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秋季
⼤会

第1回 - 1957年 6⽉23⽇ ⽥坂 定孝 東⼤病院 東京都

第2回 - 1960年 6⽉26⽇ 林⽥ 健男 東⼤分院 東京都

第3回 - 1961年 3⽉29⽇〜30⽇ ⾼橋 忠雄 東京慈恵会医科⼤学 東京都

第4回 - 1962年 3⽉28⽇〜29⽇ ⽥坂 定孝 東⼤病院 東京都

第5回 - 1963年 3⽉29⽇〜31⽇ 増⽥ 正典 京都府⽴医科⼤学 京都市

- 第1回 1963年 11⽉8⽇〜10⽇
（合同）

佐藤 ⼋郎 ⿅児島⼤学 ⿅児島市

第6回 - 1964年 4⽉28⽇〜30⽇ ⼭形 敞⼀ 東北⼤学 仙台市

- 第2回 1964年 10⽉29⽇〜11⽉1⽇
（合同）

⽯原 國 ⿃取⼤学 ⿃取市

第7回 - 1965年 3⽉27⽇〜28⽇ 吉利 和 東京⼤学 東京都

- 第3回 1965年 9⽉30⽇〜10⽉1⽇
（合同）

⾼杉 年雄 北海道⼤学 札幌市

第8回 - 1966年 3⽉20⽇〜21⽇ 有賀 槐三 ⽇本⼤学 東京都

- 第4回 1966年 11⽉9⽇〜12⽇
（合同）

浦城 ⼆郎 広島⼤学 広島市

第9回 - 1967年 3⽉30⽇〜31⽇ ⻘⼭ 進午 名城病院 名古屋市

- 第5回 1967年 10⽉6⽇〜7⽇
（合同）

楠井 賢造 和歌⼭県⽴医科⼤学 和歌⼭市

第10回 - 1968年 4⽉7⽇〜8⽇ 勝⽊ 司⾺乃助 九州⼤学 福岡市

- 第6回 1968年 10⽉25⽇〜26⽇
（合同）

⼩⽥ 正幸 信州⼤学 松本市

第11回 - 1969年 3⽉28⽇〜29⽇ 林⽥ 健男 東⼤分院 東京都

- 第7回 1969年 10⽉14⽇〜15⽇
（合同）

油⾕ 友三 徳島⼤学 徳島市

第12回 - 1970年 2⽉27⽇〜28⽇ 湯川 永洋 湯川胃腸病院 ⼤阪市
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- 第8回 1970年 10⽉16⽇〜17⽇
（合同）

武内 重五郎 ⾦沢⼤学 ⾦沢市

第13回 - 1971年 4⽉1⽇〜2⽇ 村上 忠重 東京医科⻭科⼤学 東京都

- 第9回 1971年 9⽉30⽇〜10⽉2⽇
（合同）

海藤 勇 岩⼿医科⼤学 盛岡市

第14回 - 1972年 3⽉31⽇〜4⽉1⽇ 常岡 健⼆ ⽇本医科⼤学 東京都

- 第10回 1972年 9⽉28⽇〜30⽇
（合同）

市⽥ ⽂弘 新潟⼤学 新潟市

第15回 - 1973年
4⽉2⽇〜4⽇
（第1回アジア・太平洋内視
鏡学会議）

⽥坂 定孝 関東労災病院⻑ 京都市

- 第11回 1973年 11⽉17⽇〜19⽇
（合同）

三好 秋⾺ 広島⼤学 広島市

第16回 - 1974年 5⽉15⽇〜17⽇ 﨑⽥ 隆夫 国⽴がんセンター病院 内科 東京都

- 第12回 1974年 9⽉26⽇〜28⽇
（合同）

増⽥ 久之 秋⽥⼤学 秋⽥市

第17回 - 1975年 5⽉7⽇〜9⽇ 芦澤 真六 東京医科⼤学 第4内科 東京都

- 第13回 1975年 10⽉2⽇〜4⽇
（合同）

原 耕平 ⻑崎⼤学 ⻑崎市

第18回 - 1976年 4⽉27⽇〜29⽇ 城所 仂 順天堂⼤学医学部 消化器外科 東京都

- 第14回 1976年 10⽉28⽇〜30⽇
（合同）

春⽇井 達造 愛知県がんセンター 伊勢市

第19回 - 1977年 5⽉9⽇〜11⽇ 本⽥ 利男 ⽇本⼤学第3内科 東京都

- 第15回 1977年 10⽉18⽇〜20⽇
（合同）

三宅 健夫 天理よろづ相談所病院 奈良市

第20回 - 1978年 5⽉16⽇〜18⽇ ⽵本 忠良 ⼭⼝⼤学医学部 第1内科 東京都

- 第16回 1978年 10⽉19⽇〜21⽇
（合同）

井⽥ 和徳 岐⾩⻭科⼤学第2内科 岐⾩市

第21回 - 1979年 4⽉24⽇〜26⽇ 織⽥ 敏次 東京⼤学医学部 第1内科 東京都

- 第17回 1979年 10⽉15⽇〜17⽇
（合同）

⼩林 節雄 群⾺⼤学 前橋市

第22回 - 1980年 5⽉14⽇〜16⽇ 春⽇井 達造 愛知県がんセンター 副院⻑ 名古屋市
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- 第18回 1980年 10⽉22⽇〜24⽇
（合同）

