとなりました。 

 横山参議院議員の講演後には，佐藤敬弘前大学長ほか数名から質問が飛び交い，特別講演会終

了後も会場から人が立ち去ることなく大盛況の講演会となりました。 

 

  

   講演会会場の様子          横山参議院議員㊧に質問する佐藤学長㊨ 
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岩手県奥州市大安寺水沢伊達(留守)家６代室 

千重墓出土の女乗物について記者会見を実施 

 

 

 平成 28 年 4 月 15 日（金）弘前大学人文社会科学部 1 階文化資源学コース実習室 C において，

岩手県奥州市大安寺水沢伊達（留守）家 6 代室千重墓出土の女乗物について本学部文化財論講座

の関根達人教授，同片岡太郎講師が記者会見を行いました。 

 関根達人教授らのチームが岩手県奥州市水沢地区大安寺に所在する水沢伊達（留守）家墓所の

出土品を整理・分析したところ，6 代室千重の墓に上級武家の婚礼に使われた女乗物が納められ

ていたことが判明し，その復元図を作成することができました。女乗物の出土は全国初で，本資

料は近世武家社会の婚礼や葬儀を考えるうえで大変貴重な資料であります。今後は，出土品の保

存処理と調査報告書の刊行を予定しております。 

 

 

記者会見の様子 
関根達人教授㊧と片岡太郎講師㊨ 

  

岩手県奥州市大安寺水沢伊達（留守）家墓所より出土した 
水沢伊達（留守）家 6 代室千重墓出土の女乗物 
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弘前大学八戸サテライト「食育・健康講座」開催 

 

 平成 28 年 4 月 23 日（土）八戸ポータルミュージアム「はっち」5 階共同キッチンにおいて，

「弘前大学八戸サテライト『食育・健康講座』」を開催しました。 

 同講座では，青森県南部地方特産の農水産物を素材に，弘前大学や弘前医療福祉短期大学部な

ど青森県内外の高等教育機関シーズを活用し，機能性を生かした新たな調理方法や加工技術によ

る利用を図り，食育文化の向上により健康増進や介護予防を促進し，地産地消の推進や 6 次加工

による生業事業の拡大と所得向上を通じて，食による地方創生に貢献することを目的として，平

成 28 年 4 月 23 日から 7 月 9 日まで全 8 回の講座を予定しています。 

 同講座初回は，八戸サテライトの髙橋客員教授の開講挨拶後，講師の加藤 陽治 弘前大学教育

学部・特任教授から「サケの氷頭でアンチエイジング」のメインテーマに基づき，「サケの鼻軟骨

（プロテオグリカン）で若さを保つ」と題した講義が行われました。講義では，プロテオグリカ

ンについてのこれまでの取組の説明や，今後それを利用した新たな機能性食品への取組，サケ鼻

軟骨の新たな活用などについて説明がありました。引き続き，講師の三上 統生 弘前医療福祉短

期大学部・助教から「氷頭（ひず）を食材にした美味しい食べ方を学ぶ」と題して，氷頭の下処理

法の検討や氷頭料理のレシピ集の作成などについて説明があり，途中，三上講師から提供された

「氷頭入りがんもどき」と「氷頭入りリンゴと胡桃のパウンドケーキ」を受講者に配膳し，試食

しながらの講義となりました。参加した 39 名の受講者らは，熱心に耳を傾けるとともに，時折，

プロテオグリカンの効能や氷頭の調理法などの質問が飛び交うなど有意義な講義でした。 

同講座には，当初の募集定員を超える多数の申込みがあり，幅広い年齢層の市民らが参加し，

八戸市民の関心の高さがうかがえました。 

  
開催の挨拶をする髙橋客員教授      講義をする加藤特任教授 

  
        講義をする三上助教           受講生の様子 
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 諸 会 議 
 

 

▼役員会 

４月４日（月） 

  審議事項 

1. 平成 28 年度弘前大学新任教員ガイダンスについて 

2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画（案）について 

3. 寄附講座の設置について 

4. 国立大学法人弘前大学共同研究講座及び共同研究部門規程等の制定等について 

  報告事項 

1. 第３期中期目標・中期計画について 

2. 新たな教員業績評価制度について 

3. 会計検査院実地検査の結果について 

4. (仮称)深浦エコサテライトキャンパスの設置について 

5. 東京事務所活動実績報告について 

 

４月１８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. 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の一部改正につ

いて 

3. 「深浦エコサテライトキャンパス」の設置について 

  報告事項 

1. 弘前大学と延辺大学との学生交流に関する覚書の変更について 

2. 平成 28 年度科学研究費助成事業の交付内定について 

3. 研究成果の海外への情報発信について 

4. 平成 28 年度「科学者発見プロジェクト」の募集について 

5. 八戸サテライト「食育・健康講座」の実施について 

6. オカムラ食品工業社長による講演会「チャンスを活かす可能性への挑戦」の開催について 

 

 

▼教育研究評議会 

４月１２日（火） 

  審議事項 

1. 学長選考会議委員の選出について 

2. 弘前大学苦情処理室室員の推薦について 
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3. 国立大学法人弘前大学共同研究講座及び共同研究部門規程等の制定等について 

4. 寄附講座の設置について 

報告事項 

1. 教員の採用等について 

2. 第 3 期中期目標・中期計画について 

3. 国立大学法人弘前大学における反社会的勢力に対する基本方針の制定等について 

4. 平成 28 年度入試の結果について 

5. 平成 28 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業 

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブへの申請について 

6. 東京事務所活動実績報告について 

7. 寄附講座の開設について 

8. 委員会等報告 

(1) 教育委員会報告（3 月 30 日開催分） 

(2) 21 世紀教育センター運営委員会報告（3 月 17 日開催分） 

(3)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 22 日開催分）  

 

 

▼教育委員会 

４月２７日（水） 

  審議事項 

1. 平成２９年度授業日程について 

2. 平成２８年度入学料免除について 

3. 平成２８年度前期授業料延納・月割分納について 

4. 「体育・スポーツ施設運営担当教員連絡協議会委員名簿（案）」について 

  報告事項 

1. 平成２８年度計画について 

2. 「ひろだいナビゲ→ト・キャラバン」について 

3. 平成２８年度「弘前大学高大連携公開講座」受講者について 

4. 平成２８年度前期「弘前学院大学との単位互換」特別聴講学生について 

5. 平成２７年度後期「学生による授業表アンケート」実施結果について 

6. 学生の事故防止等について 

7. 平成２７年度学生総合相談室相談事項及び件数について 

8. 平成２８年度東北地区国立大学法人学生課長会議及び東北地区大学体育連盟常任幹事会につ

いて 

9. 総合文化祭実施委員会委員について 

10. 平成２８年度インターンシップ実施日程について 
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［任命］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日 山内　浩 監事〔H32.8.31まで〕

