
List of Educational activities for 2016 (further details may also be found at the IHS 

webpage) 

2016 年の国際頭痛学会の教育的活動について（詳細はホームページ参照して

ください。） 

 

1. The International Headache Academy  

The International Headache Academy (iHEAD – IHA in North America) was 

established to provide a platform for developing the next generation of headache 

specialists. The programme of the academy includes plenary sessions, as well as 

practical workshops and interactive masterclasses. Features of the academy 

include presentations and debate on hot topics in headache management, as well 

as practical masterclasses. A key feature of the academies is practical, hands-on 

learning; workshop sessions are focused on developing leadership skills, 

including setting up clinical trials, presentation skills and publishing work. 

Delegates of the academies, comprising the next generation of headache 

specialists from the region, are carefully selected by the Scientific Steering 

Committee collaborating with the IHS Juniors Committee and regional National 

Societies. 

 

１， 国際頭痛アカデミー 

国際頭痛アカデミーは、次世代の頭痛専門医を養成する場を提供しています。

全員参加型の会議だけでなく、実用的なワークショップ、対話型マスターク

ラスも用意されています。実用的なマスタークラスだけでなく、頭痛のマネ

ジメントに関する発表やディベートが行われるのが本アカデミーの特色です。

本アカデミーの重要な役割は、頭痛診療の実践的な学習です。ワークショッ

プセッションは、リーダーシップの技術を育成し、臨床試験、プレゼンテー

ションスキル、論文投稿について焦点を当てています。アカデミーの参加者

は、地域の次世代の頭痛専門医から構成されます。この参加者は各国の次世

代の頭痛専門家を含めたジュニア委員会、科学運営委員会が国際頭痛学会 

(IHS)の若手育成委員会 (Juniors Committee)と各国の頭痛学会が協力して慎重

に選ばれます。 

 

http://www.ihs-headache.org/
http://www.ihs-headache.org/


2. IHS Headache Trainee Program 2016 

This project aims at funding physicians from developing countries or countries in 

transition to visit a specialized headache institution abroad for 8-12 weeks and 

actively increase knowledge on headache disorders and specialized headache 

management. It is also intended to spread this knowledge to their home countries 

without headache infrastructure or expertise. After a clinical training period of up to 

12 weeks at a headache centre abroad the award holder is encouraged to return to 

his/her country of origin in order to apply the acquired knowledge, thus contributing 

to the advance of patient management locally. One Headache Trainee will be funded 

for 2016.  

 

2. IHS頭痛研修プログラム 2016 

このプロジェクトは、海外の頭痛専門機関を 8-12 週間の期間で訪問し、積極

的に頭痛疾患と専門的な頭痛管理に関する知識を高めるために、新興国や途

上国出身の医師に資金を提供することを目指しています。これは、頭痛診療

のインフラや専門知識のない母国に、頭痛疾患管理についての知識を広める

ことを意図しています。海外頭痛センターで 12週間の臨床研修期間の後は、

このプログラム受講者は、帰国後に母国の患者管理の進歩に貢献し、習得し

た知識を普及させることが奨励されています。2016 年は、この研修プログラ

ムに 1名を助成します。 

 

 

3. IHS Visiting Professor Program 2016 

Visiting Professors is an initiative of the IHS Education committee with the aim to 

send headache specialis as representatives of IHS to attend regional meetings, or teach 

at a headache centre, in countries that might need or want increased headache 

education and motivation and where, without financial support, attendance of an 

international specialist would not be possible. IHS will fund two headache specialists 

(one senior, one junior) to teach at a national or regional meeting/congress. The host 

country can select a topic and suggest at least three specialists who will fit in with 

their program. For 2016, visiting professors for up to 4 regional meetings will be 

supported.  

