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第33回日本疼痛漢方研究会学術集会スケジュール
09:00～09:15
09:15～09:45

09:45～10:25

10:25～10:50

〔第1会場〕
開会の挨拶・会長講演
一般講演１
《神経系の痛み》
（3演題）
一般講演２
《体幹部の痛み》
（4演題）
（休

憩）（25分）

09:00～09:15
09:15～09:55

09:55～10:35

10:35～10:50

〔第2会場〕
（第1会場中継）
一般講演３
《頭頸部・顔面の痛み①》
（4演題）
一般講演４
《頭頸部・顔面の痛み②》
（4演題）
（休

憩）（15分）

10:50～11:40
優秀賞ノミネート講演
（5演題）

11:40～11:55
11:55～12:10
12:10～13:00

（第1会場中継）

総会
（休

憩）（15分）

ランチョンセミナー
《細井 昌子先生》

（第1会場中継）

（休

13:00～13:20
13:20～14:20

憩）（20分）

基調講演
《並木 隆雄先生》

（第1会場中継）

14:20～15:20
特別講演
《永田勝太郎先生》

15:20～15:35
15:35～16:15

一般講演５
《癌性疼痛》
（4演題）

16:15～17:25

一般講演７
《痛みの集学的治療》
（4演題）

16:15～17:30
一般講演６
《歯・口腔内の痛み》
（6演題）
《頭頸部・顔面の痛み②》
（1演題）

17:30～17:40
17:40～17:45

（休
憩）（15分）
15:35～16:15

優秀賞表彰式
閉会の挨拶

難治疼痛症例ワークショップ
（5演題）

（第1会場中継）
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開会の挨拶・会長講演
会 長：青山 幸生（東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科）

（09：00～09：15）

■第１会場 一般講演１ 《神経系の痛み》
座 長：中谷 俊彦（島根大学医学部 緩和ケア講座）

（09：15～09：45）

1-1)三叉神経痛の漢方治療
紀南病院 脳神経外科

～３症例の経験から～
仲尾 貢二

1-2)急性帯状疱疹の痛みに対する漢方薬の効果
上村クリニック／佐賀大学医学部附属病院 ペインクリニック緩和ケア科

1-3)漢方薬を使用することで治療が奏功した線維筋痛症の１例
（公財）国際全人医療研究所 千代田国際クリニック

○野垣 健、永田勝太郎、伊藤 千鶴、大塚 理紗、大槻 千佳、
志和 悟子

上村 聡子
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■第１会場 一般講演２ 《体幹部の痛み》
座 長：三浦 一恵（鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座）

（09：45～10：25）

1-4)漢方薬が奏効した側胸部痛の２症例
福岡県済生会二日市病院 麻酔科 1)、上村クリニック 2)
佐賀大学医学部附属病院 ペインクリニック緩和ケア科 3)

○塚本 絵里 1).3)、上村 聡子 2).3)
1-5)原因不明の心窩部痛に漢方薬が奏効した２症例
済生会川口総合病院 麻酔科 1)
順天堂東京江東高齢者医療センター 麻酔科・ペインクリニック科 2)
みつはたペインクリニック 3)

○今井 美奈 1)、秋山 絢子 2)、前田
光畑 裕正 3)、山口 敬介 2)

剛 2)、中村かんな 2)、飯田 史絵 2)

1-6)妊娠中圧痛を伴う腹部の痛みに対する漢方薬治療
医療法人明珠会 札幌白石産科婦人科病院 1)、札幌医科大学 麻酔科 2)
朋佑会札幌産科婦人科 3)

○武田 智幸 1)、谷垣 衣理 1)、渡辺 廣昭 2)、佐野 敬夫 3)
1-7)人参養栄湯が効果的であった身体的フレイル患者の１症例
沖縄県立中部病院 整形外科
普天間朝拓
休

憩

（10：25～10：50）
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■第２会場 一般講演３ 《頭頸部・顔面の痛み①》
座 長：嶋田 昌彦（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野）

