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

グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新
高
輪
　
国
際
館
パ
ミ
ー
ル

第4会場
3階
慶雲

17：20～18：20
評議員会

第5会場
1階
瑞光

8:30～9:30
日本専門医機構認定麻酔科領域講習1

脳における 
痛みの慢性化メカニズム

座長：岩下成人
演者：倉田二郎

10:00～11:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習2

痛みに対する漢方治療
座長：間宮敬子
演者：竹田貴雄

11:35～12:25
ランチョンセミナー1
アセトアミノフェンと

肝機能検査
座長：北原雅樹
演者：熊谷雄治

共催：あゆみ製薬株式会社

13:00～14:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習3

ペインクリニシャンのための
筋骨格性疼痛の診断と治療

座長：山口重樹
演者：川真田樹人

14:30～15:30
日本専門医機構認定麻酔科領域講習4
Neuraxial block後の 

神経学的合併症
座長：天谷文昌
演者：佐倉伸一

16:00～17:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習5

科学的根拠に基づいた 
非オピオイド鎮痛薬の使い方

座長：小幡英章
演者：河野達郎

第6会場
1階
旭光

8:30～9:30
日本専門医機構認定麻酔科領域講習6
がん診療における運動器ケア

－骨転移の診療戦略ー
座長：川股知之
演者：高木辰哉

10:00～11:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習7

慢性疼痛に合併するパーソナ
リティ障害の評価と治療

座長：西江宏行
演者：笠原　諭

11:35～12:25
ランチョンセミナー2
ブプレノルフィンの再考

座長：山口重樹
演者：金井昭文

共催：久光製薬株式会社

13:00～14:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習8

神経障害性疼痛の 
基礎と臨床

座長：奥田泰久
演者：廣瀬宗孝

14:30～15:30
日本専門医機構認定麻酔科領域講習9

がん疼痛に対する 
各種オピオイド鎮痛薬の 

特性と使用法
座長：川股知之
演者：上野博司

16:00～17:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習10

分娩時の痛みの評価
座長：西木戸修
演者：角倉弘行

第7会場
1階
暁光

8:30～9:30
日本専門医機構認定麻酔科領域講習11

疼痛コントロールなくして在
宅医療は成り立たない

座長：水嶋章郎
演者：奥野滋子

10:00～11:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習12

術後鎮痛とアウトカム
座長：成田　年

演者：長谷川麻衣子

11:35～12:25
ランチョンセミナー3
帯状疱疹と中枢神経合

併症について
座長：小川節郎
演者：中嶋秀人

共催：武田薬品工業株式会社

13:00～14:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習13

ペインクリニックにおける区
域麻酔の応用

座長：内野博之
演者：藤原祥裕

14:30～15:30
日本専門医機構認定麻酔科領域講習14
三叉神経自律神経性頭痛と

周辺疾患の最前線
座長：佐伯　茂
演者：前田　倫

16:00～17:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習15

