
共催：⽇本医師会「令和２年度医学⽣・研修医等をサポートするための会」

⽇本ペインクリニック学会第54回学術集会

ダイバーシティマネージメントWG企画
（旧：男⼥共同参画推進WG）

ペインクリニックへのintroduction
座⻑からの
メッセージ
講演

講演

座⻑：近江禎⼦先⽣（東京慈恵医科⼤学第3病院 ⿇酔科）

⼤岩彩乃先⽣（東邦⼤学医療センター⼤森病院 ⿇酔科）

ワークバランスを保ちながらキャリアアップ！

「緩和医療における疼痛治療の重要性」

演者：間宮敬⼦先⽣（信州⼤学医学部付属病院 信州がんセンター）

オンデマンド配信 2020年11⽉16⽇（⽉）〜11⽉29⽇（⽇）予定
申込⽅法：下記URLより、ご聴講可能です
https://www.c-linkage.co.jp/pain54/
当⽇参加はありませんので、Web学会に事前登録いただいた⽅を参加として扱わせていただきます。Web開催への変更に伴い、
事前参加登録期間を10⽉30⽇（⾦）まで延⻑されていますが、当⽇参加はありませんので、ご注意ください。事前登録された
先⽣⽅には11⽉中旬に、WEB学会にログインするためのパスワードを電⼦メールにてお知らせいたします。

会⻑：川真⽥ 樹⼈（信州⼤学医学部⿇酔蘇⽣学教室）

⽇本ペインクリニック学会第54回運営事務局 TEL: 076-222-7571 FAX: 076-222-7572 E-mail: pain54@c-linkage.co.jp

⼀般社団法⼈ ⽇本ペインクリニック学会事務局 TEL: 03-5282-8808 E-mail: pain@jspc.gr.jp

ダイバーシティマネージメントWG

⽇本医師会の⼥性⽀援紹介と⽇本⿇酔科学会で
の男⼥共同参画の取り組み

医学⽣・研修医は事前予約をお願いいたします
（⽇本ペインクリニック学会事務局・
ダイバーシティマネージメントWG：pain@jspc.gr.jp）
事前申し込み時に学⽣または研修医の場合、そのことを記載して下さい。
詳細は、⽇本ペインクリニック学会第54回ホームページをご確認ください。



共催：日本医師会「2019年度医学生・研修医等をサポートするための会」

日本ペインクリニック学会第53回大会

男女共同参画推進WG企画
〜ペインクリニックへのintroduction〜

座長：近江禎子先生（東京慈恵医科大学第三病院 麻酔科）

座長：小森万希子先生（東京女子医科大学東医療センター 麻酔科）

演題：見えないものが見えてくる

エコーと3D解剖学
演者：武田吉正 先生

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生学講座 集中治療部）

会場：熊本県立劇場 熊本学園大学２階 第９会場中会議室

日時：2019年7月20日(土)  10:30〜12:00
会長：山本達郎（熊本大学 麻酔科学分野）

問い合わせ先：一般社団法人 日本ペインクリニック学会事務局 TEL: 03-5282-8808 E-mail: info@jspc.gr.jp

座長からの
メッセージ

講演
１

演題：女性開業医が実感した

ペインクリニック診療の醍醐味
演者：末次啓子先生（医療法人 末次医院）

講演
２

医学生・研修医は１ヶ月前までに事前予約をお願いいたします

（日本ペインクリニック学会事務局・男女共同参画推進WG：info@jspc.gr.jp）

事前申し込み時に学生または研修医の場合、そのことを記載して下さい（3Dメガネを優先させて頂きます）。

事前申し込みがない場合、空きがあれば当日の聴講は可能です。

医学生・研修医は学術大会参加費は無料です。

詳細は、（日本ペインクリニック学会第53回ホームページをご確認ください。

※お子様は一緒にご入場できません。

mailto:info@jspc.gr.jp


座長：木下 勉 先生 (相模原中央病院 麻酔科ペインクリニック)

演者：武田 吉正 先生 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生学講座 集中治療部)

医学生・研修医は1週間前までの事前予約をお願いいたします（日本ペインクリニック学会事務局・男女共同参画推進WG ： info@jspc.gr.jp）

事前申し込み時に学生または研修医の場合はそのことを記載してください。3Dメガネを優先させて頂きます。

なお、事前申し込みのない場合でも、空きがあれば当日の聴講は可能です。

医学生・研修医は学術大会参加費は無料です。詳細は＜日本ペインクリニック学会第52回大会ホームページ＞を御覧ください。

※お子様はご一緒には入場できません。

日本ペインクリニック学会第52回大会

男女共同参画推進WG企画

エコーで見えないものが
見えてくる解剖学

共催：日本医師会「平成30年度医学生・研修医等をサポートするための会」

演題：「頑張らないけどあきらめない」 （２０分、ディスカッション10分）

座長：平川 奈緒美先生 (佐賀大学医学部附属病院 ペインクリニック・緩和ケア科)、

演者：近江 禎子 先生 (東京慈恵会医科大学附属第三病院 麻酔科)

演題：

会場：グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール 1F 瑞光第5会場

日時：2018年7月21日（土）8：30～10：00
会長：井関雅子順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座

お問い合わせ先：一般社団法人 日本ペインクリニック学会事務局 TEL； 03-5282-8808 E-mail； info@jspc.gr.jp



 

 

