
回 　会　長 開催地 会　期 会　場
1 齋藤　　眞 新　潟 S23.5.4 新潟大第一講堂
2 齋藤　　眞 東　京 S23.10.30-31 東大内科講堂
3 齋藤　　眞 東　京 S24.5.1-2 慶応北里講堂
4 荒木　千里 名古屋 S24.10.30 名大医学部講堂
5 荒木　千里 東　京 S25.4.2-3 東大内科講堂
6 桂　　重次 仙　台 S25.10.7 東北大医学部講堂
7 中田　瑞穂 新　潟 S26.10.6-7 新潟大医学部生理学講堂
8 荒木　千里 京　都 S27.4.4 京大内科講堂
9 清水健太郎 東　京 S27.10.31 東大医学部講堂
10 田中　憲二 東　京 S28.3.30-31 東大医学部講堂
11 小沢　凱夫 大　阪 S28.10.27-28 阪大医学部講堂
12 橋本　義雄 名古屋 S29.4.4-9 名大医学部図書館講堂
13 林　　　髞 東　京 S29.10.25-26 神田Y.M.C.A.大講堂
14 竹林　　弘 和歌山 S30.10.9-11 和歌山市民会館
15 岩原　寅猪 東　京 S31.10.18-20 慶応北里図書館
16 陣内伝之助 岡　山 S32.10.8-10 岡山葦川会館
17 浅野　芳登 熊　本 S33.10.17-19 熊本大洋文化ホール
18 清水健太郎 東　京 S34.11.12-14 九段会館ホール
19 橋場　輝芳 札　幌 S35.9.29-10.1 札幌市民会館
20 植木　幸明 新　潟 S36.6.1-3 新潟市民公会堂
21 山本　俊介 伊　勢 S37.10.19-21 伊勢　伊勢会館
22 久留　　勝 大　阪 S38.9.27-28 阪大講堂
23 光野　孝雄 盛　岡 S39.9.22-24 盛岡県公会堂・産業会館
24 佐野　圭司 東　京 S40.11.1-3 東京都市センター
25 工藤　達之 東　京 S41.10.13-15 東京国立教育会館
26 竹友　隆雄 岐　阜 S42.10.8-10 岐阜市民会館商工会議所
27 近藤駿四郎 東　京 S43.10.13-15 都市センター・全共連ビル
28 半田　　肇 京　都 S44.中止
29 都留美都雄 札　幌 S45.11.17-19 札幌市民会館
30 森安　信雄 東　京 S46.11.14-16 国立教育会館
31 西本　　詮 岡　山 S47.11.8-10 岡山市民会館・岡山衛生会館
32 北村　勝俊 福　岡 S48.10.18-20 福岡市民会館・福岡農協会館
33 鈴木　二郎 仙　台 S49.10.23-25 仙台市民会館
34 景山　直樹 名古屋 S50.10.22-24 名古屋公会堂
35 川淵　純一 前　橋 S51.10.20-22 群馬県公民会館
36 西村　周郎 大　阪 S52.10.27-29 毎日ホール・サンケイホール
37 松角　康彦 熊　本 S53.10.18-20 熊本市民会館
38 石井　昌三 東　京 S54.10.3-5 東京プリンスホテル
39 山本信二郎 金　沢 S55.10.15-17 金沢市観光会館
40 半田　　肇 京　都 S56.10.6-8 国立京都国際会館
41 三輪　哲郎 東　京 S57.10.20-22 東京・京王プラザホテル
42 最上平太郎 大　阪 S58.10.26-28 大阪・ロイヤルホテル
43 牧野　博安 千　葉 S59.10.24-26 千葉県文化会館
44 森　　和夫 長　崎 S60.10.23-25 長崎市公会堂
45 竹内　一夫 東　京 S61.10.1-3 国立教育会館、他
46 高倉　公朋 東　京 S62.10.12-14 全日空ホテル
47 松本　　悟 神　戸 S63.10.19-21 神戸ポートピア
48 金谷　春之 盛　岡 H1.9.27-29 岩手県民会館、他
49 中村　紀夫 東　京 H2.10.24-26 新高輪プリンスホテル
50 菊池　晴彦 京　都 H3.10.22-24 国立京都国際会館
51 朝倉　哲彦 鹿児島 H4.10.21-23 市民文化ホール・サンロイヤルホテル
52 戸谷　重雄 東　京 H5.9.20-22 京王プラザホテル
53 松本　圭蔵 徳　島 H6.10.26-28 郷土文化会館、他

54
杉田虔一郎(故)

会長代行 高久 晃
名古屋 H7.10.18-20 愛知芸術文化センター、他

55 高久　　晃 富　山 H8.10.16-18 富山県民会館、他
56 早川　　徹 大　阪 H9.10.22-24 大阪リーガロイヤルホテル
57 阿部　　弘 札　幌 H10.10.14-16 ホテルロイトン札幌・厚生年金会館
58 桐野　高明 東　京 H11.10.27-29 東京国際フォーラム
59 福井　仁士 福　岡 H12.10.24-26 福岡シーホークホテル・福岡ドーム
60 大本　尭史 岡　山 H13.10.24-26 ホテルグランビア岡山、他
61 小林　茂昭 松　本 H14.10.2-4 松本文化会館・松本市総合体育館
62 吉本　高志 仙　台 H15.10.1-3 仙台国際センター、他
63 吉田　　純 名古屋 H16.10.6-8 名古屋国際会議場
64 河瀬　　斌 横　浜 H17.10.5-7 パシフィコ横浜
65 橋本　信夫 京　都 H18.10.18-20 国立京都国際会館
66 堀　　智勝 東　京 H19.10.3-5 新高輪プリンスホテル国際館パミール
67 小川　　彰 盛　岡 H20.10.1-3 岩手県民会館等
68 寺本　　明 東　京 H21.10.14-16 京王プラザホテル
69 佐々木富男 福　岡 H22.10.27-29 福岡国際会議場
70 嘉山　孝正 横　浜 H23.10.12-14 パシフィコ横浜
71 吉峰　俊樹 大　阪 H24.10.17-19 大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル
72 片山　容一 横　浜 H25.10.16-18 パシフィコ横浜
73 新井　　一 東　京 H26.10.9-11 グランドプリンスホテル新高輪
74 寳金　清博 札　幌 H27.10.14-16 ロイトン札幌・さっぽろ芸文館、他
75 鈴木　倫保 福　岡 H28.9.29-10.1 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡、他
76 若林　俊彦 名古屋 H29.10.12-14 名古屋国際会議場
77 冨永　悌二 仙　台 H30.10.10-12 仙台国際センター
78 宮本　　享 大　阪 H31.10.9-11 大阪国際会議場
79 伊達　　勲 岡　山 H32.10.15-17 ホテルグランヴィア・岡山コンベンションセンター他

第1回から第6回までは日本脳神経外科研究会と称した。

日本脳神経外科学会 学術総会会長ならびに開催地


