
中国四国臨床衛生検査学会・医学検査学会のあゆみ
回 開催年月日 開催地 開催県
1 昭和43年10月13日 広島市 広島県
2 昭和44年11月12日 松山市 愛媛県
3 昭和45年10月10日 鳥取市 鳥取県
4 昭和46年11月21日 高知市 高知県
5 昭和47年11月  5日 山口市 山口県
6 昭和48年11月  3日 高松市 香川県
7 昭和49年11月  3日 松江市 島根県
8 昭和50年11月30日 徳島市 徳島県
9 昭和51年10月30日～ 10月31日 岡山市 岡山県

10 昭和52年  9月24日～  9月25日 広島市 広島県
11 昭和53年  9月23日～  9月24日 松山市 愛媛県
12 昭和54年10月  6日～ 10月  7日 米子市 鳥取県
13 昭和55年  9月23日～  9月24日 高知市 高知県
14 昭和56年10月24日～ 10月25日 下関市 山口県
15 昭和57年10月30日～ 10月31日 丸亀市 香川県
16 昭和58年10月  6日～ 10月  7日 松江市 島根県
17 昭和59年10月  6日～ 10月  7日 徳島市 徳島県
18 昭和60年11月  3日～ 11月  4日 倉敷市 岡山県
19 昭和61年11月  1日～ 11月  2日 広島市 広島県
20 昭和62年10月31日～ 11月  1日 松山市 愛媛県
21 昭和63年10月  8日～ 10月  9日 鳥取市 鳥取県
22 平成 元年11月  3日～ 11月  4日 高知市 高知県
23 平成  2年11月10日～ 11月11日 山口市 山口県
24 平成  3年10月26日～ 10月27日 香川市 香川県
25 平成  4年11月  7日～ 11月  8日 松江市 島根県
26 平成  5年  9月25日～  9月26日 徳島市 徳島県
27 平成  6年10月29日～ 10月30日 岡山市 岡山県
28 平成  7年10月14日～ 10月15日 広島市 広島県
29 平成  8年10月12日～ 10月13日 新居浜市 愛媛県
30 平成  9年10月10日～ 10月11日 米子市 鳥取県
31 平成10年  9月26日～  9月27日 高知市 高知県
32 平成11年10月  9日～ 10月10日 山口市 山口県
33 平成12年10月21日～ 10月22日 高松市 香川県
34 平成13年  9月29日～  9月30日 松江市 島根県
35 平成14年  9月28日～  9月29日 徳島市 徳島県
36 平成15年11月  1日～ 11月  2日 岡山市 岡山県
37 平成16年11月  6日～ 11月  7日 広島市 広島県
38 平成17年11月  5日～ 11月  6日 松山市 愛媛県
39 平成18年11月  3日～ 11月  4日 鳥取市 鳥取県
40 平成19年10月27日～ 10月28日 高知市 高知県
41 平成20年11月  1日～ 11月  2日 下関市 山口県
42 平成21年10月31日～ 11月  1日 高松市 香川県
43 平成22年11月  6日～ 11月  7日 松江市 島根県
44 平成23年11月  5日～ 11月  6日 徳島市 徳島県
45 平成24年11月  3日～ 11月  4日 岡山市 岡山県
46 平成25年11月  9日～ 11月10日 広島市 広島県
47 平成26年  9月13日～  9月14日 松山市 愛媛県
48 平成27年11月  7日～ 11月  8日 米子市 鳥取県
49 平成28年11月25日～ 11月26日 高知市 高知県
50 平成29年11月11日～ 11月12日 下関市 山口県

※第34回より中国四国医学検査学会に改称
※第45回より日臨技中四国支部医学検査学会に改称


