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会議名称 開催年 回数 会長 主たる職 会期 場所 開催地
臨床ウイルス談話会 1960 第1回 石田名香雄 東北大学医学部教授、細菌学 1960/10/(不明) 東北大学医学部細菌学教室 仙台市
臨床ウイルス談話会 1961 第2回 田沢芳三郎、川名林冶 岩手医科大学医学部、細菌学 1961/9/30 岩手医科大学臨床講堂 盛岡市
臨床ウイルス談話会 1962 第3回 中尾　享 青森県立病院 1962/10/28 青森市農業会館 青森市
臨床ウイルス談話会 1963 第4回 甲野礼作 京大ウイルス研究所 1963/10/23 大阪府医師会館 大阪府
臨床ウイルス談話会 1964 第5回 松本　稔 東京大学伝染症研究所 1964/6/30 東京大学伝染病研究所講堂 仙台市
臨床ウイルス談話会 1965 第6回 石田名香雄 東北大学医学部教授、細菌学 1965/8/6-1965/8/7 東北大学医学部中央講堂 仙台市
臨床ウイルス談話会 1966 第7回 国田信治 大阪府立公衆衛生研究ｚ歩 1966/6/25 大阪府医師会館 大阪府
臨床ウイルス談話会 1967 第8回 多々谷　勇 国立予防衛生研究所 1967/7/17 逓信総合博物館講堂 東京都
臨床ウイルス談話会 1968 第9回 藤井　良知 東大分院 1968/7/5-1968/7/6 東京エーザイ講堂 東京都
臨床ウイルス談話会 1969 第10回 金光　正次 札幌医科大学 1969/6/20-1969/6/21 日光金谷ホテル 日光市
臨床ウイルス談話会 1970 第11回 貴田　丈夫 熊本大学、小児科 1970/8/1-1970/8/2 熊本県医師会館 熊本市
臨床ウイルス談話会 1971 第12回 戸谷　徹造 名古屋市立東市民病院 1971/7/3-1971/7/4 愛知県歯科医師会館 名古屋市
臨床ウイルス談話会 1972 第13回 喜多村　勇 高知医科大学教授、小児科学 1972/6/10-1972/6/11 岡山衛生会館 岡山市
臨床ウイルス談話会 1973 第14回 川名　林冶 岩手医科大学医学部教授、細菌学 1973/7/13-1973/7/14 岩手県民会館 岩手市
臨床ウイルス談話会 1974 第15回 宍戸　亮 国立予防衛生研究所麻疹ウイルス部長 1974/6/21-1974/6/22 杉野講堂 東京都
臨床ウイルス談話会 1975 第16回 加地　正郎 九州大学温泉治療学研究所 1975/6/27-1975/6/28 別府市中央公民館 別府市
臨床ウイルス談話会 1976 第17回 北山　徹 関東逓信病院小児科 1976/7/9-1975/7/10 荏原文化センター 東京都
臨床ウイルス談話会 1977 第18回 須藤　恒久 秋田大学医学部教授、微生物学 1977/6/24-1977/6/25 秋田県教育会館 秋田市
臨床ウイルス談話会 1978 第19回 鈴木　榮 名古屋大学医学部教授、小児科学 1978/6/30-1978/7/1 愛知県勤労会館 名古屋市
臨床ウイルス談話会 1979 第20回 沼崎　義夫 国立仙台病院ウイルスセンター 1979/6/22-1979/6/23 仙台市民会館 仙台市
臨床ウイルス談話会 1980 第21回 高橋　理明 大阪大学微生物病研究所教授 1980/6/20-1980/6/21 大阪千里中央よみうり文化ホール 豊中市
臨床ウイルス談話会 1981 第22回 南谷　幹夫 都立駒込病院感染症科部長 1981/6/19-1981/6/20 東京、新橋ヤクルトホール 東京都
臨床ウイルス談話会 1982 第23回 日沼　頼夫 京都大学医学部ウイルス研究所教授 1982/4/5-1982/4/6 京都教育文化センター 京都市
臨床ウイルス談話会 1983 第24回 平山　宗宏 東京大学医学部保健学科教授、母子保健学 1983/6/23-1983/6/24 東京、新橋ヤクルトホール 東京都
日本臨床ウイルス学会 1984 第25回 森　　良一 九州大学医学部教授、ウイルス学 1984/5/31-1984/6/1 福岡市都久志会館 福岡市
日本臨床ウイルス学会 1985 第26回 橋爪　壮 千葉大学看護学部教授、病態学 1985/7/4-1985/7/5 千葉市民会館 千葉市
