
資料11

網掛け：医師会連合会

回 開催年（西暦） 開催年 開催地 例会長(敬称略) 所 属

119 2021年秋 令和3年秋 福島県 池田和彦 福島県立医科大学附属病院

118 2021年春 令和3年春 福島県 氏家二郎 福島県赤十字血液センター

117 2020年9月5日 令和2年9月5日 秋田県 高橋勉 秋田大学医学部付属病院

116 2020年2月29日 令和2年2月29日 福島県 K.E.Nollet 福島県立医科大学

115 2019年8月31日 令和元年8月31日 青森県 柴崎至 青森県赤十字血液センター

114 2019年3月2日 平成31年3月2日 山形県 渡辺眞史 山形県赤十字血液センター

113 2018年9月8日 平成30年9月8日 宮城県 藤原実名美 東北大学病院輸血・細胞治療部

112 2018年3月3日 平成30年3月3日 宮城県 中川國利 宮城県赤十字血液センター

111 2017年9月16日 平成29年9月16日 岩手県 中居賢司 岩手県赤十字血液センター

110 2017年3月4日 平成29年3月4日 秋田県 阿部　真 秋田県赤十字血液センター

109 2016年9月3日 平成28年9月3日 山形県 加藤裕一 山形大学医学部附属病院

108 2016年3月19日 平成28年3月19日 岩手県 鈴木啓二朗 岩手医科大学附属病院

107 2015年9月5日 平成27年9月5日 郡山市 菅野隆浩 福島県赤十字血液センター

106 2015年3月14日 平成27年3月14日 福島市 安田広康 福島県総合衛生学院

105 2014年9月6日 平成26年9月6日 秋田市 藤島直仁 秋田大学医学部附属病院

104 2014年3月1日 平成26年3月1日 山形市 清水　博 山形県赤十字血液センター

103 2013年8月31日 平成25年8月31日 青森市 玉井佳子 弘前大学附属病院輸血部

102 2013年3月23日 平成25年3月23日 盛岡市 井上洋西 岩手県赤十字血液センター

101 2012年9月8日 平成24年9月8日 仙台市 張替秀郎 東北大学病院輸血部

100 2012年3月24日 平成24年3月24日 福島市 坪井正碩 福島県赤十字血液センター

99 2011年9月10日 平成23年9月10日 盛岡市 和野雅治 岩手県立中央病院

98 2011年3月5日 平成23年3月5日 弘前市 北澤淳一 黒石病院

97 2010年9月4日 平成22年9月4日 山形市 田嶋克史 山形大学輸血部

96 2010年3月20日 平成22年3月20日 仙台市 伊藤　孝 宮城県赤十字血液センター

95 2009年9月12日 平成21年9月12日 いわき市 九里孝雄 磐城共立病院

94 2009年3月7日 平成21年3月7日 福島市 田崎哲典 慈恵医科大学

93 2008年9月20日 平成20年9月20日 秋田市 渡邊　新 中通総合病院

92 2008年3月1日 平成20年3月1日 山形市 佐藤伸二 公立置賜総合病院

91 2007年9月1日 平成19年9月1日 青森市 立花直樹 青森県立中央病院

90 2007年3月3日 平成19年3月3日 福島市 金子元久 福島県赤十字血液センター

89 2006年9月16日 平成18年9月16日 仙台市 峯岸正好 東北大学輸血部

88 2006年3月4日 平成18年3月4日 山形市 加藤弘彰 山形県赤十字血液センター

87 2005年9月10日 平成17年9月10日 盛岡市 谷口　繁 岩手県赤十字血液センター

86 2005年3月19日 平成17年3月19日 秋田市 面川　進 秋田大学輸血部

85 2004年9月11日 平成16年9月11日 山形市 富永真琴 山形大学輸血部

84 2004年2月28日 平成16年2月28日 秋田市 廣田紘一 秋田県赤十字血液センター

83 2003年9月13日 平成15年9月13日 福島市 猪狩次雄 福島県立医科大学輸血・移植免疫部

82 2003年2月22日 平成15年2月22日 仙台市 土屋　滋 東北大学輸血部

81 2002年9月23日 平成14年9月23日 秋田市 高田五郎 秋田大学輸血部

80 2002年2月23日 平成14年2月23日 郡山市 神林裕行 太田西の内病院

79 2001年9月8日 平成13年9月8日 青森市 木村あさの 弘前大学輸血部

78 2001年2月24日 平成13年2月24日 福島市 大戸　斉 福島県立医科大学輸血・移植免疫部

77 2000年9月23日 平成12年9月23日 仙台市 飯沼一宇 東北大学輸血部

76 2000年2月19日 平成12年2月19日 盛岡市 松田　勲 岩手県赤十字血液センター

75 1999年9月11日 平成11年9月11日 盛岡市 伊藤忠一 岩手医科大学臨床検査部

74 1999年3月6日 平成11年3月6日 秋田市 川上敬三 秋田県赤十字血液センター

73 1998年9月12日 平成10年9月12日 山形市 早坂　清 山形大学輸血部

72 1998年3月7日 平成10年3月7日 弘前市 木村あさの 弘前大学輸血部

71 1997年9月13日 平成9年9月13日 郡山市 阿部力哉 福島県立医科大学輸血部

70 1997年3月1日 平成9年3月1日 福島市 渡辺岩雄 福島県赤十字血液センター
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