
2023.5現在

理事・監事 編集委員 評議員① 評議員② 備考

1 解剖学（小川単位） 小川元之 勝村啓史
2 解剖学（阪上単位） 阪上洋行 深谷昌弘
3 生理学（山田単位） 山田　玲 比留間弘美
4 生理学（高橋単位） 高橋倫子 安岡有紀子
5 生化学（堺単位） 堺　隆一 堺　隆一 板倉　誠
6 生化学（萬代単位） 萬代研二 山森早織
7 分子遺伝学 藤岡正人 高山吉永
8 薬理学 天野英樹 伊藤義也 細野加奈子
9 微生物学 林　俊治 林　俊治 林　俊治 阪口義彦
10 寄生虫学・熱帯医学 辻　尚利 八田岳士
11 病理学（三枝単位） 三枝　信 横井愛香
12 病理学（村雲単位） 村雲芳樹 村雲芳樹 村雲芳樹 一戸昌明
13 衛生学 堀口兵剛 堀口兵剛 武藤　剛
14 公衆衛生学 堤　明純 堤　明純 可知悠子
15 法医学 佐藤文子 佐藤文子 入江　渉
16 実験動物学 佐藤俊哉 佐藤俊哉 大久保直
17 免疫学 佐藤　雅 末永忠広 佐藤　雅

5（5） 4（6） ※併任は除く

18 消化器内科学
岩井知久
横山　薫

草野　央 日高　央

19 循環器内科学 阿古潤哉 下浜孝郎
20 脳神経内科学 西山和利 西山和利 阿久津二夫
21 血液内科学 鈴木隆浩 翁　祖誠
22 呼吸器内科学 猶木克彦 佐藤　崇
23 内分泌代謝内科学 宮塚　健 市川雷師
24 腎臓内科学 竹内康雄 竹内康雄 竹内康雄 青山東五
25 膠原病・感染内科学 山岡邦宏 奥　健志
26 乳腺・甲状腺外科学 三階貴史 加藤　弘
27 一般・小児・肝胆膵外科学 隈元雄介 隈元雄介 海津貴史
28 上部消化管外科学 比企直樹 新原正大
29 下部消化管外科学 内藤　剛 佐藤武郎
30 心臓血管外科学 宮地　鑑 宮地　鑑 北村　律
31 呼吸器外科学 佐藤之俊 神谷紀輝
32 脳神経外科学 佐藤澄人 隈部俊宏 秀拓一郎
33 小児科学 石倉健司 平田陽一郎
34 産科学 落合大吾 大西庸子
35 婦人科学 加藤一喜 本田雅子
36 整形外科学 庄司真太郎 高相晶士 井上　玄
37 形成外科・美容外科学 武田　啓 根本　充
38 皮膚科学 天羽康之 天羽康之 安藝良一
39 泌尿器科学 岩村正嗣 松本和将 津村秀康
40 眼科学 庄司信行 飯島　敬
41 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 山下　拓 宮本俊輔
42 精神科学 齋藤正範 稲田　健 大石　智
43 放射線科学(画像診断学) 井上優介 松永敬二
44 放射線科学(放射線腫瘍学) 石山博條 川上正悟
45 麻酔科学 松田弘美 奥富俊之 新井正康
46 臨床検査診断学 狩野有作 中村正樹
47 輸血・細胞移植学 宮﨑浩二 大谷慎一
48 救命救急医学 浅利　靖 浅利　靖 片岡祐一
49 総合診療医学 青山直善 五野由佳理

3（3） 10（11） ※併任は除く
50 医学部附属医学教育研究開発センター 佐藤武郎 河野俊之
51 医学部附属臨床研究センター 熊谷雄治 欠員
52 医学部附属新世紀医療開発センター 田邉　聡 金井昭文

0 0小計 5（定数6）

医学部基礎系

小計
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小計 26（定数34）
医学部臨床系

58（定数64）



理事・監事 編集委員 評議員① 評議員②

53 　保険衛生学科 田ヶ谷浩邦 清　和成
54 　医療検査学科 横場正典 古田玲子 川村俊彦
55 　臨床工学専攻 熊谷　寛 氏平政伸
56 　診療放射線技術科学専攻 五味　勉 長谷川智之
57 　理学療法学専攻 高平尚伸 神谷健太郎 松永篤彦
58 　作業療法学専攻 高橋香代子 今井忠則
59 　言語聴覚療法学専攻 佐野　肇 東川麻里
60 　視覚機能療法学専攻 半田知也 川守田拓志
61 　基礎医学部門 市川尊文 市川尊文 門谷裕一

2（2） 1（1） ※併任は除く
62 大学院医療系研究科 田中克俊 岩満優美

0 0
63 北里大学病院 高相晶士 佐々木治一郎 岩村正嗣 佐々木治一郎

64 北里研究所病院 渡邊昌彦 渡邊昌彦 石井良幸
65 北里大学メディカルセンター 佐藤之俊 坂東由紀 長場　泰

永岡　隆 大内孝文
竹内昭博 石川雅一

67 事務局 真壁泰夫 森田創平
2（4） 1（1） ※併任は除く

理事・監事 編集委員
12（14） 16（19）

小計 2（定数2）

小計 17（定数18）

小計 8（定数12）

総計 116（定数136）

66 学外正会員（医学部同窓会） 永岡　隆

評議員

医療衛生学部