H28年04月01日 澁谷　尚子 監事〔H32.8.31まで〕

H28年04月01日 藤岡　正昭 学長特別補佐〔H30.3.31まで〕

［採用］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日 久保田　学 部長（財務）

H28年04月01日 金澤　哲哉 部長（学務）

H28年04月01日 川村　金蔵 部長（病院事務部）

H28年04月01日 土井　正人 課長（学務・学生）

H28年04月01日 橘　紀博 課長（施設・施企）

H28年04月01日 大平　隆人 課長（施設・環安）

H28年04月01日 成田　昭夫 課長（病院・医事）

H28年04月01日 石田　有依 事務職員（総務・総務）

H28年04月01日 櫻庭　加奈 事務職員（財務・財企）

H28年04月01日 鹿内　康熙 技術職員（施設・環安）

H28年04月01日 葛西　諒亮 事務職員（研推・研推）

H28年04月01日 加藤　太香子 事務職員（研推・研推）〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日 安田　啓徳 事務職員（人社）

H28年04月01日 白川　裕大 事務職員（教育）

H28年04月01日 古川　陽平 事務職員（病院・経調）

H28年04月01日 熊谷　遊太 事務職員（病院・医事）

H28年04月01日 畑中　真穂 医療技術補助員（病院・医技）

H28年04月01日 金本　俊幾
教授（自然科学系（機能創成科学領域）／
大学院理工学研究科専任担当）

H28年04月01日 佐々木　一哉
教授（自然科学系（機能創成科学領域）／
大学院理工学研究科専任担当）

H28年04月01日 銭谷　勉
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04月01日 梅田　浩司
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04月01日 石山　新太郎
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04月01日 小林　史尚
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04月01日 本田　明弘
教授（地域イノベーション学系（戦略的融合領
域）／北日本新エネルギー研究所専任担当）
〔H38.3.31まで〕

H28年04月01日 桐原　慎二
教授(北日本新エネルギー研究所／海洋エネ
ルギー利活用研究部門)[H31.3.31まで]

H28年04月01日 南　修平
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日 熊田　憲
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日 小杉　雅俊
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

人 事 異 動
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H28年04月01日 近藤　史
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日 小寺　弘幸
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸術
領域）／教育学部専任担当）

H28年04月01日 瀧本　壽史
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸術
領域）／教育学部専任担当）

H28年04月01日 三上　雅生
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸術
領域）／教育学部専任担当）

H28年04月01日 増野　敦信
准教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

H28年04月01日 谷田貝　亜紀代
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04月01日 矢野　哲也
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04月01日 片岡　太郎
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日 亀谷　学
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日 桑波田　浩之
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日 佐藤　剛
講師（人文社会・教育学系（教育・芸術領
域）／教育学部専任担当）

H28年04月01日 横内　裕一郎
助教（人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
／教育推進機構教養教育開発実践センター専任
担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 相馬　優樹
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 叶　鵬
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 清野　浩子
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 松橋　有紀
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 田辺　壽太郎
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 熊谷　玄太郎
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 是川　あゆ美
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日 齊藤　良明
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 佐藤　江里
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 于　在強
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 長谷部　達也
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 中山　義人
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 中井　希紫子
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 成田　紀彦
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 皆川　智子
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 小笠原　紘志
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 矢越　雄太
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 遠藤　知秀
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 小山内　暢
助教（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

H28年04月01日 髙橋　純平
助教（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

H28年04月01日 石川　大瑛
助教（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

H28年04月01日 長井　力
助教（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）
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H28年04月01日 森脇　健司
助教（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04月01日 岡部　孝裕
助教（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04月01日 于　涛
助教（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04月01日 泉　ひかり
助教（地域イノベーション学系（戦略的融
合領域）／食料科学研究所専任担当）

H28年04月01日 德田　糸代
助教（大学院医学研究科／地域健康増進学
講座）〔H28.8.31まで〕

H28年04月01日 綿貫　裕
助教（大学院医学研究科／地域医療学講
座）〔H31.3.31まで〕

H28年04月01日 丹藤　利夫
助教（大学院医学研究科／地域医療学講
座）〔H31.3.31まで〕

H28年04月01日 小林　完
助教（大学院医学研究科／地域救急医療学
講座）〔H32.3.31まで〕

H28年04月01日 黒瀬　理恵
助教（大学院医学研究科／地域救急医療学
講座）〔H32.3.31まで〕

H28年04月01日 小潟　佳輝
助手（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 佐々木　憲一
助手（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 及川　真亮
助手（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 石原　佳奈
助手（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 豊岡　憲太郎
助手（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 成田　早希子
助手（医学系（臨床医学領域）／大学院医学研
究科・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）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 佐竹　美和
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 吉田　和貴
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 小渡　亮介
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 山内　良太
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 成田　拓磨
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 野呂　大輔
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 萩原　和久
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 大石　舞香
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 片貝　武
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 末吉　徳彦
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 田中　壽和
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 赤石　真啓
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 太田　大地
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 天内　絵理香
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日 多喜代　健吾
助手（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

H28年04月01日 大里　公子 副校長（教育・附小）

H28年04月01日 髙木　晋 副校長（教育・附中）

H28年04月01日 岩渕　智恵 教頭（教育・附中）

H28年04月01日 大髙　景子 養護教諭（教育・附幼）

H28年04月01日 岩﨑　恵 教諭（教育・附幼）

H28年04月01日 菅原　雄貴 教諭（教育・附小）
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H28年04月01日 尾崎　珠巳 教諭（教育・附小）

H28年04月01日 長尾　志保 教諭（教育・附小）

H28年04月01日 山田　暁 教諭（教育・附中）

H28年04月01日 佐藤　真 教諭（教育・附中）

H28年04月01日 小林　和史 教諭（教育・附中）

H28年04月01日 工藤　武志 教諭（教育・附中）

H28年04月01日 加藤　和仁 副校長（教育・特支）

H28年04月01日 松橋　浩仁 教頭（教育・特支）

H28年04月01日 小林　泰子 教諭（教育・特支）

H28年04月01日 木村　路子 教諭（教育・特支）

H28年04月01日 台丸谷　卓眞 診療放射線技師（病院・医技）

H28年04月01日 小林　弘実 臨床検査技師（病院・医技）

H28年04月01日 鎌田　璃沙 助産師（病院・看護）

H28年04月01日 葛西　さとみ 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 葛西　奈々美 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 斉藤　文 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 中田　哲子 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 秋田谷　栄 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 今　あつみ 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 中川　恵 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 佐藤　美聡 看護師（病院・看護）

