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106 青木　康博 名古屋市立大学 令和4年6月8日～10日 名古屋 ウインク愛知（愛知県産業労働センター）

105 池田　典昭 九州大学 令和3年10月4日～31日 オンデマンド配信

104 玉木　敬二 京都大学 令和2年9月24日～25日 京都 国立京都国際会館

103 舟山　眞人 東北大学 令和元年6月12日～14日 仙台 仙台プラザ

102 久保　真一 福岡大学 平成30年6月5日～8日 福岡 福岡国際会議場

101 武内　康雄 岐阜大学 平成29年6月7日～9日 岐阜 長良川国際会議場

100 福永　龍繁 東京都監察医務院 平成28年6月15日～17日 東京 品川区立総合区民会館(きゅりあん)

99 橋本　良明 高知大学 平成27年6月10日～12日 高知 高知文化プラザ　かるぽーと

98 山内　春夫 新潟大学 平成26年6月16日～20日 福岡 福岡国際会議場

97 寺沢　浩一 北海道大学 平成25年6月26日～28日 札幌 ロイトン札幌

96 鈴木　修 浜松医科大学 平成24年6月7日～9日 浜松 アクトシティ浜松

95 平岩　幸一 福島県立医科大学 平成23年6月15日～17日 福島 コラッセふくしま

94 福島　弘文 科学警察研究所 平成22年6月23日～25日 東京 タワーホール船堀

93 的場　梁次 大阪大学 平成21年5月13日～15日 豊中 千里ライフサイエンスセンター

92 中園　一郎 長崎大学 平成20年4月23日～25日 長崎 長崎ブリックホール

91 吉岡　尚文 秋田大学 平成19年5月16日～18日 秋田 秋田ビューホテル

90 柏村　征一 福岡大学 平成18年4月26日～28日 福岡 福岡国際会議場

89 井尻　巖 香川大学 平成17年4月20日～22日 高松 サンポートホール高松

88 塩野　寛 旭川医科大学 平成16年6月2日～4日 旭川 旭川グランドホテル

87 滝澤　久夫 富山医科薬科大学 平成15年4月23日～25日 富山 富山国際会議場

86 石津　日出雄 岡山大学 平成14年4月17日～19日 岡山 岡山国際ホテル

85 木村　博司 久留米大学 平成13年4月11日～13日 久留米 石橋文化センター

84 辻　力 和歌山県立医科大学 平成12年4月19日～22日 和歌山 和歌山県民文化会館

83 小嶋　亨 広島大学 平成11年4月14日～16日 広島 広島国際会議場

82 高取　健彦 東京大学 平成10年4月15日～17日 東京 東京大学安田講堂・山上会館

81 津金澤　督雄 鹿児島大学 平成9年4月16日～18日 鹿児島 鹿児島市民文化ホール

80 古村　節男 京都府立医科大学 平成8年4月1日～3日 京都 京都府立文化芸術会館他

79 鈴木　庸夫 山形大学 平成7年5月24日～26日 山形 山形県県民会館

78 古川　研 群馬大学 平成6年5月11日～13日 前橋 群馬県民会館

77 永田　武明 九州大学 平成5年4月21日～23日 福岡 福岡市民会館

76 永野　耐造 金沢大学 平成4年4月22日～24日 金沢 金沢市文化ホール

75 福井　有公 京都大学 平成3年4月1日～3日 京都 京都パークホテル

74 永盛　肇 琉球大学 平成2年4月18日～20日 那覇 那覇市民会館

73 何川　涼 岡山大学 平成元年5月10日～12日 岡山 岡山東急ホテル

72 高橋　建吉 秋田大学 昭和63年5月25日～27日 秋田 秋田市文化会館

71 北浜　睦夫 聖マリアンナ医科大学 昭和62年4月7日～9日 東京 朝日生命ホール

70 高部　福太郎 名古屋市立大学 昭和61年5月14日～16日 名古屋 吹上ホール

69 桂　秀策 岩手医科大学 昭和60年5月22日～24日 盛岡 岩手県民会館

68 原　三郎 久留米大学 昭和59年5月15日～17日 久留米 石橋文化センター

67 四方　一郎 大阪大学 昭和58年4月1日～3日 大阪 大阪府立労働センター

66 岡嶋　道夫 東京医科歯科大学 昭和57年5月11日～13日 東京 農協ビル

65 溝井　泰彦　 神戸大学 昭和56年5月20日～22日 神戸 神戸国際会議場

64 須山　弘文 長崎大学 昭和55年4月9日～11日 長崎 長崎市民会館

63 上野　佐 日本大学 昭和54年4月4日～6日 東京 農協ビル
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62 赤石　英 東北大学 昭和53年5月11日～13日 仙台 仙台市民会館

