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プログラム
第1日目　2月21日（金）

●第1会場（4Fホール）
	 会長挨拶	 9：30～9：40
   世良田和幸（昭和大学横浜市北部病院　麻酔科）

 
	 特別講演	 9：45～10：45
  「痛みの声を聴く」
   座長：小川節郎（日本大学総合科学研究所）

   演者：外須美夫（九州大学大学院医学研究院　麻酔・蘇生学分野）

 
	 招請講演Ⅰ	 10：55～11：55
  「オピオイド鎮痛薬の現況と今後：適正使用を考える」
   座長：細川豊史（京都府立医科大学附属病院　疼痛緩和医学講座）

   演者：山口重樹（獨協医科大学医学部　麻酔科学講座）

 
	 教育講演１	 13：40～14：40
  「痛みの「見える化」、脳画像を使った慢性痛への挑戦」
   座長：信太賢治（昭和大学医学部　麻酔科学講座）

   演者：荻野祐一（群馬大学附属病院　麻酔科）

 
	 イブニングセミナー	 16：40～17：40
  「遷延性術後痛の対策　－薬物療法のtherapeutic	windowを考える－」
   座長：川真田樹人（信州大学医学部　麻酔蘇生学講座）

   演者：飯田宏樹（岐阜大学大学院医学系研究科　麻酔・疼痛制御学）

   協賛：ファイザー（株）/エーザイ（株）
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●第2会場（8Ｆ　8Ａ/Ｂ会議室）
	 一般演題1　Ａ－Ｉ　痛みの研究－１）	 10：00～11：00 
   座長：井関雅子（順天堂大学医学部　麻酔科学・ペインクリニック講座）

   　　　樋口比登美（昭和大学　内科学講座　緩和医療科学部門）

 AI-1 消散性直腸肛門痛の病態解明
   高野正博
   大腸肛門病センター　高野病院

 AI-2 肩関節周囲炎２症例の治療結果の比較検討
   小池由美子、高橋秀則、福田　悟、南部　隆、佐々木翼、西山比呂史、澤村成史
   帝京大学　医学部　麻酔科　ペインクリニック科

 AI-3 痛みの日常生活動作への影響の強さは患者のVAS評価にどう関わっているか
   有働幸紘1、柴田純平2、新居　憲3、野田昌宏2、内山壮太2、河田耕太郎2、
   伊藤　舞2、早川聖子2、秋山正慶2、西田　修2,3

   1藤田保健衛生大学病院　麻酔科・ペインクリニック外来、
   2藤田保健衛生大学　医学部　麻酔・侵襲制御医学講座、
   3藤田保健衛生大学　医学部　麻酔・周術期管理医学講座

 AI-4 慢性疼痛患者の痛みの主観的評価と神経生理学的反応の関連
   金原一宏1、大城昌平2、寺田和弘3、伊澤伸太郎4

   1聖隷クリストファー大学　リハビリテーション学部　理学療法学科、
   2聖隷クリストファー大学大学院、3寺田痛みのクリニック、
   4リハビリテーション中伊豆温泉病院

 AI-5 脊髄刺激療法の脳への効果「近赤外分光分析法」
   functional near-infrared spectroscopyを用いて
   松下至誠1、宮城　靖2

   1貝塚病院　麻酔科、2貝塚病院　機能神経外科

 AI-6 質問表を用いた慢性痛の治療反応性予測に関する予備的研究
   大迫正一、植松弘進、松田陽一、藤野裕士
   大阪大学大学院医学系研究科　麻酔・集中治療医学講座  
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	 一般演題2　Ｂ-Ⅰ症例報告－１）　	 11：10～12：00 
   座長：松本宜明（日本大学薬学部　臨床薬物動態学）

   　　　野坂修一（滋賀医科大学　麻酔学講座）

 BI-1 腰神経根ブロックが著効した難治性疼痛併発の腓骨神経麻痺症例
   吉川晶子1、田邉　豊1、川口慎憲2、中村尊子1

   1順天堂大学　医学部附属練馬病院　麻酔科・ペインクリニック、
   2防衛医科大学校 麻酔学講座

 BI-2 治療抵抗性の開胸術後疼痛に対しリドカイン点滴静注が有効であった１症例
   川口慎憲1、筒井紗也子1、吉川晶子2、田邉　豊2

   1防衛医科大学校　麻酔学講座、
   2順天堂大学附属順天堂練馬病院　麻酔科学・ペインクリニック講座

 BI-3 慢性肛門部痛とされた会陰部痛の原因が馬尾腫瘍であった１症例
   波多野貴彦、細川豊史、上野博史、深澤圭太、大西佳子、権　　哲、谷口彩乃、
   福島　豊
   京都府立医科大学附属病院　疼痛緩和医療学講座

