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1 中島　精 慶應義塾大学教授 慶應義塾大学北里講堂 昭和31年10月21日（日）

2 広瀬　豊一　 大阪大学教授 大阪大学医学部大講堂 昭和32年9月22日(日)

3 山元　清一 名古屋大学教授

4 篠田　糺 東北大学教授 仙台駅前　日の出会館7階ホール 昭和34年10月25日（日）

5 町野　碩夫 鹿児島大学教授 鹿児島市金生町山形屋デパート五階劇場 昭和35年5月28日（土）

6 長谷川　敏雄 日本赤十字センター 日本都市センター 昭和36年11月3日（金）

7 小川　玄一 北海道大学教授 札幌市　定山溪温泉　鹿の湯ホテル 昭和37年10月5日（金）

8 小南　吉男 三重大学教授 伊勢市伊勢会館 昭和38年11月3日（日）

9 藤生　太郎 山口大学教授 松政（山口県） 昭和39年11月28日（土）

10 赤須　文男 金沢大学教授 金沢市 昭和40年10月26日（火）

11 西川　義正 京都大学教授 京都市 昭和41年10月25日（火）

12 貴家　寛而 福島大学教授 福島市飯坂町市民センター 昭和42年10月3日（火）、4日（水）、5日（木）

13 重松　俊 久留米大学教授 久留米市　萃香園 昭和43年10月10日（木）

14 明石　勝英　 札幌医科大学教授 札幌市　パークホテル 昭和44年6月27日（木）

15 百瀬　剛一 千葉大学教授 千葉市　千葉県文化会館 昭和45年9月24日（木）

16 野嶽　幸雄 慶應義塾大学教授 日本青年館（神宮外苑） 昭和46年10月15日（金）

17 足立　春雄 徳島大学教授 第1会場　高知新聞放送会館5階ホール　第2会場　高知電気ビル8階ホール 昭和47年10月12日（木）、13日（金）

18 渡辺　金三郎 愛知大学教授 愛知県勤労会館 昭和48年10月26日（金）

19 黒田　恭一 金沢大学教授 金沢市観光会館 昭和49年10月11日（金）、12日（土）

20 鈴木　雅洲 東北大学教授 仙台市民会館 昭和50年10月2日（木）、3日（金）、4日（土）

21 石神　襄次 神戸大学教授 神戸文化ホール 昭和51年10月28日（木）、29日（金）

22 森　一郎 鹿児島大学教授 鹿児島県文化センター・大ホール 昭和52年10月4日（火）、5日（水）

23 飯塚　理八 慶應義塾大学教授 京王プラザホテル 昭和53年11月18日（土）、19日（日）

24 熊本　悦明 札幌医科大学教授 共済ホール及びサロン（共済ビル6・7・8階） 昭和54年9月20日（木）、21日（金）

25 酒徳　治三郎 山口大学教授 渡辺翁記念館および宇部市文化会館（宇部市朝日町） 昭和55年10月1日（水）　2日（木）

26 西村　敏雄 京都大学教授 京都会館 昭和56年11月12日（木）、13日（金）

27 木下　佐 東邦大学教授 日本都市センター、全共連ビル 昭和57年11月17日（水）、18日（木）

28 三矢　英輔 名古屋大学教授 愛知厚生年金会館 昭和58年11月16日（水）、17日（木）

29 高木　繁夫 日本大学教授 ホテル　センチュリーHYATT 昭和59年11月13日（火）、14日（水）

30 蜂屋　祥一 東京慈恵会医科大学教授 東京農林年金会館（虎の門パストラル） 昭和60年11月27日（水）、28日（木）
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31 折笠　精一 東北大学教授 仙台市民会館 昭和61年10月16日（木）、17日（金）

