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第１会場

４Ｆ多目的ホール ４Ｆ中会議室 401 ５Ｆ小研修室 ３Ｆ企画展示室４Ｆ小会議室 402４Ｆ小会議室 403

第２会場 第３会場 ポスター会場 3・展示会場ポスター会場 2ポスター会場 1

単 単

単

単 単 単

単  は日本整形外科学会教育研修会単位の取得対象講演です。

8:25～開会挨拶 8:25～開会挨拶（中継） 8:25～開会挨拶（中継）

8:00～受付開始

8:30～10:00　教育講演

10:05～10:35　会長講演 10:05～10:35
会長講演（中継）

10:05～10:35
会長講演（中継）

10:35～11:35　
　　　　特別講演１

10:35～11:35　
　　 　 特別講演１
　　 　　（中継）

10:35～11:35　
　　　  特別講演１
　　　 　（中継）

8:30～10:00
教育講演
（中継）

8:30～10:00
教育講演
（中継）

11:40～12:40　
　  ランチョンセミナー１

12:50～14:20　
　　 ポスター研究紹介
　　  （奇数演題番号）

12:50～14:20　
　　 ポスター研究紹介
　　  （奇数演題番号）
　　　　 （中継）

12:50～14:20　
　　 ポスター研究紹介
　　  （奇数演題番号）
　　　　 （中継）

15:20～17:00　
　　シンポジウムＡ

「運動器疼痛および東北における
　Basic Research Update」
　　座長：野口光一 /小山なつ
　　演者：澤地恭昇 /菅野晴夫
　　　　　井上真輔 /川真田樹人
　　　　　大平哲也

15:20～17:00　
　　   シンポジウムＡ
　　　  　（中継）

19:00～20:30　懇親会

15:20～17:00　
　　   シンポジウムＡ
　　　　  （中継）

14:30～15:10　
　ポスター討論
 （奇数演題番号）

14:30～15:10　
　ポスター討論
 （奇数演題番号）

14:30～15:10　
　ポスター討論
 （奇数演題番号）

ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧

ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧

17:05～18:05　
　　イブニングセミナー１
「見落としていませんか？鎮痛薬による
過鎮静～慢性痛の薬物療法を再考する
（患者体験談セッション）～」
座長：北原雅樹　演者：平林万紀彦
共催：ヤンセンファーマ㈱

17:05～18:05　
　　イブニングセミナー２
「腰椎疾患と
　　下肢関節疾患の鑑別」
座長：竹林庸雄　演者：森本忠嗣
共催：久光製薬㈱

17:05～18:15　
認知行動療法に基づく
「いきいきリハビリノート」
を用いた運動促進法講習会
司会：木村慎二
演者：木村慎二 /細井昌子
　　　松原貴子 /大鶴直史

「非ガン疼痛に対する
　　　　オピオイド治療」
座長：井関雅子／演者：山口重樹

「痙縮に対するボツリヌス治療－
　機能改善と痛みに対する治療」
座長：沖田実／演者：藤原俊之

「痛み教育の課題と将来展望」
座長：山下敏彦／演者：田口敏彦

「運動器疼痛研究－次の10 年に向けて」
座長：北原雅樹　演者：矢吹省司

「大震災・原発事故の危機管理
－リーダーシップの重要性と医療の安全－」
講師：菊地臣一　座長：矢吹省司

「運動器疼痛～鎮痛薬の
　　　作用機序を再考する～」
座長：小幡英章　演者：河野達郎
共催：ファイザー㈱ /エーザイ㈱

11:40～12:40　
　  ランチョンセミナー２
「運動器慢性疼痛に対する
薬物療法」
座長：竹下克志　演者：柳澤義和
共催：塩野義製薬㈱
　　　日本イーライリリー㈱

11:40～12:40　
　  ランチョンセミナー３
「大脳皮質体性感覚野神経回路可塑
     的変容の慢性疼痛における役割」
座長：津田　誠　演者：江藤　圭
共催：日本臓器製薬㈱
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第１会場

