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著書
1.

松原 貴子

CRPS 発症早期/慢性期の理学療法. 井関雅子（編）

痛みの Science & Practice シリーズ第 8 巻臨床に役立つ神経障害性痛の理解
文光堂. 149-150, 2015.5
2.

松原 貴子

有痛疾患. 内山靖（編）

理学療法診療指針

医学書院. 511-517,2015.6
3.

佐藤 純

天気痛を治せば頭痛，めまい，ストレスがなくなる！
扶桑社. 2015.11
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原著（和文）

1.

城 由起子, 奥村 美嘉, 服部 貴文, 牧野 七々美, 倉知 朋代, 松原 貴子

視覚的な注意要求を伴う運動課題が鎮痛効果に及ぼす影響
J Musculoskeletal Pain Res. 7:81-87, 2015

2.

林 和寛, 松原 貴子, 新井 健一, 西原 真理, 牧野 泉, 牛田 享宏

難治性の慢性痛患者に理学療法が有効であった 3 症例
日本ペインクリニック学会誌. 22:57-60, 2015

3.

牧野 泉, 西原 真理, 牛田 享宏

痛みセンターと歯科医院の同時介入により改善した特発性歯痛症例
日本口腔顔面痛学会雑誌. 8:33-38, 2015

4.

井上 雅之, 池本 竜則, 井上 真輔, 中田 昌敏, 西原 真理, 新井 健一, 河合 隆志, 宮川 博
文, 長谷川 共美, 下 和弘, 櫻井 博紀, 長谷川 義修, 山口 節子, 畠山 登, 牛田 享宏

難治性の慢性痛患者に対するペインマネジメントプログラム
を及ぼす因子の検討

痛みの主観的改善度に影響

Pain Rehabilitation. 5(1): 28-35, 2015
5.

李 玉強, 木全 弘治, 飯田 博巳, 卓 麗聖, 牛田 享宏

マウス術後痛モデル動物が示す痛覚過敏と術後瘢痕部および DRG の遺伝子発現変化

愛知医科大学医学会雑誌. 43:17-33, 2015
6.

水谷 みゆき

催眠による慢性痛のセルフコントロール-腰痛を持った青年の事例を通して考える-

催眠学研究. 55(1/2):10-22, 2015
7.

Miyuki Mizutani

A need of a common set of descriptors for hypnosis in the treatment of pain
催眠学研究. 55(1/2):1-9, 2015

学会発表（国際）

1.

Matsubara T, Nishigami T, Okita M, Sakamoto J, Nobusako S, Shiro Y, Morioka S, Ushida
T.

Functional behavioral and psychosocial characteristics of the outpatients with chronic
musculoskeletal pain in Japan

Pain in Europe IX 9th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC).
Vienna, Austria, 2015.9

2. Shimo K, Aono S, Arai Y-C, Inoue M, Ushida T.

Difference in evaluation of facial expression between chronic pain patients and healthy
subjects：pilot study

15th World Congress on Pain (IASP2015) . Buenos Aires, 2015.10
学会発表（国内）

1.

城 由起子, 牧野 七々美, 服部 貴文, 倉知 朋代, 高沢 百香, 松原 貴子

運動イメージ想起は実運動と同様の疼痛緩和効果を誘導できるか？
第 44 回日本慢性疼痛学会. 横浜市, 2015.2

2.

下 和弘, 青野 修一, 鈴木 千春, 牛田 享宏

学際的痛みセンターにおける慢性痛に対する集学的治療の効果 痛みセンター共通問診シ
ステムを用いた解析

第 24 回愛知県理学療法学術大会. 名古屋市, 2015.3
3.

大鳥 精司, 山下 敏彦, 米延 策雄, 川上 守, 田口 敏彦, 菊地 臣一, 牛田 享宏, 中村 雅

也, 高橋 和久

腰椎疾患における神経障害性疼痛スクリーニングの現状と限界 脊椎関連慢性疼痛患者に
おける神経障害性疼痛有病率調査サブ解析より

第 44 回日本脊椎脊髄病学会. 福岡県, 2015.3
4.

谷 俊一, 田所 伸朗, 牛田 享宏, 谷口 愼一郎, 武政 龍一, 木田 和伸

レジェンドから学ぶ承前啓後 脊髄電気診断における電位増大現象とそのメカニズム

第 44 回日本脊椎脊髄病学会. 福岡県, 2015.3
5.

牛田 享宏

慢性疼痛とニューロイメージング

第 44 回日本脊椎脊髄病学会. 福岡県, 2015.3
6.

牛田 享宏

運動器慢性痛の病態と治療

第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会. 名古屋市, 2015.3

7.

牛田 享宏

変形性関節症治療の Update 変形性関節症に対する新規治療の可能性 痛みの神経メカニ
ズムから考える

第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会. 名古屋市, 2015.3
8.

牛田 享宏

慢性痛の集学的治療(会議録)

第 88 回日本整形外科学会. 神戸市, 2015.5
9.

