
日本体質医学会歴代会長リスト

会期 会長 所属

第1回 昭和25年11月4日 竹屋　男綱 熊本大学体質医学研究所

第2回 昭和26年11月25日 森　茂樹 京都大学病理

第3回 昭和27年 三沢　敬義 東京大学内科

第4回 昭和28年11月8日 勝沼　精蔵 名古屋大学

第5回 昭和29年11月7日 竹屋　男綱 熊本大学体質医学研究所

第6回 昭和30年11月23日 中院　孝圓 神戸医大病院

第7回 昭和31年12月3日 鈴江　懐 京都大学病理

第8回 昭和32年12月6日 遠城寺　宗徳 九州大学小児科

第9回 昭和33年11月16日 田部井　和 京都大学微生物

第10回 昭和34年12月5日 宮尾　定信 熊本大学体質医学研究所

第11回 昭和35年12月3～4日 森　茂樹 山口県立医大

第12回 昭和36年12月2～3日 吉田　常雄 大阪大学内科

第13回 昭和37年12月1～2日 岡本　耕造 京都大学病理

第14回 昭和38年11月30～12月1日 高津　忠夫 東京大学小児科

第15回 昭和39年11月28～29日 山田　弘三 名古屋大学内科

第16回 昭和40年10月11～12日 緒方　維弘 熊本大学体質医学研究所

第17回 昭和41年6月4～5日 和田　直 広島大学内科

第18回 昭和42年11月3～4日 山形　敞一 東北大学内科

第19回 昭和43年9月27～28日 辻　昇三 神戸大学内科

第20回 昭和45年10月10～11日 堀田　正之 鳥取大学小児科

第21回 昭和46年11月6～7日 池見　酉次郎 九州大学内科

第22回 昭和47年11月5日 寺脇　保 鹿児島大学小児科

第23回 昭和48年11月10日 増田　正典 京都府立医大内科

第24回 昭和49年12月7日 京極　方久 神戸大学病理

第25回 昭和50年11月4～5日 粟野　亥佐武 福島医大内科

第26回 昭和51年9月12～13日 澤田　芳男 熊本大学体質医学研究所

第27回 昭和52年9月24～25日 馬場　一雄 日本大学小児科

第28回 昭和53年10月7～8日 後藤　由夫 東北大学内科

第29回 昭和54年9月1～2日 光井　庄太郎 岩手医大内科

第30回 昭和55年9月5～6日 村上　悳 山口大学生理

第31回 昭和56年8月27～28日 並木　正義 旭川医大内科

第32回 昭和57年11月26～27日 三村　悟郎 琉球大学内科

第33回 昭和58年12月3～4日 木村　隆夫 広島大学教育学部

第34回 昭和59年10月13～14日 藤木　典生 福井医大内科

第35回 昭和60年10月12～13日 奥田　拓道 愛媛大学生化学

第36回 昭和61年9月26～27日 大国　真彦 日本大学小児科

第37回 昭和62年9月10～11日 有地　滋 近畿大学東洋医学研究所

第38回 昭和63年9月30日～10月1日 中川　哲也 九州大学心療内科

第39回 平成1年9月21～22日 坂本　信夫 名古屋大学第3内科

第40回 平成2年9月7～8日 一色　玄 大阪市立大学小児科

第41回 平成3年9月6～7日 森　憲正 宮崎医科大学

第42回 平成4年9月11～12日 竹田　亮祐 金沢大学第2内科

第43回 平成5年10月22～23日 平山　清武 琉球大学小児科

第44回 平成6年9月11～12日 家森　幸男 京都大学大学院人間・環境学研究科

第45回 平成7年10月6～7日 名和田　新 九州大学医学部第3内科

第46回 平成8年10月4～5日 七里　元亮 熊本大学医学部代謝内科

第47回 平成9年10月10～11日 貴田　嘉一 愛媛大学医学部小児科

第48回 平成10年10月2～3日 佐藤　祐造 名古屋大学総合保健体育科学センター

第49回 平成11年10月1～2日 坂田　利家 大分医科大学内科第一

第50回 平成12年9月29～30日 三村　悟郎 尚絅短期大学

第51回 平成13年9月28日～29日 南條　輝志男 和歌山県立医科大学第一内科

第52回 平成14年11月15日～16日 高須　信行 琉球大学医学部第二内科

第53回 平成15年9月19日～20日 伊藤　浩行 近畿大学医学部病理学

第54回 平成16年7月31日～8月1日 鬼原　彰 札幌医科大学保健医療学部・基礎臨床医学講座

第55回 平成17年11月5日～6日 井上　修二 共立女子大学家政学部臨床栄養学研究室

第56回 平成18年9月23日～24日 伊藤　千賀子 Grand Tower Medical Court 所長

第57回 平成19年9月29日～30日 吉松　博信 大分大学医学部生体分子構造機能制御講座内科学第一内科

第58回 平成20年9月27日～28日 吉川　敏一 京都府立医科大学内科教授

第59回 平成21年7月25日～26日 河盛　隆造 順天堂大学スポートロジー研究センター

第60回 平成22年10月16日～17日 荒木　栄一 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学

第61回 平成23年10月8日～9日 門脇　孝 東京大学大学院医学系研究科　代謝・栄養病態学

第62回 平成24年11月3日～4日 池上　博司 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科

第63回 平成25年10月5日〜6日 山田　研太郎 久留米大学医学部内分泌代謝内科

第64回 平成26年9月6日〜7日 清野　裕 関西電力病院

第65回 平成27年7月4日〜5日 篠村　恭久 札幌医科大学医学部内科学　消化器・免疫・リウマチ内科学講座

第66回 平成28年9月3日〜4日 佐々木　秀行 和歌山県立医科大学附属病院・紀北分院内科

第67回 平成29年9月2日〜3日 大澤　春彦 愛媛大学大学院医学系研究科　分子機能領域糖尿病内科学講座

第68回 平成30年9月1日〜2日 田中　逸 聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科

第69回 2019年8月31日〜9月1日 谷澤　幸生 山口大学大学院医学系研究科応用医工学系学域　病態制御内科学分野

第70回 2020年10月3日〜4日 西川　武志 独立行政法人　国立病院機構　熊本医療センター糖尿病・内分泌内科

第71回 2021年9月4日〜5日 井口　登與志 福岡市健康づくりサポートセンター

第72回 2022年10月1日〜2日 田島　文博 和歌山県立医科大学　リハビリテーション科

第73回 2023年 綿田　裕孝 順天堂大学大学院医学研究科　代謝内分泌内科学

第74回 2024年 植木 浩二郎 国立国際医療研究センター病院 糖尿病研究センター


