
11月14日（木） 1日目　11月15日（金）
第5会場 第1会場 第2会場 第3会場

 3F  ゴールドルーム  4F  ロイヤルクラウンBC  4F  ロイヤルクラウンA  4F  ロイヤルプリンセスA

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

日程表
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プレコングレスセミナー
座長：坂井　文彦
演者： 清水　利彦、 

David W. Dodick
共催：日本イーライリリー株式会社

開会式

シンポジウム1
「頭痛の Narrative based 
medicine：人とのふれあい
が中心の医療」
座長：坂井　文彦、喜多村孝幸
演者：David W. Dodick、 

清水　利彦、五十嵐久佳、
間中　信也、松森　保彦

招待講演 1
「Headache medicine：Past, Present 
and Future」
座長：平田　幸一
演者：David W. Dodick

社員総会・会員総会

会長講演
「頭痛科学への新たな挑戦、Narrative 
Based Medicineとともに」
座長：荒木　信夫
演者：丸木　雄一
特別報告
「IHC2019に参加して」
座長：丸木　雄一
演者：今井　　昇
招待講演 2
「Some update of headache medicine in Korea」
座長：立花　久大 演者：Byung-Kun Kim

シンポジウム2
「新薬のup date」
座長：橋本洋一郎、飯塚　高浩
演者：久我　　敦、 

James Martinez、 
Daniel Mikol、 
吹野　晃一、小森　美華

東洋医学セミナー
座長：荒木　信夫、山口　　智
第 1 部　「漢方「こんな頭痛
は漢方処方が第一選択」」
演者：中江　啓晴、光藤　　尚
第2部　「鍼 「医師のため
の鍼 体験講座 4　顔面痛
に対する鍼 治療の実際」」
演者：山口　　智

ランチョンセミナー 1
「患者から感謝される頭痛診療を目指して 
～片頭痛up to date：基礎と臨床の両面から」
座長：荒木　信夫
演者：柴田　　護、永関　慶重
共催：アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社

シンポジウム3
「一次性頭痛に対する鍼
治療の効果とその果たす役
割―頭痛診療における鍼
の有用性について―」
座長：山口　　智、松村　　明
演者：建部　陽嗣、菊池　友和、

鮎澤　　聡、五十嵐久佳
共催：全日本鍼 学会

一般演題 1
外科対応
座長：加藤　裕司

シンポジウム4
「小児頭痛の診断と 
治療・頭痛専門医の役割」
座長：藤田　光江、島津　智一
演者：島津　智一、安藤　直樹、

荒木　　清、山中　　岳

一般演題 2
群発頭痛
座長：福武　敏夫

シンポジウム5
「学際的な視点からみた 
頭痛診療」
座長：平田　幸一、髙橋　牧郎
演者：佐藤　　純、牛田　享宏、

舟久保恵美、清水　俊彦、
團野　大介

共催：日本 痛学会・日本運動器 痛学会

全員懇親会

教育セミナー 1
「徹底検証！片頭痛の誘発
因子と増悪のメカニズム」
座長：寺山　靖夫
演者： 永田栄一郎、工藤　雅子、

辰元　宗人

16：45～18：30

8：50～9：00
9：00～10：50

11：00～11：50

13：10～14：00

14：00～14：45

14：45～15：25

15：25～15：55

15：55～17：40

9：00～11：00

12：00～13：00

14：50～16：50

17：00～17：40

9：00～10：30

10：30～11：10

14：50～16：20

19：00～21：00

7：30～8：50



1日目　11月15日（金）
第4会場 第5会場 第6会場 企業展示

 4F  ロイヤルプリンセスC  3F  ゴールドルーム  3F  プラチナルーム  4F  ロビー

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00
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全員懇親会

