
会 期 2023 年 1 月 28 日 （土） 12:30～19:10
＊ ハンズオンセミナー 9:30～11:30
＊ 第12回ペインクリニック市民公開講座 9:45～10:45

プログラム

開催方式 福祉保健研修交流センター ウィリング横浜

12:30-12:35

● 開会挨拶 ● 第3回会長 新堀 博展 緩和会 横浜クリニック

12:35-13:25
● 一般演題Ⅰ ●

座長｜ 信太 賢治 先生 （昭和大学横浜市北部病院 麻酔科）

1-1 「三叉神経痛を合併した片側頭痛の1症例」

井上茂 田村美穂子 松原香名 林摩耶 中川雅之 上島賢哉 安部洋一郎

NTT東日本関東病院 ペインクリニック科

1-2 「当院における片頭痛患者に対する抗CGRP抗体製剤の効果について」

打越絵理子 1) 新堀博展 2) 斎藤義孝 1) 伊藤純子 2) 丸田秀郎 2) 立山俊朗 1)

横浜痛みのクリニック 1) 緩和会横浜クリニック 2)

1-3 「眼窩深部痛と歯痛を主訴とした片頭痛の一例」

川原小百合 木下純貴 青山幸生 小竹良文

東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科

1-4 「ベンラファキシンが著効した慢性肛門部痛の2症例」

岡田薫 1) 後藤友里 1) 西田茉那 1) 濱岡早枝子 1) 川口早織 1)2) 池宮博子 1) 千葉聡子 1) 原厚子 1) 井関雅子 1)

順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科学･ペインクリニック講座 1) 自衛隊中央病院 麻酔科 2)

1-5 「鑑別が困難であった腹部痛の原因が胸椎椎間板ヘルニアであった1例」

菊池賢 上島賢哉 林摩耶 博多紗綾 安部洋一郎

NTT東日本関東病院 ペインクリニック科

13:30-14:30
● 教育講演 ● 第一三共株式会社 共催

座長｜豊川 秀樹 先生 （港南ひだまりペインクリニック）

『慢性痛診療における成功のポイントとピットフォール～他領域の学問からの学びを活かす～』

川井 康嗣 先生 仙台ペインクリニック石巻分院

14:45-15:45
● レクチャーセッション1 ●

座長｜木村 信康 先生 （湘南藤沢徳洲会病院 痛みセンター）

1-1 『椎間板を制するものが、腰痛を制す』

中川 雅之 先生 NTT東日本関東病院ペインクリニック科

1-2 『がん性疼痛に対して麻酔科医ができること：透視下内臓神経ブロック（経椎間板法）再考』

柳泉 亮太 先生 横浜市立大学附属市民総合医療センター 麻酔科・緩和ケアチーム

1-3 『三叉神経痛を低侵襲手術でコントロールする』

矢﨑 貴仁 先生 秋山脳神経外科病院
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15:50-16:40

● 一般演題Ⅱ ●

座長｜ 金井 昭文 先生 （北里大学医学部 新世紀医療開発センター 疼痛学）

2-1 「肺癌脊椎多発骨転移の痛みに対して高周波熱凝固術を行い自宅退院できた１例」

木村信康 増田清夏

湘南藤沢徳洲会病院 痛みセンター

2-2 「原因不明とされていた上腹部痛に対して悪性疾患を疑い、膵尾部癌が発見された一例」

廣瀨彩名 中川雅之 博多紗綾 高岡早紀 林摩耶 上島賢哉 安部 洋一郎

NTT東日本関東病院 ペインクリニック科

2-3 「持続する背部の感覚過敏と疼痛を主訴に受診した脊椎腫瘍の一例」

伊藤純子 1) 新堀 博展 1) 丸田 秀郎 1) 打越絵理子 2) 齋藤義孝 1) 立山俊朗 2)

緩和会横浜クリニック 1) 横浜痛みのクリニック 2)

