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57. 西原 真理 

慢性痛を乗り越えるために～心と痛みの関係について 

第 22回 市民公開講座 はり灸健康講座 名古屋 2013. 9. 

 

58. 牛田 享宏 

運動器慢性痛－診療における問題点と対応－ 

第 5 回日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医資格継続のための研修会講

演 東京 2013. 9. 

 

59. 牛田 享宏 

運動器慢性痛の現況と多角的な取り組みの必要性～脊椎脊髄疾患を中心に 



日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部第 53回合同学術集会 東京 2013. 9. 

 

60. 松原 貴子 

ペインリハビリテーション 

熊本県理学療法士協会 第 56回学術研修会 熊本 2013. 9. 

 

61. 下山 理史 

生活を支える緩和ケア 

中日健康フェア 生活の質を守る「緩和ケア」 名古屋 2013. 9. 

 

62. 牛田 享宏 

運動器慢性痛の現状と対応 

神無月慢性疼痛フォーラム特別講演 金沢 2013. 10. 

 

63. 西原 真理 

痛み治療を脳と心の問題から再考する 

第３回熊本神経障害性疼痛研究会 熊本 2013. 10. 

 

64. 西原 真理 

痛みをどのように捉えて、治療するか～学際的痛みセンターにおける試み 

名古屋南東部プライマリケア学術講演会 名古屋 2013. 10. 

 

65. 下山 理史 

がん診療を受けながら日常生活を送るために役に立つこと 

第 1回北摂緩和ケアフォーラム 大阪 2013. 10. 

 

66. 飯田 博己 

投球障害選手の機能障害とアプローチ 

日本理学療法士協会理学療法士講習会 長久手 2013. 10. 

 

67. 松原 貴子 

慢性痛の発生メカニズムとリハビリテーション 

鹿児島県理学療法士協会 平成 25年度学術部研修会 鹿児島 2013. 10. 

 

68. 牛田 享宏 

学際的痛み診療システムの中で見えてくる運動器慢性痛 



第 4回愛知県痛みを考える会特別講演 名古屋 2013. 10. 

 

69. 牛田 享宏 

ロコメタ予防講義 

第 2回よくばり健康づくり・長久手スタイル～ロコメタ予防～ 長久手 2013. 10. 

 

70. 西原 真理 

慢性痛を考える～脳と心を中心に 

第２回尾張心療内科フォーラム 名古屋 2013. 10. 

 

71. 西原 真理 

慢性痛患者の精神医学的また集学的治療について 

愛知総合病院精神科懇話会 名古屋 2013. 10. 

 

72. Takahiro Ushida 

Chronic Pain： Problems & Solutions 

The 6th Koria-Japan Joint Stroke Conference Evening Seminar Osaka 2013. 10. 

 

73. 池本 竜則 

運動器疼痛における麻薬系鎮痛薬の使い方 

豊橋整形外科医会生涯教育研修会 豊橋 2013. 10. 

 

74. 池本 竜則 

痛みを脳からひも解く 

岡山痛みの診断・治療懇話会 岡山 2013. 11. 

 

75. 河合 隆志 

運動器の慢性痛への対応 

知多半島地域連携勉強会 半田 2013. 11. 

 

76. 牛田 享宏 

運動器慢性痛の発症と維持に影響を及ぼす様々な因子 

MPS研究会第 12回学術集会特別講演 大阪 2013. 11. 

 

77. 井上 真輔 

器質疾患を疑う慢性腰痛例 



第 3回 NPOいたみラボ医療者研修会 大阪 2013. 11. 

 

78. 松原 貴子 

運動療法 

NPOいたみ医学研究情報センター 第 3回医療者研修会 大阪 2013. 11. 

 

79. 牛田 享宏 

運動器慢性痛の集学的治療 

Apollo seminar 観音寺 2013. 11. 

 

80. 西原 真理 

痛みを精神医学から再考する～脳とこころからみた痛みとその治療 

飛騨高山地区精神科講演会 高山 2013. 11. 

 

81. 牛田 享宏 

運動器疼痛の保存療法 

トラマール適応拡大記念講演会特別講演 山口 2013. 11. 

 

82. 西原 真理 

精神科から見た痛みの問題 

うつ病ワークショップ～今後のうつ病治療について考える～ 名古屋 2013. 12. 

 

83. 西原 真理 

痛みを精神医学から再考する～脳とこころからみた痛みとその治療 

岐阜地区こころとからだ研究会 岐阜 2013. 12. 

 

84. 松原 貴子 

ペインリハビリテーションの可能性と課題 

第 6回日本運動器疼痛学会 教育研修講演 神戸 2013. 12. 

