
中部圏支部医学検査学会 開催地一覧表 

回 開催年月日 開催地 学　会　長 実行委員長 担当県 備　　考

1 昭和37.12.02 名古屋市 内藤甚之助 愛知県 東海衛生検査学会

2 昭和38.11.17 名古屋市 愛知県 東海衛生検査学会

3 昭和39.11.08 津　市 森下正一郎 渡辺　一郎 三重県 中部衛生検査学会

4 昭和40.11.07 岐阜市 岸　　正弘 長山　千秋 岐阜県

5 昭和41.10.16-17 富山市 田中　由清 白潟　智旨 富山県

6 昭和42.11.12-13 静岡市 石川　徳市 石川　徳市 静岡県

7 昭和43.09.29-30 金沢市 川越　晶男 北浜幸二郎 石川県

8 昭和44.11.22-22 名古屋市 外山　博治 平子　隆夫 愛知県

9 昭和45.11.21-23 津　市 安立　公典 三重県

10 昭和47.03.19-20 岐阜市 岸　　正弘 宮脇　静夫 岐阜県

11 昭和47.11.03-04 富山市 田口　由清 白潟　智旨 富山県

12 昭和48.11.03-04 静岡市 小林芳次郎 中村　　茂 静岡県

13 昭和49.11.20-21 金沢市 橋本　　泉 山岸　幸造 石川県

14 昭和50.09.13-14 名古屋市 青木　哲雄 早田　繁雄 愛知県

15 昭和51.11.20-21 津　市 加藤　民夫 藤本　多秀 三重県 中部臨床衛生検査学会

16 昭和52.10.01-02 笠松町 牛越　正直 牧田　　巌 岐阜県

17 昭和53.09.30-10.01 富山市 水野　俊郎 島倉　昇平 富山県

18 昭和54.09.29-30 静岡市 桑原　勇一 石黒　　満 静岡県

19 昭和55.09.27-28 金沢市 石見　為信 二俣　秀夫 石川県

20 昭和56.10.24-25 名古屋市 早田　繁雄 岩田　幸男 愛知県 第20回記念学会

21 昭和57.10.09-10 津　市 中尾　哲也 加藤　　仁 三重県

22 昭和58.09.24-25 笠松町 大橋　繁夫 牧田　　巌 岐阜県

23 昭和59.09.22-23 富山市 浜松　　潔 香取　幸治 富山県

24 昭和60.09.15-16 静岡市 岡山　虎男 石黒　　満 静岡県

25 昭和61.09.20-21 金沢市 奥村　次郎 二俣　秀夫 石川県

26 昭和62.10.31-11.01 名古屋市 中根　清司 小笠原正樹 愛知県

27 昭和63.10.08-09 志摩市 加藤　　仁 奥山　　理 三重県

28 平成01.09.22-23 岐阜市 大橋　繁夫 中村　茂孝 岐阜県

29 平成02.09.22-23 富山市 城野　　晃 本郷　忠彦 富山県

30 平成03.11.03-04 浜松市 岡山　虎男 宇佐見元章 静岡県 第30回記念学会

31 平成04.09.26-27 小松市 二俣　秀夫 宮本　　諭 石川県

32 平成05.11.06-07 名古屋市 中根　清司 稲垣　勇夫 愛知県

33 平成06.10.29-30 津　市 根子　　勇 小林　圭二 三重県

34 平成07.10.21-22 岐阜市 岡田　基 大倉　靖雄 岐阜県

35 平成08.09.21-22 富山市 松下　敏昭 吉田　　稔 富山県

36 平成09.11.02-03 静岡市 川越　　功 加瀬沢信彦 静岡県

37 平成10.09.26-27 金沢市 宮本　　諭 山根　邦夫 石川県

38 平成11.10.02-03 名古屋市 稲垣　勇夫 荻津　直通 愛知県 中部医学検査学会

39 平成12.09.23 四日市市 中垣　茂男 瀬川　善樹 三重県

40 平成13.10.20-21 高山市 山城　光俊 北村　顕 岐阜県

41 平成14.10.05-06 富山市 山本　貞明 宮本　藤之 富山県

42 平成15.10.11-12 浜松市 柴崎　光三 高木　義弘 静岡県

43 平成16.10.09-10 金沢市 高畠外美子 百成　富男 石川県

44 平成17.10.22-23 名古屋市 萩津　直通 松本　祐之 愛知県

45 平成18.09.23 津　市 中垣　茂男 瀬古　義雄 三重県

46 平成19.09.29-30 大垣市 北村　顕 安藤　千秋 岐阜県

47 平成20.10.04-05 富山市 宮本 藤之 今村　伸一 富山県

48 平成21.11.07-08 三島市 泉　和正 高島　吉則 静岡県

49 平成22.09.18-19 金沢市 油野　友二 山崎　美智子 石川県

50 平成23.10.22-23 名古屋市 松本　祐之 岸　孝彦 愛知県 第50回記念大会

51 平成24.11.03-04 多治見市 北村　顕 深津　隆 岐阜県 中部圏支部学会

52 平成25.11.23-24 津市 小林　圭二 上野　尚幸 三重県

53 平成26.09.27-28 富山市 今村　伸一 成瀬　智 富山県

54 平成27.09.26-27 静岡市 三宅　和秀 山口　浩司 静岡県

55 平成28.12.10-11 金沢市 油野　友二 長原　三輝雄 石川県

56 平成29.9.30-10.1 名古屋市 椙山　広美 所　嘉朗 愛知県

57 平成30.11.24-25 津市 山本　幸治 別當　勝紀 三重県