2-4 「原因不明の側胸腹部痛で来院した胸髄腫瘍の２症例」

権藤栄蔵 田邉豊、天野功二郎、秋本真梨子、宮﨑里佳、中村尊子、吉川晶子

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

2-5 「骨棘著明のため経椎間板法での穿刺困難が予想された症例に

コーンビームCTを併用して透視下内臓神経ブロックを成功させた1例」

柳泉亮太 小橋紅音 遠藤大

横浜市立大学附属市民総合医療センター

16:55-17:55

● レクチャーセッション2 ●

座長｜上島 賢哉 先生 （NTT東日本関東病院 ペインクリニック科）

2-1 『凍結肩とサイレントマニピュレーション』

朴 基彦 先生 ぱくペインクリニック

2-2 『頭痛に対する漢方治療～定番処方の使い方とその組み合わせのコツ』

矢数 芳英 先生 東京医科大学病院 麻酔科・温知堂矢数医院

2-3 『Loss of resistance法を用いないエコーガイド下頸部硬膜外ブロックについて』

前田 学 先生 まえだ整形外科

18:00-19:00

● 一般演題Ⅲ ●

座長｜ 西山 隆久 先生 （西東京中央総合病院 麻酔科）

3-1 「高度肥満のため通常の穿刺が困難であった腰椎椎間板ヘルニアの1例」

室谷健司 上島賢哉 林摩耶 菊池賢 安部洋一郎

NTT東日本関東病院 ペインクリニック科

3-2 「股関節周囲筋に対するアプローチが治療方針に貢献したと考えられる尾骨痛の一症例」

佐藤雅文 1) 土屋裕 1) 福島悠基 2) 水野幸一 3) 江原弘之 4）

多摩センター痛みのクリニック リハビリテーション科 1) ・ ペインクリニック科 2)

日本医科大学多摩永山病院 麻酔科 3) ・ 西鶴間メディカルクリニック リハビリテーション科 4)

プログラム
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主 催 日本ペインクリニック学会 第3回 東京・南関東支部学術集会
共 催 一般社団法人 日本ペインクリニック学会 JSPC
後 援 NPO法人 ペインクリニック普及協会 PRPAIN

● 第12回 ペインクリニック市民公開講座 ●

座長｜佐伯 美奈子 先生 （藤沢市民病院 麻酔科（ペインクリニック）診療部長 *緩和ケア内科）

『痛みとの付き合い方』

安部 洋一郎 先生 NTT東日本関東病院 ペインクリニック科 部長

9:45～10:45

● ハンズオンセミナー ● 富士フィルムメディカル株式会社 共催 9:30～11:30

説明をしながらのハンズオン（25～30分ローテーション）

① 臼井 要介 先生 （水谷痛みのクリニック）

＜テーマ＞ 上腕骨大結節と肩甲骨肩峰の関係

② 小林 玲音 先生 （昭和大学医学部 麻酔科学講座）

＜テーマ＞ 下肢痛のブロック （仙骨硬膜外ブロック） と傍脊椎部のブロック （椎間関節ブロック）

③ 中村 かんな 先生 （順天堂東京江東高齢者医療センター 麻酔ペインクリニック科）

＜テーマ＞ 仙腸関節痛と後仙腸靭帯

④ 齋藤 義孝 先生 （横浜痛みのクリニック）

＜テーマ＞ 頸椎神経根ブロックとSGBの復習、はじめての頸椎椎間関節ブロック

18:00-19:00

● 一般演題Ⅲ ● ・・・・・ 続き

3-3 「身体知覚異常が影響した新型コロナウイルスワクチン接種後の肩関節周囲炎の1症例」

江原弘之 1) 西啓太郎 1) 岩﨑かな子 2) 内木亮介 2) 中西一浩 2)

西鶴間メディカルクリニック リハビリテーション科 1) ・ ペインクリニック科 2)

3-4 「三叉神経第3枝領域帯状疱疹にRamsay Hunt症候群を合併した1症例」

原詠子 小林玲音 武富麻恵 米良仁志

昭和大学病院 麻酔科学講座

3-5 「慢性肛門痛にS5帯状疱疹を併発しIgG抗体価の上昇により診断し得た1例」

清家拓海 佐伯美奈子 中易夏子 山口佳子

藤沢市民病院

3-6 「医療連携により迅速な高難度治療が可能になった帯状疱疹関連痛の二症例」

中村瑞道 1) 大岩彩乃 1)2) 八反丸善康 1) 武冨麻恵 2)3) 濱口孝幸 1) 倉田二郎 1)

東京慈恵会医科大学病院麻酔科学講座・ペインクリニック部 1)

あびこ痛みのクリニック 2) 昭和大学麻酔科学講座・東病院ペインクリニック 3)

プログラム 日本ペインクリニック学会 第3回 東京・南関東支部学術集会 ［2023 年 １ 月 28 日 （土） 開催］

■ ハンズオン会場 （11階 多目的室）

■ メイン会場 （12階 １２１＋122+123）
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