
一般演題　発表順一覧表

一般演題 順番 テーマ 発表時間 発表時間 登録番号 筆頭著者の姓筆頭著者の名 ̲1̲筆頭著者の所属機関 演題名

一般演題1 1 薬物療法　その1  10:00〜10:10　　発表7分+質疑3分　 10062 波多野 貴彦 京都府⽴医科⼤学附属病院　疼痛緩和医療学講座 当科での運動器慢性痛患者に対するブプレノルフィン貼付剤の使用経験

一般演題1 2 薬物療法　その1  10:10〜10:20　　発表7分+質疑3分　 10053 武村 優 獨協医科⼤学医学部麻酔科学講座 弱オピオイド内服の中断によって退薬徴候を⽣じた2症例の経験

一般演題1 3 薬物療法　その1  10:20〜10:30　　発表7分+質疑3分　 10064 山口 重樹 獨協医科⼤学　医学部　麻酔科学講座 ⽶国における慢性疼痛を契機にオピオイド依存に陥った患者に対するブプレノルフィンを用いた治療について

一般演題1 4 薬物療法　その1  10:30〜10:40　　発表7分+質疑3分　 10018 藤原 亜紀 奈良県⽴医科⼤学  麻酔・ペインクリニック科 周術期譫妄の原因に麻薬の離脱症状が疑われた慢性痛の1症例

一般演題1 5 薬物療法　その1  10:40〜10:50　　発表7分+質疑3分　 10038 山田 武志 飯田市⽴病院　緩和ケア内科 がんサバイバーの慢性疼痛に対してオキシコンチンを処⽅されていて、治療により離脱し得た一症例を通して

一般演題2 1 ブロックと外科療法 その1 11:00〜11:10　　発表7分+質疑3分 10023 信太 賢治 昭和⼤学　医学部　麻酔科学講座 腕神経叢引抜き損傷後痛に対して脊髄刺激両⽅が著効した1症例

一般演題2 2 ブロックと外科療法 その1 11:10〜11:20　　発表7分+質疑3分 10075 升森 泰 聖マリアンナ医科⼤学　麻酔科　 腰痛・腰下肢痛に対し硬膜外ブロックを⾏った症例の検討

一般演題2 3 ブロックと外科療法 その1 11:20〜11:30　　発表7分+質疑3分 10071 清川 聖代 東京医科⼤学麻酔科学分野 超⾳波ガイド下上臀⽪神経ブロックが診断に有効であった3症例

一般演題2 4 ブロックと外科療法 その1 11:30〜11:40　　発表7分+質疑3分 10051 小野 雅典 帝京⼤学医学部付属病院　麻酔科・ペインクリニック科 診断に難渋した右鼡径部痛の1例

一般演題2 5 ブロックと外科療法 その1 11:40〜11:50　　発表7分+質疑3分 10036 谷口 彩乃 京都府⽴医科⼤学　疼痛緩和医療学講座 6年間原因不明であった腹痛を肋間神経由来の神経鞘腫が原因と判断した1例

一般演題3 1 口腔顔面の痛み　その1  10:00〜10:10　　発表7分+質疑3分　 10021 小⾒山 道 ⽇本⼤学松⼾⻭学部付属病院　口・顔・頭の痛み外来 顎顔面領域有痛性疾患における中年群と⾼齢群との⽐較

一般演題3 2 口腔顔面の痛み　その1  10:10〜10:20　　発表7分+質疑3分　 10065 梅澤 伸夫 神奈川⻭科⼤学⼤学院　麻酔科学講座 非⻭原性⻭痛と疑われる患者に対して治療を⾏った一症例

一般演題3 3 口腔顔面の痛み　その1  10:20〜10:30　　発表7分+質疑3分　 10010 中野 良信 医療法⼈蒼⽣会蒼⽣病院⻭科口腔外科（⼼療科） 口腔セネストパチーの一例

一般演題3 4 口腔顔面の痛み　その1  10:30〜10:40　　発表7分+質疑3分　 10067 石田 惠 口腔⼼理室 口腔⼼⾝症に対する⻭科医とかかりつけ医とのリエゾン治療

一般演題3 5 口腔顔面の痛み　その1  10:40〜10:50　　発表7分+質疑3分　 10074 岡本 章寛 岡本内科クリニック 精神分析的アプローチが有効であったイライラ、怒りを伴った⾆痛症の一例

一般演題3 6 口腔顔面の痛み　その1  10:50〜11:00　　発表7分+質疑3分　 10069 田中 裕 新潟⼤学医⻭学総合病院　⻭科麻酔科 PHQ-9を用いた口腔顔面痛患者の⼼⾝医学的検証

