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タイムスケジュール　2月27日（金）
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特別講演 9:00 ～ 10:00
情報をクラウドで共有する多職種連携によ
る在宅緩和医療、特に痛みのケアについて
座長：別部智司、佐藤英俊
演者：竜　崇正

一般演題 1　　薬物療法　その 1
 10:00 ～ 10:50
座長：田上正・松本宜明

一般演題 3　　口腔顔面の痛み　その１
 10:00 ～ 11:00
座長：吉田和市・三浦一恵

一般演題 4　　心理的アプローチ　その 1
 11:00 ～ 12:00
座長：長井信篤・岡本章寛

ランチョンセミナー 3 12:30 ～ 13:20
「慢性痛の多面的治療　～オピオイド療法と
心理的アプローチを中心に～」
座長：宮崎東洋
演者：伊達久
共催：久光製薬株式会社

一般演題 5　痛みの評価法 13:30 ～ 14:30
座長：川真田樹人・岡本健一郎

一般演題 6　　痛みに対する検討・考察
 14:30 ～ 15:30
座長：宮崎東洋・森本昌宏

一般演題 2　　ブロックと外科療法 その 1
 11:00 ～ 11:50
座長：木下勉・福井聖

ランチョンセミナー 2 12:30 ～ 13:20
「メサドンの可能性と問題点」
座長：小川節郎
演者：山口重樹
共催：テルモ株式会社

ワークショップ 13:30 ～ 16:30
「慢性痛の心理アセスメントワークショップ」
座長：伊達久
「慢性疼痛診療における交流分析の有用性」
演者：細井昌子
「生きる痛みと交流分析　交流分析の臨床医
学における実践」
演者：杉田峰康
共催：日本臓器製薬株式会社

シンポジウム 10:10 ～ 12:00
基調講演
座長：青山幸生
「慢性痛のメカニズムとマイクロコーンによ
る治療の可能性」
演者：堀田晴美
シンポジウム
「患者の本音－患者は訴える－」
座長：廣門靖正
　　　青山幸生
「患者の本音～患者はどの瞬間に救われるか～」
演者：橋本裕子
「CRPS患者が望む社会復帰の在り方」
演者：土田くみ
「慢性疼痛－患者と治療者を埋めるもの」
演者：青山幸生

シンポジウム 13:30 ～ 16:30
「非歯原性歯痛」
座長：今村佳樹・井出康雄
「三叉神経痛と非定型歯痛との混在」
演者：北原功雄
「歯科における慢性疼痛　非歯原性歯痛」
演者：坂本英治
「非歯原性歯痛－精神科医の立場から」
演者：宮地英雄
「歯科心身症と非歯原性歯痛」
演者：和気裕之

ランチョンセミナー 1 12:30 ～ 13:20
「慢性腰痛を痛みの病態から考える」
座長：細川豊史
演者：住谷昌彦
共催：ファイザー株式会社／
　　　エーザイ株式会社

イブニングセミナー 16:45 ～ 17:45
「術後遷延痛－Postsurgical Chronic Pain－
なぜ手術の痛みは慢性化するのか？」
座長：花岡一雄
演者：小杉志都子
共催：昭和薬品化工株式会社

情報交換会　（2階ザ・グランドローズボールルームC) 18:00 ～ 20:00

会長挨拶 8:55 ～ 9:00

総会 12:00 ～ 12:10

第１会場

2階　ザ・グランドローズボールルームA

第２会場

2階　ザ・グランドローズボールルームB-1

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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タイムスケジュール　2月28日（土）
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シンポジウム 9:00 ～ 10:50
「慢性痛に関する漢方治療」
座長：世良田和幸・光畑裕正
「慢性疼痛に対する漢方治療」
演者：世良田和幸
「気剤による慢性痛の治療」
演者：光畑裕正
「口腔顔面領域の慢性痛に対する漢方治療」
演者：山口孝二郎
「慢性痛に対する漢方治療の要点」
演者：平田道彦
「当帰、乾姜を使った痛みの漢方治療」
演者：矢数芳英

一般演題 7　　全人的医療 9:00 ～ 9:50
座長：青山幸生・廣門靖正

一般演題 9　　様々な痛みの治療
 9:00 ～ 9:50
座長：有田英子・田邉豊

一般演題 10　　ブロックと外科療法 その 2
 10:00 ～ 10:40
座長：佐伯茂・松本富吉

一般演題 12　　東洋医学
 11:00 ～ 11:50
座長：北島敏光・平川奈緒美

市民公開講座 15:00 ～ 16:55
「慢性疼痛の特徴とその治療戦略」
座長：水島繁美・山田仁三
演者：青山幸生

一般演題 8　　心理的アプローチ　その 2
 10:00 ～ 10:50
座長：伊達久・水野泰行

一般演題 11　　薬物療法　その 2
 11:00 ～ 11:40
座長：橋爪圭司・村川和重

教育講演 11:00 ～ 12:00
「デルマトームの基礎と臨床」
座長：大瀬戸清茂・立原弘章
演者：伊藤樹史

ランチョンセミナー 4 12:10 ～ 13:00
「CRPS（複合性局所疼痛症候群）の治療戦
略と後遺障害診断書」
座長：西木戸修
演者：三木健司
共催：日本臓器製薬株式会社

ランチョンセミナー 5 12:10 ～ 13:00
「集学的痛み治療とDetoxification」
座長：飯田宏樹
演者：北原雅樹
共催：ヤンセンファーマ株式会社

痛み関連学会連携協議会シンポジウム 13:15 ～ 14:50
「臨床研究を軸として学会が取り組んでいる活動」
座長：柴田政彦・小川節郎
「慢性筋痛患者における中枢感作評価の試み」
演者：和嶋浩一
「日本運動器疼痛学会の臨床研究への取り組み
－リハビリテーション領域における臨床研究－」
演者：松原貴子
「腰部脊柱管狭窄に対する除圧術の手術成績と抑
うつの関係」
演者：渡邉和之
「日本慢性疼痛学会からの「慢性疼痛臨床におけ
る問題点に関する臨床研究」の提案」
演者：細井昌子
「患者のための有効な治療や介入を求めて」－臨床
研究への取り組み－
演者：井関雅子

一般演題 13　　口腔顔面の痛み　その 2
 13:15 ～ 14:05
座長：増田豊・川島正人

第１会場

2階　ザ・グランドローズボールルームA

第２会場

2階　ザ・グランドローズボールルームB-1

第３会場

2階　ザ・グランドローズボールルームB-2


