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日本交通医学会学術大会特別講演者  
 

回 開催地 年月日 会 長 特別講演  

1 大阪 1947.4.2 東京鉄道病院 桜井久一 外傷性神経症と耳科神経学 石川 旭丸  

     四肢損傷の職能的後療法 笠井 重雄  

2 東京 1948.4.2 〃 〃 現下労働衛生の諸問題について 石井 知福  

3 名古屋 1949.4.17 〃 〃 疲労の問題について 杉田 直樹  

4 新潟 1950.5.14 〃 三沢 憲 骨折治療最近の動向 天児 民和  

5 東京 1951.4.3-4 〃 〃 ショックに就いて 福田 保  

6 仙台 1952.5.10-11 〃 〃 諸種肺疾患の鑑別診断について 能谷 岱蔵  

7 広島 1953.5.2-3 〃 奥谷広光 原子爆弾の障碍症について 渡辺 漸  

8 東京 1954.6.5-6 〃 〃 肺結核の外科に就いて 都築 正男  

9 大阪 1955.4.2-3 〃 〃 放射線障碍とその対策 中泉 正徳  

10 名古屋 1956.6.2-3 〃 近璋太郎 災害と悪性腫瘍の発生 大島 福造  

11 仙台 1957.6.15-16 〃 木口三郎 勤労者の疲労とその測定 本川 弘一  

12 新潟 1958.5.31-6.1 中央鉄道病院 〃 現在行われている各種脳手術 中田 瑞穂  

13 東京 1959.3.30-31 〃 〃 なし   

14 大阪 1960.5.21-22 〃 〃 腰痛と五十肩 水野祥太郎  

15 名古屋 1961.5.27-28 〃 〃 癌の化学療法 日比野 進  

16 広島 1962.6.2-3 〃 〃 交通災害による頭部外傷の後遺症 小沼十寸穂  

17 大阪 1963.4.3-4 〃 〃 なし   

18 仙台 1964.6.13-14 仙台鉄道病院 今橋十一 救急そ生法 岩月 賢一  

     宇宙医学 大島 正光  

19 門司 1965.6.12-13 門司鉄道病院 城野 勇 自動車事故多発地帯の問題点 近藤 武  

     交通外傷の口腔外科治療 藤野 博  

20 新潟 1966.6.11-12 新潟鉄道病院 山田 実 気象と災害 渡辺 厳一  

21 名古屋 1967.6.10-11 名古鉄道病院 野坂 靖 救急医療コントロールシステム 橋本 義雄  

22 四国 1968.6.8-9 四国鉄道病院 野田良雄 交通事故と頭部外傷 佐野 圭司  

23 札幌 1969.6.21-22 札幌鉄道病院 山田 実 なし   

24 大阪 1970.9.26-27 大阪鉄道病院 松尾 修 頓死・医原病死・医療事故死の問題点 上野 佐  

     交通従事員の精神衛生管理 黒丸正四郎  

25 東京 1971.6.12-13 中央鉄道病院 千葉保之 国鉄保健管理の理論的展開 千葉 保之  

26 広島 1972.6.17-18 広島鉄道病院 丸山満典 乗物における心身反応とその見方 大島 正光  

     交通災害とリハビリテーション 赤津 隆  

27 仙台 1973.6.16-17 仙台鉄道病院 吉田昌純 外傷性頭蓋内血腫の種々相 鈴木 二郎  

     視覚生理学から見た新しい型のテンカン 田崎 京二  
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28 門司 1974.6.22-23 門司鉄道病院 真島 正 交通災害と心身症 中川 哲也  

