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第91回日本産業衛生学会
プログラム

メインテーマ
はるか

悠なる産業保健
―人と科学技術の連鎖―
■５月16日（水）
■────────────────────────────────────────────────────────────── B会場（熊本市民会館

２F

大会議室）

許容濃度等に関する委員会… ……………………………………………………………………… 12：00 〜 17：00

■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室①（熊本市民会館

２F

第６会議室）

感作性物質小委員会… ……………………………………………………………………………… 17：00 〜 19：00

■────────────────────────────────────────────────── D会場（くまもと県民交流館パレア

９F

会議室１）

社会医学系専門医制度基本プログラム「環境・産業保健」
……………………………………… 9：25 〜 17：30

■──────────────────────────────────────────────────── I 会場（鶴屋百貨店

７F

カーネーションサロン）

自由集会〈学会所属〉
：産業心理技術研究会……………………………………………………… 15：50 〜 17：20
職場におけるセルフケア支援〜有効なストレスマネジメント・臨床動作法の紹介〜

自由集会〈学会所属〉
：アルコール問題研究会…………………………………………………… 17：30 〜 19：00
アルコール依存症薬物療法の最近の進歩について
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■５月17日（木）
■────────────────────────────────────────────────────────────── A会場（熊本市民会館

１F

大ホール）

開会式… ………………………………………………………………………………………………… 8：55 〜 9：00
総会・表彰式… ……………………………………………………………………………………… 9：00 〜 11：30
第９回ベストＧＰ賞およびＧＰ奨励賞の選考報告
日本産業衛生学会 生涯教育委員会
第９回ベストＧＰ賞：介護労働における移乗介助の作業負担に着目した作業改善事例
谷
直道（独立行政法人 労働者健康安全機構 福岡産業保健総合支援センター）
第９回ＧＰ奨励賞：製造現場における腰痛への改善支援事例
安部 留美（旭化成メディカルMT株式会社 大分環境安全部）

メインシンポジウム 1… …………………………………………………………………………… 13：20 〜 15：50
人と科学技術の連鎖
座 長：東
敏昭（産業医科大学）
加藤 貴彦（熊本大学大学院 生命科学研究部 公衆衛生学分野）
演 者：
MS1-1
労働と科学技術の連鎖
 大久保利晃（公益財団法人 放射線影響研究所）
MS1-2
デンソーにおける障がい者雇用の取り組み事例
下方 敬子（株式会社デンソー）
MS1-3
新しい科学技術は労働をどのように変化させるか
 久木田水生（名古屋大学大学院 情報学研究科）
MS1-4
ロボティクスとAIによる障がい者の生活機能支援とソーシャルインクルージョンの展望
 柴田 智広（九州工業大学 大学院生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻）
奨励賞受賞講演… …………………………………………………………………………………… 16：00 〜 17：00
座
演
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長：菅沼 成文（高知大学医学部医療学講座 予防医学・地域医療学（環境医学））
者：対策指向型の労働安全衛生研究
吉川
徹（独立行政法人労働者安全健康機構 労働安全衛生総合研究所）
学会活動と専属産業医活動
〜産業機械・航空宇宙事業における現実から夢と感動へ〜
石川 浩二（三菱重工業株式会社 大江西健康管理科）

産衛誌

共同シンポジウム… ……………………………………………………………… 17：10 〜 19：10

職域における睡眠課題の解決
座 長：谷川
武（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座／日本産業衛生学会）
津田
徹（医療法人恵友会 霧ケ丘つだ病院／日本産業衛生学会）
演 者：１．睡眠不足症候群の診断と治療
内村 直尚（久留米大学医学部神経精神医学講座）
２．睡眠時無呼吸症の病態と本邦での診療

千葉伸太郎（太田総合病院記念研究所 太田睡眠科学センター・東京慈恵会医科大学
喉科学講座）
３．勤労者の睡眠問題への対応

新島 邦行（スズキ株式会社 相良工場 工務課医務室）
４．職域における睡眠呼吸障害
－主治医と産業医の連携から健康経営へ－

和田 裕雄（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
特別発言：谷川
武（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
■────────────────────────────────────────────────────────────── B会場（熊本市民会館

２F

耳鼻咽

大会議室）

一般口演１… ………………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
若手セッション１ （健康支援）
ランチョンセミナー１