CRPS UP-to-Date
座長：中江　文
演者：住谷昌彦

第8会場
委員会会場
1階
王庭

健康保険検討委員会 倫理委員会 感染委員会 専門医連絡会議 国際交流委員会 広報委員会

委員会会場
1階
青玉

利益相反委員会 若杉賞選考委員会 学会誌編集委員会 用語委員会 会則検討委員会 財務委員会

委員会会場
1階
黄玉

教育委員会 学術委員会 男女共同参画推進WG 将来構想委員会 安全委員会

理事会会場
委員会会場
1階
紅玉

専門医認定委員会 治療指針検討委員会 14:10～17:10
理事会

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

日本ペインクリニック学会第52回大会　スケジュール
1日目　7月19日（木）

会長挨拶
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第1会場
3階
香雲

8:30～9:00
会長講演

ペインクリニックの臨床
－夢を追い続けて－
座長：細川豊史
演者：井関雅子

9:00～9:50
招聘講演1

Current pharmacological 
management of chronic 

non-cancer pain
座長：山本達郎

演者：Eija Kalso

10:10～11:00
特別講演1

非がん慢性痛に対する
オピオイド使用の 

現状と展望
座長：細川豊史
演者：鈴木　勉

11:10～12:00
特別講演2

慢性痛診療の 
今後の展望と 

ガイドラインについて
座長：伊達　久
演者：牛田享宏

12:20～13:10
ランチョンセミナー4

Multidisciplinary 
management of chronic pain

座長：福井　聖
演者：Eija Kalso

共催：ファイザー株式会社/エーザイ株式会社

13：30～14：30
総会

14:40～16:00
ジョイント特別講演

次世代の未来を守ろう 
－痛み感受性は環境で変化する－

座長：濱口眞輔、山内正憲
演者：友田明美、細井昌子

16:10～17:00
特別講演3

実臨床における 
骨粗鬆症治療の 

カレントコンセプト
座長：小森万希子
演者：石島旨章

17:10～18:10
特別講演4

Mechanism based pain evaluation 
across chronic pain conditions

座長：山口重樹
演者：Lars Arendt-

Nielsen

第2会場
3階
翠雲

9:20～10:00
教育講演

ペインクリニックにおける 
超音波画像の活用法

座長：渡邉恵介
演者：柴田康之

10:10～12:00
パネルディスカッション1

ニューロパシックペインへの挑戦
座長：川真田樹人、田邉　豊

演者：宮崎東洋、天谷文昌、山口　忍、
今村佳樹、谷口　真

12:20～13:10
ランチョンセミナー5
今こそ考えるオピオイド 

鎮痛薬の適正使用
座長：樋口比登実
演者：山口重樹

共催：久光製薬株式会社 / 協和発酵キリン株式会社

14:40～16:20
シンポジウム1

がん疼痛治療～多様性を求めて～
座長：服部政治、間宮敬子

演者：Supranee Niruthisard、権　　哲、
小杉寿文、Chih-Peng Lin

17:40～18:40
イブニングセミナー1

続 ・々痛みを診るペインビジョン 
～運用と展開～

座長：花岡一雄
演者：加藤　実、三木　俊

共催：ニプロ株式会社

第3会場
3階
白雲

9:20～10:40
シンポジウム2

帯状疱疹関連痛の 
治療、予防の未来を考える
座長：武田昌子、關山裕詩
演者：木村嘉之、藤原亜紀、

石川理恵、加藤　実 

10:50～12:00
ジョイント教育講演1
難治性疼痛の解明と 

治療：最新の知見
座長：小幡英章

演者：住谷昌彦、三木健司