61 牧角　三郎 九州大学 昭和52年5月10日～12日 福岡 明治生命ホール

60 八十島　信之助 札幌医科大学 昭和51年6月2日～4日 札幌 北海道自治会館

59 上田　政雄 京都大学 昭和50年4月2日～3日 京都 京都教育文化センター

58 黒田　直 福島県立医科大学 昭和49年5月16日～17日 福島 福島県民文化センター

57 神田　瑞穂 熊本大学 昭和48年3月28日～29日 熊本 熊本市民会館

56 小片　重男 京都府立医科大学 昭和47年4月7日～8日 京都 京都会館

55 三木　敏行 東京大学 昭和46年4月3日～4日 東京 東京大学医学部本館3階大講堂

54 野田　金次郎 信州大学 昭和45年5月14日～16日 松本 長野県勤労者福祉センター

53 小林　宏志 広島大学 昭和44年4月14日～16日 広島 広島市公会堂

52 桑島　直樹 横浜市立大学 昭和43年4月3日～5日 横浜 横浜市開港記念会館

51 古田　莞爾 名古屋大学 昭和42年3月29日～31日 名古屋 名古屋大学医学部図書館講堂

50 山内　峻呉 新潟大学 昭和41年6月3日～5日 新潟 新潟市公会堂

49 城　哲男 鹿児島大学 昭和40年5月13日～15日 鹿児島 鹿児島県医師会館ホール

48 宮内　義之介 千葉大学 昭和39年4月13日～15日 千葉 千葉大学記念講堂

47 松倉　豊治 大阪大学 昭和38年4月2日～3日 大阪 大阪市大同生命ビル講堂

46 古田　莞爾 名古屋大学 昭和37年5月13日～14日 名古屋 名古屋大学医学部図書館講堂

45 井上　剛 金沢大学 昭和36年4月3日～5日 金沢 金沢大学医学部講堂・同薬理学講義室

44 三上　芳雄 岡山大学 昭和35年4月2日～3日 岡山 岡山大学医学部生化学教室講堂

43 上野　正吉 東京大学 昭和34年3月30日～31日 東京 東京大学理学部2号館講堂

42 井関　尚榮 群馬大学 昭和33年5月17日～19日 前橋 群馬大学医学部講堂

41 斉藤　銀次郎 北海道大学 昭和32年6月21日～23日 札幌 札幌市グランド・ホテル

40 友永　得郎 長崎大学 昭和31年4月2日～5日 長崎 長崎市国際文化会館

39 黒岩　武次 京都大学 昭和30年4月2日～4日 京都 京都染識会館

38 松倉　豊治 徳島大学 昭和29年5月1日～2日 徳島 徳島大学

37 黒川　廣重 岩手医科大学 昭和28年6月8日～10日 盛岡 盛岡市教育会館

36 北条　春光 九州大学 昭和27年4月1日～3日 福岡 九州大学医学部講堂

35 古畑　種基 東京大学 昭和26年4月2日～4日 東京 東京大学南講堂

34 村上　次男 東北大学 昭和25年4月27日～28日 仙台 東北大学医学部

33 高野　與巳 新潟医科大学 昭和24年5月12日～13日 新潟 新潟医科大学生理学講堂

32 中館　久平 慶應義塾大学 昭和23年4月4日～5日 東京 慶応義塾大学医学部北里講堂

31 大村　得三 大阪帝国大学 昭和22年4月5日～6日 大阪 奈良県公会堂第2号館

30 古畑　種基 東京帝国大学 昭和21年10月13日 東京 東京大学医学部本館大講堂

29 古畑　種基 東京帝国大学 昭和19年11月5日 東京 東京帝国大学医学部本館会議室

28 石川　光昭 東京慈恵会医科大学 昭和18年9月27日～28日 東京

27 古畑　種基 東京帝国大学 昭和17年3月27日～29日 東京

26 久保　忠夫　 台北帝国大学 昭和16年4月3日～4日 台北

25 世良　完介 熊本医科大学 昭和15年4月3日～4日 熊本

24 佐藤　武雄 京城帝国大学 昭和14年9月25日～26日 京城

23 小南　又一郎 京都帝国大学 昭和13年4月2日～3日 京都

22 小宮　喬介 名古屋医科大学 昭和12年4月5日～6日 名古屋

21 加賀谷　勇之助 千葉医科大学 昭和11年4月2日～3日 千葉

20 古畑　種基 金沢医科大学 昭和10年4月5日～6日 金沢

19 三田　定則 東京帝国大学 昭和9年4月2日～3日 東京

18 遠藤　中節 岡山医科大学 昭和8年3月28日～29日 岡山

17 浅田　一 長崎医科大学 昭和7年4月3日～4日 長崎
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16 藤原　教悦郎 新潟医科大学 昭和6年4月4日～5日 新潟

15 中田　篤郎 大阪医科大学 昭和5年4月2日～3日 大阪

14 山上　熊郎 北海道帝国大学 昭和4年7月22日～23日 札幌

13 石川　哲郎 東北帝国大学 昭和3年9月23日～24日 仙台

12 高山　正雄 九州帝国大学 昭和2年11月5日 福岡

11 三田　定則 東京帝国大学 大正15年4月2日 東京

10 小南　又一郎 京都帝国大学 大正14年11月14日 京都

9 片山　國嘉 東京帝国大学 大正13年11月1日 東京

8 岡本　梁松 京都帝国大学 大正11年4月3日 京都

7 片山　國嘉 東京帝国大学 大正9年11月14日 東京

6 片山　國嘉 東京帝国大学 大正8年11月2日 東京

5 片山　國嘉 東京帝国大学 大正7年4月3日 東京

4 片山　國嘉 東京帝国大学 大正6年10月21日 東京

3 片山　國嘉 東京帝国大学 大正5年10月29日 東京

2 片山　國嘉 東京帝国大学 大正4年10月17日 東京

1 片山　國嘉 東京帝国大学 大正3年4月2日 東京
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