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日程表

■ 第1日目　9月17日（土）
第1会場 第2会場 第3会場

会場名 KFC Hall Room 115 Room 111
9:00 会長挨拶

9:15-10:00 
理事長講演
「慢性疼痛から見えてきた新しい病能」 

座長：中島 利博 
演者：西岡 久寿樹

10:00 10:00-12:00 
特別講演

座長：植田 弘師 
　　　行岡 正雄 
 演者：浅原 弘嗣
　　　髙嶋 博

10:00-11:00 
Hot topics 

座長：山野 嘉久 
演者：森本 貴美子 
　　　平井 利明 
　　　伊佐 拓哲

10:00-10:50 
一般口演1 

座長：戸田 克広 
演者：新居 弘章 
　　　関口 由紀 
　　　河野 麻衣 
　　　小菅 伊知郎 
　　　伊藤 和憲

11:00 11:00-12：00 
シンポジウム1 
線維筋痛症の代替治療 

座長：伊藤 和憲 
演者：岡 孝和 
　　　伊藤 壽記 
　　　皆川 陽一 
　　　浅井 福太郎

11:00-11:40 
一般口演2 

座長：藤田 英俊 
演者：多尾 聡美 
　　　手島 議起 
　　　薦田 昭宏 
　　　黒田 祐子

12:00 12:00-13:00 
ランチョンセミナー1 
線維筋痛症におけるSNRI製剤の治療の位置付け 

座長：村上 正人 
演者：岡 寛 
協賛：塩野義製薬株式会社/日本イーライリリー株式会社

12:00-13:00 
ランチョンセミナー2
線維筋痛症患者における心理社会的因子 

座長：山野 嘉久 
演者：伊達 久 
協賛：Meiji Seikaファルマ株式会社

13:00

13:20-13:50 
学会総会

14:00 14:00-16:00 
スポンサードシンポジウム1 
線維筋痛症治療アップデート 

座長：長田 賢一 
演者：井上 雄一 
　　　土井 永史 
　　　臼井 千恵 
協賛：ファイザー株式会社/エーザイ株式会社

14:00-16:00 
シンポジウム2 
線維筋痛症患者のメンタルヘルスと心理療法的 
アプローチ 

座長：金 外淑 
　　　加藤 実 
演者：加藤 実 
　　　田副 真美 
　　　石風呂 素子 
　　　金 外淑

15:00 15:00-16:00 
スポンサードシンポジウム2 
iPS細胞技術の進歩～疾患解析・創薬を目指して～

座長：永井 美之　 
演者：赤松 和土 
　　　井上 誠 
協賛：株式会社アイロム

16:00 16:00-17:00 
スポンサードシンポジウム3 
うつ病治療に対する反復性経頭蓋磁気刺激療法と 
線維筋痛症に対する可能性
線維筋痛症に対する反復性経頭蓋刺激療法の 
現状と臨床

座長：中島 利博　 
演者：川口 佑　 
　　　杉田 裕介 
協賛：医療法人社団翔友会 
　　　（新宿ストレスクリニック）

17:00 17:00-18:00 
イブニングセミナー 
線維筋痛症の痛みの定量化 

座長：三木 健司 
演者：岡 寛 
協賛：ニプロ株式会社

17:00-18:00 
スポンサードシンポジウム4 
脂肪由来幹細胞を用いた再生医療の基礎と臨床 
～線維筋痛症治療への可能性～ 

演者：平野 敦之 
協賛：株式会社バイオミメティクスシンパシーズ

17:00-18:00 
一般口演3 

座長：山野 嘉久 
演者：松本 美富士 
　　　長田 賢一 
　　　迎 武紘 
　　　班目 健夫

18:00 懇親会・ポスター発表  
第1会場前　ホワイエ　18:00-19:00 

座長：荒谷 聡子 
　　　藤田 英俊

19:00
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■ 第2日目　9月18日（日）
第1会場 第2会場 第3会場

会場名 KFC Hall Room 115 Room 111
9:00 9:00-11:00

 シンポジウム3 
ヒトパピローマウィルス関連免疫異常症候群
（HANS）の病因病態の解明に向けて 
  座長：西岡 久寿樹 
　　　黒岩 義之 
演者：黒岩 義之 
　　　横田 俊平 
　　　大西 孝宏 
　　　荒田 仁

9:00-12:00
 シンポジウム5 
線維筋痛症ガイドラインの説明 
  座長：松本 美富士　 
演者：臼井 千恵　 
　　　吉田 雅博　 
　　　宮前 多佳子　　 
　　　長田 賢一

9:00-10:00
 シンポジウム6 
線維筋痛症患者のケアと社会保障 
  座長：澁谷 美雪 
 演者：大江 悠樹 
　　　谷 峰穂 
　　　澁谷 美雪 
　　　窪内 郁恵

10:00 10:00-11:00 
 シンポジウム7 
線維筋痛症の運動療法 
  座長：薦田 昭宏 
 演者：薦田 昭宏 
　　　城 由起子 
　　　大住 倫弘

11:00 11:00-12:00  
 シンポジウム4 
線維筋痛症のイメージングセッション 
  座長：村上 正人 
　　　浦野 房三 
 演者：臼井 千恵　　 
　　　西森 美佐子  
　　　浦野 房三　

11:00-12:00 
 教育講演 
線維筋痛症における栄養療法の効果 
  座長：岡 寛 
 演者：姫野 友美

12:00 12:00-13:00 
 ランチョンセミナー3 
ペインクリニックから発展した集学的痛み治療 
外来の運営と臨床的意義 
  座長：村上 正人 
 演者：加藤 実 
 協賛：日本臓器製薬株式会社

12:00-13:00 
 ランチョンセミナー4 
線維筋痛症とオピオイド治療の注意点 
  座長：長田 賢一 
 演者：三木 健司 
 協賛：ヤンセンファーマ株式会社

12:00-13:00 
 ランチョンセミナー5 
慢性疼痛症におけるアセトアミノフェンの治療の 
位置づけ 
  座長：中島 利博 
 演者：岡 寛 
 協賛：あゆみ製薬株式会社

13:00

13:15-13:30 
 閉会式

14:00 14:00-15:30 
 市民公開講座 
これからの痛みの治療 
  座長：中島 利博 
 演者：西岡 久寿樹

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00


