
【日臨技九州支部医学検査学会】
開催回 開催年度 開催地名 学会長名
第１回 昭和36年 1961年 熊本市 石田　　弘

第２回 昭和37年 1962年 長崎市 高木　鉄義

第３回 昭和38年 1963年 鹿児島市 谷山勢之輔

第４回 昭和40年 1965年 別府市 寺田　勝美

第５回 昭和41年 1966年 宮崎市 河喜多龍祥

第６回 昭和42年 1967年 佐賀市 堤　　明憲

第７回 昭和43年 1968年 福岡市 浜田宇之助

第８回 昭和44年 1969年 熊本市 大藪　藤雄

第９回 昭和45年 1970年 長崎市 小口　十蔵

第10回 昭和46年 1971年 鹿児島市 中原　　節

第11回 昭和48年 1973年 延岡市 高橋　秋雄

第12回 昭和49年 1974年 嬉野市 池田　昭次

第13回 昭和50年 1975年 北九州市 末松　英資

第14回 昭和51年 1976年 熊本市 蔵元　虎蔵

第15回 昭和53年 1978年 鹿児島市 満留　敏弘

第16回 昭和54年 1979年 別府市 寺田　勝美

第17回 昭和55年 1980年 宮崎市 笹原　　徹

第18回 昭和56年 1981年 武雄市 福地　　晋

第19回 昭和58年 1983年 那覇市 金城　幸永

第20回 昭和59年 1984年 熊本市 林田　寿幸

第21回 昭和60年 1985年 長崎市 春田　純吾

第22回 昭和61年 1986年 大分市 玉井　重信

第23回 昭和63年 1988年 宮崎市 持田　正行

第24回 平成元年 1989年 福岡市 宮原　道明

第25回 平成２年 1990年 那覇市 沢紙　義英

第26回 平成３年 1991年 佐賀市 鶴田　公一

第27回 平成４年 1992年 鹿児島市 中村　勝廣

開催回 開催年度 開催地名 学会長名
第28回 平成５年 1993年 諫早市 春田　純吾

第29回 平成６年 1994年 熊本市 梅橋　豊蔵

第30回 平成７年 1995年 別府市 菅原　弘一

第31回 平成８年 1996年 宮崎市 中馬　澄男

第32回 平成９年 1997年 福岡市 占部　勇二

第33回 平成10年 1998年 熊本市 梅橋　豊蔵

第34回 平成11年 1999年 唐津市 香野　　勉

第35回 平成12年 2000年 鹿児島市 宇都　和治

第36回 平成13年 2001年 大村市 今村　文章

第37回 平成14年 2002年 別府市 後藤　英雄

第38回 平成15年 2003年 熊本市 広瀬　英治

第39回 平成16年 2004年 宮崎市 日野浦雄之

第40回 平成17年 2005年 福岡市 長迫　哲朗

第41回 平成18年 2006年 宜野湾市 手登根　稔

第42回 平成19年 2007年 佐賀市 山田　隆司

第43回 平成20年 2008年 鹿児島市 原田佳代子

第44回 平成21年 2009年 佐世保市 丸田　秀夫

第45回 平成22年 2010年 別府市 佐藤　元恭

第46回 平成23年 2011年 熊本市 瀧口　　巌

第47回 平成24年 2012年 宮崎市 津曲　洋明

第48回 平成25年 2013年 福岡市 友松　哲夫

第49回 平成26年 2014年 宜野湾市 松川　正男

第50回 平成27年 2015年 鹿児島市 有村　義輝

第51回 平成28年 2016年 佐賀市 堤　　玲子

第52回 平成29年 2017年 長崎市 丸田　秀夫

第53回 平成30年 2018年 別府市 野中　恵美

10．学会開催地・学会長一覧

【日本医学検査学会（九州支部開催）】
開催回 開催年度 開催地名 学会長名
第13回 昭和39年 1964年 福岡市 千尾　秀治

第21回 昭和47年 1972年 大分市 寺田　勝美

第26回 昭和52年 1977年 長崎市 井上　和義

第31回 昭和57年 1982年 福岡市 森　　成之

第36回 昭和62年 1987年 鹿児島市 満留　敏弘

開催回 開催年度 開催地名 学会長名
第41回 平成４年 1992年 熊本市 上野　一誠

第49回 平成12年 2000年 宜野湾市 徳本　　弘

第56回 平成19年 2007年 宮崎市 日野浦雄之

第64回 平成27年 2015年 福岡市
（佐賀県担当）

百田　浩志