【O１-01 〜 O１-05】

共催：アステラス製薬株式会社… …………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：西山 利正（関西医科大学 公衆衛生学講座）
演題名：グローバル社会における企業の感染症対策～疫病は旅人が運ぶ～
演 者：濱田 篤郎（東京医科大学病院 渡航者医療センター）

自由集会〈学会所属〉
：産業保健看護専門家制度委員会………………………………………… 13：20 〜 14：50
産業保健看護専門家制度について語り合おう
生涯教育委員会

若手論文賞講演会… …………………………………………………………… 15：00 〜 16：30

第２回若手論文賞（2016年出版論文が対象）
１．遠藤 源樹（東京女子医科大学 衛生学公衆衛生学第二講座）
２．今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）
３．津野香奈美（和歌山県立医科大学医学部衛生学教室）
第３回若手論文賞（2017年出版論文が対象）
１．荒川梨津子（石巻赤十字病院）
２．西浦 千尋（東京ガス株式会社 人事部 安全健康・福利室）
３．櫻谷あすか（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻精神保健学分野）
自由集会〈学会所属〉
：生涯教育委員会若手研究者の会………………………………………… 17：00 〜 18：30
社内アンケートをする前に知っておきたいこと〜社内データで論文発表を目指す〜
自由集会：日本産業衛生学会

中国地方会… …………………………………………………… 18：35 〜 20：05

職域におけるメンタルヘルスの実際ーうつ病の予防と新しい統合医療を中心にー
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■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室①（熊本市民会館

２F

第６会議室）

自由集会〈学会所属〉
：産業保健情報・政策研究会……………………………………………… 13：50 〜 15：20
プレゼンティーズムの評価と課題
自由集会：職域における睡眠呼吸障害研究会… ………………………………………………… 16：00 〜 17：00
不眠、シフトワーク、睡眠衛生の乱れ等が職域に及ぼす影響
自由集会〈学会所属〉
：職業性呼吸器疾患研究会………………………………………………… 18：35 〜 20：05
職業性肺疾患の類似疾患の特徴と現状
■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室②（熊本市民会館

２F

第７会議室）

産業医部会編集委員会… …………………………………………………………………………… 15：00 〜 15：40
産業医部会幹事会… ………………………………………………………………………………… 15：50 〜 18：50
業務執行理事会… …………………………………………………………………………………… 19：00 〜 20：05

■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室③（熊本市民会館

２F

第９会議室）

産業看護部会幹事会… ……………………………………………………………………………… 14：00 〜 16：50
産業歯科保健部会幹事会… ………………………………………………………………………… 17：00 〜 18：00
自由集会〈学会所属〉
：政策法制度委員会………………………………………………………… 18：10 〜 21：00
政策法制度委員会
■────────────────────────────────────────────────────────── C会場（熊本市国際交流会館

６F

ホール）

一般口演２… ………………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
若手セッション２（生活習慣指導）
ランチョンセミナー２

【O２-01 〜 O２-04】

共催：サノフィ株式会社… …………………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：荒木 栄一（熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学）
演題名：基礎インスリンを使いこなす ～最適な糖尿病治療を目指して～
演 者：神谷 英紀（愛知医科大学 医学部 内科学講座 糖尿病内科）
教育講演 1… ………………………………………………………………………………………… 13：20 〜 14：20
高気圧作業と健康管理
座 長：石竹 達也（久留米大学医学部 環境医学講座）
演 者：合志 清隆（琉球大学医学部附属病院 高気圧治療部）
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労働者の歯と口からみる健康経営
座 長：埴岡
隆（福岡歯科大学 口腔保健学講座口腔健康科学分野）
山本 良子（一般財団法人 日本予防医学協会）
演 者：
S1-1
従業員の健康と口腔常在微生物叢
竹下
徹（九州大学大学院歯学研究院 口腔保健推進学講座 口腔予防医学分野）
S1-2
口臭からみる従業員の健康
谷口 奈央（福岡歯科大学 口腔保健学講座 口腔健康科学分野）
S1-3
職場スタッフの歯並びの矯正と健康
玉置 幸雄（福岡歯科大学 成長発達歯学講座 矯正歯科学分野）
日本動脈硬化学会