（09：15～09：55）

2-1)漢方処方により症状の改善を認めた難治性口腔顔面痛の１症例
JA 愛知厚生連 江南厚生病院 麻酔科
黒川 修二
2-2)頬骨骨折後の顔面の痛みに漢方薬が奏効した１症例
神奈川歯科大学 麻酔科学講座歯科麻酔学分野

○今泉 うの、別部 智司
2-3)漢方薬の処方選択に腹診所見が有用であった下顎部痛の１症例
福井大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 1)、福井勝山総合病院 麻酔科 2)
金沢医科大学 総合内科学 3)

○竹内 健二 1)、松田 修子 1)、松木 悠佳 1)、小原 洋昭 2)、守屋 純二 3)
重見 研司 1)
2-4)２年間続いた顎関節症の疼痛に対して漢方製剤が有効であった１症例
九州歯科大学附属病院 口腔環境科 1)、九州歯科大学 老年障害者歯科学分野 2)

柿木 保明 1).2)
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■第２会場 一般講演４ 《頭頸部・顔面の痛み②》
座 長：境
徹也（佐世保共済病院 ペインクリニック麻酔科）

（09：55～10：35）

2-5)副鼻腔炎手術後の難治性左顔面痛に対して漢方薬が奏効した症例
京都府立医科大学附属病院 疼痛緩和医療部
上野 博司
2-6)治打撲一方が後頚部痛の軽減に寄与した交通外傷（打撲）後脳脊髄液漏出症の１例
埼玉医科大学 脳神経内科

○光藤 尚、田村 直俊、瀬尾 和秀、溝井 令一、高橋 一司、
中里 良彦、荒木 信夫、山元 敏正
2-7)前兆のない片頭痛に対して漢方薬が奏効した１症例
済生会横浜市南部病院 神経内科 1)、小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター2)

○中江 啓晴 1)、草鹿砥宗隆 2)、小菅 孝明 2)
2-8)閃輝暗点に対する漢方薬の治療効果
岐阜県総合医療センター 産婦人科・東洋医学科

休

憩

佐藤 泰昌
（10：35～10：50）
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■第１会場 優秀賞ノミネート講演
（10：50～11：40）
座 長：平川奈緒美（佐賀大学医学部附属病院 ペインクリニック・緩和ケア科
佐賀大学医学部 麻酔・蘇生学講座）
N-1)舌痛症の東洋医学的背景と鉄動態についての一考察
せんだい耳鼻咽喉科（鹿児島県）
内薗 明裕
N-2)変形性膝関節症４症例における十全大補湯証の検討
赤羽牧洋記念クリニック

○東儀

洋、三橋

牧

N-3)変形性膝関節症に対する防已黄耆湯の作用機序
昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門

～モデルラットを用いた基礎研究～

1)

常葉大学 健康プロデュース学部健康柔道整復学科 2)

○奥茂 敬恭 1)、池本 英志 1)、大池 潤 1)、國枝 裕介 1)、中井 真悟 2)
大橋 祐介 1)、髙山 靖規 1)、安達 直樹 1)、塚田 愛 1)、砂川 正隆 1)
N-4)十味剉散とその加味方を用いた 14 症例
青森慈恵会病院 漢方内科・麻酔科
坪 敏仁
N-5)母児同服が有効だった３例
まっこいしゃ高橋醫院

相澤 治孝
総

会

（11：40～11：55）

休

憩

（11：55～12：10）

■第１会場 ランチョンセミナー
座 長：別部 智司（神奈川歯科大学 麻酔科学講座）

（12：10～13：00）

『慢性疼痛に対する心身医学的アプローチ：Bio-psycho-social model から』
九州大学病院 心療内科／集学的痛みセンター
細井 昌子

休

憩

（13：00～13：20）
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■第１会場 基調講演
座 長：齊藤 洋司（島根大学医学部 麻酔科学）

（13：20～14：20）

『慢性疼痛と漢方治療－心身一如を念頭に置いた治療』
千葉大学医学部附属病院 和漢診療科
並木 隆雄
■第１会場 特別講演
座 長：青山 幸生（東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科）

