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第 48 回日本ペインクリニック学会 

  会期：平成 26 年 7 月 24 日（木）～26 日（土） 

  会長：大瀬戸 清茂（東京医科大学麻酔科学講座） 

  会場：京王プラザホテル、東京医科大学病院 

     〒160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1 

TEL：03-3344-0111 

  学会のテーマ：ペインクリニックをきわめる 

  学会 HP：http://www.c-linkage.co.jp/pain48/ 

  大会事務局：東京医科大学麻酔科学講座 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7-1 

  運営事務局：株式会社コンベンションリンケージ 

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2三番町 KS ビル 

TEL:03-3263-8688 FAX:03-3263-8693 

E-mail: pain48@c-linkage.co.jp 

 

 

非歯原性歯痛診断実習セミナー  

期日：平成 26年 8月 10日(日) 9時 50 分-16時 30分 

会場：慶應義塾大学病院二号館 11 階 中会議室   参加費：一万円 

参照 HP：http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/ 

 

 

第 7 回日本運動器疼痛学会 

  会期：平成 26年 10月 25 日（土）～26 日（日） 

  会長：田口 敏彦（山口大学大学院医学系研究科整形外科学 教授） 

  会場：ANA クラウンプラザ宇部 

     〒755-8588 山口県宇部市相生町 8-1  

TEL：0836-32-1112  

FAX：0836-22-0155 

  学会のテーマ：運動器疼痛に対する臨床的アプローチとその根拠 

  学会 HP：http://www.congre.co.jp/jamp2014/index.html 

  主催事務局：山口大学大学院医学系研究科整形外科学 

〒755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1 

TEL：0836-22-2268 FAX：0836-22-2267 

http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/
http://www.congre.co.jp/jamp2014/index.html


  運営事務局：株式会社コングレ九州支社内 

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17-11F 

TEL:092-716-7116 FAX:092-716-7143 

jamp2014@congre.co.jp 

 

第 19 回日本口腔顔面痛学会学術大会開催 

会期：平成 26 年１１月１日（土）～１１月２日（日） 

会場：東京医科歯科大学歯学部 特別講堂 

大会長：嶋田昌彦 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科疼痛制御学分野） 

学術大会 HP：http://19jsop2014.webcrow.jp/index.html 

 

 

第 22 回日本腰痛学会 

会期：平成 26年 11月 15日（土）～16 日（日）  

会長：高橋 和久 千葉大学大学院医学研究院整形外科学 教授  

会場：幕張メッセ国際会議場  

〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1  

TEL 043-296-0001 (代表）  

学会のテーマ：「腰痛の科学」  

学会 HP：http://www.jslsd2014chiba.com/index.html  

本部事務局：千葉大学大学院医学研究院 整形外科学内  

〒260-8670 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

TEL : 043-226-2117 FAX : 043-226-2116  

運営事務局：株式会社ウィアライブ コンベンション事業部内  

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-11-12 Floor and Walls Hacchobori 3F  

TEL : 03-3552-4170 FAX : 03-3552-4178 

E-mail：jslsd2014-chiba@ouialive.co.jp   

 

 

第 44 回日本慢性疼痛学会 

  会期：平成 27 年 2 月 27 日（金）～28 日（土） 

  会長：別部 智司（神奈川歯科大学麻酔科学講座 客員教授） 

  会場：ローズホテル横浜 

     〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 77 

     TEL 045-681-3311 

  学会のテーマ：患者の立場に立った慢性痛への取り組み 

  学会 HP：http://web.apollon.nta.co.jp/jsscp44/ 

  大会事務局：神奈川歯科大学麻酔科学講座 

mailto:jamp2014@congre.co.jp
http://19jsop2014.webcrow.jp/index.html
http://www.jslsd2014chiba.com/index.html
mailto:jslsd2014-chiba@ouialive.co.jp
http://web.apollon.nta.co.jp/jsscp44/


        〒238-8580 神奈川県横須賀市稲岡町 82 

        E-mail：jsscp44@kdu.ac.jp 

  運営事務局：株式会社日本旅行 国際旅行事業本部 ECP営業部 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリンビル 11 階 

        TEL:03-5402-6401 FAX:03-3437-3944 

                E-mail：jsscp_44@nta.co.jp 

 

第 20 回日本緩和医療学会 

  会期：平成 27 年 6 月 18 日（木）～20 日（土） 

  会長：高宮 有介（昭和大学医学部） 

  会場：パシフィコ横浜 

     

 

第 37 回日本疼痛学会 

会期：平成 27年 7月 3 日（金）〜4 日（土） 

会長：山本 達郎（熊本大学医学部附属病院麻酔科 教授） 

会場：市民会館崇城大学ホール 

   〒860-0805熊本市中央区桜町 1-3  

    TEL:096-355-5235 

学会テーマ：これからの痛み治療の方向性 

学会 HP: http://jasp37.umin.jp 

大会事務局：熊本大学医学部附属病院麻酔科 

      〒860-8556 熊本市中央区本荘 1-1-1 

      TEL:096-373-5275 FAX:096-363-9697 

運営事務局：学会サポートセンター熊本（株式会社コンベンションサポート九州） 

      〒860-0801 熊本市中央区安政町 8-16 村瀬海運ビル 6F 

      TEL:096-212-3161 FAX:096-212-3163 

            E-mail: jasp_37@higo.ne.jp 

 

 

第 49 回日本ペインクリニック学会 

  会期：平成 27 年 7 月 23 日（木）～25 日（土） 

  会長：森本 昌宏（近畿大学医学部麻酔科学講座） 

  会場：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 

     〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町 

  学会のテーマ：ペインクリニシャンの矜持 

  学会 HP：http://www2.convention.co.jp/pain49/ 

  大会事務局：近畿大学医学部麻酔科学講座 

mailto:jsscp44@kdu.ac.jp
tel:03-5402-6401
mailto:jsscp_44@nta.co.jp


〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2 

  運営事務局：日本コンベンションサービス株式会社 関西支社 

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2 階 

TEL:06-6221-5933 FAX:06-6221-5938 

E-mail: pain49@convention.co.jp 

 

 

第 38 回日本疼痛学会 

会期：平成 28年 6月 24日（金）〜25日（土） 

会長：山下 敏彦（札幌医科大学医学部整形外科学講座 教授） 

会場：かでる２・７ 北海道立道民活動センター 

       〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目道民活動センタービル 

     TEL:011-204-5100 

 

 

第 39 回日本疼痛学会 

会長：柴田 政彦（大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座 教授） 


