
名前：北野 正剛  

現職：大分大学 学長 

専門領域： 消化器外科、内視鏡外科、消化器内視鏡 

役職：般社団法人 メディカルイノベーションコンソーシアム名誉理事長 

 

経歴： 

・1976 年 3 月 九州大学医学部 卒業 

・1976 年 6 月 九州大学医学部附属病院 医員（第二外科） 

・1981 年 4 月 福岡市立第一病院（外科） 

・1981 年 10 月 国立療養所福岡東病院（外科） 

・1983 年 5 月 ケープタウン大学（外科 Senior consultant doctor） 

・1988 年 10 月 九州大学医学部附属病院 講師（第二外科） 

・1990 年 4 月 済生会八幡総合病院（外科部長） 

・1992 年 5 月 九州大学医学部附属病院 講師（第二外科） 

・1993 年 5 月 大分医科大学医学部 助教授（外科学講座第一）（科長代行） 

・1996 年 4 月 大分医科大学医学部 教授（外科学講座第一） 

・2003 年 10 月 大分大学医学部 教授（外科学講座第一）（統合のため名称変更） 

・2011 年 10 月 大分大学長 

 

主な学会の役職： 

日本消化器外科学会  名誉理事長 （2015-） 

日本内視鏡外科学会  名誉理事長 （2016-） 

日本消化器内視鏡学会  顧問 （2018-） 

日本ロボット外科学会     理事 （2015-） 

日本高齢消化器病学会  理事 （2005-） 

日本創傷治癒学会  監事 （2018-） 

日本肥満症治療学会       理事 （2014-） 

日本臨床工学技士会  理事 （2013-2017） 

日本禁煙学会   理事 （2018-） 

日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会   理事 （2009-） 

病理診断の総合力を向上させる会 理事 （2015-） 

内視鏡医学研究振興財団  顧問 （2020-） 

大分県病院事業         顧問 （2018-） 

日本学術会議   連携会員 （2013-） 



腹腔鏡下胃切除研究会  代表世話人 （2000-） 

内視鏡下肥満糖尿外科研究会 代表世話人 （2006-） 

先進内視鏡治療研究会    顧問 （2019-） 

癌・炎症と抗酸化研究会     代表世話人 （2010-） 

アジア医療教育研修支援機構（AMETS） 理事長 （2018-） 

公益社団法人国際化粧療法協会 理事長（2021-） 

アジア内視鏡人材育成支援大学コンソーシアム（UCDELSA） 運営委員長 （2016-） 

メディカル・イノベーション・コンソーシアム（MIC） 名誉理事長 （2018-） 

関東経済産業局事業（MEDICAL TAKUMI JAPAN） Project Advisor （2016-2019） 

Dr. Style TV 「がん魅せ技」 総監修 （2009-） 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） Program Supervisor1（2015-） 

International Federation of Societies of Endoscopic Surgeons (IFSES)前会長（2012-2014） 

The Asian-Pacific Society for Digestive Endoscopy (APSDE)  会長（2014-） 

Mekong Endosurgery Development Association (MESDA) 会長(2016-) 

Asia Endosurgery Task Force (AETF)  初代会長（2006-） 

Asia Pacific Society for Digestive Surgery (APSDS) Executive Member(2017-) 

The Royal College of Surgeons of Thailand Honorary Fellow（2017-） 

Asia Pacific Endo-Lap Surgery Group (APELS) Vice Chairman （2014-） 

Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) Honorary Member/Court of Honor(2018-） 

Minimal Access Surgery Training Centre, Minimal Access Surgery Training Centre, Pamela 

Youde Nethersole Eastern Hospital, Hong Kong/ Honorary Advisor, International Advisory 

Board (2015-) 

 

受賞： 

1992 年 第 44回日本消化器内視鏡学会総会会長賞 

2004 年 第 56回大分合同新聞文化賞 

2008 年 IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers)  

Certificate of Excellence for the 11th World Congress of Endoscopic Surgery  

2016 年 高松宮妃がん研究基金学術賞 

2017 年 World Endoscopy Organization（WEO）ENDO2017 Sadataka Tasaka 名誉講演賞 

2020 年 一般社団法人日本消化器内視鏡学会 丹羽賞 

2021 年 公益財団法人 内視鏡医学研究振興財団 令和 2 年度顕彰・研究助成賞 