 

85. 飯田 博己 

投球動作指導とコンディショニング法 

愛知県高等学校野球連盟尾東地区高等学校野球指導者講習会 瀬戸 2013. 12. 

 

 

メディア 



1. 牛田 享宏, 松原 貴子 

NHKテレビテキスト きょうの健康 2013年 2月号 

運動で改善 長引く痛み NHK出版 2013. 1.   

 

2. 西原 真理, 牛田 享宏 

らいふプラス 

疼痛 治療法が進歩 日本経済新聞夕刊 2013. 1.   

 

3. 西原 真理 

腰や尻が痛む「神経障害性疼痛」 治療法が進歩  療機関が充実、遺伝子解析に脚光 

日本経済新聞 2013. 1.   

 

4. 牛田 享宏 

きょうの健康 

運動で改善 長引く痛み「痛みはなぜ続く？」 NHK Eテレ 2013. 2.   

 

5. 牛田 享宏, 松原 貴子 

きょうの健康 

運動で改善 長引く痛み「首・肩の痛みを解消」 NHK Eテレ 2013. 2.  

 

6. 牛田 享宏, 松原 貴子 

きょうの健康 

運動で改善 長引く痛み 「腰・ひざの痛みを解消」 NHK Eテレ 2013. 2.   

 

7. 牛田 享宏, 松原 貴子 

きょうの健康 

運動で改善 長引く痛み 「脳への運動の効果」 NHK Eテレ 2013. 2.   

 

8. 牛田 享宏ほか 

短期集中連載 腰痛治療革命―第一人者が教える 7 つの新常識②心を鍛える「認知行

動療法」 週刊文春 2013. 4.   

 

9. 牛田 享宏ほか 

短期集中連載 腰痛治療革命―第一人者が教える 7 つの新常識①痛みは心から!?まず

自分のタイプを知ろう 週刊文春 2013. 4.   

 



10. 牛田 享宏 

安心 2013年 6月号 

痛みの 85%は心が強く関与し受け身ではなく接触的に体を動かすことが治療の鍵  

マキノ出版 2013. 5. 

 

11. 牛田 享宏ほか 

NHKためしてガッテン特別編集ダイジェスト版 2013年 6月号 

腰痛改善の最新ワザ 腰痛最新ニュース 1 主婦と生活社 2013. 6. 

 

12. 牛田 享宏ほか 

NHKためしてガッテン 2012Vol.15 夏号 

腰痛改善の最新ワザ 腰痛最新ニュース 1 主婦と生活社 2013. 6.   

 

13. 牛田 享宏, 西原 真理, 松原 貴子 

広告特集座談会 

進歩した疼痛（痛み）治療の現状を語る 朝日新聞 2013. 6.   

 

14. 佐藤 純 

夕刊ゴジらじ 

気をつけたい梅雨時の体調管理 NHKラジオ名古屋放送局 2013. 6.   

 

15. 牛田 享宏ほか 

現代ビジネス 

最新「IMS」治療でひどい腰の痛みが消えた 週刊現代 2013. 7.   

 

16. 牛田 享宏 

クローズアップ現代 

腰痛 2800万人時代～変わる“常識”～ NHK総合 2013. 7.   

 

17. 牛田 享宏 

医療ルネサンス 

子宮頸がんワクチン(3) 痛みの原因解明へ 研究班 読売新聞 2013. 8.   

18. 牛田 享宏 

安心 2013年 11月号 

痛みの 85%は心が原因！ストレスを除いて痛みを軽減する中指の一点刺激に期待  

マキノ出版 2013. 10.   



 

19. 資料提供のみ 

たけしの健康エンターテインメント！みんなの家庭の医学 

現代人の 4 人に 1 人が抱えている治らない様々な「痛み」を名医が診る 朝日放送系 

2013. 11.   

 

20. 牛田 享宏, 井上 真輔 

スーパーニュース 大谷主義 

子宮頸がんワクチンについて考える 東海テレビ 2013. 11.   

 

21. 牛田 享宏 

チョイス＠病気になったとき 

あなたの腰痛原因はストレス？ NHK Eテレ 2013. 11.   

 

22. 佐藤 純 

夕刊ゴジらじ 

寒さに強い体をつくろう NHKラジオ名古屋放送局 2013. 12.   

 

23. 牛田 享宏 

NHKテレビテキスト きょうの健康 2014年 1月号 

なんでも健康相談 整形外科 NHK出版 2013. 12.   

 

24. 牛田 享宏 

子宮頸がんワクチンの副作用、治療で 64％が改善 日本経済新聞電子版 2013. 12.   

 

25. 牛田 享宏 

Nスタ 

子宮頸がんワクチンについて TBSテレビ系 2013. 12.   

 


