
 日本産科婦人科学会　学術講演会

 回  西暦  会期  学術集会長  担当校  開催場所

 第1回  1949年  昭和24年4月26日～28日  篠田　　糺  東北大学  仙台市・東北大学医学部中央講堂
 第2回  1950年  昭和25年4月1日～4月3日  吉松　信宝  大阪大学  奈良市・奈良女子大学中央大講堂、春日ホテル
 第3回  1951年  昭和26年4月2日～4日  小畑　惟清  浜田病院  東京都・東京大学、上野精養軒
 第4回  1952年  昭和27年3月30日～4月1日  八木日出雄  岡山医科大学  岡山市・岡山市公会堂、天満屋
 第5回  1953年  昭和28年5月10日～12日  中山栄之助  新潟大学  新潟市・新潟市公会堂、イタリア軒
 第6回  1954年  昭和29年4月3日～5日  村上　　清  神戸医科大学  神戸市・神戸医科大学総合臨床講堂・大講堂、商工会議所
 第7回  1955年  昭和30年4月2日～5日  三林　隆吉  京都大学  京都市・京都大学大ホール、都ホテル
 第8回  1956年  昭和31年4月2日～4日  長谷川敏雄  東京大学  東京都・産経会館
 第9回  1957年  昭和32年6月26日～28日  小川　玄一  北海道大学  札幌市・北海道劇場、東映劇場、商工会議所