H28年04月01日 佐藤　和也 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 工藤　愛里菜 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 松山　明菜 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 泉　春菜 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 佐々木　夕稀乃准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 福井　清華 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 兼平　徹 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 長谷川　未侑 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 吉田　結 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 高橋　綾香 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 桜田　悠有香 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 三上　怜華 准看護師（病院・看護）

H28年04月01日 小寺　麻耶 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 平田　紗也 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 斉藤　映梨佳 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 佐々木　彩 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 山口　愛 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 佐藤　智穂 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 白戸　久瑠美 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 金田　真依 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 三上　はる奈 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 矢田　翠 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 齋藤　秀平 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 杉野森　槙子 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 加藤　智美 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 駒谷　なつみ 看護助手（病院・看護）
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H28年04月01日 長内　桃子 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 阿保　嘉美 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 齋藤　舞海 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 正木　笑 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 菅原　千恵 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 村上　優李 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 高橋　理奈 看護助手（病院・看護）

H28年04月01日 原田　京佳 看護助手（病院・看護）

H28年04月11日 千葉　圭真 看護師（病院・看護）

H28年04月16日 船戸　陽平 診療放射線技師（病院・医技）

H28年04月16日 高橋　力也 診療放射線技師（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04月01日 教授（ＣＯＩ研究推進機構） 村下　公一 教授（ＣＯＩ研究推進機構）

H28年04月01日
准教授（大学院医学研究科／地域医療学
講座）

中村　典雄
准教授（大学院医学研究科／地域医療学講
座）〔H31.3.31まで〕

H28年04月01日 准教授（ＣＯＩ研究推進機構） 工藤　重光
准教授（ＣＯＩ研究推進機構）〔H30.3.31
まで〕

H28年04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）

當麻　景章
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日 講師（ＣＯＩ研究推進機構） 野呂　和代 講師(ＣＯＩ研究推進機構)[H30.3.31まで]

H28年04月01日
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

渡邉　誠二
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

瀬谷　和彦
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（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）

丹治　邦和
助教（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）
〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

澤谷　学
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

重藤　龍比古
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

中川　祥
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

三上　健一郎
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

赤坂　英二郎
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

対馬　史泰
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

工藤　隆司
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（大学院医学研究科／地域医療学講
座）

菊池　英純
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教(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)

田副　博文
助教（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）［H33.3.31まで］

H28年04月01日 助教（ＣＯＩ研究推進機構） 福井　幸子 助教(ＣＯＩ研究推進機構)[H30.3.31まで]

H28年04月01日 助教（ＣＯＩ研究推進機構） 川谷　健一 助教(ＣＯＩ研究推進機構)[H30.3.31まで]

H28年04月01日
助手（大学院医学研究科／地域がん疫学
講座）

工藤　和洋
助手（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助手（大学院医学研究科／地域がん疫学
講座）

田中　里奈
助手（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助手（大学院医学研究科／地域医療学講
座）

安達　功武
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.1まで〕

H28年04月01日 教諭（教育・附小） 中川　昌子 教諭（教育・附小）〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日 教諭（教育・特別） 天野　優美 教諭（教育・特別）〔H29.9.21まで〕

H28年04月01日 教諭（教育・特別） 勘林　秀平 教諭（教育・特別）〔H29.3.31まで〕

H28年04月09日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

齋藤　百合子
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.4.8まで〕
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［昇任］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日 事務長（医学研究科） 亀谷　禎清 部長（研究推進部）

H28年04月01日 課長補佐（総務・人事） 佐々木　宣子 室長（学務・就職）

H28年04月01日 係長（財務・財企） 長谷川　公栄 課長補佐（総務・総務）

H28年04月01日 係長（財務・契約） 金沢　伸也 課長補佐（社連・社連）

H28年04月01日 係長（病院・総務） 鳥潟　貴 課長補佐（病院・経企）

H28年04月01日 主任（財務・財企） 奈良　雅樹 係長（財務・財企）

H28年04月01日 主任（病院・総務） 照井　聡子 係長（学務・教務）

H28年04月01日 主任（病院・経調） 小野　可奈子 係長（施設・施企）

H28年04月01日 主任（人文学部） 福眞　吉教 係長（人文社会科学部）

H28年04月01日 主任（総務・人事） 藤林　宗 係長（病院・総務）

H28年04月01日 主任（農学生命科学部） 小松　千雪 係長（農学生命科学部）

H28年04月01日 事務職員（学務・教改推室） 嶋田　雅史 主任（ＣＯＣ推進室）

H28年04月01日 事務職員（総務・人事） 三浦　郁美 主任（総務・人事）

H28年04月01日 事務職員（研推・研推） 佐藤　香 主任（財務・契約）

H28年04月01日 事務職員（学務・教務） 成田　麻依 主任（学務・教務）

H28年04月01日 技術職員（施設・整計） 三浦　恭裕 主任（施設・整計）

H28年04月01日 事務職員（医学研究科） 田澤　智治 主任（医学研究科）

H28年04月01日 事務職員（保健学研究科） 鈴木　亮 主任（保健学研究科）

H28年04月01日 事務職員（病院・総務） 小林　陽子 主任（病院・総務）

H28年04月01日 事務職員（病院・総務） 中川　悠己 主任（病院・総務）

H28年04月01日 事務職員（病院・経企） 乗田　康之 主任（病院・経企）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸術
領域）／教育学部専任担当）

田名場　忍
教授（人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
／教育学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸術
領域）／教育学部専任担当）

小林　央美
教授（人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
／教育学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸術
領域）／教育学部専任担当）

上野　秀人
教授（人文社会・教育学系（教育・芸術領域）
／教育学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（医学系（保健科学領域）／大学院
保健学研究科専任担当）

北宮　千秋
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04月01日
准教授（自然科学系（農学・生命科学領
域）／農学生命科学部専任担当）

東　信行
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）

H28年04月01日
准教授（自然科学系（農学・生命科学領
域）／農学生命科学部専任担当）

殿内　暁夫
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）

H28年04月01日
准教授（地域イノベーション学系（戦略的
融合領域）／北日本新エネルギー研究所専
任担当）

伊髙　健治
教授（地域イノベーション学系（戦略的融合領
域）／北日本新エネルギー研究所専任担当）
〔H38.3.31まで〕

H28年04月01日
准教授（地域イノベーション学系（戦略的
融合領域）／北日本新エネルギー研究所専
任担当）

官　国清
教授（地域イノベーション学系（戦略的融合領
域）／北日本新エネルギー研究所専任担当）
〔H38.3.31まで〕

H28年04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
准教授（医学系（臨床医学領域）／大学院医学
研究科専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04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
准教授（医学系（臨床医学領域）／大学院医学
研究科専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04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）