牛田 享宏

運動器疼痛に対する集学的診療システムの構築に向けて 痛みセンター連絡協議会の立場
から

第 88 回日本整形外科学会. 神戸市, 2015.5

10. 高畑 麻里, 生田 智敬, 青野 修一, 上手 洋子, 西尾 芳文

階層型ニューラルネットワークを用いた運動量評価及び痛み定量化法の提案

電子情報通信学会 非線形問題研究会. 香川県, 2015.4
11. 牛田 享宏

神経機能変化と慢性の痛み

第 27 回日本レーザー治療学会. 東京都, 2015.6
12. 青野 修一, 西原 真理, 畠山 登, 新井 健一, 池本 竜則, 井上 真輔, 河合 隆志, 佐藤 純,
鈴木 千春, 牧野 泉, 牛田 享宏

痛みセンター共通問診システムによる慢性痛患者に対する集学的チーム医療の評価"

東海・北陸ペインクリニック学会第 26 回東海地方会. 名古屋市, 2015.5

13. 井上 雅之, 池本 竜則, 井上 真輔, 中田 昌敏, 西原 真理, 新井 健一, 河合 隆志, 宮川 博
文, 下 和弘, 長谷川 共美, 櫻井 博紀, 長谷川 義修, 山口 節子, 畠山 登, 牛田 享宏

学際的ペインマネジメントプログラム参加者における痛みの主観的改善度に影響を及ぼす
因子についての検討

東海北陸ペインクリニック学会第 26 回東海地方会. 名古屋市, 2015.5
14. 井上 雅之, 井上 真輔, 中田 昌敏, 西原 真理, 新井 健一, 池本 竜則, 河合 隆志, 畠山
登, 宮川 博文, 櫻井 博紀, 牛田 享宏

難治性慢性痛患者に対する学際的グループプログラムによる効果及び痛みの主観的改善度
の予測因子の検討

第 88 回日本整形外科学会学術総会. 兵庫県, 2015.5
15. 井上 雅之, 池本 竜則, 井上 真輔, 中田 昌敏, 西原 真理, 新井 健一, 河合 隆志, 宮川 博
文, 長谷川 共美, 下 和弘, 櫻井 博紀, 長谷川 義修, 山口 節子, 牛田 享宏

難治性の慢性痛患者に対するペインマネジメントプログラム参加者における痛みの主観的
改善度に影響を及ぼす因子についての検討

第 50 回日本理学療法学術大会. 東京都, 2015.6
16. 松原 貴子, 西上 智彦, 沖田 実, 本 淳哉, 信迫 悟志, 城 由起子, 森岡 周, 牛田 享宏
慢性運動器疼痛患者の特性－疼痛の理学療法評価確立に向けた多施設共同研究
第 50 回日本理学療法学術大会. 東京都, 2015.6

17. 畠山 登, 西原 真理, 新井 健一, 藤原 祥裕, 牛田 享宏
ブプレノルフィンテープが著効した肢端紅痛症の 1 例

第 49 回日本ペインクリニック学会. 大阪府, 2015.7

18. 川﨑 元敬, 南場 寛文, 加藤 友也, 池内 昌彦, 北岡 智子, 横山 正尚, 牛田 享宏
MR ガイド下集束超音波治療による有痛性骨転移の疼痛緩和の治療成績
第 88 回日本整形外科学会学術総会. 兵庫県, 2015.5