 第10回  1958年  昭和33年4月4日～6日  木原　行男  九州大学  福岡市・電気ビル　　　　　　　　　　　　
 第11回  1959年  昭和34年3月30日～31日  石川　正臣  日本医科大学  東京都・産経会館
 第12回  1960年  昭和35年4月1日～3日  飯田　無二  徳島大学  徳島市・市民会館、教育会館
 第13回  1961年  昭和36年3月28日～30日  樋口　一成  慈恵会医科大学  東京都・慈恵会医科大学、産経ホール
 第14回  1962年  昭和37年3月28日～30日  加来　道隆  熊本大学  熊本市・第1高等学校、合同庁舎、公会堂
 第15回  1963年  昭和38年4月3日～4日  藤森　速水  大阪市立大学  大阪市・四天王寺会館、大阪星光学院
 第16回  1964年  昭和39年3月25日～27日  真柄　正直  日本医科大学  東京都・サンケイ会館
 第17回  1965年  昭和40年3月29日～31日  森山　　 豊  東京大学  東京都・厚生年金会館、全共連ビル、日本都市センター
 第18回  1966年  昭和41年3月29日～31日  三谷　　 靖  長崎大学  長崎市・公会堂、三菱会館、自治会館
 第19回  1967年  昭和42年3月30日～31日  石塚　道隆  名古屋大学  名古屋市・公会堂
 第20回  1968年  昭和43年3月25日～27日  小林　　 隆  東京大学  東京都・文化会館
 第21回  1969年  昭和44年4月14日～16日  赤須　文男  金沢大学  金沢市・観光会館
 第22回  1970年  昭和45年5月11日～13日  足高　善雄  大阪大学  大阪市・厚生年金会館
 第23回  1971年  昭和46年4月3日～4日  澤崎　千秋  日本大学  東京都・国立教育会館
 第24回  1972年  昭和47年4月14日～16日  橋本　 　清  岡山大学  岡山市・衛生会館、市民会館
 第25回  1973年  昭和48年6月22日～25日  明石　勝英  札幌医科大学  札幌市・厚生年金会館、STVホール
 第26回  1974年  昭和49年3月28日～31日  野嶽　幸雄  慶應義塾大学  東京都・国立教育会館
 第27回  1975年  昭和50年4月9日～12日  西村　敏雄  京都大学  京都市・京都会館
 第28回  1976年  昭和51年5月23日～26日  岩井　正二  信州大学  松本市・市民会館、社会文化会館、勤労者福祉センター
 第29回  1977年  昭和52年5月21日～24日  九嶋　勝司  秋田大学  秋田市・県民会館、秋田銀行本店、秋田県庁、教育会館
 第30回  1978年  昭和53年4月9日～12日  滝　 　一郎  九州大学  福岡市・市民会館、県農協会館ホール
 第31回  1979年  昭和54年4月3日～6日  坂元　正一  東京大学  東京都・国立教育会館、久保講堂、ニッショーホール
 第32回  1980年  昭和55年5月9日～12日  松本　清一  自治医科大学  東京都・日比谷公会堂、日本都市センターホール、全共連ビル
 第33回  1981年  昭和56年5月10日～13日  竹内　正七  新潟大学  新潟市・県民会館、音楽文化会館
 第34回  1982年  昭和57年4月4日～7日  東條　伸平  神戸大学  神戸市・国際交流会館、文化ホール
 第35回  1983年  唱和58年4月4日～7日  倉智　敬一  大阪大学  大阪市・厚生年金会館、中之島センタービル
 第36回  1984年  昭和59年5月13日～16日  鈴木　雅洲  東北大学  仙台市・東北大学記念講堂、市民会館、戦災復興記念館
 第37回  1985年  昭和60年4月6日～9日  加藤　 　俊  久留米大学  福岡市・福岡サンパレス、福岡国際センター
 第38回  1986年  昭和61年3月29日～4月1日  中山　徹也  昭和大学  東京都・京王プラザホテル、NHKホール
 第39回  1987年  昭和62年3月31日～4月3日  飯塚　理八  慶應義塾大学  東京都・高輪プリンスホテル、新高輪プリンスホテル
 第40回  1988年  昭和63年4月2日～5日  須川　 　佶  大阪市立大学  大阪市・ホテルニューオータニ大阪、大阪城ホール
 第41回  1989年  平成元年4月1日～4日  関場　 　香  岡山大学  岡山市・国際ホテル、市民会館
 第42回  1990年  平成2年4月14日～17日  水野　正彦  東京大学  東京都・ホテルニューオータニ
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 第43回  1991年  平成3年3月23日～26日  岡田　弘二  京都府立医科大学  京都市・国立京都国際会館
 第44回  1992年  平成4年4月4日～7日  高見澤裕吉  千葉大学  千葉市・幕張メッセ
 第45回  1993年  平成5年4月10日～13日  谷澤　 　修  大阪大学  大阪市・ロイヤルホテル
 第46回  1994年  平成6年4月9日～12日  寺島　芳輝  東京慈恵会医科大学  東京都・新高輪プリンスホテル
 第47回  1995年  平成7年4月22日～25日  友田 　　豊  名古屋大学  名古屋市・芸術文化センター、名古屋国際会議場
 第48回  1996年  平成8年4月6日～9日  水口　弘司  横浜市立大学  横浜市・パシフィコ横浜
 第49回  1997年  平成9年4月5日～8日  武田　佳彦  東京女子医科大学  東京都・東京国際フォーラム
 第50回  1998年  平成10年4月18日～21日  矢嶋　 　聰  東北大学  仙台市・仙台国際センター
 第51回  1999年  平成11年4月10日～13日  佐藤　和雄  日本大学  東京都・ホテルニューオータニ
 第52回  2000年  平成12年4月1日～4日  青野　敏博  徳島大学  徳島市・アスティとくしま、徳島文理大学、郷土文化会館、ホテルクレメント徳島
 第53回  2001年  平成13年5月12日～15日  藤本征一郎  北海道大学  札幌市・厚生年金会館、ロイトン札幌
 第54回  2002年  平成14年4月6日～9日  荒木 　　勤  日本医科大学  東京都・東京国際フォーラム
 第55回  2003年  平成15年4月12日～15日  中野　仁雄  九州大学  福岡市・福岡国際会議場、福岡国際センター、福岡サンパレス
 第56回  2004年  平成16年4月10日～13日  野澤　志朗  慶應義塾大学  東京都・ホテルグランパシフィックメリディアン、ホテル日航東京
 第57回  2005年  平成17年4月2日～5日  藤井　信吾  京都大学  京都市・国立京都国際会館
 第58回  2006年  平成18年4月22日～25日  田中　憲一   新潟大学  横浜市・パシフィコ横浜
 第59回  2007年  平成19年4月14日～17日  丸尾　 　猛   神戸大学  京都市・国立京都国際会館
 第60回  2008年  平成20年4月12日～15日  岡村　州博  東北大学  横浜市・パシフィコ横浜
 第61回  2009年  平成21年4月3日～5日  嘉村　敏治   久留米大学  京都市・国立京都国際会館、グランドプリンスホテル京都
 第62回  2010年  平成22年4月23日～25日  稲葉　憲之   獨協医科大学  東京都・東京国際フォーラム
 第63回  2011年  平成23年8月29日～31日  星合　 　昊   近畿大学  大阪市・大阪国際会議場、リーガロイヤルホテル
 第64回  2012年  平成24年4月13日～15日  平松　祐司   岡山大学  神戸市・神戸ポートピアホテル、神戸国際展示場
 第65回  2013年  平成25年5月10日～12日  櫻木　範明   北海道大学  札幌市・ホテル札幌芸文館、ロイトン札幌、プリンスホテル、教育文化会館
 第66回  2014年  平成26年4月18日～20日  吉川　裕之   筑波大学  東京都・東京国際フォーラム
 第67回  2015年  平成27年4月9日～12日  峯岸　 　敬   群馬大学  横浜市・パシフィコ横浜

 第68回  2016年  平成28年4月21日～24日  井坂　 惠一   東京医科大学  東京都・東京国際フォーラム

 第69回  2017年  平成29年4月13日～16日  工藤   美樹   広島大学  広島市・県立総合体育館、リーガロイヤルホテル、NTTクレドホール

 第70回  2018年  平成30年5月10日～13日  八重樫伸生   東北大学  仙台市・仙台国際センター、東北大学百周年記念ホール

 第71回  2019年  平成31年4月11日～14日  吉川　 史隆  名古屋大学  名古屋市・名古屋国際会議場

 第72回  2020年  令和2年4月23日～26日、27日～28日（WEB会期）  青木   大輔  慶應義塾大学  東京都・東京国際フォーラム（WEB開催へ変更）

 第73回  2021年  令和3年4月22日～25日  榎本   隆之   新潟大学  新潟市・朱鷺メッセ、ホテル日航新潟

 第74回  2022年  令和4年8月5日～7日  加藤   聖子   九州大学  福岡市・福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡

 第75回  2023年  令和5年5月12日～14日  岡本   愛光   東京慈恵会医科大学  東京都・東京国際フォーラム

 第76回  2024年  令和6年4月18日～21日  大須賀　穣  東京大学  横浜市・パシフィコ横浜ノース

 第77回  2025年  令和7年5月  増山　　寿  岡山大学  岡山市


