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第42回日本ペインクリニック学会関西支部学術集会タイムテーブル

第１会場(さくら) 第２会場(小ホール) 会議室B

評議員会

開会の挨拶

教育講演Ⅰ

「歯科における口腔顔面痛、

頭痛の診断・治療」

座長　南　　敏明（大阪医科大学）

演者　和嶋　浩一（慶應義塾大学）

一般演題Ⅰ

座長　橋爪　圭司（奈良県立医科大学）

一般演題Ⅱ

座長　柴田　政彦（大阪大学）

ランチョンセミナー

「ペイン＆ふみん

ーその微妙な関係!?ー」

司会　細川　豊史（京都府立医科大学）

演者　原田　優人（大阪回生病院）

共催:エーザイ株式会社

総　会

特別講演

「局所麻酔法と免疫、

そして痛み研究」

座長　小谷順一郎（大阪歯科大学）

演者　横山　 正尚（高知大学）

共催:日本臓器製薬株式会社

教育講演Ⅱ

「脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）

の現状と展望」

座長　森本　昌宏（近畿大学）

演者　西尾　 　 実（名古屋市立大学）

一般演題Ⅲ

座長　前田　倫（西宮市立中央病院）

シンポジウム

「ペインクリニック診療における

医療過誤と医療安全対策」

座長　水本　一弘（和歌山県立医科大学）

演者　1. 「医事紛争解決の実態と問題点」

佐久間　泰司（大阪歯科大学）

2. 「ペインクリニック診療における

医療事故・ヒヤリハット」

田口　仁士（関西医科大学）

3. 「診療上の対立解消に役立つ

医療メディエーション概念を

用いた対話（NBM）の実践」

荒神　裕之（厚生中央病院）

一般演題Ⅳ

座長　西村　渉（大阪医科大学）

一般演題Ⅴ

座長　福井　弥己郎（滋賀医科大学）

一般演題Ⅵ

座長　高雄　由美子（神戸大学）

閉会の挨拶
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特別講演 14:00～15:00 第 1 会場（2 階・さくら） 

座長：小谷順一郎（大阪歯科大学） 

「局所麻酔法と免疫、そして痛み研究」 

横山 正尚（高知大学医療学系医学部門 麻酔科学・集中治療医学講座） 

共催：日本臓器製薬株式会社 

 

 

教育講演Ⅰ 11:00～12:00 第 1 会場（2 階・さくら） 

座長：南 敏明（大阪医科大学） 

「歯科における口腔顔面痛、頭痛の診断・治療」 

和嶋 浩一（慶應義塾大学医学部 歯科口腔外科学教室） 

 

 

教育講演Ⅱ 15:00～16:00 第 1 会場（2 階・さくら） 

座長：森本昌宏（近畿大学） 

「脳脊髄液減少症（低髄液圧症候群）の現状と展望」 

西尾  実（名古屋市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学） 

 

 

シンポジウム「ペインクリニック診療における医療過誤と医療安全対策」 

 16:00～18:00 第 1 会場（2 階・さくら） 

座長：水本一弘（和歌山県立医科大学） 

1 医事紛争解決の実態と問題点 

佐久間泰司（大阪歯科大学 歯科麻酔学講座） 

2 ペインクリニック診療における医療事故・ヒヤリハット 

田口 仁士（関西医科大学附属滝井病院 麻酔科ペインクリニック） 

3 診療上の対立解消に役立つ医療メディエーション概念を用いた対話（NBM）の実践 

荒神 裕之（全国土木建築国民健康保険組合総合病院 厚生中央病院） 

 

 

ランチョンセミナー 12:15～13:15 第 1 会場（2 階・さくら） 

司会：細川豊史（京都府立医科大学） 

「ペイン＆ふみんーその微妙な関係!?ー」 

原田 優人（大阪回生病院 睡眠医療センター） 

共催：エーザイ株式会社 

プログラム プログラム プログラム プログラム プログラム 
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一般演題Ⅰ 11:00～11:30 第 2 会場（2 階・小ホール） 