柳澤　道朗
准教授（医学系（臨床医学領域）／大学院医学
研究科専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
講師（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

工藤　幸清
准教授（医学系（保健科学領域）／大学院保健
学研究科専任担当）

H28年04月01日
助教（自然科学系（機能創成科学領域）／
大学院理工学研究科専任担当）

任　皓駿
准教授（自然科学系（機能創成科学領域）／大
学院理工学研究科専任担当）

H28年04月01日
助教（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）

千坂　光陽
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04月01日
助教（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）

島田　照久
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04月01日
助教（大学院医学研究科／地域医療学講
座）

柳町　幸
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（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）

若佐谷　保仁
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H35.3.31まで〕
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H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）

田中　利弘
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）

佐藤　靖
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）

諸橋　一
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）

丹羽　英智
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

門前　暁
講師（医学系（保健科学領域）／大学院保健学
研究科専任担当）

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）

櫻庭　裕丈
講師（大学院医学研究科／地域医療学講座）
〔H31.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）

中村　雅将
講師（大学院医学研究科／高血圧・脳卒中内科
学講座）〔H30.5.31まで〕

H28年04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
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医学研
究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）

澤田　直也
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）

千葉　仁美
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部附属病
院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助手（医学系（保健科学領域）／大学院保
健学研究科専任担当）

辻口　貴清
助教（医学系（保健科学領域）／大学院保健学
研究科専任担当）

H28年04月01日
助手（大学院医学研究科／大館・北秋田地
域医療推進学講座）

三浦　理絵
助教（大学院医学研究科／大館・北秋田地域医
療推進学講座）〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日 副看護師長（病院・看護） 桜庭　厚子 看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 副看護師長（病院・看護） 今井　茂子 看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 副看護師長（病院・看護） 舘山　比佐子 看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 漆舘　千恵 副看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 小田桐　裕子 副看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 佐藤　真理子 副看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 田中　綾恵 副看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 奈良　順子 副看護師長（病院・看護）

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 山内　真弓 副看護師長（病院・看護）

H28年04月16日 准看護師（病院・看護） 長谷川　未侑 看護師（病院・看護）

H28年04月16日 准看護師（病院・看護） 佐々木　夕稀乃 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 佐藤　和也 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 工藤　愛里菜 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 松山　明菜 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 泉　春菜 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 福井　清華 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 兼平　徹 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 吉田　結 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 高橋　綾香 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 桜田　悠有香 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 准看護師（病院・看護） 三上　怜華 看護師（病院・看護）

［配置換え］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04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）

