
日本リンパ網内系学会　総会一覧

回 開催日 開催地 会　場 会　長 会長所属

62 2022.6.23～25 川　越 ウェスタ川越 & Web 田丸　淳一 埼玉医科大学総合医療センター　病理部

61 2021.6.24～26 岡　山 岡山コンベンションセンター & Web 吉野　正 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　病理学　腫瘍病理／第二病理

60 2020.8.20～21 名古屋 愛知県産業労働センターウインクあいち & Web 岡本　昌隆 藤田医科大学医学部　血液内科学

59 2019.6.27～29 出　雲 出雲市民会館ニューウェルシティ出雲　 鈴宮　淳司 島根大学医学部附属病院　先端がん治療センター

58 平成30.6.28～30 名古屋 愛知県産業労働センターウインクあいち 中村　栄男 名古屋大学大学院医学系研究科　臓器病態診断学

57 平成29.6.29～7.1 東　京 　京王プラザホテル 三浦偉久男 聖マリアンナ医科大学　血液・腫瘍内科

56 平成28.9.1～3 熊　本 　ホテル日航熊本 竹屋　元裕 熊本大学大学院生命科学研究部　細胞病理学分野

55 平成27.7.9～11 岡　山 　岡山コンベンションセンター 谷本　光音 岡山大学医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学

54 平成26.6.19～21 山　形 　山形国際ホテル 山川　光徳 山形大学医学部　病理診断学講座

53 平成25.5.16～18 京　都 　京都ホテルオークラ・国立京都国際会館 谷脇　雅史 京都府立医科大学大学院　血液腫瘍内科学

52 平成24.6.14～16 福　島 　福島ビューホテル・ホテル福島グリーンパレス 阿部　正文 福島県立医科大学医学部　病理病態診断学講座

51 平成23.6.30～7.2 福　岡 　福岡コンベンションセンター 田村　和夫 福岡大学医学部　腫瘍・血液・感染症内科学

50 平成22.6.17～19 新　潟 　朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 内藤　眞 新潟大学大学院医歯学総合研究科　細胞機能講座　分子細胞病理学分野

49 平成21.7.9～11 淡　路 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 飛内　賢正 国立がんセンター中央病院　第一領域外来部

48 平成20.6.12～14 札　幌　 北海道大学学術交流館 小野江和則 北海道大学　遺伝子病制御研究所

47 平成19.5.24～26 淡　路 　兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 堀田　知光 国立名古屋医療センター、東海大学

46 平成18.6.29～7.1 名古屋 　名古屋国際会議場・名古屋東急ホテル 森　尚義 名古屋大学大学院　医学系研究科　生体反応病理学

45 平成17.7.13～15 福　岡 　アクロス福岡 原田　実根 九州大学大学院医学研究院　病態修復内科学

44 平成16.7.14～16 京　都 　国立京都国際会館・京都宝ケ池プリンスホテル 福原　資郎 関西医科大学　第一内科

43 平成15.6.5～6 福　岡 　アクロス福岡 菊池　昌弘 　 福岡大学医学部　病理学

42 平成14.7.11～12 岡　山　 ママカリフォーラム岡山 赤木　忠厚　 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　病理・病態学