一般演題4 1 ⼼理的アプローチ　その1 11:00〜11:10　　発表7分+質疑3分 10020 柴田 舞欧 九州⼤学病院　⼼療内科 慢性疼痛⼊院患者における⾃律神経機能と疼痛症状・⽣活障害・精神症状・被養育体験の関連

一般演題4 2 ⼼理的アプローチ　その1 11:10〜11:20　　発表7分+質疑3分 10035 藤原 航太 仙台ペインクリニック　臨床⼼理⼠ 器質的疾患が認められない陰部痛患者の⼼理社会的要因の検討

一般演題4 3 ⼼理的アプローチ　その1 11:20〜11:30　　発表7分+質疑3分 10032 村上 安壽子 順天度⼤学医学部　麻酔科学・ペインクリニック講座　臨床⼼理⼠ ⼼理社会的要因が強い全⾝痛患者の治療に臨床⼼理⼠の介⼊が有用であった1例

一般演題4 4 ⼼理的アプローチ　その1 11:30〜11:40　　発表7分+質疑3分 10061 水野 泰⾏ 関⻄医科⼤学　⼼療内科学講座 慢性疼痛患者におけるコヒアレンス感の意味

一般演題4 5 ⼼理的アプローチ　その1 11:40〜11:50　　発表7分+質疑3分 10058 宇野 彩子 舞子台病院リハビリテーション科 慢性疼痛に対するsupervised exercise therapy の効果検証

一般演題4 6 ⼼理的アプローチ　その1 11:50〜12:00　　発表7分+質疑3分 10024 安野 広三 九州⼤学病院　⼼療内科 家族機能は慢性疼痛患者の⾝体的・⼼理的機能障害に関連する

一般演題5 1 痛みの評価法 13:30〜13:40　　発表7分+質疑3分 10026 谷口 典正 関⻄医療⼤学　保健医療学部　ヘルスプロモーション整復学科 磁気がヘモグロビン濃度に及ぼす影響

一般演題5 2 痛みの評価法 13:40〜13:50　　発表7分+質疑3分 10012 石丸 圭荘 了徳寺⼤学　健康科学部 ⼲渉電流低周波療法の深部痛覚閾値および内因性鎮痛系に及ぼす影響

一般演題5 3 痛みの評価法 13:50〜14:00　　発表7分+質疑3分 10052 浅井 福太郎 九州看護福祉⼤学　看護福祉学部　鍼灸スポーツ学科 線維筋痛症患者のFiRSTとJFIQ・痛みとの関連

一般演題5 4 痛みの評価法 14:00〜14:10　　発表7分+質疑3分 10031 有働 幸紘 藤田保健衛⽣⼤学　麻酔科・ペインクリニック外来 慢性痛患者における首尾一貫感覚（Sence of Coherence）についての検討

一般演題5 5 痛みの評価法 14:10〜14:20　　発表7分+質疑3分 10028 坂野 朝子 同志社⼤学⼤学院⼼理学研究科 慢性腰痛患者に対する集団ACTプログラムの有効性

一般演題5 6 痛みの評価法 14:20〜14:30　　発表7分+質疑3分 10040 ⾼野 正太 ⾼野病院　⼤腸肛門機能科 機能性直腸肛門痛に対する両側脛骨神経電流刺激治療の効果

一般演題6 1 痛みに対する検討・考察 14:30〜14:40　　発表7分+質疑3分 10055 伊藤 和憲 明治国際医療⼤学　鍼灸学部　臨床鍼灸学講座 慢性痛の予防に必要な子供教育システム(養⽣学習)構築の試み

一般演題6 2 痛みに対する検討・考察 14:40〜14:50　　発表7分+質疑3分 10057 城 由起子 名古屋学院⼤学　リハビリテーション学部 運動イメージ想起は実運動と同様の疼痛緩和効果を誘導できるか?

一般演題6 3 痛みに対する検討・考察 14:50〜15:00　　発表7分+質疑3分 10013 ⻑岡 幸弘 痛みの代替医療研究会 患者にとって肉体的、精神的な苦痛や恐怖のない⽅法で疼痛を解消する

一般演題6 4 痛みに対する検討・考察 15:10〜15:20　　発表7分+質疑3分 10029 浅井 明倫 名古屋市⽴⼤学⼤学院　医学研究科　麻酔・危機管理医学分野 認知症の進⾏とともに痛みが改善した帯状疱疹後神経痛の1症例

一般演題6 5 痛みに対する検討・考察 15:20〜15:30　　発表7分+質疑3分 10014 松下 至誠 貝塚病院　麻酔科 ⽀える医療の重要性

一般演題6 6 痛みに対する検討・考察 15:30〜15:40　　発表7分+質疑3分 10006 ⼾田 克広 福山リハビリテーション病院　リハビリテーション科 Drug challenge test に科学的根拠があるのか

