
日程表 2016/6/23

７月７日(木）
会場名 用途 ㎡ 収容

501 第２会場 396 320

502 第３会場 396 320

503 第４会場 500 432

会場名 用途 ㎡ 収容

411＋412 150
ロの字
48

413 124
ロの字
40

414＋415 154
ロの字
48

㎡ 収容

12:00 13:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

18:00 19:00

19:00

20:00

会

長

挨

拶

9:00-10:00
リフレッシャーコース1

痛み研究に役立つ統計学
座長：濱口眞輔
演者：浅井　隆

10:10-11:10
リフレッシャーコース2
神経ブロックの合併症

と医療訴訟
座長：安部洋一郎
演者：奥田泰久

11：30-12：30
ランチョンセミナー１

ラジオ波を用いた椎間板治療
の現状

座長：安部洋一郎
演者：石川慎一、橋爪圭司

共催：（株）elliquence-Japan

12:50-13:50
リフレッシャーコース3

オピオイド鎮痛薬の薬物動態と
それに影響する併用薬剤・患

者因子
座長：土田英昭
演者：山口重樹

14:00-15:00
リフレッシャーコース4

光線療法の基礎〜臨床まで
座長：田邉　豊
演者：佐伯　茂

15:10-16:10
リフレッシャーコース5

がん性疼痛管理のコツ
座長：樋口比登実
演者：鈴木正寛

17：40～18：40
評議員会

14:00

9:00-10:00
リフレッシャーコース6

肩の痛みをどうするか？
－整形外科医からのメッセー

ジ－
座長：山上裕章
演者：平田正純

10:10-11:10
リフレッシャーコース7

慢性疼痛に対する非オピオ
イド性鎮痛薬の使用方法

座長：飯田宏樹
演者：南　敏明

11：30-12：30
ランチョンセミナー2

神経障害性疼痛の薬物療法を再
考する～ガイドライン改定とトラマ
ドール製剤の位置づけについて

～
座長：伊達　久
演者：福井　聖

共催：ヤンセンファーマ（株）

12:50-13:50
リフレッシャーコース8

腰痛治療の新しい考え方
座長：平川奈緒美
演者：牛田享宏

14:00-15:00
リフレッシャーコース9

ペインクリニックにおける小
児の慢性痛管理
座長：眞鍋治彦
演者：加藤　実

15:10-16:10
リフレッシャーコース10

筋・筋膜に由来する痛み
（筋筋膜痛症候群を中心に）

座長：森山萬秀
演者：柳本富士雄

9:00-10:00
リフレッシャーコース11

オピオイド鎮痛薬の耐性と奇
異性疼痛(痛覚過敏)

座長：金井昭文
演者：住谷昌彦

10:10-11:10
リフレッシャーコース12

ペインクリニック診療に必要
な画像検査の理解と診断

座長：伊達久
演者：表　圭一

11：30-12：30
ランチョンセミナー3

痛みの治療における呼吸モ
ニタリングの必要性

座長：大嶽浩司
演者：井上莊一郎

共催：マシモジャパン（株）

12:50-13:50
リフレッシャーコース13
専門医試験を解説する

座長：森本昌宏
演者：佐伯　茂

1400-16：00
オープニングリフレッシャーシンポジウム

漢方治療1
これから漢方治療を始めたい先生方のために

座長：平田道彦、光畑裕正
演者：光畑裕正、間宮敬子、吉田祐文、矢数芳秀、竹田貴

雄、山口孝二郎、園田拓郎

16:20-17：20
招聘講演1

Management of chronic pain
in the past, today, and in the

future
座長：井関雅子
演者：Eija Kalso

14:00 15:00 16:00 17:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 20:00

治療指針検討委員会 若杉賞選考委員会 倫理委員会

非がん性慢性[疼]痛に対す
るオピオイド鎮痛薬処方ガイ
ドライン作成ワーキンググ

ループ

安全委員会 国際交流委員会 将来構想委員会

12:00 13:00

用語委員会

理事会

臨床研究ワーキンググルー
プ

抗血栓療法中の区域麻酔神
経ブロックガイドライン作成

ワーキンググループ
利益相反委員会 財務委員会 専門医連絡会議 健康保険検討委員会 感染委員会学会誌編集委員会

会則検討委員会 広報委員会 専門医認定委員会 教育委員会

7:00 8:00 9:00 10:00 13:0011:00 20:0012:00 18:0017:0014:00 15:00 16:00
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日程表 2016/6/23