 BI-4 結核性髄膜炎後の慢性難治性疼痛に対し脊髄刺激療法が著効した１症例
   沼田祐貴、濱口眞輔、根本興平、五月女俊也、山口重樹
   獨協医科大学　医学部　麻酔科学講座

 BI-5 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤にて軽快した外傷性頚部症候群の
   一例
   櫻井貴敏1、青山幸生2、伊藤圭介3、伊豆蔵英明3、岩渕　聡3

   1東邦大学医療センター大橋病院救急集中治療科、
   2東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科、
   3東邦大学医療センター大橋病院麻酔科
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	 ランチョンセミナー1　　共催：マシモジャパン（株）	 12：30～13：20
  「慢性疼痛と鍼灸」
   座長：青山幸生（東邦大学医療センター大橋病院　麻酔科）

   演者：高橋秀則（帝京平成大学　ヒューマンケア学部鍼灸学科）

 
	 慢性痛の心理アセスメントワークショップ　　共催：日本臓器製薬（株）	 13：40～16：30 
 「慢性疼痛の治療的心理診断面接：体から心へ」
   座長：伊達久（仙台ペインクリニック）

   ミニレクチャー：「慢性疼痛と失感情症」
   　　　　　　　　細井昌子（九州大学病院　心療内科）

   ワークショップ：「身体症状からの心理アセスメント」
   　　　　　　　　荒木登茂子（九州大学病院　心療内科）
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●第3会場　（10Ｆ　軽運動室）
	 一般演題3　Ｃ　様々な評価法　　	 10：00～10：50
   座長：平川奈緒美（佐賀大学医学部　麻酔・蘇生学教室）

   　　　西木戸　修（聖マリアンナ医科大学　麻酔科）

 C-1  「うつ」は「痛み」か：疾病啓発キャンペーンを問う
   齊尾武郎1, 2

   1フジ虎ノ門健康増進センター、2K&S産業精神保健コンサルティング

 C-2  肩こりに対する筋弾性評価−磁気治療−
   谷口典正1, 2、金井成行1

   1関西医療大学　保健医療学部　ヘルスプロモーション整復学科、
   2ピップ株式会社　商品開発事業本部　開発生産本部　プロダクト部　磁気研究課

 C-3  慢性疼痛患者に対する集学的診療によって判断する運動療法の適応について
   西上智彦1, 2、山田恵子2, 3、史　賢林2, 4、高橋紀代5、柴田政彦2

   1甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　理学療法学科、
   2大阪大学医学部附属病院　疼痛医療センター、
   3大阪大学大学院　医学系研究科　公衆衛生学教室、
   4大阪大学大学院　医学系研究科　整形外科、
   5篤友会リハビリテーションクリニック　リハビリテーション科

 C-4  慢性疼痛患者における神経ブロック前後の自律神経の変化と痛みの関係について
   小林舞子1、大友　篤1、遠藤雅之1、小野寺真哉1、伊藤亜里紗1、鴇田美里1、
   藤原航太2、伊達　久3

   1仙台ペインクリニック　理学療法士、2仙台ペインクリニック　臨床心理士、
   3仙台ペインクリニック　麻酔科

 C-5  一般開業医における超音波ガイド下肩峰下滑液包内注射の有効性と問題点
   岸　秀行1、山口達郎1、立原弘章2、阪口大和3、伊藤樹史4

   1きし整形外科・内科　−痛みの外来−、
   2立原医院（麻酔科・ペインクリニック）、
   3阪口クリニック、4東京医科大学病院麻酔科（武蔵野病院）
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	 一般演題4　Ｄ　薬物療法　　	 11：00～12：00
   座長：有田英子（JR東京総合病院　麻酔科・痛みセンター）

   　　　伊達　久（仙台ペインクリニック）

 D-1  膝痛に対し防巳黄耆湯に牛車腎気丸を併用し奏功した３症例
   佐々木翼1, 2、小池由美子1、西山比呂史1、南部　隆1、福田　悟1、澤村成史1、
   高橋秀則3