12:20～13:10
ランチョンセミナー6

コモンディジーズの中の機能性疼痛・中枢
機能障害性疼痛　－下行性疼痛調節系－

座長：山本達郎
演者：三木健司

共催：日本臓器製薬株式会社

14:40～15:40
スウィーツセミナー1

腰痛の診断と治療 Update
座長：飯田宏樹
演者：牛田享宏

共催：第一三共株式会社
19:00～

会員懇親会

第4会場
3階
慶雲

9:20～10:30
ジョイント教育講演2

ー基礎と臨床の統合ー周術期に 
おけるオピオイド使用を科学する

座長：成田　年
演者：池田和隆、林田眞和

10:40～12:00
シンポジウム3
術後痛の臨床 

急性痛から慢性痛まで
座長：田中　聡、山口敬介
演者：杉山陽子、河野　崇、

洪　景都、大岩彩乃 

12:20～13:10
ランチョンセミナー7

今から始まる帯状疱疹関連
痛への新たなアプローチ

座長：細川豊史
演者：齊藤洋司

共催：ジャパンワクチン株式会社

14:40～16:00
ジョイント基調講演1

慢性疼痛に対する心理療法や運動
療法の適応と限界を知っておこう！

座長：鈴木孝浩、横山正尚
演者：西原真理、松平　浩

第5会場
1階
瑞光

9:10～10:10
一般演題（口演）1

痛みの評価・診断法
座長：杉浦健介

10:10～10:40
用語委員会
医学用語の
最近の潮流

座長：高雄由美子
演者：稲垣喜三

10:50～12:00
ワークショップ1

ペインクリニシャンは、優れた診断
能力を身につける必要がある
座長：表　圭一、樋口比登実
演者：古賀理恵、西山隆久、 

大西佳子

12:20～13:10
ランチョンセミナー8
がん疼痛治療の最前線 ～and/with  
hydromorphone hydrochloride～

座長：飯田宏樹
演者：服部政治

共催：第一三共株式会社

14:40～15:50
ワークショップ2

脊椎のインターベンショナル 
治療へのさらなる期待

座長：橋爪圭司、吉村文貴
演者：玉川隆生、福井　聖、

五十嵐孝 

16:00～17:00
Pros Consセッション1

非がん慢性疼痛には、 
オピオイド鎮痛薬が 

有用である
座長：山口重樹

演者：山川真由美、境　徹也

17:40～18:40
イブニングセミナー2

慢性疼痛治療 
ガイドラインを紐解く

座長：關山裕詩
演者：伊達　久

共催：塩野義製薬株式会社／日本イーライリリー株式会社

第6会場
1階
旭光

9:10～10:10
一般演題（口演）2

がん疼痛
座長：田上　正

10:10～11:10
一般演題（口演）3

顔面痛・三叉神経痛・ 
舌咽神経痛

座長：前田　倫

11:10～12:10
一般演題（口演）4

頸肩上肢痛・腰下肢痛
座長：安部洋一郎

12:20～13:10
ランチョンセミナー9

疼痛治療における慢性便秘
症ケアのパラダイムシフト

座長：井関雅子
演者：中島　淳

共催：塩野義製薬株式会社

14:40～15:40
スウィーツセミナー2
高齢者の慢性疼痛の評価と 

治療戦略　～実臨床上の工夫～
座長：有田英子

演者：安部洋一郎
共催：持田製薬株式会社

16:00～17:20
パネルディスカッション2

痛み診療 
ーメディカルスタッフと一緒に！

座長：西江宏行、松原貴子
演者：佐藤今子、今井哲司、 

村上安壽子、松原貴子

第7会場
1階
暁光

9:10～9:55
健康保険検討委員会企画『保険 

診療のピットホール』
平成30年度診療報酬改訂と今後の展望

座長：奥田泰久
演者：田邉　豊、 

横田美幸

10:00～11:00
一般演題（口演）5

エコーガイド下ブロック法
座長：中本達夫

11:10～12:10
一般演題（口演）6

帯状疱疹
座長：千葉聡子

12:20～13:10
ランチョンセミナー10

ペインクリニック外来でトリガー 
ポイント注射を行う意義
座長：森本昌宏
演者：濱口眞輔

