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北里大学病院長候補者選考規程第７条による構成員

選定理由 役　職 氏　名 経　歴

呼吸器外科長 佐藤　之俊

1985年 東京医科歯科大学医学部 卒業
1989年 東京医科歯科大学大学院 修了
1989年 三井記念病院外科　入職
1992年 財団法人癌研究会附属病院呼吸器外科 入職
1994年 財団法人結核予防会複十字病院呼吸器外科 入職
1999年 癌研究会附属病院呼吸器外科 入職
2007年 北里大学医学部呼吸器外科学 主任教授
2008年 北里大学病院 中央手術部長
2012年 北里大学病院副院長（診療担当）
2018年 北里大学病院副院長（研修統括担当）

耳鼻咽喉科・
頭頸部外科長

山下　拓

1995年 慶應義塾大学医学部 卒業
1995年 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学 研修医
1999年 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学 助手
2008年 防衛医科大学校耳鼻咽喉科学　講師
2009年 海外留学（米国ペンシルベニア大学）
2014年 防衛医科大学校耳鼻咽喉科学 准教授
2016年 北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授・大学病院科長
2016年 北里大学医療系研究科 教授（兼任）
2019年 北里大学病院外科系部長（兼任）
2019年 北里大学医学部医学科長(兼任)・新世紀医療開発センター長（兼任）

トータルサポートセンター長 田邉　聡

1983年 三重大学医学部 卒業
1983年 北里大学病院研修医
1990年 北里大学医学部消化器内科学 研究員
1992年 北里大学医学部消化器内科学 講師
2009年 北里大学東病院 副院長
2011年 北里大学医学部消化器内科 准教授
2013年 北里大学病院 消化器センター長
2014年 北里大学医学部新世紀医療開発センター 教授
2016年 北里大学病院 トータルサポートセンター長
2018年 北里大学病院 病院長補佐（医療支援・地域連携担当）

放射線治療科長 石山　博條

1998年 山形大学医学部　卒業
1998年 山形大学医学部附属病院 研修医
2001年 山形県立新庄病院 医員
2002年 山形大学医学部附属病院 助手
2004年 北里大学病院 助教
2009年 米国メソジスト病院癌研究所 ポストドクトラルフェロー
2012年 北里大学医学部 講師
2019年 北里大学医学部 主任教授

看護部長 別府 千恵

1983年 京都第一赤十字病院　採用
1986年 京都第一赤十字病院　退職
1987年 北里大学病院 就職
1999年 北里大学病院 退職
2001年 聖路加看護大学博士前期課程 修了
2001年 北里大学病院 就職
2007年 北里大学看護学部専任講師 移籍
2009年 北里大学病院看護部長・副院長、法人評議員
2015年 聖路加看護大学博士後期課程 満期退学（博士号取得）

事務部長 武石 年弘

1979年 國學院大學法学部法律学科 卒業
1979年 学校法人北里研究所・北里大学病院 入職
1986年 北里大学東病院 異動
2012年 北里大学病院 異動
2015年 北里大学北里研究所病院事務部長
2018年 北里大学病院事務部長・学校法人北里研究所事務副本部長
2018年 社団法人相模原市病院協会理事

臨床検査部技師長 棟方　伸一

1977年 北里大学病院臨床検査部 入職
1977年 医療法人愛成会京浜学園臨床検査技術学科 入学
1980年 医療法人愛成会京浜学園臨床検査技術学科 卒業
1980年 臨床検査技師免許取得
1987年 北里大学病院臨床検査部主任
1999年 北里大学病院臨床検査部係長
2004年 北里大学病院臨床検査部技師長

薬剤部課長 横田　愼一

1986年 北里大学薬学部薬学科 卒業
1986年 北里大学東病院薬剤部 入職
2008年 北里大学病院 薬剤部課長補佐
2015年 北里大学病院 薬剤部課長
2015年 北里大学病院 臨床試験センター 試験事務管理室長
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医学部教授 浅利　靖