   1帝京大学医学部附属病院麻酔科、2クリニック川越、
   3帝京平成大学ヒューマンケア学部はり灸学科

 D-2  変形性膝関節症に対するヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤
   （サイビスクディスポ®）の効果と投与方法
   山上　裕章
   ヤマトペインクリニック

 D-3  高齢者におけるメサペインの使用経験
   橋本智貴1、山口重樹1、佐々木大雅1、濱口眞輔1、寺島哲二1、石川和由2、高薄敏史1

   1獨協医科大学　医学部　麻酔科学講座、
   2獨協医科大学病院　腫瘍センター　緩和ケア部門

 D-4  オピオイドの速放製剤の使用障害について
   秦　要人1、山口重樹1、濱口眞輔1、大谷太郎1、木村嘉之1、高薄敏史2、石川和由2

   1獨協医科大学　医学部　麻酔科学講座、
   2獨協医科大学病院　腫瘍センター　緩和ケア部門

 D-5  脳血管障害後の痛みに対し漢方治療が奏功した１症例
   山川雅子1、岡本健一郎1、菊岡修一1、鈴木陽子1、世良田和幸2

   1昭和大学横浜市北部病院　緩和医療科、2昭和大学横浜市北部病院　麻酔科

 D-6  ７年来のリウマチ性仙腸関節炎による腰痛が加味帰脾湯にて改善した症例
   松本園子1、飯田史絵1、菅澤佑介1、原　厚子1、小西るり子2、光畑裕正1

   1順天堂大学　医学部　付属　順天堂東京江東高齢者医療センター、
   2練馬光が丘病院
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	 ランチョンセミナー2　　共催：ヤンセンファーマ（株）	 12：30～13：20
  「慢性痛の中で最も頻度の高い“慢性腰痛”の病態と治療」
   座長：小川節郎（日本大学総合科学研究所）

   演者：矢吹省司（福島県立医科大学医学部　整形外科）

　
	 一般演題5　Ａ－ＩＩ　痛みの研究－２）　　	 13：40～14：20
   座長：濱口眞輔（獨協医科大学　麻酔科学講座）

　　
 AII-1 経皮的椎体形成術施行中における骨穿刺針の破損とその検討
   菊池　元、上島賢哉、明石奈津子、清永夏江、篠川美希、深澤正之、米川裕子、
   林　摩耶、安部洋一郎
   NTT東日本関東病院　ペインクリニック

 AII-2 MRガイド下集束超音波治療による椎間関節由来の腰痛軽減が姿勢バランスに及ぼ
   す影響
   近藤　寛1、榎　勇人1、細田里南1、芥川知彰1、小田翔太1、永野靖典1、石田健司1、
   川崎元敬2、南場寛文2、加藤友也2

   1高知大学医学部附属病院　リハビリテーション部、
   2高知大学医学部附属病院　整形外科

 AII-3 トリガーポイント診断意義の検討−TP原因筋検出法に関して−
   皆川陽一、高橋秀則
   帝京平成大学　ヒューマンケア学部　鍼灸学科

 AII-4 新しい固定法（ピロリドン液）の遺体で行った、超音波ガイド下腕神経叢ブロック
   の経験
   松岡修平、西山隆久、屋良美紀、岩瀬直人、柿沼孝泰、土地岳彦、臼田美穂、
   福井秀公、内野博之、大瀬戸清茂
   東京医科大学　麻酔科学講座
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	 一般演題6　Ｅ-Ⅰ神経障害性疼痛／CRPS-１）　　	 14：40～15：20
   座長：岡本健一郎（昭和大学横浜市北部病院　緩和医療科）

 EI-1 長期オピオイド鎮痛薬内服中の神経障害性がん性痛患者に認められた速放性オピオ
   イド嗜癖の１例
   谷口彩乃、細川豊史、権　　哲、深澤圭太
   京都府立医科大学　疼痛緩和医療学講座

 EI-2 オピオイド治療中のせん妄に苦慮した高齢者帯状疱疹関連痛の一例
   五月女俊哉、山口重樹、濱口眞輔、大谷太郎、小澤継史、篠崎未緒、高薄敏史
   獨協医科大学　医学部　麻酔科学講座

 EI-3 limited-duration SCSと理学療法併用で一次的な効果しか得られなかった、CRPS様
   症状を伴う帯状疱疹の一症例
   杉田　萌、長谷川理恵、会田紀章、斎藤理恵、高橋良佳、榎本達也、井関雅子
   順天堂大学　医学部　麻酔科学・ペインクリニック講座