座長：橋爪圭司（奈良県立医科大学） 

Ⅰ-1 当科で診断と治療を行った仙腸関節症症例の検討～仙腸関節部以外の痛みを主訴

とした 3 症例を中心に～ 

関西電力病院 

宮田 妙子、田中 益司、清水 雅子、徐  舜鶴、野村 正剛、今中 宣依、

中筋 正人 

 

Ⅰ-2 ペインクリニックでの治療経過中に、著しい股関節変形が判明した 2 症例 

大阪医科大学 麻酔科学教室 

*第一東和会病院 麻酔科 

兵田  暁、西村  渉、洪里 和良、森本 賢治、桑村  歩*、藤原 俊介、

南  敏明 

 

Ⅰ-3 生理周期に関連する坐骨神経痛を生じた１症例 

第二岡本総合病院 麻酔科/ペインクリニック 

松田 知之、山根 毅郎、森下 洋子 

 

一般演題Ⅱ 11:30～12:00 第 2 会場（2 階・小ホール） 

座長：柴田政彦（大阪大学） 

Ⅱ-1 治療に難渋した下肢咬傷の１例 

関西医科大学附属滝井病院 麻酔科 

内山 祐佳、田口 仁士、増澤 宗洋、松本 早苗、小島研太郎 

 

Ⅱ-2 難治性の手指痛が血流障害に起因する神経障害性疼痛と考えられた一例 

和歌山県立医科大学 麻酔科学教室 

中田 亮子、瀬藤 容子、小川 幸志、水本 一弘、西川 光一 

 

Ⅱ-3 帯状疱疹痛の治療中に多発性脳神経障害を併発した 1 症例 

大阪市立大学医学部附属病院 麻酔科ペインクリニック科 

*大阪市立大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 

池永 十健、長谷 一郎、高橋 陵太、舟尾 友晴、西川 精宣、中山 祐季*、

井口 広義* 
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一般演題Ⅲ 15:00～16:00 第 2 会場（2 階・小ホール） 

座長：前田 倫（西宮市立中央病院） 

Ⅲ-1 変形性膝関節症に対するヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤（サイビスクディスポ®）

の治療経験 

ヤマト ペインクリニック 

山上 裕章 

 

Ⅲ-2 Failed Back Surgery Syndrome の慢性腰痛に対するブプレノルフィン経皮吸収型製

剤の使用経験 

大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄附講座 

*大阪大学大学院医学系研究科 麻酔集中治療医学講座 

田村 岳士、松田 陽一*、井上 潤一*、井上 隆弥*、中江  文*、柴田 政彦、

眞下  節* 

 

Ⅲ-3 トラマドールとアセトアミノフェンの合剤からフェンタニル貼付剤にオピオイド

ローテーションを行った症例の検討 

姫路赤十字病院 麻酔科 

松井 治暁、仁熊 敬枝、松本 睦子、稲井舞夕子、中村 芳美、西海 智子、

塩路 直弘 

 

Ⅲ-4 抗うつ薬による痙縮と考えられた一例 

近江八幡市立総合医療センター 麻酔科 

須貝 勝平、須貝 順子 

 

Ⅲ-5 難治性足趾潰瘍による激痛を呈していた拡張型心筋症で抗凝固療法中の症例 

滋賀医科大学 ペインクリニック科 

*松本ペインクリニック 

**滋賀医科大学 麻酔科 

富江  久、福井弥己郎、岩下 成人、新田 一仁、飯田 温美、松本 冨吉*、

野坂 修一** 

 

Ⅲ-6 リベド血管症による有痛性潰瘍に対するオピオイド治療の有効性 

大阪大学医学部付属病院 麻酔集中治療科ペインクリニック 

溝渕 敦子、松田 陽一、井上 潤一、井上 隆弥、中江  文、柴田 政彦、

真下  節 
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一般演題Ⅳ 16:00～16:40 第 2 会場（2 階・小ホール） 

座長：西村 渉（大阪医科大学） 

Ⅳ-1 椎間板性腰痛に対し椎間板内 P-RF を施行した 1 症例 

滋賀医科大学附属病院 ペインクリニック科 

*滋賀医科大学 麻酔科 

**松本ペインクリニック 

新田 一仁、福井弥己郎、岩下 成人、富江  久、野坂 修一*、松本 富吉** 

 