共催：⽇本医師会 

「医学⽣・研修医をサポートするための会」 

 スイーツセミナー 

第 51回 ⽇本ぺインクリニック学会⼤会（岐⾩） 

男⼥共同参画推進会議WG企画 

日本ぺインクリニック学会   info@jspc.gr.jp 



平成28年度「医学生、研修医等を
サポートするための会」（入場無料）

「若手ペインクリニシャンの育成」

講師や各施設で活躍中の先生と気軽に意見交換する中で、
あなたの理想的なキャリアアップや将来の夢が、

見えてくるかもしれません。

第１部 メンターから
「疼痛医療における開業医の関わりー女性医師として」

講師 羽尻裕美 （二葉医院院長）

第２部 若い世代から
「人から学ぶ」

講師 小島圭子（東京慈恵会医科大学麻酔科学講座講師）

「痛み診療医の育成と自己研鑚の楽しみ」
講師 大岩彩乃（東邦大学医療センター大森病院麻酔科助教）

コメンテーター 水田祥代
（学校法人福岡学園理事長、九州大学名誉教授）

第３部 グループディスカッション
小グループに分かれて、お茶を飲みながら、日頃の悩みや将来の
ことについて、自由なディスカッションタイムをお楽しみください。

対象者：医学生 医師、
研修医 医療関係者
申込み締切り: 6月27日

主催：（一社）日本ペインクリニック学会、共催：（公社）日本医師会
企画：日本ペインクリニック学会男女共同参画推進会議ＷＧ

日時：2016年7月8日（金）午後2時50分〜４時50分
場所：日本ペインクリニック学会 第50回大会
パシフィコ横浜413号室 横浜市西区みなとみらい1-1-1
☎045‐221‐2155

同時開催：日本ペイン
クリニック学会第50回大会

会長：世良田和幸
昭和大学横浜市北部病院

院長

参加申込先：
日本ペインクリニック学会事務局
(詳細は裏面・参加申込書参照）
FAX ： 03-5282-8809
E-mail ： info@jspc.gr.jp

※裏面：参加申込書



平成27年度「医学生、研修医等を
サポートするための会」（入場無料）

「次世代のペインクリニシャンをめざして」

講師や各施設で活躍中の先生と気軽に意見交換する中で、
あなたの理想的なキャリアアップや将来の夢が、

見えてくるかもしれません。

第１部 メンターから
「なぜ私はペインクリニックを選んだか」
講師 高雄由美子 (神戸大学麻酔科学准教授・外来医長)

第２部 若い世代から
「ペインクリニシャンの多様性」
講師 大西佳子 (京都府立医科大学疼痛・緩和医療学講座病院助教)

講師 岡田 恵 (京都府立医科大学疼痛・緩和医療学講座病院助教)

第３部 意見交換会（どんな質問でもOK! 気軽にご参加ください）
小グループに分かれて、お茶を飲みながら、日頃の悩みや将来のこと
について、自由なディスカッションタイムをお楽しみください。

※当日参加・途中参加も歓迎！！

対象者： 医学生 医師
研修医 医療関係者

申込締切日：７月２１日(火)

主催：（一社）日本ペインクリニック学会、共催：（公社）日本医師会
企画：日本ペインクリニック学会男女共同参画推進会議ＷＧ

場所：日本ペインクリニック学会 第49回大会 施設内
グランフロント大阪 ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター 特設会場 B2Fルーム8
（住所：大阪市北区大深町3-1 ☎03‐6292‐6911）

同時開催：日本ペインク リ
ニック学会 第４９回大会

会長：森本昌宏
（近畿大学医学部
麻酔科学講座）

参加申込先：日本ペインク
リニック学会事務局（詳細
は裏面･参加申込書参照）
FAX：03‐5282‐8809
E‐mail：info@jspc.gr.jp

日時：2015年7月24日（金）午後1時～4時

※裏面：参加申込書



平成26年度　医学生・研修医等	  
をサポートするための会	

~	  	  ペインクリニックに興味のあるあなたへ	  ~	  
　キャリアアップについて	  

　考えてみませんか?	
講師や各施設で活躍中の先生と気軽に意見交換する中で、	  

あなたの理想的なキャリアアップや将来の夢が、	  
見えてくるかもしれません。	

第１部　メンターから	
「痛みってなに？ 私の長い経験から得たもの」	  
　講師　樋口比登実（昭和大学病院緩和治療科教授)	  
	
第２部　若い世代から	
「painfulな選択？～女医の結婚、女医との結婚～」	  
	  	  講師　吉田千寿(東京慈恵会医科大学付属病院麻酔部)　　　	  	  	  
	  	  講師　吉田拓生(東京慈恵会医科大学付属病院集中治療部)	
	  
第３部  グループディスカッション　	  
小グループに分かれて、お茶を飲みながら、日頃の悩みや将来のこと	  
について、自由なディスカッションタイムをお楽しみください。	

対象者:医学生　臨床研修医　	  
医師　医療従事者　	
申込み締め切り:	  1月２０日	  
定員:５０名前後（定員に達した場合
にはご容赦下さい）	  

申込み先:	  合同会社エム・プラン	  
ニングオフィス     町田勝利	  

machida@m-‐planning	  
-‐o.ddnn.jp	

主催：（一社）日本ペインクリニック学会、共催：（公社）日本医師会	
	

日時：2015年2月7日（土）午後１時30分〜４時30分	
場所：川崎日航ホテル　１１階　「藤」　参加費：無料	  
神奈川県川崎市川崎区日進町１　TEL０44-‐244-‐5941	
	  

同時開催：第29回東京・	
南関東疼痛懇話会	
http://pain29.umin.jp/	
会長：木下勉：	
特定医療法人愛仁会太田
総合病院　	
麻酔科・ペインクリニック	
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