
開催回 開催地 開催校

1 1932年 昭和7年11月6日 東京 東京大学 高橋 明

2 1933年 昭和8年7月22日 仙台 東北大学 太田 正雄

3 1934年 昭和9年8月24日 新潟 新潟大学 橋本 喬

4 1935年 昭和10年10月23日 名古屋 名古屋大学 田村 春吉

5 1936年 昭和11年9月6日 金沢 金沢医科大学（現：金沢大学） 伊藤 實

6 1937年 昭和12年11月5日 千葉 千葉大学 佐藤 邦雄

7 1938年 昭和13年8月23日～24日 新潟 新潟大学 橋本 喬

8 1939年 昭和14年8月2日 盛岡 岩手医科大学 増田 六之助

9 1940年 昭和15年10月13日 東京 東京大学 高橋 明

10 1941年 昭和16年10月26日 東京 東京大学 高橋 明

11 1942年 昭和17年8月9日 新潟 新潟大学 橋本 喬

なし 1943年 ― ―

なし 1944年 ― ―

なし 1945年 ― ―

なし 1946年 ― ―

12 1947年 昭和22年10月9日 東京 東京大学 市川 篤二

13 1948年 昭和23年10月31日 新潟 新潟大学 橋本 喬

14 1949年 昭和24年8月23日 飯坂 東北大学 伊藤 實

15 1950年 昭和25年8月21日 伊豆 東京大学 市川 篤二

16 1951年 昭和26年8月25日 松本 信州大学 橋本 満次

17 1952年 昭和27年11月6日 東京 慶應義塾大学 田村 一

18 1953年 昭和28年10月10日 弘前 弘前大学 杉山 萬喜蔵

19 1954年 昭和29年10月31日 横浜 横浜市立大学 原田 彰

20 1955年 昭和30年10月16日 東京 日本医科大学 北川 淏

21 1956年 昭和31年10月14日 東京 東京医科大学 田林 綱太

22 1957年 昭和32年10月13日 伊香保 群馬大学 山碕 順

23 1958年 昭和33年10月19日 東京 日本大学 永田 正夫

24 1959年 昭和34年9月24日 新潟 新潟大学 高安 久雄

25 1960年 昭和35年10月23日 東京 東京慈恵会医科大学 南 武

26 1961年 昭和36年10月6日～7日 仙台 東北大学 宍戸 仙太郎

27 1962年 昭和37年10月27日～28日 東京 東京逓信病院（東京大学） 土屋 文雄

28 1963年 昭和38年10月19日～20日 千葉 千葉大学 百瀬 剛一

29 1964年 昭和39年11月22日～23日 東京 昭和大学 赤坂 裕

30 1965年 昭和40年10月13日～14日 松本 信州大学 柿崎 勉

31 1966年 昭和41年10月1日～2日 北海道 札幌医科大学 高井 修道

32 1967年 昭和42年10月28日 東京 順天堂大学 髙橋 博元

33 1968年 昭和43年10月19日 前橋 群馬大学 志田 圭三

34 1969年 昭和44年10月19日 東京 日本医科大学 川井 博

35 1970年 昭和45年10月4日 弘前 弘前大学 舟生 富寿

36 1971年 昭和46年10月31日 東京 東邦大学 安藤 弘

37 1972年 昭和47年10月21日 新潟 新潟大学 佐藤 昭太郎
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38 1973年 昭和48年11月11日 東京 慶應義塾大学 田崎 寛

39 1974年 昭和49年10月4日～5日 盛岡 岩手医科大学 大堀 勉

40 1975年 昭和50年11月6日～7日 東京 東京医科大学 鈴木 三郎

41 1976年 昭和51年10月8日～9日 札幌 札幌医科大学 熊本 悦明

42 1977年 昭和52年10月28日 東京 北里大学 小柴 健

43 1978年 昭和53年9月22日～23日 秋田 秋田大学 土田 正義

44 1979年 昭和54年10月5日～6日 東京 日本大学 岸本 孝

45 1980年 昭和55年10月17日～18日 福島 福島県立医科大学 白岩 康夫

46 1981年 昭和56年10月23日～24日 東京 東京医科歯科大学 横川 正之

47 1982年 昭和57年10月29日～30日 山形 山形大学 鈴木 騏一

48 1983年 昭和58年9月8日～9日 旭川 旭川医科大学 黒田 一秀

49 1984年 昭和59年10月27日～28日 東京 東京慈恵会医科大学 町田 豊平

50 1985年 昭和60年11月1日～2日 東京 慶應義塾大学 田崎 寛

51 1986年 昭和61年10月3日～4日 仙台 東北大学 折笠 精一

52 1987年 昭和62年10月3日～4日 東京 順天堂大学 北川 龍一

53 1988年 昭和63年10月29日～30日 千葉 千葉大学 島崎 淳

54 1989年 平成1年10月6日～7日 東京 昭和大学 今村 一男

55 1990年 平成2年9月28日～30日 松本 信州大学 小川 秋實

56 1991年 平成3年9月27日～28日 東京 日本医科大学 秋元 成太

57 1992年 平成4年9月18日～19日 筑波 筑波大学 小磯 謙吉

58 1993年 平成5年10月14日～15日 札幌 北海道大学 小柳 知彦

59 1994年 平成6年11月4日～6日 宇都宮 獨協医科大学 高崎 悦司

60 1995年 平成7年10月18日～20日 岩手 岩手医科大学 久保 隆

61 1996年 平成8年9月20日～21日 東京 東京医科大学 三木 誠

62 1997年 平成9年10月23日～25日 甲府 山梨医科大学 上野 精

63 1998年 平成10年9月23日～25日 前橋 群馬大学 山中 英壽

64 1999年 平成11年10月7日～9日 東京 日本大学 岡田 清己

65 2000年 平成12年9月29日～30日 山形 山形大学 中田 瑛浩

66 2001年 平成13年10月11日～13日 東京 東京女子医科大学 東間 紘

67 2002年 平成14年9月18日～20日 千葉 千葉大学 伊藤 晴夫

68 2003年 平成15年10月9日～11日 弘前 弘前大学 鈴木 唯司

69 2004年 平成16年9月22日～24日 東京 昭和大学 吉田 英機

70 2005年 平成17年9月28日～30日 岩手 岩手医科大学 藤岡 知昭

71 2006年 平成18年10月19日～21日 東京 東邦大学 松島 正浩

72 2007年 平成19年8月30日～1日 札幌 札幌医科大学 塚本 泰司

73 2008年 平成20年9月18日～20日 東京 杏林大学 東原 英二

74 2009年 平成21年10月28日～30日 松本 信州大学 西澤 理

75 2010年 平成22年9月15日～17日 宇都宮 獨協医科大学 吉田 謙一郎

76 2011年 平成23年10月20日～22日 横浜 横浜市立大学 窪田 吉信

77 2012年 平成24年10月17日～19日 東京 東京慈恵会医科大学 頴川 晋

78 2013年 平成25年10月17日～19日 新潟 新潟大学 高橋 公太
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79 2014年 平成26年10月12日～14日 横浜 東海大学 寺地 敏郎

80 2015年 平成27年9月25日～27日 東京 山梨大学 武田 正之

81 2016年 平成28年10月7日～10日 青森 弘前大学 大山 力

82 2017年 平成29年10月17日～19日 東京 昭和大学 小川 良雄

83 2018年 平成30年10月17日～19日 東京 日本大学 高橋 悟

84 2019年 令和元年10月3日～6日 東京 防衛医科大学 浅野 友彦

85 2020年 令和2年9月25日～10月16日 WEB 東邦大学 中島 耕一


