
北海道大学病院長候補者選考会議委員名簿 
 

令和３年７月１日現在 

氏名 所 属 選定理由 

山 口 淳 二 北海道大学理事 総長が指名する理事 

畠 山 鎮 次 
北海道大学大学院 
医学研究院 

医学研究院長 

八 若 保 孝 
北海道大学大学院 
歯学研究院 

歯学研究院長 

秋 田 弘 俊 北海道大学病院 病院長 

岩 崎 倫 政 
北海道大学大学院 
医学研究院 

医学研究院教授会が推薦する
教授 

田 中 伸 哉 
北海道大学大学院 
医学研究院 

医学研究院教授会が推薦する
教授 

北 川 善 政 
北海道大学大学院 
歯学研究院 

歯学研究院教授会が推薦する
教授 

髙 橋 久美子 
北海道大学病院 
看護部 

病院執行会議が推薦する職員 

西 村 敏 信 
北海道大学病院 
事務部 

病院執行会議が推薦する職員 

中 村   隆 札幌総合法律事務所 学外有識者 

松 村   明 茨城県立医療大学 学外有識者 

大 島 寿美子 北星学園大学 学外有識者 



氏名

山口　淳二 1985年 日本学術振興会特別研究員

1986年 日本学術振興会海外特別研究員

1987年 名古屋大学農学部助手

1993年 名古屋大学生物分子応答研究センター助手

1995年 名古屋大学生物分子応答研究センター助教授

2001年 北海道大学大学院理学研究科教授

2003年 科学技術振興調整費研究領域主管（非常勤）

2006年 北海道大学大学院先端生命科学研究院教授

2010年 北海道大学大学院理学研究院教授

2010年 北海道大学高等教育推進機構副機構長

2011年 北海道大学役員補佐

2014年 北海道大学副学長

2014年 北海道大学大学院生命科学院長

2019年 北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター長

2020年 北海道大学理事・副学長

畠山　鎮次 1994年 ワシントン大学医学部・ハワードヒューズ医学研究所・博士研究員

1995年 米国国立癌研究所・博士研究員（学術振興会NIH派遣研究者）

1997年 九州大学生体防御医学研究所細胞学部門・助手

2000年 九州大学生体防御医学研究所細胞学部門・助教授

2004年 北海道大学大学院医学研究科・分子生化学講座・分子医化学分野・教授

2007年 北海道大学大学院医学研究科・生化学講座・医化学分野・教授

2017年 北海道大学大学院医学研究院・生化学分野・医化学教室・教授

2021年 北海道大学大学院医学研究院長

八若　保孝 1990年 北海道大学歯学部附属病院小児歯科助手

1993年 北海道大学歯学部小児歯科学講座助手

2000年 北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座小児歯科学分野助手

2003年 北海道大学病院歯科診療センター咬合B（小児歯科専門）外来講師

2006年 北海道大学大学院歯学研究科教授

2018年 北海道大学大学院歯学研究院長

秋田　弘俊 1990年 米国国立癌研究所NCI-Navy Medical Oncology部門留学

1990年 北海道大学医学部附属病院助手（第一内科）

1997年 北海道大学医学部附属病院講師（第一内科）

2001年 北海道大学大学院医学研究科教授（腫瘍内科学分野）

2011年 北海道大学大学院医学研究科研究科長補佐（医学科教務委員長）

2016年 北海道大学病院副病院長、がん遺伝子診断部長

2018年 北海道大学病院腫瘍センター長

2019年 北海道大学副学長、北海道大学病院病院長

略　歴



氏名 略　歴

岩崎　倫政 2000年 北海道大学大学院医学研究科運動器再建医学分野助手

2004年 北海道大学病院整形外科講師

2010年 北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野准教授

2012年 北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野教授

田中　伸哉 1994年 北海道大学医学部助手

1994年 ロックフェラー大学ポストドクトラルフェロー

2000年 北海道大学大学院医学研究科講師

2003年 北海道大学大学院医学研究科助教授

2008年 北海道大学大学院医学研究科教授

北川　善政 1990年 浜松医科大学医学部附属病院歯科口腔外科助手

1993年 福井医科大学医学部附属病院歯科口腔外科講師

2001年 米国ミシガン大学口腔顎顔面外科

2004年 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科（旧第1口腔外科）教授

2016年 北海道大学病院 副病院長（歯科担当）

髙橋久美子 1983年 北海道大学医学部附属病院看護部看護婦

1992年 北海道大学医学部附属病院看護部副看護師長

2004年 北海道大学病院看護部看護師長

2012年 北海道大学病院看護部副看護部長

2019年 北海道大学病院看護部長

西村　敏信 1997年 北海道大学医学部附属病院医事課付

2000年 文部省高等教育局大学課

2002年 文部科学省高等教育局私学部私学行政課

2004年 文部科学省高等教育局私学部私学行政課法人係主任

2004年 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課専門職

2006年 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課運営支援第二係長

2007年 文部科学省高等教育局私学部私学助成課助成第一係長

2010年 文部科学省高等教育局私学部私学助成課総括係長

2011年 小樽商科大学財務課長

2014年 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室室長補佐

2017年 北海道大学病院経営企画課長

2019年 文部科学省初等中等教育局財務課課長補佐

2021年 北海道大学病院事務部次長



氏名 略　歴

中村　隆 2002年 札幌弁護士会副会長

2006年 北海道弁護士会連合会常務理事

2013年 札幌弁護士会会長

2013年 北海道弁護士会連合会副理事長

2013年 日本弁護士連合会常務理事

2014年 北海道弁護士会連合会理事長

2014年 日本弁護士連合会常務理事

2016年 日本弁護士連合会副会長

2018年 日本弁護士政治連盟札幌支部　支部長

松村　明 1980年 筑波大学医学専門学群卒業

1984年 西ドイツゲッティンゲン大学脳神経外科助手(～1986年）

1986年 秦総合病院脳神経外科医員（～1988年）

1988年 筑波メディカルセンター病院脳神経外科医員・理学療法診療科長（～1990年）

1990年 総合守谷第一病院脳神経外科診療科長・手術部部長（～1992年）

1992年 筑波大学講師（臨床医学系脳神経外科）（～2002年）

1995年 Max-Planck生物物理化学研究所NMR研究部門研究員（1995年）

2002年 筑波大学助教授（臨床医学系脳神経外科）（～2004年）

2004年 筑波大学教授（臨床医学系脳神経外科）（～2020年）

2007年 筑波大学附属病院副院長（総務・教育）（～2012年）

2011年 筑波大学欧州事務所（ボン）所長併任（～2014年）

2012年 筑波大学附属病院特任副院長（国際連携推進、国際総合戦略特区担当）（～2014年）

2014年 筑波大学附属病院病院長、筑波大学理事・副学長（～2018年）

2020年 茨城県立医療大学学長（～現在）

大島寿美子 1989年 社団法人 共同通信社 記者

1997年 株式会社　ジャパンタイムズ 編集局 記者 

2011年 北星学園大学 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 教授