４Ｆ多目的ホール ４Ｆ中会議室 401 ５Ｆ小研修室

第２会場 第３会場

単 単 単

単  は日本整形外科学会教育研修会単位の取得対象講演です。

8:00～受付開始

ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧

9:00～10:30　
ポスター研究紹介
（偶数演題番号）

（中継）

11:30～12:10
特別講演２
（中継）

11:30～12:10
特別講演２
（中継）

9:00～10:30　
ポスター研究紹介
（偶数演題番号）

10:40～11:20
ポスター討論

（偶数演題番号）

10:40～11:20
ポスター討論

（偶数演題番号）

10:40～11:20
ポスター討論

（偶数演題番号）

9:00～10:30　
ポスター研究紹介
（偶数演題番号）

（中継）

12:20～13:20
ランチョンセミナー５

「関節軟骨損傷による痛みとその治療」
座長：宗田大　演者：安達伸生

　共催：大正富山医薬品㈱

12:20～13:20
ランチョンセミナー４

「適切な疼痛管理・薬物療法～オピオイ
ドの適正使用ガイドラインを含めて～」
座長：細川豊史　演者：伊達久

　共催：第一三共㈱

12:20～13:20
ランチョンセミナー６

「軸性脊椎関節炎の診断と治療」
座長：井上玄　演者：橋本淳一

　共催：あゆみ製薬㈱

13:30～15:30
シンポジウムＢ
（中継）

13:30～15:30
シンポジウムＢ

「日本における集学的痛み
治療の現況・その課題」

座長：牛田享宏 /細川豊史　
演者：北原雅樹 /柴田政彦　
　　高橋直人 /三木健司

田倉智之　　　

13:30～15:30
シンポジウムＢ
（中継）

15:30～16:00
学会奨励賞表彰・閉会式

（中継）

15:30～16:00
学会奨励賞表彰・閉会式

15:30～16:00
学会奨励賞表彰・閉会式

（中継）

11:30～12:10
特別講演２

「福島県産酒　　　　　　　　
　　五年連続日本一への歩み」
講師：鈴木賢二　座長：矢吹省司 ポスター撤去時間 ポスター撤去時間 ポスター撤去時間

３Ｆ企画展示室４Ｆ小会議室 402４Ｆ小会議室 403

ポスター会場 3・展示会場ポスター会場 2ポスター会場 1
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第１会場

４Ｆ多目的ホール ４Ｆ中会議室 401 ５Ｆ小研修室 ３Ｆ企画展示室４Ｆ小会議室 402４Ｆ小会議室 403

第２会場 第３会場 ポスター会場 3・展示会場ポスター会場 2ポスター会場 1

単 単

単

単 単 単

単  は日本整形外科学会教育研修会単位の取得対象講演です。

8:25～開会挨拶 8:25～開会挨拶（中継） 8:25～開会挨拶（中継）

8:00～受付開始

8:30～10:00　教育講演

10:05～10:35　会長講演 10:05～10:35
会長講演（中継）

10:05～10:35
会長講演（中継）

10:35～11:35　
　　　　特別講演１

10:35～11:35　
　　 　 特別講演１
　　 　　（中継）

10:35～11:35　
　　　  特別講演１
　　　 　（中継）

8:30～10:00
教育講演
（中継）

8:30～10:00
教育講演
（中継）

11:40～12:40　
　  ランチョンセミナー１

12:50～14:20　
　　 ポスター研究紹介
　　  （奇数演題番号）

12:50～14:20　
　　 ポスター研究紹介
　　  （奇数演題番号）
　　　　 （中継）

12:50～14:20　
　　 ポスター研究紹介
　　  （奇数演題番号）
　　　　 （中継）

15:20～17:00　
　　シンポジウムＡ

「運動器疼痛および東北における
　Basic Research Update」
　　座長：野口光一 /小山なつ
　　演者：澤地恭昇 /菅野晴夫
　　　　　井上真輔 /川真田樹人
　　　　　大平哲也

15:20～17:00　
　　   シンポジウムＡ
　　　  　（中継）

19:00～20:30　懇親会

15:20～17:00　
　　   シンポジウムＡ
　　　　  （中継）

14:30～15:10　
　ポスター討論
 （奇数演題番号）

14:30～15:10　
　ポスター討論
 （奇数演題番号）

14:30～15:10　
　ポスター討論
 （奇数演題番号）

ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧

ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧

17:05～18:05　
　　イブニングセミナー１
「見落としていませんか？鎮痛薬による
過鎮静～慢性痛の薬物療法を再考する
（患者体験談セッション）～」
座長：北原雅樹　演者：平林万紀彦
共催：ヤンセンファーマ㈱