７月８日(金）
会場名 用途 ㎡ 収容

メイン
ホール

第１会場 1,323 1,004

会場名 用途 ㎡ 収容

501 第２会場 396 320

502 第３会場 396 320

503 第４会場 500 432

会場名 用途 ㎡ 収容

411＋412 第5会場 150 144

414＋415 第6会場 154 154

416＋417 第7会場 154 154

418 第8会場 172 140

419 第9会場 172 140

413 第10会場 124 島64

315
ハンズオ

ン
319 168

301-304
ポスター・
展示会場

1,366

311 79 70

312 79 70

313 79 70

㎡ 収容

18:05-18:35
イブニングセミ

ナー1
神経障害痛の患
者様に満足頂け
る治療と新しいテ

クノロジー
座長：高雄由美

14:50-17:20
共催ハンズオンワークショップ　　第2回

15:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00

11:00

19:00 20:00

9:00
-

9:10
開会
式

9:10-9:50
会長講演

痛みと向き合った35
年

座長：細川豊史
演者：世良田和幸

10：00-11：00
基調講演

人生100歳時代の設計図
演者：神奈川県知事

黒岩祐治
座長：世良田和幸

11：10-12：10
招聘講演2

「Pain treatment, back to the
future」

座長：齋藤洋司
演者：Robert van Seventer

13:40-14:40
総会

（若杉賞授賞式あり）

14：50-16：50
基調シンポジウム

ペインクリニックの将来（何を伝え、何を残すか）
座長：並木昭義、世良田和幸

演者：宮崎東洋、増田豊、村川和重、小川節郎

13:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:007:00 8:00 9:00 10:00 18:00 19:00 20:00

