
日本法中毒学会年会の開催地一覧 
 

開催年 開催地 年会長（敬称略） 

第 1回（昭和 57 年） 東京都 昭和大学薬学部 黒岩 幸雄 

第 2回（昭和 58 年） 東京都 科学警察研究所 丹羽口 徹吉 

第 3 回（昭和 59 年） 東京都 東京医科歯科大学 中澤 泰男 

第 4 回（昭和 60 年） 福岡市 九州大学薬学部 吉村 英敏 

第 5 回（昭和 61 年） 静岡県 浜松医科大学 浅野 稔 

第 6 回（昭和 62 年） 仙台市 東北大学薬学部 鈴木 康男 

第 7 回（昭和 63 年） 富山市 富山医科薬科大学薬学部 狐塚 寛 

第 8 回（平成元年） 広島市 広島大学医学部 小嶋 亨 

第 9 回（平成 2 年） 東京都 科学警察研究所 矢田 昭一 

第 10 回（平成 3 年） 岐阜市 岐阜薬科大学 鵜飼 茂夫 

第 11 回（平成 4 年） 

第 30 回 TIAFT 年会 

 
福岡市 

 
九州大学医学部 

 
永田 武明 

第 12 回（平成 5 年） 神戸市 神戸学院大学薬学部 福井 巳芳 

第 13 回（平成 6 年） 金沢市 北陸大学薬学部 山本 郁男 

第 14 回（平成 7 年） 札幌市 北海道医療大学薬学部 阪田 正勝 

第 15 回（平成 8 年） 名古屋市 愛知医科大学 山田 高路 

 
第 16 回（平成 9 年） 

 
吹田市 

昭和大学薬学部 

（大阪大学医学部） 

黒岩 幸雄 

（若杉 長英） 

第 17 回（平成 10 年） 東京都 科学警察研究所 永野 耐造 

第 18 回（平成 11 年） 福岡市 九州大学薬学部 小栗 一太 

第 19 回（平成 12 年） 浜松市 浜松医科大学 鈴木 修 

第 20 回（平成 13 年） 松江市 島根医科大学 木村 恒二郎 

第 21 回（平成 14 年） 大阪市 大阪府警科学捜査研究所 土橋 均 

第 22 回（平成 15 年） 東京都 昭和大学医学部 佐藤 啓造 

第 23 回（平成 16 年） 秋田市 秋田大学医学部 権守 邦夫 

第 24 回（平成 17 年） 福岡市 福岡大学医学部 柏村 征一 

第 25 回（平成 18 年） 東京都 三菱化学ビーシーエル 植木 眞琴 

第 26 回（平成 19 年） 延岡市 九州保健福祉大学薬学部 山本 郁男 

第 27 回（平成 20 年） 東京都 昭和大学薬学部 吉田 武美 

第 28 回（平成 21 年） 金沢市 北陸大学薬学部 渡辺 和人 

第 29 回（平成 22 年） 東京都 日本医科大学 大野 曜吉 

第 30 回（平成 23 年） 長崎市 長崎大学薬学部 中島 憲一郎 

第 31 回（平成 24 年） 

第 50 回 TIAFT 年会 

 
浜松市 

 
浜松医科大学 

 
鈴木 修 

第 32 回（平成 25年） 柏市 科学警察研究所 福島 弘文 

 