福田　眞作
病院長（医学部附属病院）〔H30.3.31ま
で〕

H28年04月01日 課長（総務・広国） 浅利　清一 課長（総務・企画）

H28年04月01日 事務長（保健学研究科） 中村　勝之 課長（総務・広国）

H28年04月01日 課長（研推・社連） 小田桐　努 課長（社連・社連）

H28年04月01日 課長（学務・学生） 工藤　弘文 事務長（附属図書館）

H28年04月01日 事務長（人文学部） 松岡　昌江 事務長（人文社会科学部）

H28年04月01日 事務長（農学生命科学部） 長澤　淳 事務長（医学研究科）

H28年04月01日 課長（研推・学情） 三上　豊 事務長（保健学研究科）

- 18 -



H28年04月01日 室長（学務・就職） 長谷川　直生 事務長（農学生命科学部）

H28年04月01日 課長補佐（総務・総務） 工藤　公樹 専門員（学長室）

H28年04月01日 事務室長（被ばく医療総合研究所） 田澤　誠 室長補佐（法人内部監査室）

H28年04月01日 専門員（学務・教改推室） 唐牛　孝明 専門員（ＣＯＣ推進室）

H28年04月01日 室長補佐（法人内部監査室） 三上　伸悦 課長補佐（総務・人事）

H28年04月01日 専門員（学長室） 加藤　勇樹 課長補佐（財務・財管）

H28年04月01日 課長補佐（病院・経調） 工藤　慶伸 課長補佐（財務・契約）

H28年04月01日 課長補佐（病院・経企） 佐々木　健一 課長補佐（病院・経調）

H28年04月01日 課長補佐（財務・財管） 山口　富雄 事務室長（被ばく医療総合研究所）

H28年04月01日 係長（理工学研究科） 須田　誠一 係長（ＣＯＣ推進室）

H28年04月01日 係長（人文学部） 高屋敷　満寿 係長（総務・人事）

H28年04月01日 係長（病院・総務） 酒井　篤史 係長（総務・人事）

H28年04月01日 係長（財務・契約） 蒔苗　幸夫 係長（財務・財企）

H28年04月01日 係長（医学研究科） 髙松　達典 係長（財務・契約）

H28年04月01日 係長（研推・社連） 成田　和香 係長（社連・社連）

H28年04月01日 係長（研推・社連） 小野　賢 係長（社連・社連）

H28年04月01日 係長（医学研究科） 石岡　勝彦 係長（社連・社連地域）

H28年04月01日 係長（研推・学情） 齋藤　由紀 係長（附属図書館）

H28年04月01日 係長（研推・学情） 佐々木　忠 係長（附属図書館）

H28年04月01日 係長（研推・学情） 長谷川　友紀 係長（附属図書館）

H28年04月01日 係長（研推・学情） 齋藤　香織 係長（附属図書館）

H28年04月01日 係長（医学研究科） 三上　結美子 係長（人文社会科学部）

H28年04月01日 係長（農学生命科学部） 三浦　尚子 係長（医学研究科）

H28年04月01日 係長（学務・教務） 阿部　暁美 係長（医学研究科）

H28年04月01日 係長（病院・経企） 今　秀徳 係長（病院・総務）

H28年04月01日 係長（施設・施企） 及川　秀和 係長（病院・経企）

H28年04月01日 係長（人文学部） 備前　剛 係長（理工学研究科）

H28年04月01日 係長（総務・人事） 熊澤　祐樹 係長（被ばく医療総合研究所）

H28年04月01日 主任（農学生命科学部） 大津　雅代 主任（研推・研推）

H28年04月01日 主任（研推・社連） 松永　久美 主任（社連・社連地域）

H28年04月01日 主任（研推・学情） 舩木　美里 主任（附属図書館）

H28年04月01日 主任（研推・学情） 熊谷　千賀子 主任（附属図書館）

H28年04月01日 主任（病院・医事） 佐藤　勝美 主任（附属図書館）

H28年04月01日 主任（研推・学情） 白坂　恭子 主任（附属図書館）

H28年04月01日 主任（研推・学情） 藤井　真嗣 主任（附属図書館）

H28年04月01日 主任（人文学部） 葛西　裕美 主任（人文社会科学部）

H28年04月01日 主任（学務・入試） 小林　志乃 主任（保健学研究科）

H28年04月01日 主任（保健学研究科） 小笠原　愛 主任（病院・総務）

H28年04月01日 主任（総務・人事） 成田　雄 主任（病院・経調）

H28年04月01日 主任（病院・医事） 阿保　るり子 主任（病院・医事）

H28年04月01日 主任（青森キャンパス） 白石　興介 主任（理工学研究科）

H28年04月01日 主任（教育学部） 中田　晶子 主任（理工学研究科）

H28年04月01日 主任（総務・人事） 下山　智裕 主任（農学生命科学部）

H28年04月01日 事務職員（財務・契約） 明岡　和志 事務職員（総務・人事）

H28年04月01日 事務職員（農学生命科学部） 坂本　圭 事務職員（財務・財管）

H28年04月01日 事務職員（病院・医事） 宮古　一郎 事務職員（財務・財管）

H28年04月01日 事務職員（総務・人事） 澤田　祐人 事務職員（学務・学生）
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H28年04月01日 事務職員（施設・施企） 細田　修平 事務職員（学務・入試）

H28年04月01日 事務職員（病院・経調） 長内　佑樹 事務職員（施設・施企）

H28年04月01日 事務職員（医学研究科） 久本　善美 事務職員（研推・研推）

H28年04月01日 事務職員（総務・人事） 星　晃治 事務職員（社連・社連）

H28年04月01日 事務職員（研推・学情） 佐藤　ひとみ 事務職員（附属図書館）

H28年04月01日 事務職員（研推・学情） 小田桐　春香 事務職員（附属図書館）

H28年04月01日 事務職員（研推・学情） 成田　晶代 事務職員（附属図書館）

H28年04月01日 事務職員（研推・学情） 本多　高穂 事務職員（附属図書館）

H28年04月01日 事務職員（研推・社連） 小出　佳祐 事務職員（附属図書館）

H28年04月01日 事務職員（人文学部） 成田　裕美 事務職員（人文社会科学部）

H28年04月01日 事務職員（人文学部） 齋藤　枝里子 事務職員（人文社会科学部）

H28年04月01日 事務職員（人文学部） 海老子川　由布 事務職員（人文社会科学部）

H28年04月01日 事務職員（人文学部） 古川　牧子 事務職員(人文社会科学部)[H28.5.31まで]

H28年04月01日 事務職員（理工学研究科） 中野　紀明 事務職員（医学研究科）

H28年04月01日 事務職員（病院・経調） 折登　祐介 事務職員（病院・経企）

H28年04月01日 事務職員（研推・社連） 藤村　善貴 事務職員（病院・経調）

H28年04月01日 事務職員（施設・施企） 木村　亮 事務職員（病院・経調）

H28年04月01日 事務職員（財務・財管） 小泉　佑介 事務職員（病院・医事）

H28年04月01日 事務職員（財務・財管） 蓮井　恵 事務職員（農学生命科学部）

H28年04月01日 事務職員（病院・経調） 中村　翔 事務職員（農学生命科学部）

H28年04月01日 事務職員（研推・研推） 金谷　静 事務職員（青森キャンパス）

H28年04月01日 技術専門職員（研推・社連） 須藤　勝弘 技術専門職員（附属図書館）

H28年04月01日 技術職員（研推・社連） 小倉　広実 技術職員（附属図書館）

H28年04月01日 技術職員（研推・社連） 竹内　淑怜 技術職員（附属図書館）

H28年04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
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

木村　宣美
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

木村　純二
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

佐藤　和之
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

関根　達人
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

齋藤　義彦
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

山本　秀樹
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

渡邉　麻里子
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

奥野　浩子
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

宮坂　朋
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

山田　嚴子
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

李　良
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

須藤　弘敏
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

足達　薫
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

保田　宗良
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）
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H28年04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）

杉山　祐子
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

飯島　裕胤
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

鈴木　和雄
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

細矢　浩志
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

PHILIPS JOHN
EDWARD

教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

城本　るみ
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

大橋　忠宏
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

福田　進治
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

池田　憲隆
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

森　樹男
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

北島　誓子
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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）

李　永俊
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04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
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
教授(自然科学系(安全システム工学領域)/
北日本新エネルギー研究所専任担当)

阿布　里提
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04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附属医用システ
ム創造フロンティア専任担当）

笹川　和彦
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04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）

小野　俊郎
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附属医用システム創造フロ
ンティア専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

内海　淳
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

中村　武司
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

泉谷　安規
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

横地　徳廣
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

上條　信彦
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

小野寺　進
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

熊野　真規子
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

奈蔵　正之
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

山口　徹
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

FUHRT VOLKER
MICHAEL

准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

澤田　真一
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

林　明
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文学部専任担当）

堀　智弘
准教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

増山　篤
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

小谷田　文彦
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

平野　潔
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

児山　正史
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）
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H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

山本　康裕
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

長谷河　亜希子
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

羽渕　一代
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

髙島　克史
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

大倉　邦夫
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

吉村　顕真
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

内藤　周子
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

日比野　愛子
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／人文学部専任担当）

金目　哲郎
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／教育推進機構学生就職支援センター
専任担当）

小磯　重隆
准教授（人文社会・教育学系（社会科学領域）
／教育推進機構キャリアセンター専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文学部専任担当）

JANSON MICHEL
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文学部専任担当）

楊　天曦
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文学部専任担当）

川瀬　卓
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文学部専任担当）

土井　雅之
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文学部専任担当）

武井　紀子
講師（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文学部専任担当）

成田　史子
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文学部専任担当）

河合　正雄
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文学部専任担当）

栗原　由紀子
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文学部専任担当）

恩田　睦
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文学部専任担当）

白石　壮一郎
講師（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

H28年04月01日
講師（医学系（保健科学領域）／大学院
保健学研究科専任担当）

倉内　静香
講師（医学系（基礎医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04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）

工藤　大輔
講師（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
講師（医学系（臨床医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

坂本　義之
講師（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H35.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