8:00-8:50
モーニングセミナー1

Six sigma and the management
of post craniotomy pain
: a pathway of discovery

座長：上園晶一
演者：Myron Yaster

共催：スミスメディカル・ジャパン
（株）

10:00-12:00
シンポジウム1

炎症性疼痛の最前線
座長：齊藤　繁、山本達朗

演者：長谷川麻衣子、辛島裕士、石田高志、河野　崇

12：30-13：30
ランチョンセミナー4

脳イメージングから見た慢性疼痛
の病態と精神科的アプローチ

座長：飯田宏樹
演者：臼井千恵

共催：ファイザー（株）/エーザイ
（株）

14：50-15：50
特別講演　1

運動器疼痛のトータルマネジ
メント

座長：大瀬戸清茂
演者：田口敏彦

16:00-17：00
漢方治療2

漢方薬処方の応用編
座長：平田道彦

演者：矢数芳英、園田拓郎

12:00

8:00-8:50
モーニングセミナー2

頭痛診療における漢方治
療の有用性

座長：濱口眞輔
演者：來村昌紀

共催：（株）ツムラ

10:00-12:00
シンポジウム2

脊髄刺激療法の up to date
座長：大瀬戸清茂、宇野武司

演者：立山信吾、西山隆久、森山萬秀、上島賢哉

12：30-13：30
ランチョンセミナー5

下行性疼痛抑制系の意義
座長：柴田政彦
演者：河野達郎

共催：塩野義製薬（株）/日本
イーライリリー（株）

14:50-16:50
シンポジウム3

難治性疼痛を遺伝的あるいは後生的遺伝子修飾の視点か
ら考える：新規バイオマーカーの探索とエピゲノム治療の現

状
座長：成田　年

演者：池田和隆、若泉謙太、葛巻直子、鐘ヶ江裕美

10：00-11：00
教育講演1

達人が教えるランドマーク法と
レントゲン透視を利用した神経

ブロック手技
座長：岡本健一郎

演者：増田　豊、塩谷正弘

11：10-12：10
教育講演2

治療マトリックス-治療の現
状限界とその先へ

座長：関山裕詩
演者：井関雅子

12：30-13：30
ランチョンセミナー6

がん疼痛治療：アセトアミノフェ
ンとメサドン

座長：竹中元康
演者：服部政治

テルモ（株）/帝國製薬（株）

14：50-15：50
教育講演3

オピオイド感受性関連遺伝子
多型の同定とその臨床応用

座長：井関雅子
演者：西澤大輔

16:00-17:00
教育講演4

＜将来構想委員会企画＞
我が国におけるペインクリニッ

クの実態調査報告
座長：森本昌宏

演者：大瀬戸清茂、平川奈緒
美

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

10:00-11:00
教育講演5

ペインクリニシャンが行う緩
和ケア

座長：樋口比登実
演者：服部政治

11：10-12：10
教育講演6

革新的再生医療研究のベクト
ルを疼痛学領域に応用する：
痛みによる細胞のエピゲノム

修飾の理解
座長：信太賢治
演者：葛巻直子

12：30-13：30
ランチョンセミナー7

非がん性慢性痛におけるフェ
ンタニル貼付剤～どのような患

者に、どのように？～
座長：齋藤　繁

演者：高雄由美子
共催：久光製薬(株）/協和発酵

キリン（株）

14：50-16:50
シンポジウム4

ペインクリニック開業に向けて　－現状と将来像－
座長：中村耕一郎、土地邦彦

演者：毛利祐三、立山俊朗、岸　秀行、唐澤秀武、平良　豊

17：00-18：10
第11回

全国ペインクリニック開業医会総
会

10:00-11：00
教育講演7

＜倫理委員会企画＞
事例から学ぶ研究倫理

座長：土田英昭
演者：竹下　啓

11:10-12:10
教育講演8

痛みを訴える患者の声を信じ
ますか、それとも脳画像を信じ

ますか？
座長：西脇公俊
演者：倉田二郎

14:50-16:50
シンポジウム5

非特異的腰痛の中枢神経機能
座長：細井昌子、西江宏之

演者：松平　浩、川井康嗣、池本竜則、北原雅樹

17:20-18:20
イブニングセミナー2

痛みを診るペインビジョン～
臨床応用と電子カルテとの

連動～
座長：花岡一雄

演者：伊達　久、三木　俊
共催：ニプロ(株）

10:00-11:30
ワークショップ1

＜健康保険検討委員会企画＞
ペインクリニックにおける保険診療

座長：田邉　豊、奥田泰久
演者：羽尻裕美、白江淳郎、木村嘉之、

天谷文昌、岩瀬嘉志

12：30-13：30
ランチョンセミナー8

穿刺時疼痛緩和への提言
座長：佐伯 茂

演者：伊達 久、加藤 実
共催：佐藤製薬（株）

14：50-16：50
共催シンポジウム

日本発の創生医薬品ノイロトロピンの可能性
座長：柴田政彦、鈴木孝浩

演者：岡﨑 良平、田中啓之、石川敏三、三木健司、岡　寛
共催：日本臓器製薬（株）

17：00-18：00
教育講演9

＜教育委員会企画＞
本邦の専門医制度を見据えた
ペインクリニック教育ガイドライ

ン作成
座長：眞鍋治彦
演者：濱口眞輔

10:00-11:00
一般演題（口演）1

腰下肢痛・診断評価
座長：森本裕二

11:10-12:10
一般演題（口演）2

がん性痛1・神経ブロック
座長：佐藤英俊

14:50-15:50
一般演題（口演）3

薬物療法1
座長：瀧川千鶴子

16:00-17:00
一般演題（口演）4
神経ブロック療法1

座長：木村信康

17:10-18:00
一般演題（口演）5

電気刺激療法
座長：内木亮介

ポスター・企業展示

9:00-16:00　アロマセラピー体験コーナー

9:00-16:00　音楽療法体験コーナー

9:00-16:00　鍼灸体験コーナー

10：00－12：00
シンポジウム6

痛み患者の初期アセスメント－より確実な診断をめざして
－

座長：境　徹也、竹中元康
演者：山口敬介、福井秀公、西木戸修、高雄由美子

12：30-13：30
ランチョンセミナー9

Precision Montage™ MRIは
SCS治療を変えられるか？

座長：安部洋一郎
演者：上島賢哉、恒遠剛示
共催：ボストン サイエンティ

フィック  ジャパン(株）

14：50－16：20
シンポジウム7