1986年 北里大学医学部 卒業
2004年 弘前大学医学部救急・災害医学講座教授
2010年 弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター長
2014年 北里大学医学部教授（救命救急医学）
2014年 北里大学病院救命救急・災害医療センター長
2015年 北里大学病院病院長補佐・医療の質・安全推進室長
2016年 北里大学病院副院長（危機管理・医療安全担当）
2018年 北里大学病院副院長（診療担当）
2019年 北里大学医学部長
2020年 北里大学副学長

医学部教授 岩村　正嗣

1983年 北里大学医学部 卒業
1983年 第75回医師国家試験合格
1983年 北里大学医学部 泌尿器科学 入局
1989年 米国 ロチェスター大学留学
1992年 米国 ロチェスター大学助教授
1994年 北里大学医学部 泌尿器科学 復職
1995年 学位取得
2013年 北里大学医学部泌尿器科学主任教授、北里大学病院科長（泌尿器科）
2015年 北里大学病院 副院長（診療担当）
2018年 北里大学病院 病院長、学校法人北里研究所 理事

医学部教授 阿古　潤哉

1991年 東京大学医学部 卒業
1991年 東京大学医学部附属病院
1992年 三井記念病院
1996年 東京大学医学部老年病
2001年 スタンフォード大学客員研究員
2009年 自治医科大学附属さいたま医療センター循環器科教授
2013年 北里大学医学部 循環器内科学教授

医学部教授 武田　啓

1985年 北里大学病院 形成外科 研修医
1995年 北里大学医学部 形成外科学 講師
2000年 米国ブリガムアンドウィメンズ病院形成外科留学
2002年 横浜市立港湾病院 外科 医長
2005年 横須賀共済病院 形成外科 部長
2009年 北里大学医学部 形成外科・美容外科学 准教授
2014年 北里大学医学部 形成外科・美容外科学 主任教授
2018年 北里大学病院 副院長（人事・労務環境担当）
2019年 北里大学病院 副院長（診療担当）

医療系研究科教授 天羽 康之

1996年 北里大学医学部 卒業
2003年 カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部 留学
2008年 北里大学医学部皮膚科診療講師
2010年 北里大学医学部皮膚科講師
2010年 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター皮膚科部長
2014年 北里大学医学部皮膚科主任教授

薬学部教授 厚田　幸一郎

1979年 北里大学薬学部 卒業
1981年 北里大学薬学研究科大学院修士課程 修了
1981年 北里大学病院薬剤部
1998年 北里大学薬学部病院薬局部門助教授、北里研究所病院薬剤部長
2005年 北里大学薬学部病院薬局部門教授
2013年 北里大学薬学部薬物治療学Ⅰ教授、北里大学病院薬剤部長
2019年 北里大学病院病院長補佐

看護学部教授 三藤　久

2004年 北里大学医学部呼吸器内科学助手(診療講師)
2006年 北里大学医学部呼吸器内科学講師
2012年 北里大学医学部呼吸器内科学講師(診療准教授)
2014年 北里大学看護学部基礎看護学准教授
2017年 北里大学看護学部基礎看護学教授

医療衛生学部教授 福田　倫也

1989年 北里大学医学部 卒業
2003年 北里大学医学部内科学講師
2005年 北里大学医療衛生学部理学療法学専攻助教授
2008年 北里大学医療衛生学部作業療法学専攻教授
2008年 北里大学東病院リハビリテーション部長
2012年 北里大学東病院副院長
2014年 北里大学病院リハビリテーション部長
2020年 北里大学病院リハビリテーション科長

相模原市医師会副会長
(田名整形外科
クリニック院長)

木内　哲也

1978年 日本大学医学部 卒業
1978年 日本大学整形外科学教室 入局
1979年 カナダトロント大学留学
1980年 整肢療護（現心身障害児総合医療療育センター）勤務
1982年 春日部市立病院
1984年 日本大学医学部付属稲取病院
1986年 社会保険横浜中央病院勤務（医長）
1988年 日本大学整形外科学教室医局長
1990年 公立阿伎留病院勤務（科長）
1991年 田名整形外科クリニック開設

相模原市病院協会副会長
(相模原協同病院病院長) 井關　治和

1985年 慶応義塾大学医学部 卒業
1989年 慶応義塾大学大学院医学部 卒業
2006年 相模原協同病院 入職
2019年 相模原協同病院病院長

選挙管理者：事務部長　武石　年弘
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