日本外科系連合学会歴代理事長，学術集会会長，会期，会場
回

理事長

学術集会会長（主催）

会

期

主

会

場

1 斉藤

淏

（理 事 会）

昭和50年10月11日

大阪科学技術センター

2 斉藤

淏

（理 事 会）

昭和51年10月21日

ニッショーホール

3 斉藤

淏

（理 事 会）

昭和53年 2月18～19日 順天堂大学有山登記念館

4 斉藤

淏 伊丹

康人 東京慈恵会医科大学 整形外科

昭和54年 2月10日

5 斉藤

淏 前川

正信 大阪市立大学 泌尿器科

昭和55年 2月23～24日 大阪商工会議所

6 斉藤

淏 本多

憲児 福島県立医科大学 第１外科

昭和56年 3月 6～ 7日 順天堂大学有山登記念館

7 斉藤

淏 宮崎

逸夫 金沢大学 第２外科

昭和57年 5月15～16日 金沢国際ホテル

8 斉藤

淏 庄司

9 斉藤

淏 野田起一郎 近畿大学 産婦人科

昭和59年 8月 3～ 4日 ロイヤルＮＣＢ会館

10 斉藤

淏 織畑

秀夫 東京女子医科大学 外科

昭和60年 6月 7～ 8日 ニッショーホール

11 斉藤

淏 石井

淳一 昭和大学 外科

昭和61年 6月27～28日 日本プレスセンターホール

12 斉藤

淏 伊藤

國彦 伊藤病院

昭和62年 6月25～26日 ホテルオークラ別館

13 斉藤

淏 駿河敬次郎 公立葛南病院

昭和63年 6月21～22日 東京全日空ホテル

14 斉藤

淏 梅山

馨 大阪市立大学 第１外科

平成元年 6月20～21日 大阪国際交流センター

15 本多

憲児 井口

潔 佐賀県立病院好生館

平成 2年 6月23～24日 福岡サンパレス

16 本多

憲児 櫻井

健司 東京慈恵会医科大学 第１外科

平成 3年 6月18～19日 虎の門パストラル

17 本多

憲児 小澤

和惠 京都大学 第２外科

平成 4年 6月19～20日 京都市国際会議場

18 本多

憲児 尾本

良三 埼玉医科大学 第１外科

平成 5年 6月25～26日 大宮ソニックシティ

19 駿河敬次郎 岡本

英三 兵庫医科大学 第１外科

平成 6年 6月27～29日 神戸国際会議場

20 駿河敬次郎 中神

義三 日本医科大学 泌尿器科

平成 7年 6月22～24日 国立教育会館

21 駿河敬次郎 冲永

功太 帝京大学 第２外科

平成 8年 6月19～21日 ホテルセンチュリーハイアット

22 駿河敬次郎 安富

正幸 近畿大学 第１外科

平成 9年 6月28～29日 大阪国際交流センター

23 駿河敬次郎 小川

道雄 熊本大学 第２外科

平成10年 6月 5～ 6日 熊本ニュースカイホテル

24 駿河敬次郎 岡田

昌義 神戸大学 第２外科

平成11年 6月24～25日 神戸国際会議場

佑 日本医科大学 第２外科

経団連ホール

昭和58年 6月 3～ 4日 農協ホール

25 駿河敬次郎 山手

昇 聖マリアンナ医科大学 外科

平成12年 6月24～25日 東京国際フォーラム

26 駿河敬次郎 高見

博 帝京大学 第１外科

平成13年 6月28～29日 京王プラザホテル

27 駿河敬次郎 工藤

尚文 岡山大学 産科婦人科

28 駿河敬次郎 高崎

健 東京女子医科大学 消化器外科

平成14年 6月21～22日 岡山コンベンションセンター
平成15年 6月20～21日 都市センターホテル

29 駿河敬次郎 山崎

洋次 東京慈恵会医科大学 外科

平成16年 7月 2～ 3日 東京ドームホテル

30 駿河敬次郎 根岸

七雄 日本大学 第２外科

平成17年 6月24～25日 アルカディア市ヶ谷

31 駿河敬次郎 髙島

茂樹 金沢医科大学 消化器外科治療学 平成18年 6月22～23日 石川県立音楽堂

32 尾本

良三 加藤

治文 東京医科大学 第１外科

33 尾本

良三 小山

34 尾本

良三 落合

和德 東京慈恵会医科大学 産婦人科

平成21年 6月18～19日 東京ドームホテル

35 冲永

功太 山本

保博 東京臨海病院

平成22年 6月17～18日

36 冲永

功太 亀岡

信悟 東京女子医科大学 第２外科

平成23年 6月16～17日 ヒルトン東京ベイ

37 冲永

功太 前原

喜彦 九州大学大学院 消化器・総合外科 平成24年 6月28～29日

38 冲永

功太 小川

健治

39 小川

健治 矢永

勝彦 東京慈恵会医科大学 消化器外科 平成26年 6月19～20日 日本教育会館

40 小川

健治 内田

英二 日本医科大学 消化器外科

41 内田

英二 藤元

治朗 兵庫医科大学 外科学(肝･胆･膵外科) 平成28年 6月15～17日 グランフロント大阪

42 内田

英二 丹黒

章

43 矢永

勝彦 竹田

省 順天堂大学 産婦人科

勇

埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科

東京女子医科大学東医療センター 外科

白山通りクリニック

徳島大学大学院医歯薬学研究部
胸部・内分泌・腫瘍外科学分野

平成19年 6月22～23日 京王プラザホテル
平成20年 6月12～13日 東京ベイホテル東急

平成25年 6月6～7日

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

九州大学医学部百年講堂・同窓会館

ハイアットリージェンシー東京

平成27年 6月18～19日 京王プラザホテル

平成29年 6月28～30日

ホテルクレメント徳島、あわぎんホール

平成30年 6月21～23日 虎ノ門ヒルズフォーラム