41 平成13.5.31～6.1 秋　田　 秋田キャッスルホテル 三浦　亮　 秋田大学医学部　第三内科

40 平成12.8.17～18 浜　松　 浜松アクトシティコングレスセンター 森　茂郎　 東京大学医科学研究所　人癌病因遺伝子分野

39 平成11.5.28～29 名古屋　 名古屋国際会議場 齋藤　英彦　 名古屋大学医学部　内科学第一講座

38 平成10.5.21～22 熊　本 　熊本市産業文化会館 高橋　潔 熊本大学医学部　病理学第二講座

37 平成9.6.10.～11 東　京 　東京・新宿ホテルセンチュリーハイアット 外山　圭助 　 東京医科大学　内科学第一講座

36 平成8.5.16～17 名古屋 　愛知厚生年金会館 浅井　淳平 　 名古屋大学医学部　病理学第一講座

35 平成7.5.11～12 新　潟 　新潟市民プラザ・だいしホール 柴田　昭 　 新潟大学医学部　第一内科

34 平成6.5.26～27 福　島 　福島ビューホテル 若狭　治毅 　 福島県立医科大学　病理学第一講座

33 平成5.6.10～11 津 　 津リージョンプラザ 白川　茂 　 三重大学医学部　第二内科

32 平成4.5.28～29 宇都宮 栃木県総合文化センター 中野　昌康 　 自治医科大学　微生物教室

31 平成3.5.24～25 札　幌 　札幌市教育文化会館 宮崎　保 　 北海道大学医学部　内科学第三講座

30 平成2.6.5～6 山　形　 アズ七日町（中央公民館） 今井　大 　 山形大学医学部　第二病理　

29 平成1.6.9～10 岡　山 　岡山プラザホテル 木村　郁郎 　 岡山大学医学部　第二内科

28 昭和63.6.9～10 千　葉 　千葉県教育会館 三方　淳男 　 千葉大学医学部　第一病理

27 昭和62.6.12～13 神　戸 　神戸国際会議場 永井　清保 　 兵庫医科大学　第二内科

26 昭和61.6.5～6 新　潟 　新潟市音楽文化会館 大西　義久 　 新潟大学医学部　第二病理

25 昭和60.6.7～8 鹿児島 鹿児島市民文化ホール 柚木　一雄 　 鹿児島大学医学部　腫瘍研究施設

24 昭和59.5.17～18 名古屋 愛知厚生年金会館　小ホール 須知　泰山 　 愛知県がんセンター病院　臨床検査部

23 昭和58.5.19～20 福　島 　福島県文化センター　中央講堂 刈米　重夫 　 福島県立医科大学　第一内科

22 昭和57.5.19～20 東　京 　東京慈恵会医科大学　中央講堂 石川　栄世 　 東京慈恵会医科大学　病理学教室

21 昭和56.5.22～23 宇　部 　宇部市文化会館 藤田　英輔　 山口大学医学部　皮膚科学教室

20 昭和55.5.23～24 京　都 　京都会館 内野　治人 　 京都大学医学部　内科第一講座

19 昭和54.5.22～23 東　京 　東京ニッショーホール 島峰　徹郎 　 東京大学医学部　病理学教室

18 昭和53.5.24～25 広　島 広島医師会館 大北　威　 広島大学原爆放射能医学研究所

17 昭和52.5.25～26 京　都 　京都府立文化芸術会館 花岡　正男 　 京都大学ウィルス研究所

16 昭和51.5.17～18 東　京 　経団連会館14階　経団連ホール 木村禧代二 　 国立がんセンター病院

15 昭和50.5.27～28 東　京 　野口英世記念会館 斎藤　和久 　 慶應義塾大学医学部　微生物教室

14 昭和49.5.22～23 名古屋 　愛知県中小企業センター 太田　和雄 　 愛知県がんセンター病院　第二内科

13 昭和48.5.23～24 東　京 　野口記念会館ホール 影山　圭三 　 慶應義塾大学医学部　病理学教室　

12 昭和47.6.8～9 京　都 　京都会館第二ホール 脇坂　行一 　 京都大学医学部　内科第一講座

11 昭和46.9.30～10.1 福　島　 福島県文化センター 小島　瑞 　 福島県立医科大学　病理学第一講座

10 昭和45.10.3～4 大　阪 　日本生命中之島研究所講堂 千田　信行 　 大阪府立成人病センター研究所

9 昭和44.6.3～4 広　島　 広島市公会堂・広島市平和記念館 飯島　宗一　 広島大学医学部　第一病理

8 昭和43.5.11～12 仙　台　 東北大学医学部中央講堂 山形　敞一　 東北大学医学部　内科

7 昭和42.4.22～23 東　京　 慶應義塾大学医学部北里講堂 牛場　大蔵　 慶応義塾大学医学部　微生物学教室

6 昭和41.4.24～25 名古屋　 愛知県中小企業センター 日比野　進　 名古屋大学医学部　内科第一講座

5 昭和40.4.11～12 福　岡　 福岡県農協会館　5Fホール 橋本美智雄　 九州大学医学部　病理学教室

4 昭和39.6.1～2 京　都　 京都会館第二ホール 天野　重安 京都大学医学部　内科

3 昭和38.5.31～6.1 名古屋　 愛知県中小企業センター 勝沼　精蔵　 名古屋大学医学部　内科学第一講座

2 昭和37.3.26～27 東　京　 厚生年金会館小ホール（東京都新宿区） 田坂　定孝　 東京大学医学部

1 昭和36.6.29 仙　台　 東北大学医学部 赤崎　兼義　 東北大学医学部　病理学教室