（14：20～15：20）

『痛みの新しい治療戦略：酸化、糖化、血行動態の視点から』
（公財）国際全人医療研究所 千代田国際クリニック
永田勝太郎
休

憩

（15：20～15：35）

■第１会場 一般講演５ 《癌性疼痛》
（15：35～16：15）
座 長：間宮 敬子（信州大学医学部附属病院 信州がんセンター 緩和部門）
1-8)がん治療由来の疼痛の初期治療に補剤と気剤が有用であった２症例
鳥取大学医学部附属病院 ペインクリニック外科
稲垣 喜三
1-9)盲腸癌坐骨神経浸潤の神経症状に漢方治療が奏効した一例
佐賀県医療センター好生館 緩和ケア科 1)、平田ペインクリニック 2)

○小杉 寿文 1)、石川亜佐子 1)、久保麻悠子 1)、弓場 智子 1)、平田 道彦 2)
1-10)がん専門病院の漢方サポート外来の役割
がん研有明病院 緩和治療科
川原 玲子
1-11)漢方処方による鎮痛作用の検討
1-13) ～ラット急性炎症性疼痛モデルを用いた基礎研究～
昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門 1)、昭和大学病院東洋医学科 2)

○砂川 正隆 1)、加藤 真未 1)、髙山 靖規 1)、池本 英志 1)、安達 直樹 1)
大橋 祐介 1)、奥茂 敬恭 1).2)、山口孝二郎 1)、塚田 愛 1)、石野 尚吾 1).2)
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■第１会場 一般講演６ 《歯・口腔内の痛み》
（16：15～17：25）
座 長：山口孝二郎（昭和大学医学部生理学講座 生体制御学部門）
瀬尾 憲司（新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 歯科麻酔学分野）
1-12)抜髄後の神経障害性疼痛に漢方薬が奏効した１症例
りゅう歯科クリニック
安陪 春菜
1-13)精神疾患・心理社会的要因が原因と考えられる非歯性歯痛に対し漢方薬が奏功した症例
愛知学院大学歯学部 麻酔学講座 1)、名古屋大学医学部附属病院 精神科 2)
名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学分野 3)、愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座 4)
愛知学院大学歯学部 保存修復学講座 5)、ナディアパークデンタルクリニック 6)

○佐藤 曾士 1)、徳倉 達也 2)、宮内 倫也 3)、伊藤 幹子 4)、中野健二郎 5)
鶴田 剛士 6)、富田 慎 6)、奥田 真弘 1)
1-14)ホットフラッシュを伴う舌痛症患者に漢方薬が奏効した１例
北海道大学大学院歯学研究科 高齢者歯科学教室

○平良 賢周、三浦 和仁、新井 絵理、渡邊

裕、山崎

裕

1-15)口腔粘膜の神経障害性疼痛に漢方薬が奏効した１症例
いまきいれ総合病院 麻酔科 1)
昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門 2)、長島町国民健康保険平尾歯科診療所 3)
大阪歯科大学附属病院 歯科麻酔科 4)
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 歯科麻酔全身管理学分野 5)

○千堂 良造 1)、山口孝二郎 2)、新田 英明 3)、真鍋 庸三 4)、杉村 光隆 5)
1-16)難治性口内炎に漢方療法が奏功した１症例
長島町国民健康保険平尾歯科診療所 1)
医療法人ハヤの会 田中矯正歯科 歯科慢性疾患診療室 2)
昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門 3)、鹿児島大学病院 口腔顎顔面外科学分野 4)
いまきいれ総合病院 麻酔科 5) 鹿児島大学病院 歯科麻酔科 6)

○新田 英明 1)、山口孝二郎 2).3)、鈴木

甫 4)、千堂 良造 5)、杉村 光隆 6)

1-17)ベーチェット病の既往を持ち、西洋医学的治療に難渋した湿疹及び疼痛や強いピリピリ感を
伴った口唇炎に東洋医学的治療を試み奏効した１例
冨士クリニック
藤田周一郎
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1-18)交通外傷後 23 年間頭痛、めまい、尿漏れが続き、漢方薬が奏功した症例
岡田クリニック
岡田 誠
■第２会場 一般講演７ 《痛みの集学的治療》
座 長：關山 裕詩（帝京大学医学部 麻酔科学講座）