共催：ビタカイン製薬株式会社

14:40～15:30
一般演題（優秀演題）1

臨床研究
座長：山崎光章

コメンテーター：
田辺久美子

16:00～16:50
一般演題（優秀演題）2

基礎研究
座長：飯田宏樹

コメンテーター： 
川股知之

17:10～18:30
全国ペインクリニック開業医会　

リテールの新境地　 
GINZA SIXの挑戦

座長：亀澤隆司
演者：光田寛和

第8会場
1階
王庭

8：20～12：00
第 1 会場中継

12:20～13:10
ランチョンセミナー11
BurstDRTM刺激を用いた脊髄刺激 

療法：本邦における臨床経験
座長：宇野武司、松田陽一
演者：中川雅之、立山真吾、大岩彩乃
共催：アボットメディカルジャパン株式会社

14：40～18：10
第 1 会場中継

ハンズオン会場
1階
黄玉

9:00～12:10
共催ハンズオンセミナー1

共催：富士フイルムメディカル株式会社

13:30～16:40
共催ハンズオンセミナー2

共催：富士フイルムメディカル株式会社

展示・ポスター会場
3階
北辰

10:00～11:20
一般演題（ポスター）1～11

（P1-1～P1-73）

9：00～18：00
機器展示・ポスター会場

16:00～17:10
一般演題（ポスター）12～22

（P2-1～P2-67）

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

2日目　7月20日（金） 同時通訳あり

開会式
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第1会場
3階
香雲

8:30～10:30
将来構想委員会企画シンポジウム（ペインコンソーシアム共催）

地域連携に求められる慢性疼痛患者対応の 
ポイントと留意点

座長：加藤　実、川井康嗣
演者：二階堂琢也、田邉　豊、松原貴子、

佐久間泰司、川井康嗣

10:40～11:50
ワークショップ3

ガッセル神経節パルス・熱凝固療法 
－より良い治療効果を得るための秘訣－

座長：松田陽一、平川奈緒美
演者：渡邉恵介、安部洋一郎、 

肥塚史郎

12:10～13:00
ランチョンセミナー12
新しいオピオイド、タペンタドール
のがん性疼痛管理における位置
づけ ～当施設の自験例から～

座長：細川豊史
演者：小板橋俊哉

共催：ムンディファーマ株式会社

13:20～14:10
招聘講演2

パーキンソン病 
－最新の知見と痛み－

座長：川真田樹人
演者：服部信孝

14:20～15:50
シンポジウム4

リバーストランスレーショナルリサー
チへの挑戦Challenge to the reverse 

translational research
座長：成田　年、河野達郎

演者：Chih-Peng Lin、若泉謙太、
竹村佳記、葛巻直子 

第2会場
3階
翠雲

9:00～10:00
専門医共通講習「倫理」

科学の倫理と医術の倫理　　 
～医療倫理の難しさは 

どこにあるのか～
座長：土田英昭

演者：本田康二郎

10:30～11:30
専門医共通講習「安全」

座長：山田信一
演者：田中信彦、益田律子

15:10～17:10
ICD講習会「感染」
座長：小板橋俊哉

演者：猪狩英俊、中村　造

第3会場
3階
白雲

8:30～9:30
Pros Consセッション2
トリガーポイントブロック　

VS　Fasciaリリース
座長：森本昌宏

演者：白井　達、木村裕明

9:40～10:40
招請講演（国際交流委員会企画）

各国の痛み診療の体制
座長：齊藤洋司

演者：Fan Bifa、Daehyun Jo、
飯田宏樹

12:10～13:00
ランチョンセミナー13
運動器慢性疼痛 治療に
向けた病態生理 再確認
座長：井関雅子、川真田樹人
演者：鈴木孝浩、折田純久
共催：日本イーライリリー株式会社/ファイザー株式会社