共同シンポジウム… ………………………………………………………… 16：20 〜 18：20

働く世代の動脈硬化性疾患（脳・心疾患、過労死）撲滅に向けて 〜最新の知見と今後の展望〜
座 長：廣部 一彦（阪神労働衛生コンサルタント／日本産業衛生学会）
批榔 貞利（Tsukasa Health Care Hospital ／日本動脈硬化学会）
演 者：１．働く世代での動脈硬化性疾患予防ガイドラインの活用
岡村 智教（慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学）
２．動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017による心血管イベントリスク評価と治療
増田 大作（りんくう総合医療センター りんくうウェルネスケア研究センター）
３．産業保健活動における取組
土肥誠太郎（三井化学株式会社 本社健康管理室）
４．職場の喫煙対策、禁煙サポート
大和
浩（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室）
自由集会〈学会所属〉
：職域における喫煙対策研究会…………………………………………… 18：35 〜 20：05
加熱式タバコ

〜

真実を知る＆蔓延を防ぐ〜

■────────────────────────── ポスター会場（熊本市国際交流会館

５F

大広間／４F

第１・２・３会議室）

ポスターセッション①… …………………………………………………………………………… 13：20 〜 14：20
若手セッション１（健康診断と事後措置） 【P1-01 〜 P1-07】
若手セッション３（健康支援・健康増進） 【P1-17 〜 P1-22】
若手セッション５（生活習慣指導） 【P1-32 〜 P1-42】
若手セッション７（メンタルヘルス） 【P1-52 〜 P1-63】
若手セッション９（化学的因子と健康） 【P1-74 〜 P1-81】
口腔保健 【P1-90 〜 P1-94】
化学的因子と健康１
【P1-105 〜 P1-111】
ポスターセッション②… …………………………………………………………………………… 16：00 〜 17：00
若手セッション２（産業看護） 【P1-08 〜 P1-16】
若手セッション４（過重労働） 【P1-23 〜 P1-31】
若手セッション６（人間工学・運動器障害） 【P1-43 〜 P1-51】
若手セッション８（粉じん・石綿と物理的因子と健康） 【P1-64 〜 P1-73】
健康支援・健康増進１
【P1-82 〜 P1-89】
メンタルヘルス１
【P1-95 〜 P1-104】
化学的因子と健康２
【P1-112 〜 P1-121】
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■────────────────────────────────────────────────── D会場（くまもと県民交流館パレア

９F

会議室１）

一般口演３… ………………………………………………………………………………………… 10：30 ～ 11：45
若手セッション３（化学的因子）
ランチョンセミナー３

【O３-01 〜 O３-06】

共催：株式会社イーウェル… ………………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：上原 正道（ブラザー工業（株）健康管理センター）
演題名：企業と健保組合のコラボヘルスにより健康経営を実現する
演 者：永田 智久（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室）
一般口演４… ………………………………………………………………………………………… 13：20 ～ 14：45
労働安全衛生マネジメントシステム

【O４-01 〜 O４-07】

自由集会〈学会所属〉
：日本産業衛生学会

関東地方会 「衛生管理者の集う会」
…………… 15：00 〜 16：30

「チームで真実を探す〜疾病と仕事の両立支援について」
自由集会〈学会所属〉
：アレルギー・免疫毒性研究会…………………………………………… 17：00 〜 18：30
化学物質過敏症を患者さんの視点から医学生理学的および社会科学的に理解しよう
自由集会〈学会所属〉
：振動障害研究会…………………………………………………………… 18：35 〜 20：05
振動工具の測定現場から見えるもの/振動障害研究会による振動障害予防についての認知度全国調査
■───────────────────────────────────────────── E会場（くまもと県民交流館パレア

10F

パレアホール）

一般口演５… ………………………………………………………………………………………… 10：30 ～ 11：45
若手セッション４（健康診断）
ランチョンセミナー４

【O５-01 〜 O５-06】

共催：サノフィ株式会社 ……………………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：竹村 洋典（三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座家庭医療学分野／三重大学医学部附属病院総合診療科）
演題名：従業員とその家族を重症感染症から守ろう-産業医のための予防接種演 者：中山久仁子（医療法人メファ仁愛会 マイファミリークリニック蒲郡）
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喫煙対策最前線（新型タバコの対応を含む）
座 長：大和
浩（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室）
演 者：
S2-1
大規模製造業における敷地内全面禁煙に向けた継続的な喫煙対策
幸地
勇（古河電気工業株式会社 戦略本部人事部衛生管理センター）
S2-2
グループ禁煙施策とその影響
森田 哲也（株式会社リコー ビジネスサポート本部 人事総務統括センター
S2-3
喫煙による勤労者の超過医療費の評価
姜
英（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室）
S2-4
加熱式タバコの構造、有害性と二次曝露について
大和
浩（産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室）
指定発言 IT企業における喫煙対策の一例（新型タバコの対応を含む）
清本 芳史（株式会社DeNA）

