
回 氏　名 所　属・職　名 開 催 年 月 日 受　賞　歴

第１回 　　児玉　桂三 　東京大学・教授 昭和25年11月25日
旭二　　　　昭和40年 4月29日
正三    　　昭和47年10月 1日

第２回     深 井  孝之助 　大阪大学・教授 昭和26年11月11日 瑞二　　　　平成　5年　4月29日　

第３回 　　沖中　重雄 　東京大学・教授 昭和27年11月22日
文化勲章　昭和45年11月　3日
瑞一　　　　昭和50年11月　3日
従三　　　　平成　4年　4月20日

第４回 　　杉本　良一 　鹿児島大学・教授 昭和28年11月28日
旭四　　　　昭和39年  8月22日
従五    　　昭和39年　8月22日

第５回 　　前川　孫次郎 　京都大学・教授 昭和29年11月13日
瑞三　　　　昭和46年　2月　2日
従三　　　　昭和46年　2月　2日

第６回 　　石田　二郎 　慶應義塾大学・教授 昭和30年11月20日 旭三　　　　昭和52年11月　3日

第７回 　　吉田　長之 　徳島大学・教授
昭和31年11月　7日
昭和31年11月　8日

旭三　　　　昭和59年　4月29日
正四　　　　平成　5年　7月15日

第８回 　　有賀　槐三 　日本大学・教授
昭和32年11月　8日
昭和32年11月　9日

瑞二　　　　昭和58年　4月29日　

第９回 　　山村　雄一 　九州大学・教授
昭和33年10月　3日
昭和33年10月　4日

瑞一　　　　平成　2年　6月10日
正三　　　　平成　2年　6月10日

第10回 　　堺　　哲郎 　新潟大学・教授
昭和34年　9月26日
昭和34年　9月27日

旭三　　　　昭和44年　9月30日
従三　　　　昭和44年　9月30日

第11回 　　宮本　　璋 　東京医科歯科大学・教授
昭和35年　9月　2日
昭和35年　9月　3日

旭三　　　　昭和45年　4月29日

第12回 　　中村　正二郎 　山口大学・教授
昭和36年11月　8日
昭和36年11月　9日

旭二　　　　昭和52年12月　4日
正三　　　　昭和52年12月　4日

第13回 　　戸塚　忠政 　信州大学・教授
昭和37年10月18日
昭和37年10月19日

旭三　　　　昭和55年11月　3日

第14回 　　乾　　成美 　岐阜大学・教授
昭和38年　9月27日
昭和38年　9月28日

瑞三　　　　昭和46年12月　5日
従四　　　　昭和46年12月　5日

第15回 　　三好　和夫 　徳島大学・教授
昭和39年11月13日
昭和39年11月14日

瑞二　　　　昭和60年11月　3日　

第16回 　　三輪　清三 　千葉大学・教授
昭和40年11月　5日
昭和40年11月　6日

旭三　　　　昭和48年11月　3日
正四　　　　平成元年　9月18日

第17回     富 田    仁　 　京都大学・教授
昭和41年11月　1日
昭和41年11月　2日

瑞三　　　　平成　8年　2月17日
正四　　　　平成　8年　2月17日

第18回 　　赤井　貞彦 　新潟県立がんセンター・医長
昭和42年10月　6日
昭和42年10月　7日

瑞三　　　　平成　3年　9月　6日　

第19回 　　村上　元孝 　金沢大学・教授
昭和43年10月　4日
昭和43年10月　5日

旭三　　　　平成元年　1月20日
正四　　　　平成元年　1月20日

第20回 　　平井　秀松 　北海道大学・教授
昭和44年10月　1日
昭和44年10月　3日

瑞二　　　　平成　2年　4月29日
正四　　　　平成　3年12月20日

第21回 　　中村　正二郎 　山口大学・教授
昭和45年11月　6日
昭和45年11月　7日

旭二　　　　昭和52年12月　4日
正三　　　　昭和52年12月　4日

第22回 　　大池　弥三郎 　弘前大学・教授
昭和46年10月21日
昭和46年10月22日

旭二　　　　昭和60年11月　3日　

第23回 　　熊原　雄一 　大阪大学・教授
昭和47年10月21日
昭和47年10月22日

第24回 　　福岡　良男 　東北大学・教授
昭和48年10月19日
昭和48年10月20日
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第25回 　　山崎　晴一朗 　久留米大学・教授
昭和49年10月26日
昭和49年10月27日