日本臨床ウイルス学会 1986 第27回 薮内　百冶 大阪大学医学部教授、小児科学 1986/6/19-1986/6/20 大阪科学技術センター 大阪市
日本臨床ウイルス学会 1987 第28回 角田　行 仙台市衛生研究所長 1987/6/19-1987/6/20 仙台市民会館ホール 仙台市
日本臨床ウイルス学会 1988 第29回 木村三生夫 東海大学医学部教授、小児科学 1988/6/15-1988/6/16 箱根ホテル小涌園コンベンションパレ 神奈川県
日本臨床ウイルス学会 1989 第30回 古川　宣 金沢大学教授、微生物学 1989/6/8-1989/6/9 金沢市文化ホール 石川県
日本臨床ウイルス学会 1990 第31回 植田　浩司 九州大学医学部教授、小児科学 1990/7/13-1990/7/14 大手門会館 福岡市
日本臨床ウイルス学会 1991 第32回 牧野　慧 （社）北里研究所ウイルス部長 1991/6/5-1991/6/6 笹川記念会館 東京都
日本臨床ウイルス学会 1992 第33回 芦原　義守 杏林大学保健学部教授、臨床検査学 1992/6/11-1992/6/12 千葉市民会館 千葉市
日本臨床ウイルス学会 1993 第34回 磯村　思无 名古屋大学医学部教授、動物学 1993/6/2-1993/6/3 愛知県厚生年金会館 名古屋市
日本臨床ウイルス学会 1994 第35回 栗村　敬 大阪大学医学部教授、感染病理学 1994/6/9-1994/6/10 ホテル阪急インターナショナル 吹田市
日本臨床ウイルス学会 1995 第36回 山崎　修道 国立予防衛生研究所長 1995/6/1-1995/6/2 有楽町朝日ホールおよび朝日スクエ 東京都
日本臨床ウイルス学会 1996 第37回 南嶋　洋一 宮崎大学医学部教授 1996/5/16-1996/5/17 ワールドコンベンションセンターサミッ 宮崎県
日本臨床ウイルス学会 1997 第38回 堺　　春美 東海大学医学部助教授、小児科学 1997/6/5-1997/6/6 箱根ホテル小涌園コンベンションパレ 神奈川県
日本臨床ウイルス学会 1998 第39回 千葉　峻三 札幌医科大学教授、小児科学 1998/6/18-1998/6/19 かでる　２・７ 札幌市
日本臨床ウイルス学会 1999 第40回 上田　重晴 大阪大学微生物病研究所教授 1999/5/13-1999/5/14 千里ライフサイエンスセンタービル 大阪府
日本臨床ウイルス学会 2000 第41回 荻野　武雄 広島市衛生研究所長 2000/5/25-2000/5/26 広島国際会議場 広島市
日本臨床ウイルス学会 2001 第42回 浅野　喜造 藤田保健衛生大学医学部教授、小児科学 2001/6/7-2001/6/8 名古屋国際会議場 名古屋市
日本臨床ウイルス学会 2002 第43回 中込　治 秋田大学医学部教授 2002/6/6-2002/6/7 秋田ビューホテル 秋田市
日本臨床ウイルス学会 2003 第44回 榮鶴　義人 鹿児島大学医学部教授、難治性ｳｲﾙｽ疾患ｾﾝﾀｰ 2003/6/26-2003/6/27 鹿児島県医師会館 鹿児島市
日本臨床ウイルス学会 2004 第45回 山西　弘一 大阪大学医学部教授、細菌学 2004/6/12-2004/6/13 千里ライフサイエンス 大阪府
日本臨床ウイルス学会 2005 第46回 永淵　正法 九州大学医学部教授、保健学科病態情報学 2005/6/3-2005/6/4 九州大学医学部百年講堂 福岡市
日本臨床ウイルス学会 2006 第47回 中山　哲夫 北里大学教授、北里生命科学研究所長 2006/6/3-2006/6/4 北里大学薬学部コンベンションホール 東京都
日本臨床ウイルス学会 2007 第48回 白木　公康 富山大学教授、ウイルス学 2007/6/2-2007/6/3 富山国際会議場 富山市
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日本臨床ウイルス学会 2008 第49回 尾崎　隆男 江南厚生病院副院長 2008/6/14/2008/6/15 名鉄犬山ホテル 犬山市
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