 EI-4 複合性局所疼痛症候群（CRPS）の痛みの緩和にステロイド薬の内服が有効であっ
   た一例
   菊岡修一1、岡本健一郎1、山川雅子1、鈴木陽子1、世良田和幸2

   1昭和大学　横浜市北部病院　緩和医療科、2昭和大学　横浜市北部病院　麻酔科
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	 一般演題7　F　歯科・口腔疾患　　	 15：30～16：30
   座長：別部智司（神奈川歯科大学　麻酔科学講座）

   　　　三浦一恵（鶴見大学　歯学部　歯科麻酔学講座）

 F-1  歯科補綴併用が有用であった歯列咬合異常感症
   中野良信
   医療法人蒼生会　蒼生病院　歯科・口腔心療科

 F-2  当院における舌痛症患者の治療経験
   濱口眞輔、五月女俊也、長嶋祥子、塚田妹子、山口重樹
   獨協医科大学　医学部　麻酔科学講座

 F-3  上顎前歯部の慢性疼痛に対して統合的治療が奏功した一例
   三浦一恵、河原　博
   鶴見大学　歯学部　歯科麻酔学講座

 F-4  様々な口腔内の痛みが出現した三叉神経痛患者の一症例
   今泉うの、別部智司、梅澤伸夫、買原一郎、吉田和市
   神奈川歯科大学　麻酔科学講座

 F-5  歯根嚢胞摘出を含む抜歯後の慢性痛の治療を行った一症例
   梅澤伸夫、別部智司、今泉うの、買原一郎、吉田和市
   神奈川歯科大学　麻酔科学講座

 F-6  舌痛症と非定型顔面痛　A atypical facial neuralgia and glossodynia
   石田　惠
   口腔心理室  
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	 企業展示	 9：30～17：30 
 	 9Ｆ　小会議室　901／902
　
 
	 情報交流会	 18：00～20：00 
 	 10Ｆ　H×3（エイチバイスリー）
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第2日目　2月22日（土）

●第1会場（4Fホール）
	 基調講演	 9：30～10：30
	 	 「疼痛医療における医師—患者関係：関係性の積極的診断」
	 	 	 座長：大瀬戸清茂（東京医科大学　麻酔科学教室）
	 	 	 演者：永田勝太郎（㈶国際全人医療研究所、ＷＨＯ（世界保健機構）心身医学・精神薬理学）

 
	 教育講演２	 10：35～11：35
	 	 「運動器と脳のdysfunctionという観点からの
	 	 　	Mechanism	Based	Treatment	and	Prevention(MBTP)	の提案」
	 	 	 座長：柴田政彦（大阪大学大学院医学系研究科　疼痛医学寄付講座）
	 	 	 演者：松平　浩（関東労災病院　勤労者筋・骨格系疾患研究センター）

 
	 漢方教育セミナー	 11：40～12：40
	 	 「慢性疼痛疾患における心理的因子を漢方的に診る」
	 	 	 座長：矢数芳英（東京医科大学　麻酔科学講座）
	 	 	 演者：平田道彦（平田ペインクリニック）

 
	 市民公開講座	 14：00～16：00
	 	 「痛みを知り、その治療法を学ぶ」
	 	 	 座長：宮崎東洋（医療法人財団健貢会東京クリニック、
	 	 	 　　　　　　　　順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座）
	 	 	 　　　井関雅子（順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座）
	 	 	 演者：増田　豊（医療法人財団健貢会東京クリニック、前昭和大学教授）
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●第2会場（8Ｆ　8Ａ/Ｂ会議室）
	 シンポジウム	 9：30～11：30 
 	 「口腔顔面領域の慢性痛に対する多彩なアプローチ」
   座長：吉田和市（神奈川歯科大学　麻酔科学講座）

   　　　別部智司（神奈川歯科大学　麻酔科学講座）

   シンポジスト：
   「ペインクリニックからのアプローチ」
   佐久間泰司（大阪歯科大学附属病院　歯科麻酔科・ペインクリニック）

   「脳神経外科からのアプローチ」
   北原功雄（千葉徳洲会病院　脳脊髄神経外科）

   「歯内療法からのアプローチ」
   山口博康（鶴見大学歯学部附属病院　総合歯科２）

   「漢方薬手法によるアプローチ」
   山口孝二郎（鹿児島大学病院　口腔顎顔面センター口腔外科／漢方診療センター）
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	 一般演題8　Ｂ－ＩＩ　症例報告－２）　　	 11：40～12：30
   座長：田上　正（東京医科大学　麻酔科学講座）