Ⅳ-2 超音波ガイド下パルス高周波法により良好な鎮痛が得られた CRPS の 1 症例 

大阪労災病院 麻酔科 

*大阪労災病院 ペインクリニック科 

山本 陽子、矢部 充英*、中本 達夫、寺井 岳三 

 

Ⅳ-3 セントジュードメディカル社製 Eon Mini の使用経験 

近畿大学医学部 麻酔科学教室 

鎌本 洋通、森本 昌宏、白井  達、打田 智久、吉岡  愛、森本 悦司、

中尾 慎一 

 

Ⅳ-4 側弯症に対して脊髄刺激療法が著効した 1 症例 

奈良県立医科大学 麻酔科学教室 

*奈良県立医科大学 ペインセンター 

木下真佐子、橋爪 圭司*、渡邉 恵介*、篠原こずえ、古家  仁 
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一般演題Ⅴ 16:40～17:20 第 2 会場（2 階・小ホール） 

座長：福井弥己郎（滋賀医科大学） 

Ⅴ-1 頸部経皮的髄核摘出時に頸動脈損傷をおこした１症例 

ヤマト ペインクリニック 

*仁泉会病院 麻酔科ペインクリニック 

**医療法人たちばな会 西岡病院 ペインクリニック科 

山上 裕章、塩見由紀代*、加納 節也** 

 

Ⅴ-2 在宅くも膜下鎮痛 13 例の経験 

兵庫県立がんセンター 麻酔科・緩和ケア内科 

駒澤 伸泰、池垣 淳一 

 

Ⅴ-3 POST-OP ビジブル®の硬膜外カテーテル挿入部に対する使用経験 

清仁会 洛西シミズ病院 麻酔科 

村谷 忠利 

 

Ⅴ-4 硬膜外自家血パッチが奏功したが再発した特発性低髄液圧性頭痛の 1 例 

西宮市立中央病院 麻酔科・ペインクリニック科 

菅島 裕美、前田  倫、松村 陽子、桐田 泰江、片山 顕徳 
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一般演題Ⅵ 17:20～18:20 第 2 会場（2 階・小ホール） 

座長：高雄由美子（神戸大学） 

Ⅵ-1 阻血再還流障害・炎症性広範囲筋膜炎後廃用拘縮肢に対する生体内再生治療による

機能救済 

稲田病院 整形外科 

*京都大学再生医科学研究所 臓器再建応用分野 

**奈良県立医科大学 麻酔科 

***西大和リハビリテーション病院 神経内科 

稲田 有史、中村 達雄*、諸井慶七郎**、古家  仁**、森本  茂*** 

 

Ⅵ-2 高容量プレガバリン投与２ヶ月後に発症しためまい 

ふかみレデイースクリニック 麻酔科 

深見  栄 

 

Ⅵ-3 オトガイ神経知覚異常に対する NeurometerTM による評価の有用性－口腔領域感覚

異常審査簡便法との併用に関する臨床的研究－ 

大阪大学大学院歯学研究科 統合機能口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座 

河野 彰代、瀧  邦高、杉村 光隆、大山口藍子、吉田 好紀、丹羽  均 

 

Ⅵ-4 陽明大腸経上の経穴における鍼通電刺激による口腔顔面領域の疼痛閾値の変化 

*大阪大学歯学部附属病院 歯科麻酔科 

**たき歯科医院 

大山口藍子*、瀧  邦高*,**、河野 彰代*、吉田 好紀*、花本  博*、

杉村 光隆*、丹羽  均* 

 

Ⅵ-5 大阪大学歯学部附属病院歯科麻酔科ペインクリニック外来患者における心因性因

子の検討 

大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 

吉田 好紀、杉村 光隆、瀧  邦高、河野 彰代、大山口藍子、丹羽  均 

 

Ⅵ-6 直腸潰瘍による難治性肛門部痛を認めた 1 症例 

神戸大学大学院医学研究科 麻酔科学講座 

岡田 雅子、柳本富士雄、大井 まゆ、高雄由美子、前川 信博 
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