
日本移植学会の歩みと歴史：日本移植学会 総会 大会長
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回

第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回

第19回 第20回 第21回 第22回 第23回 第24回

第25回 第26回 第27回 第28回 第29回 第30回

第31回 第32回 第33回 第34回 第35回 第36回

第37回 第38回 第39回 第40回 第41回 第42回

第43回 第44回 第45回 第46回 第47回 第48回

第49回 第50回 第51回 第52回 第53回 第54回

第55回 第56回 第57回 第58回

河村 謙二
（京都府立医科大学外科）
1965.10.1-2 京都会館

木本 誠二
（東京大学外科）
1966.11.2-3 国立教育会館

陣内 傳之助
（大阪大学外科）
1967.11.21-22 
日本生命中之島ビル

石橋 幸雄
（東京大学医科学研究所外科）
1968.11.23-24 東京慈恵医科大学

山村 雄一
（大阪大学内科）
1969.11.20-21
日本生命中之島ビル

諸富 武文
（京都府立医科大学整形外科）
1970.11.19-20 京都会館

相沢 幹
（北海道大学病理）
1971.10.14-15 札幌市民会館

高安 久雄
（東京大学泌尿器科）
1972.10.31-11.1 日本都市センター

鈴木 千賀志
（東北大学抗酸菌研外科）
1973.10.25-26 宮城県民会館

稲生 綱政
（東京大学医科学研究所外科）
1974.11.6-8 虎の門教育会館

武谷 健二
（九州大学細菌）
1975.10.29-30 福岡市市民会館

田中 早苗
（岡山大学外科）
1976.10.27-28 岡山国際ホテル

佐藤 博
（千葉大学外科）
1977.9.30-10.1 千葉市民会館

橋本 勇
（京都府立医科大学外科）
1978.10.19-20 都ホテル

桑原 安治
（東海大学眼科）
1979.9.21-22 日本都市センター

園田 孝夫
（大阪大学泌尿器科）
1980.9.19-20 
大阪府立労働センター

岩崎 洋治
（筑波大学外科）
1981.9.11-12 筑波大学

西尾 篤人
（九州大学整形外科）
1982.9.10-11 福岡サンパレス

水戸 廸郎
（旭川医科大学外科）
1983.9.16-17 
旭川市市民文化会館

辻 公美
（東海大学移植学）
1984.9.21-22 日本都市センター

曲直部 寿夫
（国立循環器病センター）
1985.9.19-21 大阪商工会議所

山田 一正
（名古屋大学分院内科）
1986.9.25-27 名古屋市公会堂

阿曽 弘一
（北里大学外科）
1987.9.16-19 
神奈川県立県民ホール

野本 亀久雄
（九州大学生体防御医学研究所
免疫学）
1988.9.29-10.1 福岡サンパレス

太田 和夫
（東京女子医科大学）
1989.9.11-13 国立教育会館

折田 薫三
（岡山大学第一外科）
1990.10.31-11.2 岡山国際ホテル

小﨑 正己
（東京医科大学八王子医療
センター）
1991.9.26-28 国立教育会館

雨宮 浩
（国立循環器病センター）
1992.9.24-26 
大阪国際交流センター

津川 龍三
（金沢医科大学泌尿器科）
1993.9.16-18 金沢市観光会館

土肥 雪彦
（広島大学第二外科）
1994.11.24-25 広島国際会議場

岡 隆宏
（京都府立医科大学第二外科）
1995.9.4-6 国立京都国際会館

平 明
（鹿児島大学第二外科）
1996.10.24-25 鹿児島市民文化
ホール

粟田 孝
（近畿大学泌尿器科）
1997.9.17-19 アジア太平洋
トレードセンター

小柳 仁
（東京女子医科大学日本心臓
血圧研究所）
1998.11.30-12.2 京王プラザホテル

深尾 立
（筑波大学臨床医学系外科）
1999.9.15-17 つくば国際会議場

広瀬 一
（岐阜大学第一外科）
2000.10.11-13 長良川国際会議場

東間 紘（大会長代行）
（東京女子医科大学泌尿器科）
2001.12.15-16 
東京女子医科大学弥生記念講堂

東間 紘
（東京女子医科大学泌尿器科）
2002.10.17-19 ホテル日航東京

北村 惣一郎
（国立循環器病センター）
2003.10.26-28 大阪国際会議場

清水 信義
（岡山大学大学院医歯学総合
研究科）
2004.9.16-18 岡山コンベンション
センター

高橋 公太
（新潟大学大学院腎泌尿器
病態分野）
2005.10.28-30 朱鷺メッセ

落合 武徳
（千葉大学大学院医学研究院
先端応用外科学）
2006.9.7-9 幕張メッセ

里見 進
（東北大学大学院医学系研究科
先進外科学分野）
2007.11.22-24 仙台国際センター

高原 史郎
（大阪大学大学院医学系研究科
先端移植基盤医療学）
2008.9.19-21 大阪国際会議場

寺岡 慧
（東京女子医科大学腎臓病
総合医療センター外科）
2009.9.16-19 京王プラザホテル

吉村 了勇
（京都府立医科大学大学院
医学研究科移植・再生外科学）
2010.10.20-22 京都市勧業館
みやこめっせ

後藤 満一
（福島県立医科大学臓器
再生外科学講座）
2011.10.4-6 仙台国際センター

星長 清隆
（藤田保健衛生大学医学部
腎泌尿器外科）
2012.9.20-22 愛知県産業労働センター

澤 芳樹
（大阪大学大学院心臓血管
外科）
2013.9.5-7 国立京都国際会館

島津 元秀
（東京医科大学外科学第五講座
八王子医療センター消化器外科
・移植外科）
2014.9.10-12 京王プラザホテル

猪股 裕紀洋
（熊本大学小児外科・移植外科）
2015.10.1-3 ホテル日航熊本

相川 厚
（東邦大学医療センター大森
病院腎センター）
2016.9.29-10.1 グランド
プリンスホテル新高輪

古川 博之
（旭川医科大学外科学講座
消化器病態外科学分野）
2017.9.7-9 アートホテル旭川

旭川トーヨーホテル

田邊 一成
（東京女子医科大学泌尿器科）
2018.10.3-5 ホテルオークラ東京

大段 秀樹
（広島大学大学院消化器・
移植外科学）
2019.10.10-12 広島国際会議場

佐藤 滋
（秋田大学医学部附属病院
腎疾患先端医療センター）
2020.9.30-10.2 Web開催

小野 稔
（東京大学医学部附属病院
心臓外科）
2021.9.18-20 京王プラザホテル

剣持 敬
（藤田医科大学医学部 移植・
再生医学）
2022.10.13-15 名古屋観光ホテル

・大会長
・所属（在任時）
・開催日 会場