H＆S統括部）

教育講演 2… ………………………………………………………………………………………… 15：50 〜 16：50
過重労働に伴う死亡と病気：予防に向けて
座 長：堀江 正知（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学研究室）
演 者：高橋 正也（労働安全衛生総合研究所 過労死等調査研究センター）
自由集会：職業性ストレス調査票ユーザーズクラブ… ………………………………………… 17：00 〜 18：30
職業性ストレス調査票：最近の動向
自由集会：一般社団法人

日本産業保健師会… ………………………………………………… 18：35 〜 20：05

治療と職業生活の両立支援における産業保健師の果たすべき役割
■───────────────────────────────────────────────── F会場（くまもと県民交流館パレア

10F

会議室８）

中央選挙管理委員会… ……………………………………………………………………………… 12：10 〜 13：10
自由集会〈学会所属〉
：非正規雇用研究会………………………………………………………… 13：20 〜 14：50
国際労働機関（ILO）の『世界の非正規雇用』から海外事情を読み解こう
自由集会〈学会所属〉
：大学・研究機関における安全衛生管理研究会………………………… 15：00 〜 16：00
研究者、教育者における過重労働対策
自由集会：職域ヘルスコミュニケーション向上委員会… ……………………………………… 17：00 〜 18：30
あなたのチラシ誰も見てませんよ：今すぐ使える！健康行動につなげる啓発資料の作り方
男女共同参画推進小委員会… ……………………………………………………………………… 18：35 〜 20：05
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■─────────────────────────────────────────────────── G会場（鶴屋百貨店

７F

鶴屋ホール１（１/ ２）
）

一般口演６… ………………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
若手セッション５ (メンタルヘルス）
ランチョンセミナー５

【O６-01 〜 O６-05】

共催：株式会社ガステック… ………………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：宮内 博幸（産業医科大学 産業保健学部
演題名：皮膚ガス測定による疾病予防の可能性
演 者：関根 嘉香（東海大学 理学部 化学科）

環境マネジメント学科）

自由集会〈学会所属〉
：産業疫学研究会…………………………………………………………… 14：00 〜 15：30
国内・海外における疫学研究の実践・展開
教育講演 3… ………………………………………………………………………………………… 15：50 〜 16：50
医療機関における産業保健活動のさらなる展開
座 長：寶珠山 務（医療法人錦会 小倉中井病院）
演 者：和田 耕治（国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学）
自由集会〈学会所属〉
：産業中毒・生物学的モニタリング研究会……………………………… 17：00 〜 18：30
化学物質に関する最近のトピック−オルトトルイジン、MOCAについて−
自由集会：インジウム研究グループ… …………………………………………………………… 18：35 〜 20：05
インジウム取り扱い作業場の環境管理
■─────────────────────────────────────────────────── H会場（鶴屋百貨店

７F

鶴屋ホール２（１/ ２）
）

一般口演７… ………………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
若手セッション６（メンタルヘルス）
ランチョンセミナー６

【O７-01 〜 O７-05】

共催：カールツァイスメディテック株式会社… …………………… 12：10 〜 13：10

メタボ、ロコモだけじゃない、長寿社会に向けての視野の重要性
座 長：宮本 俊明（新日鐵住金（株）君津製鐵所／日本産業衛生学会）
演題名：眼科医が警笛を鳴らす
演 者：中野
匡（東京慈恵会医科大学 眼科学講座）
演題名：VDT健診に視野検査を入れる必要性を訴える
演 者：立道 昌幸（東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
一般口演８… ………………………………………………………………………………………… 13：20 ～ 14：20
健康支援・健康増進１

【O８-01 〜 O８-05】

一般口演９… ………………………………………………………………………………………… 14：30 ～ 15：30
健康診断と事後措置１
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慢性閉塞性肺疾患（COPD）に関する産業衛生的課題
座 長：黒澤
一（東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野）
演 者：大森 久光（熊本大学大学院 生命科学研究部 生体情報解析学分野）
自由集会：筑波大学産業精神医学・宇宙医学グループ… ……………………………………… 17：00 〜 18：30
第２回 極限の産業医学
自由集会：産業医科大学