13:20～14:00
広報委員会企画
日本ペインクリニック
学会川柳表彰式とホー
ムページ改善討論会

座長：岡本健一郎、
齊藤洋司

14:30～15:50
パネルディスカッション3

もっと上手に運動療法を活用しよう
座長：松原貴子、豊川秀樹
演者：平瀬達哉、大友　篤、 

会田記章、松原貴子

16:00～17:00
ミニシンポジウム

日本におけるオピオイド
治療の課題を語る
座長：田辺久美子

演者：山口重樹、大岩彩乃、
笹良剛史

第4会場
3階
慶雲

8:30～9:50
シンポジウム5

選択肢が拡大したがん疼痛に対するオピオイド
鎮痛薬－有用につかうための秘訣－
座長：佐藤哲観、瀧川千鶴子
演者：金井昭文、山代亜紀子、 

白川賢宗、松本禎久

9:55～10:35
ミニレクチャー

あなたにもできるRacz  
カテーテルによる疼痛管理
座長：大瀬戸清茂
演者：越川　桂、水野幸一
共催：東京医研株式会社

10:40～11:50
ジョイント教育講演3

基礎と臨床の統合－痛みの 
長期化が脳を変化させる？

座長：齋藤　繁
演者：加藤総夫、福井　聖

12:10～13:00
ランチョンセミナー14

帯状疱疹のいま　 
水痘ワクチンという予防戦略

座長：齊藤洋司
演者：今福信一

共催：一般財団法人阪大微生物病研究会

13:20～14:40
ジョイント基調講演2

生活の質の向上をめざした 
地域医療の実践

座長：益田律子、岡崎　敦
演者：川井康嗣、岡原仁志

14:40～16:00
シンポジウム6

エコー下神経ブロック：安全、 
確実な方法を伝授します
座長：中本達夫、柴田康之
演者：千葉知史、臼井要介、 

中川雅之、深澤圭太

第5会場
1階
瑞光

8:30～10:00
男女共同参画推進ワーキンググループ企画

座長：平川奈緒美、木下　勉
演者：近江禎子、武田吉正

共催：平成30年度 医学生、研修医等をサポートするための会

11:00～11:50
倫理委員会企画

臨床研究倫理：臨床研究における
研究参加者の健康被害と、医師側

（研究者側）の賠償責任・補償責任
座長：土田英昭
演者：前田正一

12:10～13:00
ランチョンセミナー15
慢性疼痛治療における薬物療法 

の位置づけ　～日本発の慢性疼痛 
治療ガイドラインを読み解く～

座長：境　徹也
演者：上野博司

共催：ファイザー株式会社

13:20～14:30
一般演題（口演）7
高周波熱凝固/ 

パルス療法・神経ブロック・PD
座長：西山隆久

16:00～17:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習16
慢性疼痛治療ガイドライン： 

インターベンショナル
治療を中心に

座長：北原雅樹
演者：伊達　久

第6会場
1階
旭光

8:30～9:40
ワークショップ4

進化を遂げる電気刺激療法 
－患者選択とデバイス選択、 

手技上の秘訣
座長：信太賢治、高雄由美子

演者：上島賢哉、立山真吾、森山萬秀

9:50～10:50
一般演題（口演）8

薬物療法
座長：中塚秀輝

11:00～11:50
教育委員会企画

麻酔科専門医試験にもペインク
リニックの知識は重要なんです！

これだけは身につけよう
座長：眞鍋治彦、濱口眞輔
演者：岡本健一郎、加藤　実、

篠崎未緒、城由起子

12:10～13:00
ランチョンセミナー16

Spinal Cord Stimulation Advanced 
lecture～最適な刺激選択の方法と疼痛マ
ネジメントにおける客観的データの活用～

座長：高雄由美子
演者：西池　聡、細見晃一
共催：日本メドトロニック株式会社

13:20～14:30
一般演題（口演）9

脊髄刺激療法
座長：柳本富士雄

16:00～17:00
日本専門医機構認定麻酔科領域講習17

疼痛治療に使える体幹 
領域の超音波ガイド下 
ブロックup to date

座長：小杉志都子
演者：武田泰子

第7会場
1階
暁光

8:30～9:40
一般演題（口演）10

術後痛
座長：杉山陽子

9:40～10:40
一般演題（口演）11
多職種チーム医療

座長：岡崎　敦

10:40～11:50
一般演題（口演）12

慢性痛
座長：西江宏行

12:10～13:00
ランチョンセミナー17
エコーガイド下fasciaリリース  

－運動器エコーのすすめ－
座長：小幡英章
演者：木村裕明

共催：コニカミノルタジャパン株式会社

13:20～14:50
スポンサードシンポジウム　 

漢方セミナー
ペイン・緩和領域の漢方処方とその使い方

座長：山蔭道明、平川奈緒美
演者：上園保仁、中西美保、間宮敬子

共催：株式会社ツムラ

14:50～15:40
一般演題（優秀演題）3
臨床研究/症例報告

座長：廣田和美
コメンテーター：

羽尻裕美

第8会場
1階
王庭

8:30～11:50
第 1 会場中継

12:10～13:00
ランチョンセミナー18

新時代の高周波、 
パルス高周波治療

座長：福井　聖
演者：吉村文貴、伊達　久
共催：株式会社トップ

13:20～15:50
第 1 会場中継

ハンズオン会場
1階
黄玉

8:50～12:00
共催ハンズオンセミナー3

共催：富士フイルムメディカル株式会社

13:30～16:40
共催ハンズオンセミナー4

共催：富士フイルムメディカル株式会社

展示・ポスター会場
3階
北辰

10:00～11:20
一般演題（ポスター）23～34

（P3-1～P3-77）

9:00～16:00
機器展示・ポスター会場

14:00～15:10
一般演題（ポスター）35～45

（P4-1～P4-72）

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

3日目　7月21日（土）

新高輪
1階　2150
7：30～8：30

国際交流委員会
ビジネスミーティング

17:10～17:20
閉会式