第26回 　　増田　正典 　京都府立大学・教授
昭和50年10月24日
昭和50年10月25日

旭三　　　　昭和57年11月　4日　

第27回 　　赤井　貞彦 　新潟県立がんセンター・医長
昭和51年10月28日
昭和51年10月29日

瑞三　　　　平成　3年　9月　6日　

第28回 　　中村　正二郎 　山口大学・学長
昭和52年10月27日
昭和52年10月28日

旭二　　　　昭和52年12月　4日
正三　　　　昭和52年12月　4日

第29回 　　馬場　茂明 　神戸大学・教授
昭和53年10月26日
昭和53年10月28日

第30回 　　平井　秀松 　北海道大学・教授
昭和54年10月18日
昭和54年10月20日

瑞二　　　　平成　2年　4月29日
正四　　　　平成　3年12月20日

第31回 　　平山　千里 　鳥取大学・教授
昭和55年11月27日
昭和55年11月28日

第32回 　　荻田　善一 　富山医科薬科大学・教授
昭和56年10月30日
昭和56年10月31日

第33回 　　長島　秀夫 　岡山大学・教授
昭和57年10月29日
昭和57年10月30日

旭三　　　　平成　2年　4月　7日
正三　　　　平成　2年　4月　7日

第34回 　　菅野　剛史 　浜松医科大学・教授
昭和58年10月22日
昭和58年10月23日

第35回 　　原　　三郎 　久留米大学・教授
昭和59年11月15日
昭和59年11月16日

第36回 　　菅野　　浩 　新潟大学・教授
昭和60年10月　5日
昭和60年10月　6日

第37回 　　高月　　清 　熊本大学・教授
昭和61年10月17日
昭和61年10月18日

紫綬　　　　平成　5年11月　3日　

第38回 　　伊藤　忠一 　岩手医科大学・教授
昭和62年10月23日
昭和62年10月24日

第39回 　　谷内　　昭 　札幌医科大学・教授
昭和63年10月13日
昭和63年10月14日

第40回 　　竹尾　和典 　山口大学・教授
平成元年11月　9日
平成元年11月10日

第41回 　　武田　和久 　香川大学・教授
平成　2年11月　8日
平成　2年11月　9日

第42回 　　右田　俊介 　金沢大学・教授
平成　3年10月31日
平成　3年11月　1日

第43回 　　林　　泰三 　大阪医科大学・教授
平成　4年11月12日
平成　4年11月13日

第44回 　　坂岸　良克 　埼玉医科大学・教授
平成　5年11月　5日
平成　5年11月　6日

第45回 　　西　　信三 　北海道大学・教授
平成　6年10月　8日
平成　6年10月　9日

第46回 　　寺部　　茂 　姫路工業大学・教授
平成　7年10月12日
平成　7年10月13日

第47回 　　吉岡　尚文 　秋田大学・教授
平成　8年10月　4日
平成　8年10月　5日

第48回 　　陰山　　克 　大阪医科大学・教授
平成　9年10月　2日
平成　9年10月　3日

第49回 　　今井　浩三 　札幌医科大学・教授
平成10年　9月25日
平成10年　9月26日

紫綬　　　　平成　25年11月　2日　

第50回 　　中村　和行 　山口大学・教授
平成11年11月18日
平成11年11月19日

第51回 　　真鍋　　敬 　愛媛大学・教授
平成12年11月　9日
平成12年11月10日



第52回 　　戸澤　辰雄 　兵庫医科大学・助教授
平成13年11月　8日
平成13年11月　9日

第53回 　　芝　 燁彦 　昭和大学・教授
平成14年11月　8日
平成14年11月　9日

第54回 　　櫻林　郁之介 　自治医科大学・教授
平成15年11月13日
平成15年11月14日

第55回 　　芝　紀代子 　東京医科歯科大学・教授
平成16年11月12日
平成16年11月13日

第56回 　　本庄　利男 　麻布大学・助教授
平成17年11月11日
平成17年11月12日

第57回 　　前川　真人 　浜松医科大学・教授
平成18年10月27日
平成18年10月28日

第58回 　　日野田　裕治 　山口大学・教授
平成19年11月 8日
平成19年11月 9日

第59回 　　鈴木　　潤 　麻布大学・教授
平成20年11月15日
平成20年11月16日

第60回 　　藤田　清貴 　信州大学・准教授
平成21年 9月19日
平成21年 9月20日

第61回 　　森山　隆則 　北海道大学・教授
平成22年 9月18日
平成22年 9月19日

第62回 伊東　文生 　聖マリアンナ医科大学・教授
平成23年11月12日
平成23年11月13日

第63回 近藤　　格 　国立がん研究センター研究所
平成24年 8月20日
平成24年 8月21日

第64回  舩渡　忠男 　東北福祉大学・教授
平成25年11月15日
平成25年11月16日

第65回 平野　　久 　横浜市立大学・教授
平成26年10月24日
平成26年10月25日

第66回 志村　清仁 　福島県立医科大学・教授
平成27年 9月 4日
平成27年 9月 5日

第67回 近藤　　格 　国立がん研究センター研究所
平成28年 8月26日
平成28年 8月27日

第68回 木下　英司 　広島大学・准教授
平成29年11月24日
平成29年11月25日

第68回 大石　正道 　広島大学・講師
平成30年8月8日
平成30年8月9日