橋本 修治 ⿅児島⼤学 ⿅児島市

第23回 - 1981年 5⽉14⽇〜16⽇ 三好 秋⾺ 広島⼤学 広島市

- 第19回 1981年 10⽉14⽇〜16⽇
（合同）

古賀 成昌 ⿃取⼤学 第1内科 ⽶⼦市

第24回 - 1982年 5⽉13⽇〜15⽇ 岡部 治弥 北⾥⼤学医学部 内科 横浜市

- 第20回 1982年 10⽉14⽇〜16⽇
（合同）

熱海 明 ⼭形県⽴中央病院 ⼭形市

第25回 - 1983年 5⽉19⽇〜21⽇ ⻑尾 房⼤ 東京慈恵会医科⼤学 第2外科 東京都

第26回 - 1983年 11⽉16⽇〜18⽇ ⼤柴 三郎 ⼤阪医科⼤学第2内科 ⼤阪市

第27回 - 1984年 5⽉24⽇〜26⽇ 並⽊ 正義 旭川医科⼤学第3内科 旭川市

第28回 - 1984年 11⽉15⽇〜17⽇ 平塚 秀雄 平塚胃腸病院 東京都

第29回 - 1985年 5⽉9⽇〜11⽇ 丹⽻ 寛⽂ 東京⼤学第1内科 東京都

第30回 - 1985年 10⽉3⽇〜5⽇ 島⽥ 宜浩 島根医科⼤学第2内科 松江市

第31回 - 1986年 5⽉15⽇〜17⽇ 信⽥ 重光 獨協医科⼤学第1外科 東京都

第32回 - 1986年 10⽉13⽇〜15⽇ ⼩⿊ ⼋七郎 国⽴がんセンター 内科 東京都

第33回 - 1987年 5⽉28⽇〜30⽇ 奥⽥ 茂 ⼤阪府⽴成⼈病センター 第3内科 ⼤阪市

第34回 - 1987年 11⽉19⽇〜21⽇ 渡辺 豊 東京慈恵会医科⼤学 内視鏡科 東京都

第35回 - 1988年 5⽉26⽇〜28⽇ 多賀須 幸男 関東逓信病院 消化器内科 東京都

第36回 - 1988年 10⽉27⽇〜29⽇ 川井 啓市 京都府⽴医科⼤学 公衆衛⽣ 京都市

第37回 - 1989年 5⽉11⽇〜13⽇ 中澤 三郎 名古屋⼤学第2内科 名古屋市

第38回 - 1989年 11⽉22⽇〜24⽇ 福地 創太郎 ⻁の⾨病院消化器科 東京都

第39回 - 1990年 4⽉19⽇〜21⽇ 遠藤 光夫 東京医科⻭科⼤学 第1外科 東京都
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第40回 - 1990年 11⽉28⽇〜30⽇ 福富 久之 筑波⼤学臨床医学系内科 東京都