一般演題7 1 全⼈的医療 9:00〜9:10　　発表7分+質疑3分 10016 安達 友紀 ⼤阪⼤学　⼤学院　⼈間科学研究科 認知・感情的要因が慢性疼痛患者の⽣活障害度, ⽣活の質に及ぼす影響

一般演題7 2 全⼈的医療 9:10〜9:20　　発表7分+質疑3分 10017 山田 恵子 ⼤阪⼤学⼤学院　医学系研究科　社会医学講座　公衆衛⽣学 小児期の精神的トラウマと成⼈後の慢性痛との関連

一般演題7 3 全⼈的医療 9:20〜9:30　　発表7分+質疑3分 10048 ⾼井 ゆかり 東京⼤学　⼤学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻 ⻑期療養施設に勤務する看護師及び介護職者における⾼齢者への慢性痛ケア提供上の課題

一般演題7 4 全⼈的医療 9:30〜9:40　　発表7分+質疑3分 10019 小山 稔 田川市⽴病院　麻酔科 全⼈的苦痛の全⼈的回復における祈りの重要性についての考察

一般演題7 5 全⼈的医療 9:40〜9:50　　発表7分+質疑3分 10073 土田 くみ Kumi⼼理カウンセリング研究所 CRPS患者の未来を変えるインテークにおけるロゴセラピーとオーラソーマの展開

平成27年2⽉28⽇(土)
9:00〜9:50

第2会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-1

平成27年2⽉27⽇(⾦)
10:00〜10:50

第2会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-1

平成27年2⽉27⽇(⾦)
11:00〜11:50

第2会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-1

平成27年2⽉27⽇(⾦)
10:00〜11:00

第3会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-2

平成27年2⽉27⽇(⾦)
11:00〜12:00

第3会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-2

平成27年2⽉27⽇(⾦)
13:30〜14:30

第3会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-2

平成27年2⽉27⽇(⾦)
14:30〜15:30

第3会場
2階　ザ･グランドローズボールルームB-2
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一般演題 順番 テーマ 発表時間 発表時間 登録番号 筆頭著者の姓筆頭著者の名 ̲1̲筆頭著者の所属機関 演題名

一般演題8 1 ⼼理的アプローチ　その2  10:00〜10:10　　発表7分+質疑3分　 10025 濱田 献 佐賀⼤学医学部　麻酔・蘇⽣学 ⺟親の過⼲渉が症状を遷延させたと考えられた2症例

一般演題8 2 ⼼理的アプローチ　その2  10:10〜10:20　　発表7分+質疑3分　 10072 藤井 亜紗美 関⻄医科⼤学　⼼療内科学講座 患者に⾃由な語りの場を提供することで、感情表出の抵抗が薄れた症例

一般演題8 3 ⼼理的アプローチ　その2  10:20〜10:30　　発表7分+質疑3分　 10044 宮田 典幸 九州⼤学病院　⼼療内科 怒りと罪悪感に対してマインドフルネスが有効であった線維筋痛症の一例

一般演題8 4 ⼼理的アプローチ　その2  10:30〜10:40　　発表7分+質疑3分　 10045 森田 善仁 医療法⼈社団清和会笠岡第一病院　ペインクリニック内科 多面的アプローチを⾏った右⼿指post-amputation pain の1症例

一般演題8 5 ⼼理的アプローチ　その2  10:40〜10:50　　発表7分+質疑3分　 10041 綿引 奈苗 仙台医療センター ⼼理的介⼊により復職につながった慢性痛の1例

一般演題9 1 様々な痛みの治療 9:00〜9:10　　発表7分+質疑3分 10042 永井 健 仙台ペインクリニック　理学療法⼠ 痛みを有した腰椎椎間板ヘルニア患者における肥満度と運動療法の効果について

一般演題9 2 様々な痛みの治療 9:10〜9:20　　発表7分+質疑3分 10047 ⾼野 正博 ⼤腸肛門病センター　⾼野病院 神経因性骨盤臓器症候群の検査と治療成績

一般演題9 3 様々な痛みの治療 9:20〜9:30　　発表7分+質疑3分 10046 深澤 圭太 京都府⽴医科⼤学　疼痛緩和医療学講座 ⾝体表現性障害と診断されていた難治性会陰部痛の1症例

一般演題9 4 様々な痛みの治療 9:30〜9:40　　発表7分+質疑3分 10015 本田 慎一郎 守山市⺠病院 後⽅観察における視線⽅向認知課題により慢性頚部痛が改善した1症例

一般演題9 5 様々な痛みの治療 9:40〜9:50　　発表7分+質疑3分 10033 久⽶ 健 藤田保健衛⽣⼤学病院　麻酔科ペインクリニック外来 ⻭科領域治療後の痺れに対するキセノン光照射治療の効果

