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　　　　　* マトリックス研究会との合同開催

　　　　　第47回以降は、マトリックス研究会と発展的統合

　　　　　　(英文名称：Japanese Society for Matrix Biology and Medicine)

第50回 鍋島 一樹 福岡 平成30年6月29・30日

第51回 服部俊治 ニッピバイオマトリックス研究所 東京 令和元年5月31日・6月1日

第48回 宇谷　厚志 長崎 平成28年6月24・25日

第49回 吉田　利通 津 平成29年6月16・17日

第46回* 渡辺　秀人 名古屋 平成26年6月5日～7日

第47回 稲垣　　豊 東京 平成27年5月15・16日

第44回* 安達　栄治郎 東京 平成24年6月7日・8日

第45回* 雑賀　司珠也 和歌山 平成25年6月28日・29日

第42回* 妹尾　春樹 秋田 平成22年8月19日・20日

第43回* 藤原　作平 大分 平成23年6月10日・11日

第40回* 伊東　　晃 東京 平成20年5月29～31日

第41回* 畑　隆一郎 葉山 平成21年6月4日～7日

第38回 石川　　治 前橋 平成18年5月11・12日

第39回* 岡田　保典 東京 平成19年5月9～11日

第36回 岩本　幸英 福岡 平成16年6月3・4日

第37回 木村　友厚 富山 平成17年5月26・27日

第34回 藤井　克之 浜松 平成14年4月4・5日

第35回 西田　輝夫 宇部 平成15年6月6・7日

第32回* 平川　　舜 東京 平成12年5月24・25日

第33回 岡崎　　勲 東京 平成13年6月7・8日

第30回 大島　　章 和歌山 平成10年6月11・12日

第31回 岩田　　久 名古屋 平成11年6月10・11日

第28回 中西　功夫 金沢 平成8年6月6・7日

第29回 遠藤　正彦 弘前 平成9年6月5・6日

第26回 折井　忠夫 岐阜 平成6年6月16・17日

第27回 森　　　陽 横浜 平成７年6月22・23日

第24回 京極　方久 仙台 平成4年6月19・20日

第25回 鈴木　不二男 大阪 平成5年6月17・18日

第22回 永井　　裕 東京 平成2年7月23・24日

第23回 三村　康男 徳島 平成3年6月25・26日

第20回 松本　　淳 福島 昭和63年6月29・30日

第21回 宮本　昭正 東京 平成元年７月10・11日

第18回 本間　光夫 東京 昭和61年7月11・12日

第19回 宇宿　源太郎 熊本 昭和62年7月2・3日

第16回 鈴木　　旺 名古屋 昭和59年7月5・6日

第17回 濱島　義博 京都 昭和60年7月4・5日

第14回 中尾　　亨 札幌 昭和57年7月22・23日

第15回 藤田　拓男 神戸 昭和58年7月7・8日

第12回 大藤　　眞 岡山 昭和55年7月11・12日

第13回 津山　直一 東京 昭和56年8月1・2日

第10回 梶川　欽一郎 金沢 昭和53年7月14・15日

第11回 高久　　功 長崎 昭和54年7月13・14日

第8回 中川　　正 名古屋 昭和51年6月25・26日

第9回 吉沢　善作 仙台 昭和52年7月15・16日

第6回 谷奥　喜平 倉敷 昭和49年7月19・20日

第7回 阿武　喜美子 東京 昭和50年7月11・12日

第4回 諸富　武文 京都 昭和47年7月14・15日

第5回 福代　良一 金沢 昭和48年7月21・22日

第2回 大高　裕一 東京 昭和45年７月17・18日

第3回 川村　太郎 東京 昭和46年7月9・10日

会長 所属 開催地 開催年月日

第１回 大島　良雄 東京 昭和44年7月12日
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（宇部全日空ホテル）