第41回 - 1991年 5⽉15⽇〜17⽇ ⽐企 能樹 北⾥⼤学東病院外科 横浜市

第42回 - 1991年 11⽉25⽇〜27⽇ 三輪 剛 東海⼤学内科6 横浜市

第43回 - 1992年 4⽉15⽇〜17⽇ ⼩林 絢三 ⼤阪市⽴⼤学第3内科 ⼤阪市

第44回 - 1992年 10⽉29⽇〜31⽇ ⼤島 博 ⽇本医科⼤学内視鏡科 東京都

第45回 - 1993年 5⽉13⽇〜15⽇ ⼩越 和栄 県⽴がんセンター新潟病院 新潟市

第46回 - 1993年 9⽉23⽇〜25⽇
（DDW-Japan 1993）

藤⽥ ⼒也 昭和⼤学藤ケ丘病院内科 神⼾市

第47回 - 1994年 4⽉24⽇〜26⽇
（DDW-Japan 1994）

⼭川 達郎 帝京⼤学溝⼝病院外科 神⼾市

第48回 - 1994年 10⽉17⽇〜19⽇ 村島 義男 札幌厚⽣病院 札幌市

第49回 - 1995年
5⽉9⽇〜12⽇
（DDW-Japan 1995）

⾦⼦ 榮藏 浜松医科⼤学第1内科 横浜市

第50回 - 1995年 9⽉28⽇〜30⽇ 鈴⽊ 博昭 東京慈恵会医科⼤学 内視鏡科 東京都

第51回 - 1996年 4⽉18⽇〜20⽇
（DDW-Japan 1996）

梅⽥ 典嗣 国⽴国際医療センター消化器科 神⼾市

第52回 - 1996年

9⽉19⽇〜23⽇
（7th APCDE）
（10th APCGE）
（第38回⽇本消化器病学会）

中村 孝司 帝京⼤学第3内科 横浜市

第53回 - 1997年 4⽉17⽇〜20⽇
（DDW-Japan 1997）

鈴⽊ 茂 東京⼥⼦医科⼤学消化器内視鏡科 名古屋市

第54回 - 1997年 11⽉27⽇〜29⽇ ⼤原 毅 東京⼤学第3外科 東京都

第55回 - 1998年 4⽉15⽇〜18⽇
（DDW-Japan 1998）

⻫藤 利彦 東京医科⼤学第4内科 横浜市

第56回 - 1998年 11⽉19⽇〜21⽇ 原⽥ 英雄 岡⼭⼤学医学部臨床検査医学講座 岡⼭市

第57回 - 1999年 5⽉10⽇〜12⽇ 磨伊 正義 ⾦沢⼤学がん研究所外科 ⾦沢市

第58回 - 1999年 10⽉28⽇〜31⽇
（DDW-Japan 1999）

⼋尾 恒良 福岡⼤学筑紫病院消化器科 広島市

第59回 - 2000年 5⽉29⽇〜31⽇ 加嶋 敬 京都府⽴医科⼤学第3内科 京都市
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第60回 - 2000年 10⽉25⽇〜28⽇
（DDW-Japan 2000）

酒井 義浩 東邦⼤学⼤橋病院消化器診断部 神⼾市

第61回 - 2001年 5⽉10⽇〜12⽇ 下⼭ 孝 兵庫医科⼤学第４内科 神⼾市

第62回 - 2001年 10⽉17⽇〜20⽇
（DDW-Japan 2001）

北島 政樹 慶應⼤学外科 京都市

第63回 - 2002年 4⽉18⽇〜20⽇ 藤野 雅之 ⼭梨医科⼤学第1内科 甲府市

第64回 - 2002年 10⽉24⽇〜27⽇
（DDW-Japan 2002）

税所 宏光
千葉⼤学⼤学院医学研究院腫瘍内科
学

横浜市

第65回 - 2003年 5⽉29⽇〜31⽇ 池⽥ 靖洋 福岡⼤学第1外科 福岡市

第66回 - 2003年 10⽉15⽇〜18⽇
（DDW-Japan 2003）

荒川 泰⾏ ⽇本⼤学第3内科 ⼤阪市

第67回 - 2004年 5⽉26⽇〜28⽇ 勝 健⼀ ⼤阪医科⼤学第2内科 京都市

第68回 - 2004年 10⽉21⽇〜24⽇
（DDW-Japan 2004）

幕内 博康 東海⼤学医学部消化器外科学 福岡市

第69回 - 2005年 5⽉26⽇〜28⽇ 佐藤 信紘 順天堂⼤学消化器内科 東京都

第70回 - 2005年 10⽉5⽇〜8⽇
（DDW-Japan 2005）

⻯⽥ 正晴 ⼤阪府⽴成⼈病センター 神⼾市

第71回 - 2006年 5⽉14⽇〜16⽇ 上⻄ 紀夫 東京⼤学消化管外科 東京都

第72回 - 2006年 10⽉11⽇〜14⽇
（DDW-Japan 2006）

⽥中 三千雄 富⼭⼤学光学医療診療部 札幌市

第73回 - 2007年 5⽉9⽇〜11⽇ 三⽊ ⼀正
東邦⼤学医療センター⼤森病院 消
化器センター

東京都

第74回 - 2007年
10⽉18⽇〜21⽇
（DDW-Japan 2007）
（APDW 2007）

北野 正剛 ⼤分⼤学医学部第1外科 神⼾市

第75回 - 2008年 5⽉24⽇〜26⽇ ⻄元寺 克禮 北⾥⼤学医学部 消化器内科学 横浜市

第76回 - 2008年 10⽉1⽇〜4⽇
（JDDW 2008）

中島 正継 京都第⼆⾚⼗字病院 消化器科 東京都

第77回 - 2009年 5⽉21⽇〜23⽇ 芳野 純治 藤⽥保健衛⽣⼤学坂⽂種報德會病院 名古屋市

第78回 - 2009年 10⽉14⽇〜17⽇
（JDDW 2009）

⼯藤 進英
昭和⼤学横浜市北部病院 消化器セ
ンター

京都市

第79回 - 2010年 5⽉13⽇〜15⽇ ⽥尻 久雄
東京慈恵会医科⼤学 消化器・肝臓
内科

東京都
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第80回 - 2010年 10⽉13⽇〜16⽇
（JDDW 2010）