三浦　卓也
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当）

矢越　ちひろ
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院医
学研究科専任担当）〔H33 3 31まで〕

H28年04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）

松本　杏菜
助手（医学系（臨床医学領域）／医学部附
属病院専任担当）〔H33.3.31まで〕

H28年04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）

五十嵐　剛
助手（大学院医学研究科／地域総合診療医
学推進学講座）〔H31.3.31まで〕

H28年04月16日 看護助手（病院・看護） 佐々木　彩 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 小寺　麻耶 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 平田　紗也 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 斉藤　映梨佳 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 山口　愛 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 佐藤　智穂 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 菅原　千恵 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 白戸　久瑠美 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 三上　はる奈 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 金田　真依 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 矢田　翠 看護師（病院・看護）
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H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 齋藤　秀平 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 杉野森　槙子 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 加藤　智美 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 駒谷　なつみ 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 阿保　嘉美 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 齋藤　舞海 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 長内　桃子 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 正木　笑 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 村上　優李 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 原田　京佳 看護師（病院・看護）

H28年04月20日 看護助手（病院・看護） 高橋　理奈 看護師（病院・看護）

［命］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日 教授（ＣＯＩ研究推進機構） 村下　公一 副理事〔H30.1.31まで〕

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 学長特別補佐〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 経営協議会委員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 教育研究評議会評議員

H28年04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）

木田　和幸 教育研究評議会評議員

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

加藤　博雄 教育研究評議会評議員

H28年04月01日 特任教授（食料科学研究所） 嵯峨　直恆 教育研究評議会評議員

H28年04月01日 学務部長 金澤　哲哉 参事役（ＣＯＣ担当）

H28年04月01日 副理事 小山　宏 社会連携部長事務取扱

H28年04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）

葛西　真寿 総合情報処理センター長〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

曽我　亨
生涯学習教育研究センター長〔H30.3.31ま
で〕

H28年04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)

床次　眞司
アイソトープ総合実験室長〔H30.1.31ま
で〕

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

岡﨑　雅明 機器分析センター長〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

殿内　暁夫
機器分析センター副センター長〔H30.3.31
まで〕

H28年04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）

杉原　かおり
教員免許状更新講習支援室長〔H30.3.31ま
で〕

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文社会科学部専任担当）

小野寺　進
教員免許状更新講習支援室副室長
〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（教育・芸
術領域）／教育学部専任担当）

吉中　淳
教員免許状更新講習支援室副室長
〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

足達　薫 出版会編集長〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

須藤　弘敏 資料館長〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

黄　孝春 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

加藤　惠吉 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

東　徹 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

蝦名　敦子 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

水上　浩哉 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

澤村　大輔 評価室室員〔H29.1.31まで〕

H28年04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）

若山　佐一 評価室室員〔H30.3.31まで〕
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H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

伊東　俊司 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

佐藤　裕之 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

黒尾　正樹 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
准教授（医学系（保健科学領域）／大学
院保健学研究科専任担当）

武尾　照子 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
准教授（自然科学系（農学・生命科学領
域）／農学生命科学部専任担当）

牛田　千里 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日 課長（総務・企画） 浅利　清一 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日 課長（学務・教務） 石川　真理 評価室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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 苦情処理室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

鈴木　裕之 苦情処理室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04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 苦情処理室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日 課長（病院・経企） 太田　修造 苦情処理室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
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）

谷田貝　亜紀代 男女共同参画推進室室員

H28年04月01日
准教授（自然科学系（農学・生命科学領
域）／農学生命科学部専任担当）

牛田　千里 男女共同参画推進室室員

H28年04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）

斉藤　まなぶ 男女共同参画推進室室員〔H30.1.31まで〕

H28年04月01日
助教（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／男女共同参画推進室専任担当）

山下　梓 男女共同参画推進室室員〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
助教（医学系（基礎医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

丹治　邦和 男女共同参画推進室室員〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日 課長補佐（総務・総務） 長谷川　公栄 男女共同参画推進室室員〔H29.3.31まで〕

H28年04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）

澤村　大輔 教育研究院医学系臨床医学領域長

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

今井　正浩 人文社会科学部長〔H30.1.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

大橋　忠宏 人文社会科学部副学部長〔H30.1.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

飯島　裕胤 人文社会科学部副学部長〔H30.1.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

荷見　守義 人文社会科学部副学部長〔H30.1.31まで〕

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（人文科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

山田　嚴子 大学院人文社会科学研究科副研究科長

H28年04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
教育学部附属教育実践総合センター長
〔H30.3.31まで〕

H28年04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
教育学部附属教員養成学研究開発センター
長〔H30.3.31まで〕

H28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[H29.3.31まで]

H28年04月01日 教諭（教育・附中） 三上　剛司 教育学部附属中学校主幹教諭[H29.3.31まで]

H28年04月01日 教諭（教育・特支） 森　修子 教育学部附属特別支援学校高等部主事

H28年04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）

中村　敏也 医学部副学部長

H28年04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 医学部副学部長

H28年04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
大学院医学研究科附属子どものこころの発
達研究センター長〔H30.3.31まで〕

H28年04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 教授(医・地域医療学講座)[H31.3.31まで]

H28年04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）

山村　仁
教授（医・地域救急医療学講座）
〔H32.3.31まで〕

H28年04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
准教授(医・高血圧・脳卒中内科学講座）
〔H30.5.31まで〕

H28年04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
准教授（医・心臓血管病先進治療学講座）
〔H28.12.31まで〕

H28年04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）

木田　和幸 大学院保健学研究科長〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

木田　和幸 医学部保健学科長
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H28年04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）

中村　敏也
大学院保健学研究科副研究科長〔H30.3.31
まで〕

H28年04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
大学院保健学研究科副研究科長〔H30.3.31
まで〕

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

加藤　博雄 大学院理工学研究科長〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

加藤　博雄 理工学部長

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

糠塚　いそし
大学院理工学研究科副研究科長〔H30.3.31
まで〕

H28年04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）

佐藤　裕之
大学院理工学研究科副研究科長〔H30.3.31
まで〕

H28年04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）

小菅　正裕
理工学研究科附属地震火山観測所長
〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

笹川　和彦
大学院理工学研究科附属医用システム創造
フロンティアセンター長〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

浅田　秀樹 理工学部数物科学科長〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

伊東　俊司
理工学部物質創成化学科長〔H29.3.31ま
で〕

H28年04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）

野尻　幸宏
理工学部地球環境防災学科長〔H29.3.31ま
で〕

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

今井　雅
理工学部電子情報工学科長〔H29.3.31ま
で〕

H28年04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 理工学部機械科学科長〔H29.3.31まで〕