一般演題10 1 ブロックと外科療法 その2  10:00〜10:10　　発表7分+質疑3分　 10050 北原 功雄 千葉徳洲会病院　脳神経外科徳洲会病院　脳神経外科 椎骨動脈による強烈な三叉神経痛を呈する病態

一般演題10 2 ブロックと外科療法 その2  10:10〜10:20　　発表7分+質疑3分　 10063 北原 功雄 千葉徳洲会病院　脳神経外科 微小⾎管減圧術後三叉神経痛消失後、1年以上を経て一過性三叉神経痛発作を⽣じる病態

一般演題10 3 ブロックと外科療法 その2  10:20〜10:30　　発表7分+質疑3分　 10027 北川 和彦 奈良県⽴医科⼤学麻酔科学教室 くも膜穿刺が困難であった脳脊髄液漏出症

一般演題10 4 ブロックと外科療法 その2  10:30〜10:40　　発表7分+質疑3分　 10034 山上 裕章 ヤマト ペインクリニック　 デコンプレッサーによる経⽪的髄核摘出術が奏効した胸椎椎間板ヘルニアの2症例

一般演題11 1 薬物療法　その2 11:00〜11:10　　発表7分+質疑3分 10039 中村 尊子 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 リドカインの静脈内投与が著効した慢性期下肢切断後断端痛症例

一般演題11 2 薬物療法　その2 11:10〜11:20　　発表7分+質疑3分 10000 齊尾 武郎 フジ⻁ノ門健康増進センター tramadol 誘発性の躁状態と逆説的痛覚過敏

一般演題11 3 薬物療法　その2 11:20〜11:30　　発表7分+質疑3分 10049 北原 功雄 千葉徳洲会病院　脳神経外科 三叉神経痛に対するcarbamazepine 治療の限界

一般演題11 4 薬物療法　その2 11:30〜11:40　　発表7分+質疑3分 10059 岡本 禎晃 市⽴芦屋病院 ペインクリニック薬剤師外来の役割

一般演題12 1 東洋医学 11:00〜11:10　　発表7分+質疑3分 10056 皆川 陽一 帝京平成⼤学　ヒューマンケア学部　鍼灸学科 慢性疼痛に対するトリガーポイント灸治療の試み

一般演題12 2 東洋医学 11:10〜11:20　　発表7分+質疑3分 10054 伊藤 和憲 明治国際医療⼤学　鍼灸学部　臨床鍼灸学講座 線維筋痛症患者に対する顔面刺激（ローラ鍼）の有効性について

一般演題12 3 東洋医学 11:20〜11:30　　発表7分+質疑3分 10037 ⾼橋 秀則 帝京平成⼤学　ヒューマンケア学部　鍼灸学科 漢⽅薬治療が奏効した腰部脊柱管狭窄症の2症例

一般演題12 4 東洋医学 11:30〜11:40　　発表7分+質疑3分 10060 濱口 眞輔 獨協医科⼤学　医学部　麻酔科学講座 種々の治療で軽減しない慢性頭痛に対して呉茱萸湯が有効であった2例

一般演題12 5 東洋医学 11:40〜11:50　　発表7分+質疑3分 10030 平田 道彦 平田ペインクリニック 慢性化した⼤後頭三叉神経症候群に対する漢⽅治療

一般演題13 1 口腔顔面の痛み　その2 13:15〜13:25　　発表7分+質疑3分 10043 山口 博康 鶴⾒⼤学⻭学部附属病院総合⻭科２ 難治性有痛性根尖性⻭周炎の鑑別診断法に関する研究

一般演題13 2 口腔顔面の痛み　その2 13:25〜13:35　　発表7分+質疑3分 10070 板倉 紹子 東京医科⼤学病院　麻酔科学分野 水平埋伏智⻭抜⻭後に⽣じた⾆神経麻痺の2症例

一般演題13 3 口腔顔面の痛み　その2 13:35〜13:45　　発表7分+質疑3分 10022 渡邊 友希 昭和⼤学　⻭学部　スペシャルニーズ口腔医学　顎関節症治療学部門 下唇知覚鈍麻が筋・筋膜痛治療により改善した症例

一般演題13 4 口腔顔面の痛み　その2 13:45〜13:55　　発表7分+質疑3分 10068 笹良 剛史 友愛会南部病院 麻酔科 ペインクリニック／緩和ケア内科 蝶形骨洞、後篩骨洞、咽頭点外部病変により頭痛、頸部痛、頭頂部アロディニアを来した2症例の検討

一般演題13 5 口腔顔面の痛み　その2 13:55〜14:05　　発表7分+質疑3分 10066 岡本 彩子 東京医科⼤学　医学部　口腔外科学分野 口腔顔面領域の慢性疼痛に対してDuloxetine が著効した1例
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