＜安全委員会企画＞
神経ブロック・インターベンショナル治療と薬

物療法にひそむピットフォール
座長：山蔭道明

演者：齋藤　繁、田中信彦、濱口眞輔、益田
律子

16:30-17:30
教育講演10

痛みの基礎研究は臨床での痛
みのマネジメントに多大な利益

をもたらした
座長：山崎光章
演者：下山直人

14：50-16：50
医学生、研修医等をサポートするための会

男女共同参画推進会議ワーキンググループ企画
座長：樋口比登実
演者：羽尻裕美

9:00-12:10
共催ハンズオンワークショップ　　第1回

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:0017:00

18:40-20:10
懇親会

（ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ）

11：10－12：10
一般演題（ポスター）

P1-1～P1-48
座長：井関明生、岩崎 寛、
的場元弘、下山直人、児玉
謙次、米良仁志、水本一弘、

藤原祥裕

14：50－16：00
一般演題（ポスター）

P2-1～P2- 58
座長：山口 忍、金井昭文、高

橋秀則、光畑裕正、小森万希子、
橋口さおり、西山隆久、高田知

季、田口奈津子

頭痛・顔面痛・三叉神経
痛・舌咽神経痛1、がん
性痛1、中枢痛・幻肢痛、
中枢痛・幻肢痛、がん性
痛2、線維筋痛症、慢性

痛1、神経ブロック1

帯状疱疹・帯状疱疹後神
経痛3、手術内視鏡療法、
高周波熱凝固療法、東洋
医学、慢性痛2、神経ブ

ロック2、神経ブロック3、症
例報告1、症例報告2・術

後遷延痛
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日程表 2016/6/23

会場名 用途 ㎡ 収容

メイン
ホール

第１会場 1,323 1,004

会場名 用途 ㎡ 収容

501 第２会場 396 320

502 第３会場 396 320

503 第４会場 500 432

会場名 用途 ㎡ 収容

411＋412 第5会場 150 144

414＋415 第6会場 154 154

416＋417 第7会場 154 154

418 第8会場 172 140

419 第9会場 172 140

413 第10会場 124 120

315
ハンズオ

ン
319 168

301-304
ポスター・
展示会場

1,366

311 79 70

㎡ 収容

16:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 18:00 19:00 20:00

11:00

9：00-10：00
招聘講演3

Acute ｐediatric ｐain
ｍanagement

座長：稲垣喜三
演者：Myron Yaster

10：10－11：10
招聘講演4

The impact of regional nerve
blocks on treatment and
prevention of acute and

chronic pain
座長：大嶽浩司

演者：Paul Kessler

13：40-15：40
国際シンポジウム

アジアにおけるペインクリニックの現状と未来
座長：齊藤洋司、花岡一雄

演者：細川豊史，Fan Bifa，Sang Chul Lee，Yu-Chuan Tsai

16：00-17：00
市民公開講座
いのちは仏さま

座長：世良田和幸
森　清範（清水寺貫主）

13:00 14:00 15:00 17:0012:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:007:00 8:00 9:00 10:00 18:00 19:00 20:00

9：00-10：00
招聘講演5

Understanding of the
intradiscal diseases and its

interventional pain
management

座長：花岡一雄
演者：Yong-Chul Kim

10:10-11:10
特別講演2

脳神経外科医からみた痛み治
療 ～最新 DecNef まで

座長：柴田政彦
演者：齋藤洋一

12:30-13:30
ランチョンセミナー10

痛み治療におけるトラマドール
の位置づけ

座長：井関雅子
演者：平川奈緒美

共催：ファイザー(株）

13：40－14：40
教育講演11

緩和ケア領域におけるコミュ
ニケーションスキル

座長：佐藤哲観
演者：秋月伸哉

14：50－15：50
漢方治療3

漢方の実際とひとひねり
座長：境 徹也

演者：光畑裕正、竹田貴雄、
矢数芳英、平田道彦

12:00

9：00-10：00
専門医指導者講習会「安全」

座長：山蔭道明
演者：木村壯介
　　　　田中信彦

10:10-11:10
専門医指導者講習会「倫理」

座長：土田英昭
演者：竹下　啓

12:30-13:30
ランチョンセミナー12

オピオイド使用方法の再考と
がん疼痛治療科の最前線

座長：樋口比登実
演者：服部政治

共催：塩野義製薬(株）

13:40-15:40
専門医指導者講習会「感染」（ICD講習会）

座長：小板橋俊哉
　　　　　　演者：市川髙夫、舘田一博

9：00-11：00
シンポジウム8

Pain Modulation（基礎から臨床へ）
座長：山本達郎、青山幸生

演者：森脇克行、川股知之、天谷文昌、住谷昌彦

12:30-13:30
ランチョンセミナー11
遷延性術後痛の対策
‐治療のターゲット‐
座長：川真田樹人
演者：飯田宏樹

共催：日本臓器製薬(株）

13：40－14：40
教育講演12

疼痛応答ネットワークの活性化に
よる免疫細胞や腫瘍細胞への影

響：除痛の正義を科学する
座長：服部政治
演者：成田　年

14：50－15：50
教育講演13

慢性痛に対するリハビリの効
果：脳報酬系の関与

座長：半場道子
演者：仙波恵美子

15:00 16:00 17:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 18:00 19:00 20:00