 



3. IHS客員教授プログラム 2016 

本プログラムは IHS 教育委員会の主導で、頭痛スペシャリストを IHS の代表

として各国の頭痛学会や頭痛センターに教育のために派遣します。頭痛教育

の必要性と意欲が高まっているものの、財政的な支援なしでは国際的なスペ

シャリストの参加が実現不能な国を支援します。IHS は、各国の地域のミー

ティング/会議で教えるために、2 名の頭痛専門家（1 シニア、1 ジュニア）に

助成します。ホスト国は、トピックスを選択し、そのプログラムに適合する

少なくとも 3名の専門家を提案することができます。 2016年は、最大 4地域

の会議、学会に客員教授が派遣されます。 

 

 

4. The Headache Master Schools. 

These have taken place in Brazil, Japan, India and recently in China.  They usually 

consist of learning modules on line before the meeting, a pretest of knowledge, an 

onsite program with an IHS and local faculty and attendees from the sponsoring 

countries, and a post test.  Proposals come from countries that want these schools and 

must include a budget and interaction with IHS Board and the Education Committee. 

A further school is proposed for Latin America in 2017.  

 

4. 頭痛マスタースクール（HMS）について 

HMS は、ブラジル、日本、インド、そして最近、中国で行われました。

HMS は通常、会議の前にウェブ上の予習の知識、そして、各国の頭痛専門医

やスポンサー国からの招待スペシャリスト参加者による、現地会場の学習プ

ログラム、そして学習プログラム後の終了認定テストで構成されています。

各国の提案による HMS開催の要望は、IHS 会や教育委員会において予算を含

めて検討されています。2017 年度は、ラテンアメリカでの開催が提案されて

います。 

 

  



 

5. The IHS Learning center 

Located within the IHS website, the Learning Center contains useful services, such as 

access to the Slide Library, containing an expanding collection of downloadable slide 

decks contributed by major headache specialists worldwide, to the Reading Library, 

that allows access for reading or downloading books and chapters written by eminent 

headache specialists worldwide, the Poster Library containing pdfs of posters 

presented at previous IHCs, and to the IHS Core Curriculum for Neurologists.  

 

5．IHS学習センターについて 

IHSのウェブサイト内に、ラーニングセンターが設置されており、世界中の

主要な頭痛の専門家によって閲覧・ダウンロードできるスライドライブラリ

ーや論文集などのコレクションを含む、便利なサービスが含まれています。

一流の頭痛専門医によるこれらのコンテンツを読んだり、ダウンロードが可

能です。さらに頭痛学会で過去に発表されたポスターの閲覧も可能であり、

IHSの神経内科医のコアカリキュラムも含まれています。 

 

 

6. New Educational Opportunities 

At a retreat of the Board it was suggested we find some educational offering for our members 

in the off year from our biannual congresses. Dr. Purdy in conjunction with Dr. Dodick 

proposed to the board that a course on secondary headaches be held at the European 

Headache and Migraine Trust International Congress (EHMTIC) in Glasgow Scotland this 

September.  Working in conjunction with the British Association for the Study of Headache 

(BASH), a course has been approved by the SPC of EHMITC. This one-day course will 

consist of cases and interaction around secondary headaches, which we hope will satisfy 

repeated request from our members for such a course. The faculty for this course will consist 

of members of the IHS and BASH. 

 

6. 新しい教育機会（EHMITCにおける二次性頭痛の学習コース） 

2015年秋にイギリスのリッチモンドで開催された理事会において、隔年大会が行わ

れない年に学会のメンバーのための何らかの教育機会を設けることが検討されまし

た。Dr. PurdyとDr Dodickは共同で、二次性頭痛のコースを、イギリス、グラスゴー

http://www.ihs-headache.org/learning-centre


にて2016年9月に欧州頭痛と片頭痛国際会議（EHMTIC）の場で開催するように理事

会に提案しました。この提案は、頭痛研究のための英国学術協会（BASH）と連携

して作業し、EHMITCの学術プログラム委員会（SPC）によって承認されました。

本教育コースは、1日コースで、二次性頭痛の症例検討と意見交換から構成されます。

このようなコースに関する要請がこれまで何回となくありましたので、今回それが

充足されることを理事会としては願っております。このコースの頭痛スペシャリス

トの教員は、IHSとBASHのメンバーで構成されています。 

 