H28年04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）

阿布　里提
理工学部自然エネルギー学科長〔H29.3.31
まで〕

H28年04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）

津田谷　公利 理工学部数理科学科長〔H29.3.31まで〕

H28年04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）

浅田　秀樹 理工学部物理科学科長〔H29.3.31まで〕

H28年04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）

野尻　幸宏 理工学部地球環境学科長〔H29.3.31まで〕

H28年04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
理工学部知能機械工学科長〔H29.3.31ま
で〕

H28年04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
農学生命科学部附属生物共生教育研究セン
ター長〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

福澤　雅志
農学生命科学部生物学科長〔H29.3.31ま
で〕

H28年04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）

殿内　暁夫
農学生命科学部分子生命科学科長
〔H29.3.31まで〕

H28年04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）

戸羽　隆宏
農学生命科学部食料資源学科長〔H29.3.31
まで〕

H28年04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）

泉谷　眞実
農学生命科学部国際園芸農学科長
〔H29.3.31まで〕

H28年04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）

藤﨑　浩幸
農学生命科学部地域環境工学科長
〔H29.3.31まで〕

H28年04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 大学院地域社会研究科長〔H30.3.31まで〕

H28年04月01日
教授(地域イノベーション学系(戦略的融合
領域)／大学院地域社会研究科専任担当)

佐々木　純一郎
大学院地域社会研究科副研究科長
〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

伊藤　悦朗 医学部附属病院副病院長〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

大山　力 医学部附属病院副病院長〔H30.3.31まで〕

H28年04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）

大熊　洋揮 医学部附属病院材料部長〔H31.3.31まで〕

H28年04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）

加藤　博之
医学部附属病院病院長補佐〔H30.3.31ま
で〕

H28年04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）

大門　眞
医学部附属病院病院長補佐〔H30.3.31ま
で〕

H28年04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）

石橋　恭之
医学部附属病院病院長補佐〔H30.3.31ま
で〕

H28年04月01日
副看護部長（医学部附属病院／看護部専
任担当）

小林　朱実
医学部附属病院病院長補佐〔H30.3.31ま
で〕

H28年04月01日
教授（地域イノベーション学系（戦略的融合領
域）／北日本新エネルギー研究所専任担当） 島田　宗勝

教授（北日本新エネルギー研究所海洋エネ
ルギー利活用研究部門）〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日
准教授（地域イノベーション学系（戦略的融合領
域）／北日本新エネルギー研究所専任担当） 久保田　健

准教授(北日本新エネルギー研究所海洋エネ
ルギー利活用研究部門)[H31.3.31まで]
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H28年04月01日 特任教授（食料科学研究所） 嵯峨　直恆 食料科学研究所長〔H29.3.31まで〕

H28年04月01日 課長補佐（社連・社連） 金沢　伸也 社会連携部社会連携課地域交流室長

H28年04月12日 課長補佐（総務・人事） 三上　伸悦 苦情処理室室員〔H30.3.31まで〕

［免］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

岡﨑　雅明 機器分析センター副センター長

H28年04月01日 専門員（学長室） 工藤　公樹 男女共同参画推進室室員

H28年04月01日
准教授（人文社会・教育学系（社会科学
領域）／教育学部専任担当）

李　秀眞 男女共同参画推進室室員

H28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

H28年04月01日
教授（自然科学系（機能創成科学領域）
／大学院理工学研究科専任担当）

藤川　安仁 男女共同参画推進室室員

H28年04月01日
准教授（自然科学系（農学・生命科学領
域）／農学生命科学部専任担当）

坂元　君年 男女共同参画推進室室員

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 教育研究院医学系臨床医学領域長

H28年04月01日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

福田　進治 大学院人文社会科学研究科副研究科長

H28年04月01日 教諭（教育・特支） 石田　千里 教育学部附属特別支援学校高等部主事

H28年04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）

小野　俊郎
大学院理工学研究科附属医用システム創造フロ
ンティアセンター長

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 医学部附属病院消化器内科科長

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 医学部附属病院血液内科科長

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 医学部附属病院膠原病内科科長

H28年04月01日 病院長（医学部附属病院） 福田　眞作 医学部附属病院光学医療診療部長

［休業］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日 事務職員（保健学研究科） 山上　侑香 職務復帰

H28年04月01日
講師（医学系（保健科学領域）／大学院
保健学研究科専任担当）

扇野　綾子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 木村　亜希奈 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 成田　薫子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 工藤　かおり 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 小山　由貴 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 澁谷　直子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 畑山　千絵 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 大鰐　陽子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 佐々木　祐子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 工藤　美幸 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 附田　優美 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 花田　みずほ 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 小田桐　佳央莉 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 沓澤　尚子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 丹代　里美 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 渋谷　江梨奈 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 山口　久美子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 對馬　美雪 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 石岡　恵津子 職務復帰

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 佐藤　温美 職務復帰
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H28年04月01日 教諭（教育・特支） 安田　真由美 期間延長〔H29.9.21まで〕

H28年04月01日 看護師（病院・看護） 勝瑞　彩乃 期間延長〔H29.3.31まで〕

H28年04月04日
教授（人文社会・教育学系（社会科学領
域）／人文社会科学部専任担当）

城本　るみ 介護休業開始〔H28.10.3まで〕

H28年04月13日 看護師（病院・看護） 松木　結花 育児休業開始〔H29.3.31まで〕

H28年04月16日 主任（総務・総務） 工藤　かおり 職務復帰

H28年04月20日 看護師（病院・看護） 三橋　亜里沙 育児休業開始〔H28.9.30まで〕

H28年04月25日 助産師（病院・看護） 梅原　沙央理 育児休業開始〔H29.3.31まで〕

H28年04月30日 主任（総務・広国） 鳥潟　裕美 職務復帰

［休職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月01日 副看護師長（病院・看護） 工藤　文子 期間延長〔H28.5.31まで〕

H28年04月01日 主任（附属図書館） 熊谷　千賀子 期間延長〔H28.6.30まで〕

H28年04月10日
助教（医学系（臨床医学領域）／大学院
医学研究科専任担当）

六戸　大樹 休職開始〔H29.3.31まで〕

［離職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H28年04月08日
助手(医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当)

樋熊　有子 辞職

H28年04月15日
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）

杉本　知之 辞職

H28年04月15日
助教(医学系（臨床医学領域）／大学院
医学研究科専任担当)

