
第12回  整形外科痛みを語る会

日　時：平成26年６月28日（土）　13：00～18：15
　　　 （ビジネスミーティング　  12：00～12：50）
　　　　平成26年６月29日（日）　 9：15～11：25

会　場：萃香園ホテル（福岡県久留米市）

参加費：5,000円
 

共　催　整形外科痛みを語る会
　　　　アステラス製薬株式会社



第12回  整形外科痛みを語る会プログラム【第1日目】

参加者：顧問・メンバー一同

座長：高橋和久（千葉大学大学院医学研究院整形外科学）

山田　圭（久留米大学医学部整形外科学）

座長：野口光一（兵庫医科大学解剖学講座神経科学部門）

牛田享宏（愛知医科大学学際的痛みセンター　運動療育センター）

ビジネスミーティング 萃香園ホテル　1F　「ガーデンホール」 12：00～12：50　（昼食付き）

開会の辞 13：15～13：30

特別講演1 13：30～14：30

休憩 14：30～14：45

セッション1　基礎研究 14：45～16：05

平成26年6月28日（土） 萃香園ホテル 3F　「松林の間」

整形外科痛みを語る会で学んだこと

1）  ヒト椎間板性腰痛における神経成長因子発現調節の分子機構
○村田寿馬、澤地恭昇、依藤麻紀子、鈴木秀和、遠藤健司、小坂泰一、 山本謙吾
　所属：東京医科大学整形外科

2）ラット尾椎椎間板モデルを用いたVEGF発現の検討とヒト椎間板性腰痛に対する抗VEGF療法
○佐藤　淳１）、佐久間詳浩１）、山内かづ代１）、折田純久１）、久保田剛１）、
　稲毛一秀１）西能健１）、藤本和輝１）、志賀康浩１）、木下英幸１）、高橋和久１）、
　大鳥精司１）、宮城正行２）

　所属：千葉大学大学院医学研究院整形外科学１）、北里大学整形外科２）

3）  神経根性疼痛におけるTRPA1 受容体の機能
○寺島嘉紀、宮川　健、竹林庸雄、谷本勝正、黄金勲矢、高島弘幸、山下敏彦
　所属：札幌医科大学医学部整形外科学講座

4）  脊髄後角におけるTRPA1/TRPM8 活性化は痛覚情報を修飾する
○山中　学１）、谷口　亘２）、曽根勝真弓１）、西尾尚子２）、吉田宗人１）、
　中塚映政２）

　所属：和歌山県立医科大学整形外科学教室１）、関西医療大学保健医療学部疼痛医学分野２）

13：00～13：15製品説明　COX-2選択的阻害薬　セレコックスのご紹介
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座長：菊地臣一（福島県立医科大学　理事長兼学長）

志波直人（久留米大学医学部整形外科学講座）

特別講演2 17：15～18：15

18：30～20：20

「運動器廃用変化の予防について考える　― 疼痛管理の重要性― 」 

第12回  整形外科痛みを語る会プログラム【第2日目】

座長：笠井裕一（三重大学大学院医学系研究科脊椎外科・医用工学講座）
セッション3　疫学および痛みの多角的アプローチ 9：15～10：55

平成26年6月29日（日） 萃香園ホテル 3F　「松林の間」

1）  大学生における痛みの実態調査
○榊原紀彦、笠井裕一
　所属：三重大学大学院医学系研究科脊椎外科・医用工学講座

2）一般住民の脊柱管狭窄におけるこむら返りの検討
○半田　隼一、大谷晃司、二階堂琢也、菊地臣一、紺野愼一
　所属：福島県立医科大学医学部整形外科学講座

3）  食習慣と偏食の思い込み、痛みとの関連について
○池本竜則１）２）、河合隆志１）、井上真輔１）２）、牛田享宏１）２）

　所属：愛知医科大学学際的痛みセンター１）、愛知医科大学運動療育センター２）

4）  認知行動療法を取り入れた「リハビリノート」の使用経験
○木村慎二１）、張替徹１）、遠藤直人１）、矢尻洋一２）

　所属：新潟大学医歯学総合病院　総合リハビリテーションセンター１）

　　　　長岡中央綜合病院　整形外科２）

5）  裁判におけるCRPS 症例の診断書からみた妥当性
○三木健司１）、史　賢林２）、橋本亮太３）、林　淳一朗４）、行岡正雄５）、
　小島崇宏６）

　所属：特定医療法人 中央会 尼崎中央病院 整形外科１）、大阪大学整形外科２）

　　　　大阪大学精神科３）、市立貝塚病院整形外科４）、行岡病院　リウマチ科５）、
　　　　大阪A&M法律事務所６）

座長：池内昌彦（高知大学医学部整形外科）
セッション2　臨床研究 16：05～17：05

休憩 17：05～17：15

1）  多血小板血漿（platelet rich plasma:PRP) の臨床応用について
○志賀康浩、久保田剛、山内かづ代、折田純久、稲毛一秀、西能健、佐藤淳
　藤本和輝、木下英幸、高橋和久、大鳥精司
　所属：千葉大学大学院医学研究院整形外科学

2）  パルスオキシメータを用いた仙骨硬膜外ブロック後の下肢血行動態評価
○恩田　啓、木村雅史
　所属：善衆会病院　整形外科

3）  股関節の関連痛と痛覚過敏に関するトランスレーショナルリサーチ
○泉仁１）、池内昌彦２）、Thomas Graven-Nielsen３）

　所属：細木病院整形外科１）、高知大学医学部整形外科２）

　　　　Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Aalborg University３）

懇親会 萃香園ホテル 「鶴の間」

コーヒーブレイク 10：55～11：10　（奨励賞審査）
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　山田　圭（久留米大学医学部整形外科学）

11：10～11：20表彰式・閉会の辞

11：20～11：25次回世話人のご挨拶

交 通 案 内 図

最寄りの駅までのアクセス
・西鉄福岡駅～西鉄久留米駅　特急で30分　・熊本駅～JR久留米駅　特急で60分
・福岡空港～西鉄久留米駅　高速バスで45

・西鉄久留米駅より約5分　・JR久留米駅より約5分　・高速久留米I.C.より約10分

お車でのアクセス ： 駐車場70台（無料）
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