9:00-10:00
教育講演14
輝いて美しく

－女性医療人へのメッセージ
－

座長：津田喬子
演者：水田祥代

10：10-11：40
ワークショップ2

パルス高周波の将来性
座長：安部洋一郎

演者：福井　聖、千葉知史、中川雅之

12:30-13:30
ランチョンセミナー13

ブプレノルフィンを語る
～現在・過去・未来～

座長：福井　聖
演者：山口重樹

共催：久光製薬(株）

13：40-15：40
シンポジウム9

ペインクリニックインターベンショナル治療
座長：福井　聖、伊達　久

演者：安部洋一郎、信太賢治、内木亮介、松本富吉

12:00 13:00 14:00

14:50-15:40
一般演題（口演）12

慢性痛2
座長：渡邉恵介

9：00-10：00
教育講演15

慢性疼痛に対するオピオイド
治療を考える

座長：上野博司
演者：岩下成人

10:10-11:10
教育講演16

ガイドラインを含めたエビデ
ンスをどう使うか

座長：伊達　久
演者：名郷直樹

11:20-12:10
一般演題（口演）6

慢性痛1
座長：西川精宣

13：40-15：40
シンポジウム10

痛み診療の卒前、卒後教育はどのようにあるべきか
座長：奥田泰久、山内正憲

演者：上村裕一、橋口さおり、間宮敬子、中谷俊彦

9：00-11:00
シンポジウム11
痛み医療の功罪

座長：齊藤洋司、橋爪圭司
演者：石川理恵、西江宏行、境　徹也、三木健司

11:20-12:10
一般演題（口演）7

手術療法
座長：有田英子

12:30-13:30
ランチョンセミナー14

脊椎疾患による疼痛の治療戦略
‐整形外科との治療連携の取り組

みと脊髄刺激療法の意義‐
座長：安部洋一郎
演者：森山萬秀

共催：日本メドトロニック(株）

13：40-15：40
シンポジウム12

神経障害性痛の病態を考える
座長：南　敏明、深澤圭太

演者：加藤　実、平川奈緒美、木村嘉之、西原真理

9：00-10：40
パネルディスカッション
多汗症治療　光と影

座長：大瀬戸清茂、平川奈緒美
演者：御村光子、豊川秀樹、平川奈緒美

11:10-12:10
一般演題（口演）13

東洋医学・その他の治療
座長：橋本誠

12:30-13:30
ランチョンセミナー15

痛みの伝達・制御機構から治
療戦略へ

座長：加藤　実
演者：齊藤洋司

共催：あゆみ製薬（株）

13:40-14:40
一般演題（口演）14
神経ブロック療法2

座長：河本昌志

14:50-15:40
一般演題（口演）15

臨床
座長：渡邊昭彦

７月９日(土）

9:00-10:00
一般演題（口演）8

がん性痛2
座長：横田美幸

10:10-11:10
一般演題（口演）9
薬物療法2・合併症

座長：眞鍋治彦

11:20-12:10
一般演題（口演）10

基礎
座長：山内正憲

13:40-14:40
一般演題（口演）11

頭痛・東洋医学
座長：米良仁志

9:00-10:00
一般演題（口演）16

術後遷延痛・教育・その他
座長：田上　正

10:10-11:10
一般演題（口演）17

合併症・偶発症
座長：木下　勉

11:20-12:10
一般演題（口演）18

頸肩腕痛・診断
座長：鈴木健二

13:40-15:40
中継会場

専門医指導者講習会「感染」（ICD講習会）
座長：小板橋俊哉

　　　　　　演者：市川髙夫、舘田一博
※入室自由

9:00-12:10
共催ハンズオンワークショップ　　第3回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポスター・企業展示

13:40-16:40
共催ハンズオンワークショップ　　第4回

12:20-13:00
第1回日本ペインク
リニックインターベン
ショナル手技研究会

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 18:00 19:00 20:0012:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

11:10-12:10
一般演題（ポスター）

P4-1～P4-46
座長：平田和彦、山崎光章、
廣瀬宗孝、比嘉正祐、神原
政仁、關山裕詩、信太賢治、
山川真由美、岡田まゆみ

10:00-11:00
一般演題（ポスター）

P3-1～P3-48
座長：下山恵美、内野博之、
中保利通、山田圭輔、唐
澤秀武、益田律子、廣田

和美、橋本誠

基礎、腰下肢痛、薬物
療法1

、慢性痛3、神経ブロック
4、合併症、症例報告3、

臨床・その他1

頭痛・顔面痛・三叉神経痛・
舌咽神経痛2、開胸術後痛、
術後鎮痛、帯状疱疹・帯状疱
疹後神経痛3、電気刺激療法、
薬物療法2、Complex regional 
pain syndrome、緩和ケア、臨

床・その他2
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