19. 李 玉強, 木全 弘治, 飯田 博巳, 卓 麗聖, 牛田 享宏

マウス術後痛モデル動物における術後瘢痕部および DRG の遺伝子発現変化

第 37 回日本疼痛学会. 熊本県, 2015.7
20. 西原 真理

慢性疼痛の病態と薬物療法：次世代疼痛緩和療法に向けた最新知見 慢性疼痛に対する精

神科薬物療法の課題

医療薬学フォーラム 2015/第 23 回クリニカルファーマシーシンポジウム.名古屋市, 2015.7
21. 西原 真理

痛みと情動 精神機能と痛みの関係を再考する
第 37 回日本疼痛学会. 熊本県, 2015.7

22. 下 和弘, 長谷川 真美, 水谷 聖子, 長谷川 共美, 牛田 享宏
企業での週 1 回の面談介入は勤労者の腰痛を改厚する

第 37 回日本疼痛学会. 熊本県, 2015.7
23. 池本 竜則, 長谷川 共美, 牛田 享宏

主観的リラックス感と心拍変動との関係
第 37 回日本疼痛学会, 熊本県, 2015.7

24. 牛田 享宏

運動器慢性痛の課題と診療

第 20 回日本口腔顔面痛学会, 名古屋市, 2015.7

25. 牧野 泉, 西原 真理, 牛田 享宏

痛みセンターと歯科医院による歯科治療の 同時介入により改善した特発性歯痛症例

第 20 回日本口腔顔面痛学会. 名古屋市, 2015.7
26. 牧野 泉, 西原 真理, 牛田 享宏

特発性歯痛患者と舌痛症患者の検証

－疼痛関連指標と心拍変動－

第 20 回日本口腔顔面痛学会, 名古屋市, 2015.7

27. 井上 雅之, 池本 竜則, 新井 健一, 中田 昌敏, 宮川 博文, 飯田 博己, 下 和弘, 若林 淑
子, 長谷川 共美, 牛田 享宏

健康増進施設におけるロコモティブシンドロームの実態について

第 6 回ロコモティブ・メタボリック症候群研究会. 愛知県, 2015.8
28. 牛田 享宏

運動器の痛み

急性痛から慢性痛の概念へ

第 64 回東日本整形災害外科学会. 福島県, 2015.8
29. 井上 雅之

慢性痛に対するリハビリテーション

第 20 回日本ペインリハビリテーション学会学術大会. 愛知県, 2015.9
30. 青野 修一, 西原 真理, 新井 健一, 池本 竜則, 井上 真輔, 畠山 登, 佐藤 純, 鈴木 千春,
牧野 泉, 牛田 享宏

痛みセンター共通問診票システムを用いた集学的チーム医療の効果
第 37 回日本疼痛学会. 熊本県, 2015.9

31. 池本 竜則, 本庄 宏司, 赤尾 真知子, 大須賀 友晃, 牛田 享宏

X 線重度変形性膝関節症に対する理学療法士指導下自発的運動の長期効果
第 50 回日本理学療法士協会全国学術研修大会.岩手県, 2015.10

32. 池本 竜則, 井上 真輔, 中田 昌敏, 西原 真理, 新井 健一, 河合 隆志, 宮川 博文, 下 和
弘, 長谷川 共美, 櫻井 博紀, 長谷川 義修, 山口 節子, 畠山 登, 牛田享宏

学際的アプローチによるペインマネジメントプログラム参加者における痛みの主観的改善
度に影響を及ぼす因子の検討

第 50 回日本理学療法士協会全国学術研修大会. 岩手県, 2015.10
33. 下 和弘, 井上 雅之, 長谷川 真美, 水谷 聖子, 長谷川 共美, 牛田 享宏

理学療法士による面談介入は勤労者の腰痛を改善する産業理学療法的アプローチの試み

第 50 回日本理学療法士協会全国学術研修大会. 岩手県, 2015.10
34. 池本 竜則, 林 和寛, 牛田 享宏

機械的痛刺激に対する疼痛関連神経活動パターンの特徴

第 30 回日本整形外科学会基礎学術集会. 富山県, 2015.10
35. 李 玉強, 木全 弘治, 飯田 博巳, 牛田 享宏

マウス術後痛モデル動物が示す痛覚過敏と術後瘢痕部および DRG の遺伝子発現変化

第 30 回日本整形外科学会基礎学術集会. 富山県, 2015.10
36. 牛田 享宏

痛みの科学と臨床病態 慢性痛病態の神経機能評価

第 30 回日本整形外科学会基礎学術集会. 富山県, 2015.10
37. 長谷川 共美, 池本 竜則, 牛田 享宏, 福沢 嘉孝

過体重 C 型肝硬変患者における継続的運動療法の試み

第 36 回日本肥満学会. 名古屋市, 2015.10

1 症例報告

38. 西原 真理, 乾 幸二, 新井 健一, 柴田 由加, 神谷 妙子, 青野 修一, 元村 英史, 竹内 伸
行,

柿木 隆介, 牛田 享宏

表皮内及び経皮電気刺激法を用いた A-δ，A-β線維誘発電位の測定
第 45 回日本臨床神経生理学会学術大会. 大阪府, 2015.10

39. 西原 真理, 乾 幸二, 新井 健一, 柴田 由加, 神谷 妙子, 青野 修一, 元村 英史, 竹内 伸
行, 柿木 隆介, 牛田 享宏

表皮内及び経皮電気刺激法を用いた A-δ，A-β 線維誘発電位の測定
第 45 回日本臨床神経生理学会学術大会. 大阪府, 2015.10

40. 水谷 みゆき

慢性痛治療における催眠－経験の共有と蓄積に向けて－；シンポジウム『臨床実践におけ
る発見，その共有と蓄積

第 17 回日本臨床催眠学会学術大会. 名古屋市, 2015.11
41. 下 和弘, 梶田 比奈子, 鈴木 千春, 西原 真理, 畠山 登, 牛田 享宏
集学的治療において理学療法が有効であった症例の治療経験
第 8 回日本運動器疼痛学会. 名古屋市, 2015.12

42. 宮川 博文, 池本 竜則, 赤尾 真知子, 辻本 朋哉, 牛田 享宏
膝 OA 患者の患者立脚型アウトカム向上には何が重要か?
第 8 回日本運動器疼痛学会. 名古屋市, 2015.12

43. 高谷 将悟, 川﨑 元敬, 泉 仁, 南場 寛文, 池内 昌彦, 牛田 享宏

変形性膝関節症の疼痛に対する MR ガイド下集束超音波治療の試み
第 8 回日本運動器疼痛学会. 名古屋市, 2015.12

44. 池本 竜則, 宮川 博文, 牛田 享宏
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