     乗物と内耳機能 渡辺 勉  

29 新潟 1975.6.14-15 新潟鉄道病院 南部典則 宇宙医学最近の進歩 佐伯 镹  

     手の外科最近の進歩 田島 達也  

30 名古屋 1976.6.26-27 名古屋鉄道病院 小林貞夫 産業職場における腰痛予防について 石田 肇  

     身体の均衡へのアプローチ 時田 喬  

31 札幌 1977.6.25-26 札幌鉄道病院 全田一郎 癌の免疫 小林 博  

     運動のスキル機構 本間 三郎  

32 四国 1978.6.10-11 四国鉄道病院 井上圭爾 外科学の使命 陣内伝之助  

33 大阪 1979.6.9-10  橋本信次 音響性聴器障害 志田 享  

     学校および職場検尿をめぐる諸問題 武内重五郎  

     胆石症にまつわる諸問題 日笠頼則  

34 東京 1980.6.7-8 中央鉄道病院 上田英雄 今後の高速鉄道への医学的接近 山崎和秀  

     ＣＴの現在と未来 田坂 晧  

35 広島 1981.6-7 広島鉄道病院 田中隆夫 全身疾患と皮膚病変 矢村卓三  

     超音波診断展望 若賀井敏夫  

     総合画像診断 高橋信次  

36 仙台 1982.6.12-13 仙台鉄道病院 石井 敬 癌患者に見られる免疫抑制 石田名香雄  

        

37 小倉 1983.6.11-2 門司鉄道病院 世戸口篤 環境と化学物質 児玉 泰  

     文化の進展と医学 柳瀬敏幸  

     聴性誘発反応電位の展望 曽田豊二  

38 新潟 19846.9-10 新潟鉄道病院 泉 外美 大腸疾患の臨床 笹川 力  

     日常臨床における糸球体腎炎 荒川正昭  

     胃十二指腸潰瘍 武藤輝一  

39 名古屋 1985.6.29-30 名古屋鉄道病院 宇野 弘 癌の疫学 青木国雄  

     消火器癌治療の進歩 近藤達平  

40 札幌 1986.6.21-22 札幌鉄道病院 佐久間昭直 毛の成長の生物学 高島 巌  

     感染症･化学療法における臨床薬理 斉藤 玲  

     肝炎・とくにＢ型肝炎について 安斎哲郎  

41 大阪 1987.7.4-5 大阪鉄道病院 池内秀夫 消化器疾患の 21 世紀への展望 川井啓市  

     世界における心臓移植の現況 川島康生  

42 東京 1988.6.11-12 ＪＲ東京総合病院 浅野献一 輸入感染症の最近の動向 伊藤雅治  

     Circadian rhythm-時差ぼけの功罪 広重 力  

43 広島 1989.6.10-11 広島鉄道病院 西本幸男 原爆放射線障害の現状と将来 重松逸造  

     老人医療の問題を考える 天本 宏  
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     交通外傷治療の最近の進歩 生田義和  