   　　　橋本　誠（東京都保健医療公社　荏原病院　麻酔科）

 BII-1 慢性全身痛の原因が線維筋痛症と診断されていた１例
   上村裕平1, 2、濱田　献2、冨田由紀子2、平川奈緒美2

   1社会保険　仲原病院　麻酔科・ペインクリニック、
   2佐賀大学　医学部　麻酔・蘇生学

 BII-2 知性化・女性嫌悪がみられた疼痛性障害に対するチームアプローチの一例：
   非言語療法の有用性
   西原智恵1、荒木登茂子2、山下敏子2、安野広三1、富岡光直1、井上豊子2、
   川久保宏美2、河田　浩2、貴船美保2、須藤信行1, 2、細井昌子2

   1九州大学　大学院医学研究院　心身医学、2九州大学病院　心療内科

 BII-3 CRPSと診断したが、原因（交通事故）と症状を装っていた可能性がある症例
   大庭由宇吾1、塩川浩輝2、本山嘉正3、石邊奈都紀3、甲斐哲也2、外須美夫2

   1九州大学病院　手術部、2九州大学医学研究院　麻酔蘇生学、
   3九州大学病院　麻酔科蘇生科

 BII-4 高用量フェンタニルパッチからの離脱に難渋した非がん性慢性疼痛患者の１例
   石邊奈津紀1、塩川浩輝2、大庭由宇吾3、本山嘉正1、甲斐哲也2、外須美夫2

   1九州大学病院　麻酔科蘇生科、2九州大学大学院医学研究院麻酔蘇生学、
   3九州大学病院　手術部

 BII-5 線維筋痛症患者のセルフケアに関する調査
   浅井福太郎1、皆川陽一2、伊藤和憲3

   1九州看護福祉大学　看護福祉学部　鍼灸スポーツ学科、
   2帝京医療大学　ヒューマンケア学部　鍼灸学科、
   3明治国際医療大学　鍼灸学部　鍼灸学科

 
	 ランチョンセミナー3　　共催：日本臓器製薬（株）	 12：40～13：30
  「ペインクリニックの治療戦略─様々な観点から─」
   座長：金井昭文（北里大学医学部附属新世紀医療開発センター）

   演者：井関雅子（順天堂大学医学部　麻酔科学・ペインクリニック講座）
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●第3会場　（10Ｆ　軽運動室）
	 一般演題9　G　心理的アプローチ　　	 9：30～10：30
   座長：細井昌子（九州大学病院心療内科）

   　　　田口文人（東北労災病院心療内科）

 G-1  慢性疼痛と睡眠障害：被養育体験及びうつ病の合併による増悪
   　　　　　　　　　　−久山町研究第３報−
   柴田舞欧1, 2, 3、河田　浩1、安野広三2、岩城理恵1、久保千春1、清原　裕3、
   須藤　信行1, 2、細井　昌子1

   1九州大学病院　心療内科、2九州大学大学院　医学研究院　心身医学、
   3九州大学大学院　医学研究院　環境医学
　　　
 G-2  慢性疼痛難治例の入院看護マネジメント:心身医学的観点から
   川久保宏美1、井上豊子1、山下敬子1、河田　浩1、安野広三2、柴田舞欧1, 2、
   貴船美保1、須藤信行1, 2、細井昌子1

   1九州大学病院　心療内科、2九州大学　大学院医学研究院　心身医学

 G-3  母子葛藤が難治化の要因となっていた疼痛性障害に対して、看護師による支持的ア
   プローチが有用であった一例
   井上豊子1、川久保宏美1、山下敬子1、富岡光直2、安野広三2、河田　浩1、
   貴船美保1、須藤信行1, 2、細井昌子1

   1九州大学病院　心療内科、2九州大学　大学院医学研究院　心身医学

 G-4  知性化・女性嫌悪がみられた疼痛性障害に対するチームアプローチの一例：
   看護師による会話訓練の有用性
   山下敬子1、西原智恵2、井上豊子1、川久保宏美1、荒木登茂子1、安野広三2、
   富岡光直2、河田　浩1、貴船美保1、須藤信行1, 2、細井昌子1