17:05～18:05　
　　イブニングセミナー２
「腰椎疾患と
　　下肢関節疾患の鑑別」
座長：竹林庸雄　演者：森本忠嗣
共催：久光製薬㈱

17:05～18:15　
認知行動療法に基づく
「いきいきリハビリノート」
を用いた運動促進法講習会
司会：木村慎二
演者：木村慎二 /細井昌子
　　　松原貴子 /大鶴直史

「非ガン疼痛に対する
　　　　オピオイド治療」
座長：井関雅子／演者：山口重樹

「痙縮に対するボツリヌス治療－
　機能改善と痛みに対する治療」
座長：沖田実／演者：藤原俊之

「痛み教育の課題と将来展望」
座長：山下敏彦／演者：田口敏彦

「運動器疼痛研究－次の10 年に向けて」
座長：北原雅樹　演者：矢吹省司

「大震災・原発事故の危機管理
－リーダーシップの重要性と医療の安全－」
講師：菊地臣一　座長：矢吹省司

「運動器疼痛～鎮痛薬の
　　　作用機序を再考する～」
座長：小幡英章　演者：河野達郎
共催：ファイザー㈱ /エーザイ㈱

11:40～12:40　
　  ランチョンセミナー２
「運動器慢性疼痛に対する
薬物療法」
座長：竹下克志　演者：柳澤義和
共催：塩野義製薬㈱
　　　日本イーライリリー㈱

11:40～12:40　
　  ランチョンセミナー３
「大脳皮質体性感覚野神経回路可塑
     的変容の慢性疼痛における役割」
座長：津田　誠　演者：江藤　圭
共催：日本臓器製薬㈱
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第１会場

４Ｆ多目的ホール ４Ｆ中会議室 401 ５Ｆ小研修室

第２会場 第３会場

単 単 単

単  は日本整形外科学会教育研修会単位の取得対象講演です。

8:00～受付開始

ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧 ポスター貼付・閲覧

9:00～10:30　
ポスター研究紹介
（偶数演題番号）

（中継）

11:30～12:10
特別講演２
（中継）

11:30～12:10
特別講演２
（中継）

9:00～10:30　
ポスター研究紹介
（偶数演題番号）

10:40～11:20
ポスター討論

（偶数演題番号）

10:40～11:20
ポスター討論
（偶数演題番号）

10:40～11:20
ポスター討論

（偶数演題番号）

9:00～10:30　
ポスター研究紹介
（偶数演題番号）
（中継）

12:20～13:20
ランチョンセミナー５

「関節軟骨損傷による痛みとその治療」
座長：宗田大　演者：安達伸生

　共催：大正富山医薬品㈱

12:20～13:20
ランチョンセミナー４

「適切な疼痛管理・薬物療法～オピオイ
ドの適正使用ガイドラインを含めて～」
座長：細川豊史　演者：伊達久

　共催：第一三共㈱

12:20～13:20
ランチョンセミナー６

「軸性脊椎関節炎の診断と治療」
座長：井上玄　演者：橋本淳一

　共催：あゆみ製薬㈱

13:30～15:30
シンポジウムＢ
（中継）

13:30～15:30
シンポジウムＢ

「日本における集学的痛み
治療の現況・その課題」

座長：牛田享宏 /細川豊史　
演者：北原雅樹 /柴田政彦　
　　高橋直人 /三木健司

田倉智之　　　

13:30～15:30
シンポジウムＢ
（中継）

15:30～16:00
学会奨励賞表彰・閉会式

（中継）

15:30～16:00
学会奨励賞表彰・閉会式

15:30～16:00
学会奨励賞表彰・閉会式

（中継）

11:30～12:10
特別講演２

「福島県産酒　　　　　　　　
　　五年連続日本一への歩み」
講師：鈴木賢二　座長：矢吹省司 ポスター撤去時間 ポスター撤去時間 ポスター撤去時間

３Ｆ企画展示室４Ｆ小会議室 402４Ｆ小会議室 403

ポスター会場 3・展示会場ポスター会場 2ポスター会場 1
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