     弁膜症外科治療の変遷 浅野献一  

44 仙台 1990.6.9-10 ＪＲ仙台病院 大内 博 胃癌と食生活に関する疫学的研究 加美山茂利  

     労働と健康 高田 勗  

     高血圧の診断と治療 阿部圭志  

     わが国における食道癌治療の現況 森 昌造  

45 名古屋 1991.6.8-9 JR 東海総合病院 鵜飼光雄 内分泌から見た宇宙医学 松井信夫  

     画像診断の進歩 佐久間貞行  

     リニアモーターカーシステム開発の現状 松田和久  

46 札幌 1992.6.12-13 札幌鉄道病院 平賀洋明 ディーゼル排気ガスの人体に及ぼす影響 岩井和郎  

     放射線の疫学 細田 裕  

     高齢化社会における交通事故 浦澤喜一  

47 大阪 1993.7.10-11 大阪鉄道病院 池内秀夫 交通事故における頚部損傷 米延策雄  

     調節傷害の診断と治療 木下 茂  

     臓器移植の現状と問題点 岡 隆宏  

48 東京 1994.6.3-4 ＪＲ東京総合病院 松本正久 海外で健康に暮らすために 渡辺義一  

     がんの疼痛対策 武田文和  

     世界におけるエイズ流行の現況と日本 武部 豊  

49 広島 1995.6.10-11 広島鉄道病院 力田忠義 中高年のスポーツ傷害 村上恒治  

     健康増進のための運動処方のすすめ方 大成浄志  

     高血圧運動療法のすすめ 出石宗仁  

50 仙台 1996.6.8-9 ＪＲ仙台病院 大内 博 大腸癌診断治療の分子生物学的アプローチ 馬場正三  

     職業病と職場環境 佐藤 洋  

     生体部分肝移植の現況と問題点 里見 進  

51 名古屋 1997.6.7-8 JR 東海総合病院 黒栁弥壽雄 宇宙飛行士と生体反応 間野忠明  

     医用画像と医療情報システム 石垣武男  

     エイジング 井形昭弘  

52 札幌 1998.6.6-7 札幌鉄道病院 平賀洋明 鉄道車両乗り心地評価の人間科学研究 鈴木浩明  

     高圧環境下における酸素療法 眞野喜洋  

     ストレスを巡る最近の話題 齋藤和雄  

     最近のじん肺の診断をめぐる話題 細田 裕  

53 大阪 1999.6.5-6 大阪鉄道病院 川井啓市 阪神大震災時の医療の実態と今後の対応 千葉 勉  

     ライフスタイルと健康 森本兼曩  

     癌の遺伝子調節化学療法（化学予防） 酒井敏行  

54 東京 2000.6.3-4 JR 東京総合病院 古瀬 彰 スピードと人間社会 行天義雄  

     男女共同参画社会をめざして 名取はにわ  



55 広島 2001.6.2-3 広島鉄道病院 力田忠義 ストレス社会とメンタルヘルス 山脇成人

最近の画像診断 伊藤勝陽

生活習慣病の現状と将来の展望 伊藤千賀子

鉄道再生への道のり 森下逸夫

56 仙台 2002.5.11-12 JR仙台病院 松井邦昭 高血圧と糖尿病 伊藤貞嘉

肺移植とその周囲の問題点 近藤 丘

世界の感染症の動向と日本人海外渡航者 岩崎恵美子

57 名古屋 2003.6.14-15 JR 東海総合病院 高木 弘 ＪＲ東海の中央新幹線計画とリニア技術開発 森下忠司 

58 札幌 2004.6.12-13 札幌鉄道病院 平賀洋明 変貌する感染症と治療戦略 山中 昇

介護予防と高齢者の社会的サポート 岸 玲子

薬剤による大腸癌の予防 新津洋司郎

59 誌上 2005.6.4-5 大阪鉄道病院 田中承男 小児のけいれん性疾患とその治療 山野恒一

自動車排ガスの生体影響 高野裕久

整形外科の最新治療 吉川秀樹

60 東京 2006.6.18-19 JR東京総合病院 花岡　一雄 宇宙酔い発生における前庭系のかかわり 肥塚 泉

深部静脈血栓症の予防と対策 瀬尾憲正

歴史の転換期と感染症 岩本愛吉

61 広島 2007.6.9-10 広島鉄道病院 三嶋 弘 呼吸はメタボリック症候群のキーファクター 河野修興

移植・再生医療 浅原利正

安全最優先の企業風土構築をめざして 丸尾和明

医療人の品格 久道 茂

62 仙台 2008.6.7-8 JR 仙台病院 松井邦昭 角膜の再生医療 西田幸二

グローバル化する新興感染症とその対応 押谷 仁

化粧のもう一つの顔 阿部恒之

63 名古屋 2009.6.13-14 名古屋セントラル病院 齋藤英彦 疲労の科学 渡辺恭良

超伝導リニア技術開発 白国紀行

64 札幌 2010.6.12-13 JR 札幌病院 安藤利昭 メタボリックシンドローム：現況と課題の点検 島本和明

豊かな海の秘密 岩上正暁

私たちと地球温暖化 山中康裕

ＪＲ北海道における環境問題への取り組み 豊田 誠

65 京都 2011.6.4-5 大阪鉄道病院 岸本三郎 同種造血幹細胞移植の現状 日野雅之

分子より見た生体リズム異常による病気 岡村　均

大阪ステーションシティの開発 江本達哉
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66 東京 2012.6.16-17 JR東京総合病院 鴨川盛秀 東日本大震災におけるDMATの活動と課題 小井土雄一