⼀瀬 雅夫 和歌⼭県⽴医科⼤学 第２内科 横浜市

第81回 - 2011年 8⽉17⽇〜19⽇ 吉⽥ 茂昭 ⻘森県⽴中央病院 院⻑ 名古屋市

第82回 - 2011年 10⽉20⽇〜23⽇
（JDDW 2011）

松井 敏幸 福岡⼤学筑紫病院 消化器内科 福岡市

第83回 - 2012年 5⽉12⽇〜14⽇ ⼩原 勝敏
福島県⽴医科⼤学附属病院 内視鏡
診療部

東京都

第84回 - 2012年 10⽉10⽇〜13⽇
（JDDW 2012）

⾼橋 信⼀ 杏林⼤学医学部 第３内科 神⼾市

第85回 - 2013年 5⽉10⽇〜12⽇ 春間 賢 川崎医科⼤学 消化管内科学 教授 京都市

第86回 - 2013年 10⽉9⽇〜12⽇
（JDDW 2013）

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

東京都

第87回 - 2014年 5⽉15⽇〜17⽇ ⽥中 雅夫
九州⼤学⼤学院医学研究院 臨床・
腫瘍外科 教授

福岡市

第88回 - 2014年 10⽉23⽇〜26⽇
（JDDW 2014）

屋嘉⽐ 康治
埼⽟医科⼤学総合医療センター 消
化器・肝臓内科

神⼾市

第89回 - 2015年 5⽉29⽇〜31⽇ 平⽥ ⼀郎
藤⽥保健衛⽣⼤学 消化管内科学講
座

名古屋市

第90回 - 2015年 10⽉8⽇〜11⽇
（JDDW 2015）

加藤 元嗣 北海道⼤学病院 光学医療診療部 東京都

第91回 - 2016年 5⽉12⽇〜14⽇ 峯 徹哉
東海⼤学医学部医学科内科学系 消
化器内科学 領域主任教授

東京都

第92回 - 2016年
11⽉3⽇〜6⽇
（JDDW2016)
（APDW 2016）

藤本 ⼀眞 佐賀⼤学医学部 内科 神⼾市

第93回 - 2017年 5⽉11⽇〜13⽇ 飯⽯ 浩康
⼤阪国際がんセンター・市⽴伊丹病
院

⼤阪市

第94回 - 2017年 10⽉12⽇〜15⽇
（JDDW 2017）

伊藤 透 ⾦沢医科⼤学 消化器内視鏡学 福岡市

第95回 - 2018年 5⽉10⽇〜12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 教授

東京都

第96回 - 2018年 11⽉1⽇〜4⽇
（JDDW 2018）

乾 和郎
藤⽥医科⼤学 ばんたね病院 消化器
内科

神⼾市

第97回 - 2019年 5⽉31⽇〜6⽉2⽇ 井上 晴洋
昭和⼤学江東豊洲病院 消化器セン
ター

東京都

第98回 - 2019年 11⽉21⽇〜24⽇
（JDDW2019）

福⽥ 眞作 弘前⼤学⼤学院 消化器⾎液内科学 神⼾市

第99回 - 2020年 9⽉2⽇〜3⽇ 樋⼝ 和秀 ⼤阪医科⼤学 第2内科 教授 京都市
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第100回 - 2020年 11⽉5⽇〜8⽇
（JDDW2020）

河合 隆 東京医科⼤学 消化器内視鏡学 神⼾市

第101回 - 2021年 5⽉14⽇〜16⽇ ⽥中 信治
広島⼤学⼤学院 医系科学研究科 内視
鏡医学

広島市

第102回 - 2021年 11⽉4⽇〜11⽉7⽇
（JDDW2021)

⼭本 博徳
⾃治医科⼤学 内科学講座 主任教
授

神⼾市

第103回 - 2022年 5⽉13⽇〜15⽇ 緒⽅ 晴彦 慶應義塾⼤学医学部 内視鏡センター 京都市

第104回 - 2022年 10⽉27⽇〜30⽇
（JDDW2022)

植⽊ 敏晴 福岡⼤学筑紫病院 消化器内科 福岡市

第105回 - 2023年 5⽉25⽇〜27⽇ 松本 主之
岩⼿医科⼤学 内科学講座 消化器
内科消化管分野

東京都

第106回 - 2023年 11⽉2⽇〜5⽇
（JDDW2023）

塩⾕ 昭⼦ 川崎医科⼤学 消化管内科 神⼾市

第107回 - 2024年 未定 ⼊澤 篤志
獨協医科⼤学医学部 内科学（消化
器）講座

未定
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