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会期 場所 会長 演題数 会期 場所 会長 演題数

第１回 昭和38年12月8日 岡山 小坂淳夫 （岡山大） 28 第41回 平成15年11月21・22日 高松 田港朝彦 （香川大） 198

第２回 昭和39年11月29日 広島 和田　直 （広島大） 36 第42回 平成16年11月22・23日 広島 原　　均 （NTT西日本） 219

第３回 昭和40年11月28日 徳島 油谷友三 （徳島大） 36 第43回 平成17年11月11・12日 高松 石田俊彦 （香川大） 209

第４回 昭和41年11月23日 鳥取 浅越嘉威 （鳥取大） 31 第44回 平成18年11月17・18日 岡山 加来浩平 （川崎医大） 178

第５回 昭和42年10月27日 山口 藤田輝雄 （山口大） 32 第45回 平成19年10月19・20日 松山 牧野英一 （愛媛大） 194

第６回 昭和43年10月25日 松山 高上　勲 （松山日赤） 46 第46回 平成20年11月14・15日 宇部 谷澤幸生 （山口大） 217

第７回 昭和44年10月24日 広島 和田　直 （広島大） 46 第47回 平成21年11月６・７日 岡山 岡﨑　悟 （心臓病センター榊原病院） 225

第８回 昭和45年10月24日 高知 西村敏夫 （高知日赤） 19 第48回 平成22年10月29・30日 愛媛 大澤春彦 （愛媛大） 226

第９回 昭和46年９月18・19日 岡山 小坂淳夫 （岡山大） 42 第49回 平成23年11月11・12日 徳島　 松本俊夫 （徳島大） 277

第10回 昭和47年９月18・19日 松山 岡村幹夫 （松山日赤） 51 第50回 平成24年11月16・17日 島根　 杉本利嗣 （島根大） 263

第11回 昭和48年9月30日 山口 三輪史郎 （山口大） 46 第51回 平成25年11月15・16日 岡山　 松木道裕 （川崎医福大） 258

第12回 昭和49年9月22日 鳥取 平田幸正 （鳥取大） 43 第52回 平成26年10月24・25日 広島　 山根公則 （NTT西日本） 246

第13回 昭和50年９月20・21日 高松 満寿富雄 （高松日赤） 57 第53回 平成27年10月30・31日 鳥取 谷口晋一 （鳥取大） 222

第14回 昭和51年９月25・26日 広島 鬼頭昭三 （広島大） 42 第54回 平成28年11月11・12日 高知 藤本新平 （高知大） 207

第15回 昭和52年12月10・11日 徳島 森　博愛 （徳島大） 58 第55回 平成29年11月10・11日 岡山 四方賢一 （岡山大） 217

第16回 昭和53年11月11・12日 松江 横山　昇 （松江日赤） 46 第56回 平成30年10月26日・27日 下関 奥屋　茂 （山口大） 184

第17回 昭和54年11月24・25日 高知 大野文俊 （高知医大） 56 第57回 平成31年12月6・7日 徳島 松久宗英 （徳島大）

第18回 昭和55年11月29・30日 岡山 堀野正治 （川崎医大） 62 第58回 未定 村尾孝児 （香川大）

第19回 昭和56年11月28・29日 松山 桑島恵一 （松山日赤） 50 第59回 未定 金藤秀明 （川崎医大）

第20回 昭和57年11月27・28日 山口 兼子俊男 （山口大） 54

第21回 昭和58年11月26・27日 米子 真柴裕人 （鳥取大） 58

第22回 昭和59年11月17・18日 高松 河西浩一 （香川医大） 76

第23回 昭和60年11月29・30日 倉敷 三宅康夫 （倉敷中央） 81

第24回 昭和61年11月29・30日 岡山 山吹隆寛 （岡山大） 86

第25回 昭和62年11月７・８日 徳島 斎藤史郎 （徳島大） 83

第26回 昭和63年10月29・30日 広島 高科成良 （広島総合） 92

第27回 平成元年11月18・19日 松江 武田　倬 （松江日赤） 118

第28回 平成２年10月９・10日 徳島 島　健二 （徳島大） 103

第29回 平成３年11月23・24日 岡山 姫井　孟 （岡山日赤） 130

第30回 平成４年11月14・15日 広島 伊藤千賀子 （広島原対協） 127

第31回 平成５年11月20・21日 松山 藤井靖久 （愛媛県中） 135

第32回 平成６年10月15・16日 出雲 加藤　譲 （島根医大） 111

第33回 平成７年11月10・11日 高松 大西泰憲 （香川県中） 122

第34回 平成８年10月18・19日 宇部 岡　芳知 （山口大） 117

第35回 平成９年10月31日・11月１日 高知 橋本浩三 （高知医大） 145

第36回 平成10年10月16・17日 岡山 槇野博史 （岡山大） 166

第37回 平成11年11月５・６日 広島 山木戸道郎 （広島大） 183

第38回 平成12年10月20・21日 高知 近森一正 （高知日赤） 164

第39回 平成13年10月26・27日 松山 貴田嘉一 （愛媛大） 188

第40回 平成14年11月15・16日 米子 池田　匡 （鳥取大） 183


