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42.10 ～ 　43.5 東京大学 豊川　行平 東京大学 上田　英雄

43.5 ～ 44.5 順天堂大学 懸田　克躬 慶應義塾大学 牛場　大蔵

44.5 ～ 45.5 東京医科歯科大学 落合　京一郎（～45.4） 東京医科大学 小嶋　理一

45.5 ～ 46.5 順天堂大学 懸田　克躬 千葉大学 相磯　和嘉

46.5 ～ 47.5 千葉大学 松本　　胖 日本医科大学 斉藤　　淏

47.5 ～ 48.5 日本大学 永澤　　滋 東京大学 中井　準之助

48.5 ～ 49.5 東京大学 高安　久雄 東京慈恵会医科大学 南　　　武　

49.5 ～ 50.5 慶應義塾大学 三辺　　謙 千葉大学 香月　秀雄

50.5 ～ 51.5 千葉大学 香月　秀雄 日本大学 萩原　忠文

51.5 ～ 52.5 東京慈恵会医科大学 名取　礼二 東京医科歯科大学 島薗　安雄

52.5 ～ 52.7 東京医科歯科大学 吉田　　久 東京女子医科大学 千谷　七郎

52.10 ～ 53.5 東京大学 吉川　政己 東京女子医科大学 千谷　七郎

53.5 ～ 54.5 日本大学 小林　茂三郎 群馬大学 志田　圭三

54.5 ～ 55.5 東京医科歯科大学 加納　六郎 日本医科大学 伊藤　忠厚

55.5 ～ 56.5 昭和大学 上條　一也 横浜市立大学 福嶋　幸吉

56.5 ～ 57.5 千葉大学 井出　源四郎 自治医科大学 松本　清一

57.5 ～ 58.5 慶應義塾大学 倉田　正一 東京医科歯科大学 渡辺　　勈

58.5 ～ 59.5 東京大学 三島　済一 日本医科大学 伊藤　忠厚

59.5 ～ 60.5 東京女子医科大学 吉岡　守正 群馬大学 泉雄　　勝

60.5 ～ 61.5 筑波大学 阿南　功一 昭和大学 石井　淳一

61.5 ～ 62.5 東京慈恵会医科大学 阿部　正和 横浜市立大学 横井　　晋

62.5 ～ 63.5 東京医科歯科大学 中谷　林太郎 東京女子医科大学 喜多村　孝一

63.5 ～ 元.5 慶應義塾大学 植村　恭夫 千葉大学 高見沢　裕吉

元.5 ～ 2.5 千葉大学 村山　　智 東京慈恵会医科大学 小林　建一

2.5 ～ 3.5 東京医科大学 三輪　哲郎 信州大学 寺山　和雄

3.5 ～ 4.5 東京大学 遠藤　　實 北里大学 坂上　正道

4.5 ～ 5.5 日本医大学 菊地　吾郎 東京医科歯科大学 鈴木　章夫

5.5 ～ 6.5 東京医科歯科大学 鈴木　章夫 聖マリアンナ医科大学 須階　二朗

6.5 ～ 7.5 北里大学 佐藤　登志郎 群馬大学 宇田川　英一
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7.5 ～ 8.5 千葉大学 高橋　英世 東京慈恵会医科大学 酒井　　紀

8.5 ～ 9.5 日本大学 瀬在　幸安 東京医科歯科大学 大島　博幸

9.5 ～ 10.5 東京大学 石川　隆俊 昭和大学 藤巻　悦夫

10.5 ～ 11.5 慶應義塾大学 猿田　享男 信州大学 小宮　山淳

11.5 ～ 12.5 東京医科歯科大学 佐藤　達夫 北里大学 柹田　　章

12.5 ～ 13.5 聖マリアンナ医科大学 村山　正博 東京大学 武谷　雄二

13.5 ～ 14.5 千葉大学 福田　康一郎 東京慈恵会医科大学 大石　幸彦

14.5 ～ 14.7.16 東京女子医科大学 溝口　秀昭 東京医科歯科大学 西岡　　清

14.7.17 ～ 14.11.14 東京医科歯科大学 西岡　　清（代理） 東京医科歯科大学 西岡　　清

14.11.15 ～ 15.5 東京医科歯科大学 西岡　　清 東京慈恵会医科大学 大石　幸彦

15.5 ～ 16.5 自治医科大学 布施　勝生 東京大学 廣川　信隆

16.5 ～ 18.5 北里大学 吉村　博邦 新潟大学 下條　文武

18.5 ～ 20.5 信州大学 大橋　俊夫 日本大学 澤　　　充　

20.5 ～ 22.5 岩手医科大学 小川　　彰 千葉大学 河野　陽一

22.5 ～ 23.7 横浜市立大学 黒岩　義之 東京慈恵会医科大学 森山　　寛

23.8 ～ 24.5 東京慈恵会医科大学 森山　　寛 千葉大学 中谷　晴昭

24.5 ～ 26.5 埼玉医科大学 別所　正美 和歌山県立医科大学 岡村　吉隆

26.5 ～ 27.5 大阪市立大学 荒川　哲男 杏林大学 甲能　直幸

27.5 ～ 28.5 大阪市立大学 荒川　哲男 東邦大学 小原　　明

28.5 ～ 30.5 順天堂大学 新井　一 京都大学 稲垣　暢也

30.5 ～ 山形大学 山下　英俊 愛知医科大学 羽生田　正行
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