一般演題 3
片頭痛（疫学）
座長：浅野　賀雄

一般演題 4
片頭痛（病態生理）
座長：團野　大介

一般演題 5
脳精髄圧関連
座長：喜多村孝幸

一般演題 6
一般
座長：松森　保彦

一般演題 7
薬剤使用過多
座長：永関　慶重

一般演題 8
片頭痛（婦人科）
座長：稲垣美恵子

ランチョンセミナー2
「頭痛診断をスキルアップしよう！：
ICHD-3 活用と実際」
座長：竹島多賀夫
演者：尾崎　彰彦、間中　信也
共催：大塚製薬株式会社

シンポジウム6
「緊張型頭痛の 
科学的エビデンスとは？」
座長：間中　信也、福武　敏夫
演者： 辰元　宗人、大熊　壮尚、

伊藤　康男、和嶋　浩一、
北見　公一

一般演題 9
小児関連①
座長：疋田　敏之

一般演題 10
小児関連②
座長：荒木　　清

イブニングセミナー1
「患者中心の頭痛医療をめざして
（JPAC 共催）」
座長：浅野　賀雄、三浦留美子
演者： 五十嵐直美、税所　裕子、

本郷美由紀、東田千恵美

一般演題 11
くも膜下出血
座長：長田　秀夫

一般演題 12
脳血管障害
座長：棚橋　紀夫

ランチョンセミナー 3
「自律神経の立場から，パーキンソン
病の病態を考察する」
座長：栗原　一浩
演者：山元　敏正
共催：武田薬品工業株式会社

一般演題 13
診断・ケーススタディ①
座長：山脇　健盛

一般演題 14
診断・ケーススタディ②
座長：中里　良彦

一般演題 15
診断・ケーススタディ③
座長：神谷　達司

イブニングセミナー 2
「ICTを用いた頭痛診療」
座長：島津　智一
演者： 豊田剛一郎、大山慎太郎、

目々澤　肇、神原　　武

企業展示

19：00～21：00

9：00～9：50

9：50～10：40

14：50～16：00

16：00～17：00

9：00～9：50

10：00～11：10

12：00～13：00

14：50～16：10

16：10～17：00

17：00～17：40

17：50～18：50

9：00～9：40

9：40～10：40

12：00～13：00

14：50～15：40

15：40～16：40

16：40～17：40

17：50～18：50

9：00～17：00



2日目　11月16日（土）
第1会場 第2会場 第3会場

 4F  ロイヤルクラウンBC  4F  ロイヤルクラウンA  4F  ロイヤルプリンセスA

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

日程表
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シンポジウム7
「難治性慢性頭痛への挑戦」
座長：竹島多賀夫、五十嵐久佳
演者：菊井　祥二、松森　保彦、 

今井　　昇、都田　　淳、 
柴田　政彦

招待講演 3
「How to make your headache clinic more 
effective」
座長：鈴木　則宏
演者：Elizabeth Leroux

ランチョンセミナー 6
「「痛みと知覚を診る！」 
～ペインビジョンの臨床応用～」
座長：島津　智一　演者：三木　　俊
共催：ニプロ株式会社

特別企画
「慢性頭痛診療ガイドライン改定に
向けて」
座長：竹島多賀夫
演者：荒木　信夫

ワークショップ1
「群発頭痛 Update」
座長：髙橋　愼一、立岡　良久
演者：團野　大介、飯ヶ谷美峰、 

前田　　倫、立岡　良久

ワークショップ2
「頭痛診療のクロストーク・連携」
座長：北川　泰久、松村　　明
演者：上條　　篤、稲垣美恵子、 

山田　和男、藤田　仁志、 
家木　良彰

閉会式

シンポジウム8
「片頭痛病態を理解するための
ニューロサイエンス」
座長：永田栄一郎、柴田　　護
演者：柴田　　護、加藤　総夫、 

滝沢　　翼、岩田　幸一

ランチョンセミナー 4
「認知症の評価と治療 
～頭痛との関連を含めて～」
座長：﨑山　快夫 　演者：中村　　祐
共催：第一三共株式会社

一般演題 16
診断・ケーススタディ④
座長：根来　　清

一般演題 17
医療連携①
座長：五十嵐久佳

一般演題 18
医療連携②
座長：山王　直子

一般演題 19
治療
座長：門前　達哉

一般演題 20
三 神経
座長：山根　清美

一般演題 21
耳鼻科領域
座長：上條　　篤

ランチョンセミナー 5
「実臨床における頭痛とてんかん：
どちらも診断・治療してほしい」
座長：榎　日出夫　演者：森　　　仁
共催：エーザイ株式会社

一般演題 22
画像
座長：今井　　昇

一般演題 23
予防・新薬治療
座長：高橋　一司

一般演題 24
外傷
座長：柴田　　靖

教育セミナー 2
「群発頭痛の診断・治療トピックス」
座長：山脇　健盛
演者：清水　利彦、今井　　昇

9：00～10：50

11：00～11：50

12：00～13：00

13：10～14：10

14：10～15：30

15：40～17：00

17：00～17：10

9：00～10：50

12：00～13：00

13：10～14：10

14：10～14：50

14：50～15：40

15：40～16：50

9：00～10：00

10：00～10：50

12：00～13：00

13：10～14：20

14：20～15：10

15：10～16：10

7：30～8：50



2日目　11月16日（土）
第4会場 第5会場 第6会場 企業展示

 4F  ロイヤルプリンセスC  3F  ゴールドルーム  3F  プラチナルーム  4F  ロビー

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00
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一般演題 25
環境因子①
座長：池田　耕一

一般演題 26
環境因子②
座長：北村　英二

シンポジウム9
「プライマリーケア医が知っ
ておくべき“治療可能な” 
2 次性頭痛」
座長：下畑　享良、矢部　一郎
演者： 河内　　泉、古賀　靖敏、

坂井　健二、木村　暁夫、
髙橋　牧郎、長井弘一郎

第47回日本頭痛学会総会・
さいたま市四医師会
市民公開講座
「子供の頭痛・女性の 
頭痛、知って治して　 
楽しい生活を」

シンポジウム10
「片頭痛に関連する周期
性症候群の診断と対処法」
座長：西村　　陽、疋田　敏之
演者： 安藤　直樹、金子　衣野、

疋田　敏之、泰地　秀信

一般演題 27
RCVS ①
座長：片山　泰朗

一般演題 28
RCVS ②
座長：下田　雅美

Headache Academy for 
Dentists

企業展示

9：00～9：50

9：50～10：40

9：00～11：00

13：15～15：00

15：30～17：00

9：00～10：00

10：00～11：00

13：00～17：00

9：00～17：00