（15：35～16：15）

2-9)疲労を強く訴えた機能性身体症候群（FSS）の１症例
（公財）国際全人医療研究所 千代田国際クリニック

○志和 悟子、永田勝太郎、大槻 千佳
2-10)疼痛患者の便秘、瘀血に対する通導散の使用経験
帝京大学医学部附属病院 麻酔科・ペインクリニック科

○杉本真理子、田村奈保子、佐々木 翼、關山 裕詩
2-11)整形外科におけるエキス剤の六味丸の使用経験
那須赤十字病院 リハビリテーション科
吉田 祐文
2-12)DSM-5 身体症状障害/体感幻覚幻痛/統合失調感情障害優勢完全型線維筋痛症に対しての
2-13)漢方製剤と認知行動療法（マインドフルネス等）施行症例報告
寺田鳳実会 社団 寺田クリニック
寺田 壮治
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■第２会場 難治疼痛症例ワークショップ
座 長：平田 道彦（平田ペインクリニック）
濱口 眞輔（獨協医科大学医学部 麻酔科学講座）

（16：15～17：30）

2-13)漢方薬で自覚症状がわずかに改善した筋痛性脳症/慢性疲労症候群（ME/CFS）難治例の１例
喜山整形ハーブクリニック 1)、（公財）国際全人医療研究所 千代田国際クリニック 2)

○喜山 克彦 1)、加藤 晃己 1)、絹川

典 1)、永田勝太郎 2)

2-14)陰病の難治性疼痛に対する漢方治療
みやにし整形外科リウマチ科 1)、平田ペインクリニック 2)、織部内科クリニック 3)

○宮西 圭太 1)、平田 道彦 2)、織部 和宏 3)
2-15)難治性疼痛と腹診
みつはたペインクリニック

光畑 裕正

2-16)ハイブリッド（電気鍼＋漢方薬）療法で軽快した難治性疼痛症例
北九州市立門司病院 ペインクリニック・東洋医学科
緒方 政則
2-17)多発性骨髄腫に伴う脊椎椎体骨折に起因する難治性慢性腰痛に対して漢方薬を含む集学的
2-17)治療が奏効した１例
医療法人社団共生会 金谷平成クリニック 神経内科 1)
医療法人社団平成会 藤枝平成記念病院 内科 2)
医療法人社団平成会 藤枝平成記念病院 脳神経外科 3)

○新井 鐘一 1)、黒岩 大三 2)、平井 達夫 3)
優秀賞表彰式

（17：30～17：40）

閉会の挨拶
会 長：青山 幸生（東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科）

（17：40～17：45）

会場案内
東京コンファレンスセンター・品川
東京都港区港南 1-9-36
TEL 03-6717-7000

アレア品川

東

品川プリンスホテル

コクヨ
ホール

15

グランドプリンスホテル
新高輪

NTT品川ツインズ

東京コンファレンス
センター・品川
アトレ品川
新幹線品川
駅

国道 号第一京浜

浜東北線
山手線・京

至高輪ゲートウェイ

NTT
品川ツインズ
ソニー本社
アネックス

P

ーロード）
ンボ
レイ
通路（
由
西自

アレア品川（NTTデータビル）
品川フロントビル
港南口
（東口）

高輪口 JR品川駅
（西口）

町
至大井

アクセス
● 新幹線・JR 品川駅港南口（東口）より徒歩約 2 分
●羽田空港から
羽田空港→品川（京浜急行利用）約 24 分
●東京駅から
東京→品川（JR 利用）約12 分

連絡先：
第33 回日本疼痛漢方研究会学術集会 共催事務局
〒107-8521

東京都港区赤坂2丁目17 番11号

赤坂シグマタワービル 4 階 株式会社ツムラ 学術企画部内
TEL 080-5883-4254

Wビル

