
日本胆道学会　歴代理事長
任　期 氏　名 所　属

初代理事長 平成8年～平成14年 有山　　襄 鶴川さくら病院
2代目 平成14年～平成20年 二村　雄次 愛知県がんセンター
3代目 平成20年～平成22年 近藤　　哲 北海道大学大学院医学研究科腫瘍外科学分野
4代目 平成22年～現在 乾　　和郎 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器内科

日本胆道学会　総会一覧
開催日 学会長 所　属 開催地

第1回 胆のう造影研究会 昭和40年 窪田　博吉 千葉大学医学部第1外科 千葉
第2回 胆のう造影研究会 昭和41年 高山　欽哉 丹羽病院消化器科 東京
第3回 胆嚢造影研究会 昭和42年8月17日 三好　秋馬 静岡県立総合病院内科 京都

第4回 胆道造影研究会 昭和43年8月5日 佐藤　寿雄
三浦　清美

東北大学第1外科
東北厚生年金病院内科 仙台

第5回 胆道疾患研究会 昭和44年8月23日 永光　慎吾 九州大学医学部第1外科 福岡

第6回 胆道疾患研究会 昭和45年8月22日
亀田　治男
窪田　博吉
草地　伸勲

東京大学医学部内科
千葉大学医学部外科

日本医科大学放射線科
東京

第7回 胆道疾患研究会 昭和46年7月24日 清永　伍市 大阪成人病センター 大阪
第8回 胆道疾患研究会 昭和47年8月19～20日 中澤　三郎 名古屋大学医学部第2内科 名古屋
第9回 胆道疾患研究会 昭和48年8月24～25日 杉浦　光雄 東京大学医学部第2外科 東京
第10回 胆道疾患研究会 昭和49年8月24日 並木　正義 北海道大学医学部第3内科 東京
第11回 胆道疾患研究会 昭和50年8月22～23日 羽生富士夫 東京女子医科大学消化器病センター 東京
第12回 胆道疾患研究会 昭和51年8月27～28日 児玉　　求 広島大学医学部第2外科 広島
第13回 胆道疾患研究会 昭和52年8月18～19日 斎藤　洋一 東北大学医学部第1外科 仙台
第14回 胆道疾患研究会 昭和53年8月23～24日 大藤　正雄 千葉大学医学部第1内科 千葉
第15回 胆道疾患研究会 昭和54年8月30～31日 土屋　凉一 長崎大学医学部第2外科 長崎
第16回 胆道疾患研究会 昭和55年8月28～29日 武内　俊彦 名古屋市立大学医学部第1内科 名古屋
第17回 胆道疾患研究会 昭和56年8月27～28日 宮崎　逸夫 金沢大学医学部第2外科 金沢
第18回 日本胆道疾患研究会 昭和57年8月27～28日 菅田　文夫 昭和大学藤が丘病院消化器内科 東京
第19回 日本胆道疾患研究会 昭和58年8月26～27日 葛西　洋一 北海道大学医学部第1外科 札幌
第20回 日本胆道疾患研究会 昭和59年8月24～25日 小林　絢三 大阪市立大学医学部第3内科 大阪
第21回 日本胆道疾患研究会 昭和60年8月23～24日 水本　龍二 三重大学医学部第1外科 四日市
第22回 日本胆道疾患研究会 昭和61年8月22～23日 大菅　俊明 筑波大学臨床医学系内科 東京
第23回 日本胆道学会総会 昭和62年8月21～22日 小野　慶一 弘前大学医学部第2外科 弘前
第24回 日本胆道学会総会 昭和63年8月19～20日 兵頭　春夫 獨協医科大学放射線科 栃木
第25回 日本胆道学会総会 平成元年8月24～25日 香月　武人 宮崎医科大学第1外科 宮崎
第26回 日本胆道学会総会 平成2年9月28～29日 亀田　治男 東京慈恵会医科大学第1内科 東京
第27回 日本胆道学会総会 平成3年9月19～20日 中山　和道 久留米医科大学第2外科 久留米
第28回 日本胆道学会総会 平成4年9月16～17日 有山　　襄 順天堂大学医学部消化器内科 東京

●第29回 日本胆道学会総会 平成5年9月20～22日 高田　忠敬 帝京大学医学部第1外科 神戸
●第30回 日本胆道学会総会 平成6年4月23～25日 梶山　梧朗 広島大学医学部第1内科 神戸
●第31回 日本胆道学会総会 平成7年5月9～12日 鈴木　範美 東北大学医療技術短期大学部 横浜
●第32回 日本胆道学会総会 平成8年4月18～20日 大井　　至 東京女子医科大学第2病院中央検査部 神戸
●第33回 日本胆道学会総会 平成9年4月17～20日 谷村　　弘 和歌山県立医科大学第2外科 名古屋
●第34回 日本胆道学会総会 平成10年4月15～18日 藤田　力也 昭和大学藤が丘病院消化器内科 横浜
●第35回 日本胆道学会総会 平成11年10月28～31日 船曵　孝彦 藤田保健衛生大学医学部外科 広島
●第36回 日本胆道学会総会 平成12年10月25～28日 税所　宏光 千葉大学医学部第1内科 神戸
第37回 日本胆道学会総会 平成13年10月4～5日 二川　俊二 順天堂大学医学部第2外科 東京
第38回 日本胆道学会総会 平成14年9月27～28日 堀口　祐爾 藤田保健衛生大学消化器内科 名古屋
第39回 日本胆道学会学術集会 平成15年9月18～19日 永川　宅和 金沢大学医学部保健学科 金沢
第40回 日本胆道学会学術集会 平成16年9月24～25日 田中　直見 筑波大学臨床医学系消化器内科 つくば
第41回 日本胆道学会学術集会 平成17年9月29～30日 角田　　司 川崎医科大学消化器外科 岡山
第42回 日本胆道学会学術集会 平成18年9月15～16日 藤田　直孝 仙台市医療センター仙台オープン病院消化器内科 仙台
第43回 日本胆道学会学術集会 平成19年9月27～28日 田尻　　孝 日本医科大学外科 東京
第44回 日本胆道学会学術集会 平成20年9月19～20日 乾　　和郎 藤田保健衛生大学第2教育病院内科 名古屋
第45回 日本胆道学会学術集会 平成21年9月18～19日 竜　　崇正 千葉県がんセンター消化器外科 千葉
第46回 日本胆道学会学術集会 平成22年9月24～25日 田妻　　進 広島大学病院医系総合診療科 広島
第47回 日本胆道学会学術集会 平成23年9月16～17日 千々岩一男 宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学 宮崎
第48回 日本胆道学会学術集会 平成24年9月20～21日 滝川　　一 帝京大学医学部内科 東京
第49回 日本胆道学会学術集会 平成25年9月19～20日 宮崎　　勝 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学 千葉
第50回 日本胆道学会学術集会 平成26年9月26～27日 五十嵐良典 東邦大学医療センター大森病院消化器内科 東京

●DDWと共催
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