秋田
（秋田市文化会館）

愛知県 瀬戸
心身障害者コロニー （愛知県労働研修センター）

林　利彦 東京大学大学院
入江伸吉 ニッピバイオ

マトリックス研究所
高岡

（雨晴温泉）
東京慈恵会医科大学 浜松

整形外科 （アクトシティ浜松）
神奈川歯科大学 葉山
口腔生化学講座 （湘南国際村センター）

京都大学 京都
再生医科学研究所 （アピカルイン京都）

吉岡秀克 大分
藤原作平 （ゆふいん七色の風）

安達栄治郎 北里大学大学院 箱根
黒柳能光 医療系研究科 （ホテル箱根アカデミー）

慶応大学 東京
医学部病理学 （北とぴあ）

東京薬科大学薬学部 東京
病態生化学 （こまばエミナース）

神奈川歯科大学 葉山
生化学分子生物学 （湘南国際村センター）
秋田大学大学院 秋田
医学系研究科 （秋田拠点センター・アルヴェ）

大分大学医学部 大分
皮膚科 （別府ビーコンプラザ）

北里大学 東京
医療系研究科 （日本青年館ホテル）

和歌山県立医科大学 和歌山
眼科学 （和歌山県立医科大学）

愛知医科大学 名古屋
分子医科学研究所 （ウインクあいち）

　　　　　* 1991年４月１日より、マトリックス研究会と改称

　　　　　**日本結合組織学会との合同開催

　　　　　2015年4月1日、日本結合組織学会と発展的統合 （英文名称：Japanese Society for Matrix Biology and Medicine）

第61回** 渡辺秀人 2014. 6. 5-7.

第59回** 安達栄治郎 2012. 6. 7-8.

第60回** 雑賀司珠也 2013. 6.28-29.

第57回** 妹尾春樹 2010. 819-20.

第58回** 藤原作平 2011. 6.10-11.

第55回** 野水基義 2008. 5.29-31.

第56回** 畑隆一郎 2009. 6. 4-7.

第52回 大分大学医学部 2005. 3.19-20.

第53回 2006. 3.25-26.

第54回** 岡田保典 2007. 5. 9-11.

第50回 畑隆一郎 2003. 3.21-22.

第51回 開　祐司 2004. 4. 9-10.

第48回 岩田和士 富士薬品工業 2001. 4.16-17.

第49回 藤井克之 2002. 4. 4-5.

第46回 大平敦彦 1999. 6. 8-9.

第47回** 東京（日本都市センター会館） 2000. 5.23-24.

第44回 西田輝夫 山口大学医学部 1997. 4.14-15.

第45回 妹尾春樹 秋田大学医学部 1998. 4.30- 5.1.

第42回 大山俊郎 1995. 3.16-17.

第43回 木全弘治 1996. 3.27-28.

第40回 岡崎　勲 東海大学医学部 1993. 3.18-19.

第41回 二宮善文 岡山大学医学部 1994. 3.18-19.

第38回 永井　裕 1991. 3.26.

第39回 中川秀夫 1992. 3.15-16.

第36回 久保木芳徳 1989. 6.16-17.

第37回 新海　浤 大分医科大学 1990. 3.23-24.

第34回 早川太郎 1987. 3.13-14.

第35回 宮田輝夫 高研バイオサイエンス研究所 1988. 3.11-12.

第32回 宇宿源太郎 1985. 3.15-16.

第33回 手塚統夫 自治医科大学 1986. 3.19-20.

第30回 森　陽 東京薬科大学 1983. 3.18-19.

第31回 藤本大三郎 浜松医科大学 1984. 3.16-17.

第28回 永井　裕 1981. 3.19-20.

第29回 伊勢村壽三 近畿大学医学部 1982. 3.19-20.

第26回 永井　裕 1977.10.17.

第27回 永井　裕 1980. 3.21-22.

第24回 榊原俊平 1974.11.30.

第25回 佐々木哲 1977. 3. 5.

第22回 紺野邦夫 昭和大学医学部 1971.12.12.

第23回 野田春彦 東京大学理学部 1973.12. 8.

第20回 大庭成一 1969.12.20.

第21回 永井　裕 1970.12.13.

第18回 深田栄一 理化学研究所 1968.10. 4.

第19回 佐々木哲 1969. 6. 8.

第16回 川瀬　収 熊本大学体質研 1966. 8.26.

第17回 安孫子義弘 日本皮革研究所 1967.11.11.

第14回 鶴藤　丞 東京大学薬学部 1965.11. 4.

第15回 川村　亮 1966. 6.12.

第12回 大庭成一 1964.11.14.

第13回 伊勢村壽三 1965. 5.15.

第10回 川村　亮 1963.11.10.

第11回 野田春彦 東京大学理学部 1964. 5. 9.

第8回 安孫子義弘 日本皮革研究所 1962.11.15.

第9回 山田　博 京都府立医科大学 1963. 5.11.

第6回 小林忠義 慶応大学医学部 1961.11.12.

第7回 伊勢村壽三 1962. 5. 4.

第4回 新島迪夫 1960.11.27.

第5回 中島章夫 京都大学工学部 1961. 5.14.

第2回 三浦　修 日本大学医学部 1959.11. 7.

第3回 伊勢村壽三 1960. 4.10.

会頭 所属 開催地 開催年月日

第1回 井上吉之 京都大学 1959. 6. 7.