野田　浩 辞職

H28年04月30日 係長（病院・経調） 安保　邦夫 辞職

H28年04月30日
准教授(人文社会・教育学系（人文科学
領域）／人文社会科学部専任担当)

山口　徹 辞職

H28年04月30日
講師(医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当)

福井　淳史 辞職

H28年04月30日
助手(医学系（臨床医学領域）／医学部
附属病院専任担当)

地主　継 辞職

H28年04月30日 薬剤師（病院・臨床） 野呂　拓也 辞職
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【平成２８年４月１日発令】

監事 監事（非常勤）

山内
ヤマウチ

　浩
ヒロシ

渋谷
シブヤ

　尚子
ナオコ

学長特別補佐（病院長） 学長特別補佐

福田
フクダ

　眞作
シンサク

藤岡
フジオカ

　正昭
マサアキ

【平成２８年４月１日発令】

理工学部長 地震火山観測所長

加藤
カトウ

　博雄
ヒロオ

小菅
コスガ

　正裕
マサヒロ

医用システム創造フロンティアセンター長 アイソトープ総合実験室長

笹川
ササガワ

　和彦
カズヒコ

床次
トコナミ

　眞司
シンジ

機器分析センターセンター長 教員免許状更新講習支援室長

岡崎
オカザキ

　雅明
マサアキ

杉原
スギハラ

　かおり

前職：あおぎんリース株式会社専務取締役

前職：附属病院副病院長

新任役員等紹介
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【平成２８年４月１日発令】

財務部長 学務部長（兼）参事役（COC担当）

久保田
クボタ

学
マナブ

金澤
カナザワ

　哲哉
テツヤ

研究推進部長 社会連携部長（事務取扱）

亀谷
カメヤ

　禎
サダ

清
キヨ

小山
オヤマ

　宏
ヒロシ

医学部附属病院事務部長 総務部企画課長

川村
カワムラ

　金
カネ

蔵
ゾウ

浅利
アサリ

　清一
セイイチ

総務部広報・国際課長 学務部学生課長

中村
ナカムラ

　勝之
カツユキ

土井
ドイ

　正人
マサヒト

学務部就職支援室長 施設環境部施設企画課長

佐々木
ササキ

宣子
ノブコ

橘
タチバナ

　　　紀博
ノリヒロ

施設環境部環境安全課長 附属図書館事務長

大平
オオダイラ

　隆人
タカヒト

工藤
クドウ

　弘文
ヒロフミ

医学研究科事務長 保健学研究科事務長

長澤
ナガサワ

　淳
アツシ

三上
ミカミ

　豊
ユタカ

医学部附属病院医事課長 農学生命科学部事務長

成田
ナリタ

　昭夫
アキオ

長谷川
ハセガワ

　直
タダ

生
オ

前職：保健学研究科事務長 採用
前職：筑波技術大学視覚障害系支援課長

昇任
前職：総務部人事課課長補佐（職員グループ）

採用
前職：東北大学病院施設企画室長

採用
前職：東北大学施設部設備整備課課長補佐

前職：学務部学生課長

採用
前職：岩手大学財務部長

採用
前職：東北大学総務企画部総務課長

昇任
前職：医学研究科事務長

副理事

採用
前職：信州大学医学部附属病院総務課長

前職：総務部広報・国際課長

前職：農学生命科学部事務長 前職：研究推進部学術情報課長

採用
前職：旭川医科大学病院経営企画課長

前職：学務部就職支援室長

新任部課長等紹介
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【平成２８年４月１日発令】

人文社会・教育学系（教育・芸術領域） 人文社会・教育学系（教育・芸術領域）

上野
ウエノ

　秀人
ヒデト

田
タナバ

名場　忍
シノブ

人文社会・教育学系（教育・芸術領域） 医学系（保健科学領域）

小林
コバヤシ

　央美
ヒロミ

北宮
キタミヤ

　千秋
チアキ

自然科学系（機能創成科学領域） 自然科学系（機能創成科学領域）

金本
カナモト

　俊幾
トシキ

佐々木
ササキ

　一哉
カズヤ

自然科学系（安全システム工学領域） 自然科学系（安全システム工学領域）

石山
イシヤマ

　新太郎
シンタロウ

梅田
ウメダ

　浩司
コウジ

自然科学系（安全システム工学領域） 自然科学系（安全システム工学領域）

小林
コバヤシ

　史
フミ

尚
ヒサ

銭谷
ゼニヤ

　勉
ツトム

自然科学系（安全システム工学領域） 自然科学系（農学・生命科学領域）

阿布
アブリテイ

里提 東
アズマ

　信行
ノブユキ

自然科学系（農学・生命科学領域） 地域イノベーション学系（戦略的融合領域）

殿内
トノウチ

　暁夫
アキオ

本田
ホンダ

　明弘
アキヒロ

地域イノベーション学系（戦略的融合領域） 地域イノベーション学系（戦略的融合領域）

伊
イタカ

髙　健治
ケンジ

官
カン

　国
コク

清
セイ

北日本新エネルギー研究所

桐原
キリハラ

　慎二
シンジ

昇任 採用

昇任 昇任

採用

昇任 昇任

採用 採用

採用 採用

採用 採用

配置換：

昇任 昇任

昇任

新任教授紹介
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主要日誌 

 

４月 １日 学生特別支援室看板上掲式 

   ４日 第 455 回役員会 

 ５日 平成 28 年度弘前大学入学式 

１２日 企画戦略会議 

〃  教育研究評議会 

１３日 元農林水産大臣政務官 横山信一参議院議員特別講演会 

１５日 岩手県奥州市大安寺水沢伊達(留守)家６代室 千重墓出土の女乗物について記者会見 

   １８日 第 456 回役員会 

   １９日 事務連絡会議 

   ２１日 学長定例記者会見を実施 

２３日 弘前大学八戸サテライト「食育・健康講座」 

２７日 教育委員会 
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学内規則 

 

（平成２８年４月１５日制定等） 

（制定） 

○国立大学法人弘前大学共同研究講座及び共同研究部門規程 

（一部改正） 

○弘前大学の学部及び研究科における教育研究組織の編制等に関する規程 

○国立大学法人弘前大学教育研究院規程第 3 条の規定に基づき学長が定める者について 

外部資金による講座の設置を伴う研究者主導臨床研究に関し，共同研究契約に基づき，「共同研究講座又

は共同研究部門」として設置し研究を実施するため，上記の規程等を制定等した。 

 

（平成２８年４月２７日改正） 

（一部改正） 

○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 

育児を行う職員の早出遅出勤務について，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学し

ている子のある職員を対象者に加えるため，上記の規程を一部改正した。 
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