
日本新生児学会：歴代会頭，学術集会の開催日時，場所，テーマ
回  会頭名 所 属 領 域 開催年月日 開催地（会場）

40 多田 裕 東邦大学 小児科 平成16 年7 月11〜13 日 東京都(東京プリンス)

39 佐藤 章 福島県立医科大学 産科 平成15 年7 月12〜14 日 郡山市（ビッグパレットふくしま）

38 中村 肇 神戸大学 小児科 平成14 年7 月14〜16 日 神戸市(ポートピアホテル)

37 西島正博 北里大学 産科 平成13 年7 月15〜17 日 横浜市(パシフィコ横浜)

36 宮野 武 順天堂大学 小児外科 平成12 年7 月16〜18 日 東京都(赤坂プリンスホテル)

35 大西鐘壽 香川医科大学 小児科 平成11 年7 月11〜13 日 高松市(香川県県民ホール，高松国際ホテル）

34 中野仁雄 九州大学 産科 平成10 年7 月12〜14 日 福岡市(シーホークホテル)

33 小川雄之亮 埼玉医大総合医療センター 小児科 平成9 年7 月13〜15 日 大宮市(大宮ソニックシティ)

32 神保利春 香川医科大学 産科 平成8 年7 月7〜9 日 高松市(香川県県民ホール，高松国際ホテル)

31 岡松孝男 昭和大学 小児外科 平成7 年7 月14〜16 日 横浜市(パシフィコ横浜 国立大ホール)

30 柴田 隆 順天堂大学伊豆長岡病院 小児科 平成6 年7 月17〜19 日 静岡市(静岡市民文化会館)

29 一條元彦 奈良県立医科大学 産科 平成5 年7 月18〜20 日 京都市(国立京都国際会館)

28 藤原哲郎 岩手医科大学 小児科 平成4 年7 月12〜14 日 盛岡市(岩手県民会館)

27 武田佳彦 東京女子医科大学 産科 平成3 年7 月7〜9 日 東京都(高輪プリンスホテル)

26 池田恵一 福岡逓信病院 小児外科 平成2 年7 月15〜17 日 福岡市(福岡サンパレス)

25 坂上正道 北里大学 小児科 平成元年7 月2〜4 日 東京都(京王プラザホテル)

24 水野正彦 東京大学 産科 昭和63 年7 月10〜12 日 東京都(高輪プリンスホテル他)

23 前田一雄 鳥取大学 産科 昭和62 年7 月17〜19 日 松江市(島根県民会館)

22 馬場一雄 日本大学 小児科 昭和61 年7 月18〜20 日 東京都(東京プリンスホテル)

21 岩井誠三 神戸大学 麻酔科 昭和60 年7 月17〜19 日 神戸市(神戸文化ホール，神戸市医師会館)

20 山内逸郎 国立岡山病院 小児科 昭和59 年7 月19〜21 日 岡山市(岡山市民文化会館，岡山プラザホテル)

19 坂元正一 東京大学 産科 昭和58 年7 月15〜17 日 東京都(高輪プリンスホテル)

18 松村忠樹 関西医科大学 小児科 昭和57 年7 月16〜18 日 大阪市(フェスティバルホール他)

17 室岡 一 日本医科大学 産科 昭和56 年7 月16〜18 日 横浜市(神奈川県民ホール，横浜産貿ホール)

日本新生児学会 学術会議の軌跡（創立より合併まで）
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16 駿河敬次郎 順天堂大学 小児外科 昭和55 年7 月7〜9 日 東京都(日本都市センター)

15 奥山和男 昭和大学 小児科 昭和54 年7 月20〜22 日 東京都(日本都市センター)

14 鈴村正勝 日本医科大学 産科 昭和53 年7 月17〜19 日 東京都(日本都市センター)

13 松尾 保 神戸大学 小児科 昭和52 年7 月21〜23 日 神戸市(神戸文化ホール，神戸市医師会館)

12 古谷 博 順天堂大学 産科 昭和51 年7 月16,17 日 東京都(日本都市センター)

11 吉岡 一 旭川医科大学 小児科 昭和50 年7 月18,19 日 札幌市(北海道厚生年金会館)

10 山村博三 聖バルナバ病院 産科 昭和49 年7 月19〜21 日大阪市(大阪サンケイホール)

9 小川次郎 名古屋市立大学 小児科 昭和48 年7 月14,15 日 名古屋市(名古屋市民会館)

8 小林 隆 東京大学 産科 昭和47 年7 月15,16 日 東京都(国立教育会館)

7 馬場一雄 日本大学 小児科 昭和46 年7 月17,18 日 東京都(九段会館)

6 小南吉男 三重大学 産科 昭和45 年7 月18,19 日 津市(三重文化会館)

5 平田美穂 神戸大学 小児科 昭和44 年7 月12,13 日 西宮市(西宮市民会館)

4 沢崎千秋 日本大学 産科 昭和43 年7 月13,14 日 東京都(東京サンケイホール)

3 松村忠樹 関西医科大学 小児科 昭和42 年7 月15,16 日 大阪市(大阪サンケイホール)

2 九嶋勝司 東北大学 産科 昭和41 年7 月16,17 日 仙台市(電力ホール)

1 高津忠夫 東京大学 小児科 昭和40 年7 月18 日 東京都(第一生命ホール)


