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 特集／ちょっと待って，その痛み大丈夫？ 

―“見逃してはいけない痛み”への安全なアプローチ― 

志賀 隆 国際医療福祉大学 救急医学/

国際医療福祉大学成田病院 救

急科 

特集 第 1 章 アプローチの仕方    

 1. 突然の痛み 坂本 壮 総合病院国保旭中央病院 救急

救命科 

 
2. 間欠痛 浅川 麻里 

堺市立総合医療センター 総合

内科 

 3. 増悪する痛み 須田 竜一郎 君津中央病院 外科 

 4. 人生最大の痛み 中村 真崇 愛仁会高槻病院 総合内科 

 
5. 慢性的な痛み 本田 奈々瀬 

東京都立多摩総合医療センタ

ー リウマチ膠原病科 

 第 2 章 各論～こんな痛みには要注意！～   

 
6. 慢性の頭痛（片頭痛） 福澤 文駿/鋪野 紀好 

千葉大学医学部附属病院 総合

診療科 

 7. 急性の頭痛（静脈洞血栓症） 中尾 寛宙 鳥取医療センター 脳神経内科 

 8. 眼痛 （緑内障） 福與 裕子 東京北医療センター 救急科 

 
9. 咽頭痛（扁桃周囲膿瘍） 竪 良太 

練馬光が丘病院 総合救急診療

科 救急部門 

 
10. 頸部痛（Crowned dens 症候群） 林 実 

福井県立病院 救命救急センタ

ー 

 11. 胸痛（大動脈解離 StanfordA） 中島 聡志 京都第二赤十字病院 救急科 

 12. 急性の上腹部痛（急性膵炎） 宮田 直輝 宮田胃腸科皮膚科クリニック 

 
13. 急性の下腹部痛（憩室炎） 吉田 篤史 

大船中央病院消化器・IBD セン

ター 

 
14. 慢性の腹痛（Functional dyspepsia） 水本 潤希 

東京大学大学院医学教育国際

研究センター 医学教育学部門 

 
15. 背部痛（大動脈解離 StanfordB） 瀬尾 龍太郎 

神戸市立医療センター中央市

民病院 救命救急センター 



 
16. 腰痛（椎体炎） 狩野 謙一 

福井県立病院救命救急センタ

ー 

 17. 肩関節痛（腱板断裂） 杉本 勝正 名古屋スポーツクリニック 

 
18. 肘関節痛（肘関節内側側副靭帯損傷） 岩瀬 嘉志 

順天堂東京江東高齢者医療セ

ンター 整形外科 

 19. 手関節痛（Colles 骨折） 仲田 和正 西伊豆健育会病院 

 

20. 股関節痛（大腿骨頸部骨折） 上原 健敬 

岡山大学大学院医歯薬学総合

研究科 地域救急・災害医療学

講座 

 
21. 膝関節痛（偽痛風） 澤近 弘 

川崎医科大学 リウマチ・膠原

病学 

 
22. 足関節痛（痛風） 谷口 敦夫 

結核予防会複十字病院 膠原病

リウマチ科 

 23. 足底部痛（足底腱膜炎） 天羽 健太郎 聖路加国際病院 整形外科 

 
24. 全身の痛み（PMR） 萩野 昇 

帝京大学ちば総合医療センタ

ー 血液・リウマチ内科 

 第 3 章 痛みの評価と鎮痛薬の使い方   

 25. 痛みの評価と介入 竹下 諒 横浜労災病院 救急科 

 26. 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs） 木下 真弓 聖隷横浜病院 麻酔科 

 27. アセトアミノフェン 吉本 昭 大同病院 救急科 

 28. トラマドールと GABA 関連薬 西 智弘 川崎市立井田病院かわさき総

合ケアセンター 

 29. 麻薬 松本 禎久 がん研究会有明病院 緩和ケア

センター/緩和治療科 

 30. 外用薬 安座間 由美子 沖縄県立中部病院 地域診療

科・緩和ケア科 

連載 ローテクでもここまでできる！ おなかのフィジカル診断塾 中野 弘康 大船中央病院 内科 

 治らない咳、どう診る・どう処方する？ 中島 啓 亀田総合病院 呼吸器内科 

 主治医の介入でこれだけ変わる！ 内科疾患のリハビリテー

ション 

上月 正博 東北大学大学院医学系研究科

内部障害学分野 

 続・ケースレポートを書こう！ “論文の軸の設定”トレーニン

グ 

見坂 恒明 兵庫県立丹波医療センター 地

域医療教育センター 

 ここが知りたい！ 欲張り神経病巣診断 難波 雄亮 難波メディカルクリニック 

 目でみるトレーニング   

    

 

特記事項 
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