32 西田　悦郎 金沢大学教授 金沢市文化ホール/石川厚生年金会館 昭和62年11月23日（月）、24日（火）

33 入谷　明 京都大学教授 国立京都国際会館 昭和63年11月15日（火）、16日（水）

34 清水　哲也 旭川医科大学教授 旭川市民文化会館 平成元年9月2日（土）、3日（日）

35 島崎　淳 千葉大学教授 幕張メッセ 平成2年11月16日（金）、17日（土）

36 八神　喜昭 名古屋市立大学教授 名古屋国際会議場 平成3年11月20日（水）、21日（木）

37 荒井　清 帝京大学教授 京王プラザホテル 平成4年11月6日（金）、7日（土）

38 杉本　修 大阪医科大学教授 国立京都国際会館 平成5年9月11日（土）、12日（日）

39 片山　喬 富山医科薬科大学教授 富山県民会館/富山第一ﾎﾃﾙ 平成6年10月26日（水）、27日（木）、28日（金）

40 廣井　正彦 山形大学教授 山形国際交流プラザ 平成7年10月25日（水）、26日（木）、27日（金）

41 青野　敏博 徳島大学教授 徳島県郷土文化会館/ホテルクレメント徳島 平成8年11月7日（木）、8日（金）

42 白井　將文 東邦大学教授 京王プラザホテル 平成9年11月13日（木）、14日（金）

43 永田　行博 鹿児島大学教授 鹿児島市民文化ホール/鹿児島サンロイヤルホテル 平成10年11月12日（木）、13日（金）

44 矢内原　巧 昭和大学教授 赤坂プリンスホテル 平成11年11月11日（木）、12日（金）

45 守殿　貞夫 神戸大学教授 神戸国際会議場 平成12年11月23日（木）、24日（金）

46 中村　幸雄 杏林大学教授 京王プラザホテル 平成13年11月8日（木）、9日（金）

47 玉舎　輝彦 岐阜大学教授 岐阜ﾙﾈｯｻﾝｽﾎﾃﾙ 平成14年10月3日（木）、4日（金）

48 伊藤　晴夫 千葉大学教授 品川プリンスホテル 平成15年10月1日（水）、2日（木）

49 石川　睦男 旭川医科大学教授 旭川グランドホテル/旭川市民文化会館 平成16年9月2日（木）、3日（金）、4日（土）

50 岡村　　均 熊本大学教授 ニュースカイホテル 平成17年11月17日（木）、18日（金）、19日（土）

51 奥山  明彦 大阪大学教授 大阪国際会議場/リーガロイヤルホテル 平成18年11月9日（木）、10日（金）

52 田中  俊誠 秋田大学教授 キャッスルホテル/県民会館 平成19年10月25日（木）、16日（金）

53 香山　浩二 兵庫医科大学教授 神戸国際会議場/ポートピアホテル 平成20年10月23日（木）、24日（金）

並木　幹夫 金沢大学教授

井上　正樹 金沢大学教授

55 苛原　　稔 徳島大学教授 あわぎんホール/ホテルクレメント徳島 平成22年11月11日（木）、12日（金）

56 石塚　文平 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学教授 パシフィコ横浜 平成23年12月8日（木）、9日（金）

57 増﨑　英明 長崎大学教授 長崎ブリックホール/NCC&スタジオ/長崎新聞文化ホール/長崎県医師会館 平成24年11月8日（木）、9日（金）

58 藤澤　正人 神戸大学教授 神戸国際会議場/神戸ポートピアホテル 平成25年11月15日（金）、16日（土）

54 石川県立音楽堂/ANAクラウンプラザホテル金沢 平成21年11月22日（日）、23日（月）
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59 石原　　理 埼玉医科大学教授 京王プラザホテル 平成26年12月4日（木）、5日（金）

今井　裕 京都大学教授 平成27年4月27日（月）

苛原　　稔 徳島大学教授 平成27年4月26日（日）～29日（水）

61 市川　智彦 千葉大学教授 パシフィコ横浜 平成28年11月3日（木）、4日（金）

62 杉野　法広 山口大学大学教授 山口県国際総合センター海峡メッセ下関 平成29年11月16日（木）、17日（金）

63 千石　一雄 旭川医科大学教授
旭川市民文化会館／星野リゾート OMO7 旭川
→北海道胆振東部地震により中止、WEB開催へ

平成30年9月6日（木）～7日（金）

64 岡田　弘 独協医科大学教授 神戸国際会議場 令和元年11月7日（木）、8日（金）

65 竹下　俊行 日本医科大学教授 京王プラザホテル→COVID-19感染拡大防止のためWEB開催のみ変更 令和2年12月3日（木）、4日（金）～23日（水）

66 原田　省 鳥取大学教授 米子コンベンションセンターBIG SHIP、米子市文化ホール

令和3年11月11（木）、12日（金）
現地開催：11月11日（木）・12日（金）
ライブ配信：11月11日（木）・12日（金）
                                 ※一部共催セミナーのみ
オンデマンド配信：11月26日（金）～12月9日（木）

67 久慈　直昭 東京医科大学 パシフィコ横浜 令和4年11月3日（木）、4日（金）現地開催のみ

60
＆

IFFS
パシフィコ横浜