   1九州大学病院　心療内科、2九州大学　大学院医学研究院　心身医学

 G-5  疼痛性障害に対する心身医学的治療：マインドフルネスに基づく呼吸瞑想が過活動
   への気づきをもたらした一例
   河田　浩1、安野広三2、柴田舞欧1, 2、荒木誠一2、須藤信行1, 2、細井昌子1

   1九州大学病院　心療内科、2九州大学大学院　医学研究院　心身医学

 G-6  主観的な痛みの評価と客観的な痛みの評価の乖離に影響を及ぼす心理的要因の検討
   藤原航太1、伊達　久2、大友　篤3

   1仙台ペインクリニック、2仙台ペインクリニック　麻酔科、
   3仙台ペインクリニック　理学療法士
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	 一般演題10　H　痛みに対する検討・考察　　	 10：40～11：40
   座長：田邉　豊（順天堂大学医学部附属練馬病院　麻酔科・ペインクリニック）

   　　　立原弘章（立原医院）

 H-1  慢性疼痛の全人的回復における霊的実践についての考察
   小山　稔
   田川市立病院　麻酔科

 H-2  当院の透析患者における慢性疼痛とその関連要因
   森田善仁1、原田和博2、宮島厚介2、橋詰博行3

   1笠岡第一病院　ペインクリニック内科、2笠岡第一病院　内科、
   3笠岡第一病院　整形外科

 H-3  慢性疼痛の根本自己治療法
   有留照周
   桜井精神病院

 H-4  前兆のある片頭痛の予防薬選択についての検討
   吉井信哉、吉井信夫
   吉井クリニック

 H-5  ドメスティック・バイオレンスの問題を抱える慢性疼痛症例の検討
   笹良剛史1、砂川望美2、小幡美和4、田畑優美3、佐久本敦子3、新里あきの3、
   知念真紀子2、新崎康彦5

   1友愛会南部病院　緩和ケア内科・ペインクリニック、2友愛会南部病院外来部門、
   3友愛会豊見城中央病院心理室、4友愛会南部病院運動療法室、5浦添総合病院麻酔科

 H-6  仙腸関節障害に対する高周波熱凝固術症例の臨床的検討
   伊藤圭介1、櫻井貴敏2、伊豆蔵英明2、青山幸生3、岩渕　聡2、武者芳朗1

   1東邦大学　医療センター大橋病院　脊椎脊髄センター、
   2東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科、
   3東邦大学医療センター大橋病院　麻酔科
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	 一般演題11　Ｅ－ＩＩ　神経障害性疼痛／CRPS－２）　　	 11：50～12：30
   座長：川井康嗣（ヤンセンファーマ株式会社　サイエンティフィックアフェアーズ本部　Painサイエンス部）

 EII-1 対称的な甘え構造を呈した小児CRPS症例の２例
   千葉　知史1、伊達　久1、滝口　規子1、渡邊　秀和1、石川　有平1、北村　知子1、
   藤原　航太2、大友　篤3、小林　舞子3

   1仙台ペインクリニック　麻酔科、2仙台ペインクリニック　臨床心理士、
   3仙台ペインクリニック　理学療法士

 EII-2 治療に難渋している複合性局所疼痛症候群 「CRPS（Type 1）」症例について
   立原弘章1、岸　秀行2、阪口大和3、伊藤樹史4

   1立原医院（麻酔科・ペインクリニック）、2きし整形外科・内科−痛みの外来−、
   3阪口クリニック、4東京医科大学病院　麻酔科（武蔵野病院）

 EII-3 糖尿病性躯幹神経障害が疑われた３症例の治療経験
   渡邉恵介1、橋爪圭司2、藤原亜紀3、熱田　淳1

   1奈良県立医科大学　麻酔科、2奈良県立医科大学　ペインセンター、3市立奈良病院

 EII-4 帯状疱疹痛治療における鎮痛補助薬使用方法の検討　～当院での結果をふまえて～
   高橋良佳、長谷川理恵、齋藤理恵、榎本達也、井関雅子、弘田博子  
   順天堂大学　麻酔科学・ペインクリニック講座



− 26 −

 
	 ランチョンセミナー4　　共催：久光製薬（株）	 12：40～13：30
  「緩和医療および整形外科周術期におけるアロマセラピー」
   座長：齊藤洋司（島根大学医学部　麻酔科学講座）

   演者：千葉直樹（石川島記念病院　整形外科）

 
	 企業展示	 9：30～12：30 
 	 9Ｆ　小会議室　901／902
　