近藤久禎

市原正行

小早川義貴

放射線の人体への影響と福島原子力発電所事故 明石真言

東日本大震災の被害と 境　有紀

　　　　　これから発生する大地震に対する対策

JR東日本の安全輸送 嶋　誠治

67 広島 2013.6.8-9 広島鉄道病院 小野栄治 C型肝炎の最新の治療 茶山一彰

関節軟骨再生へのチャレンジ 越智光夫

運転士等の眠気予防策に関する研究 園田哲也

68 福岡 2014.6.7-8 JR 九州病院 林田一洋 がん薬物療法におけるチーム医療のあり方 江崎泰斗

膵癌に早期診断の鍵はあるか？ 田中雅夫

クルーズトレイン「ななつ星in九州」の七つの感動 仲　義雄

69 仙台 2015.5.30-31 JR 仙台病院 市来正隆 南極昭和基地での越冬報告 大江洋文

仙台駅の被災状況及び復興への取り組み 渡邉英明

東日本大震災からの創造的復興と 山本雅之

　　　　　東北メディカル・メガバンクプロジェクト

70 名古屋 2016.6.11-12 名古屋セントラル病院 中尾　昭公 膵癌外科治療の変遷 中尾　昭公

睡眠学のすすめ 大田　龍朗

超電導リニアによる中央新幹線計画 水野　孝則

認知症の克服に向けて 祖父江　元

71 札幌 2017.6.10-11 JR札幌病院 安藤　利昭 最近の高血圧治療：高血圧逆説の克服にむけて 島本　和明

今後の日本の宇宙開発と北海道 上杉　邦憲

　　　　～有人活動とスペースポートを中心に～

北海道新幹線の開業と今後の課題について 島村　昭志

診療ガイドラインの齎した医療の質向上と 平田　公一

　　　　　　　　　チーム医療の普及、そしてその将来

　　－固型がん、重症急性炎症性疾患を中心に－

認知症と自動車運転 下濱　俊

72 大阪 2018.6.2-3 大阪鉄道病院 上田　祐二 iPS細胞の再生医療への応用：血小板再生戦略 江藤　浩之

知っておきたいロコモ―ティブシンドローム 中村　博亮

地域活性化における鉄道ビジネスの果たす役割とは 岡田　学

　　　　～TWILIGHT EXPRESS瑞風の事例～

73 東京 2019.5.18-19 JR東京総合病院 髙戸　毅 あらゆる職種で男女共同参画 野村　幸世

結婚、子育て、家族のゆくえ 山田　昌弘

　５



再生医療が拓く新しい治療を目指して 髙戸　毅

　　　　　　　　　　　－見果てぬ夢を見続けて－

人工内耳による先天性および 加我　君孝

　　　　　　　　　　　　　     後天性難聴医療の革命

74 広島（誌上） 2020 JR広島病院 河本　昌志 感染症をめぐる最近の話題 大毛　宏喜

病院における幸せ健康経営への挑戦 世良田　和幸

～職員を幸せにする戦略

　　　　幸福度とプレゼンティーイズムの可視化～

75 仙台（WEB） 2021.9.18-19 JR仙台病院 佐藤　博 新型コロナウイルス感染症が 賀来　満夫

　　　　　　　　　　　　我々にもたらしたもの

　　　　　　　－現状と今後の対応の課題－

困った患者さんへの対応と 藤盛　啓成

　　　　　　　　　　　　　医療安全管理者の関わり

東北観光の活性化について 紺野　純一

　　　～コロナ下における広域連携による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北観光の推進～

76 名古屋 2022.6.4-5 名古屋セントラル病院 中尾　昭公 膵癌外科治療の現状 中尾　昭公

新型コロナウイルス感染症 森島　恒雄

　　　　　　　　　　　－この2年間を振り返る－

職場のメンタルヘルス 岩田　仲生

　６