産業保健データサイエンスセンター… …………………………… 18：35 〜 20：05

産業保健データサイエンス研究会
■──────────────────────────────────────────────────── I 会場（鶴屋百貨店

７F

カーネーションサロン）

一般口演 10… ……………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
粉じん・石綿と健康１
ランチョンセミナー７

【O10-01 〜 O10-05】
共催：株式会社カノマックスコーポレーション… ………………… 12：10 〜 13：10

個人暴露センシング技術の紹介
座 長：加野
稔（株式会社カノマックスコーポレーション）
講演１：PM Badge : Fabrication and Evaluation of a Microfabricate Wearable Direct-Read PM2.5 Mass
Sensor
微小加工のウェアラブル直読型PM2.5質量センサの製作と評価
演 者：Igor Paprotny（米国Illinois大学Chicago校）
講演２：Elemental Analysis of Aerosols Using Optical Emission Spectroscopy
発光分光法によるエアロゾル元素分析
演 者：Pramod Kulkarni（米国国立労働安全衛生研究所（NIOSH））
講演３：Selectivity through Surface Morphology Differentiation : Towards
Low-Cost/Low-Power Selective Carbon Nanotube Based VOC Sensors
表面形態の差異を通した選択性：低コスト/低電力の選択型カーボンナノチューブベースの VOC セン
サーに向けて
演 者：Igor Paprotny（米国Illinois大学Chicago校）
自由集会：産業衛生分野における健康生成論・SOC 学習交流会…………………………… 14：00 〜 15：30
第５回 産業衛生分野における健康生成論とストレス対処・健康生成力SOCの学習・交流集会
専門医制度説明会・社会医学系指導医講習会… ………………………………………………… 15：50 〜 16：50
「更新条件について（仮）
」
自由集会〈学会所属〉
：作業関連性運動器障害研究会…………………………………………… 17：00 〜 18：30
産業保健領域における理学療法士の専門性と今後の課題
自由集会〈学会所属〉
：第 38 回健康教育・ヘルスプロモーション研究会… ………………… 18：35 〜 20：05
ミニパネルズ〜個人と組織のヘルスリテラシーを高める手法
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■５月18日（金）
■────────────────────────────────────────────────────────────── A会場（熊本市民会館

１F

大ホール）

一般口演 11… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：30
人間工学・運動器障害・VDT障害・産業疲労・労働生理１

【O11-01 〜 O11-04】

シンポジウム 3… …………………………………………………………………………………… 9：40 〜 11：40
中小企業の産業保健の課題
座 長：小田原 努（公益社団法人 鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島）
田中 政幸（公益財団法人 福岡労働衛生研究所 産業保健事業部）
演 者：
S3-1
中小企業の産業保健における問題点 〜産業医の立場から〜
田中 政幸（公益財団法人 福岡労働衛生研究所 産業保健事業部）
S3-2
中小事業所の元気と健康をサポート
〜協会けんぽ福岡支部の取り組み〜
上村 景子（全国健康保険協会 福岡支部 企画総務部 保健グループ長）
S3-3
健康投資 中小企業だからこそできること
小田 栄造（昭和鉄工株式会社）
S3-4
健康経営の推進について
山本 宣行（経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課）
ランチョンセミナー８

共催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント… …………… 12：10 〜 13：10

座 長：森口 次郎（一般財団法人京都工場保健会）
演題名：ストレスチェック義務化２年目、50万人のストレスチェック分析における考察
演 者：荒木
剛（
（株）アドバンテッジリスクマネジメント 調査研究部）
演題名：ストレスチェックデータを活用した産業医としての取組事例
演 者：石澤 哲郎（産業医事務所 セントラルメディカルサポート）
海外特別講演

International Special Lecture…………………………………………… 13：20 〜 14：20

Healthier and Safer Workplaces:
Leveraging the Power of Prevention in Health and Productivity Management
座 長：森
晃爾（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室）
演 者：Ronald Ray Loeppke（Vice Chairman, U.S. Preventive Medicine, Past-President of the American
College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM), Co-Chair International Occupational
Medicine Society Collaborative (IOMSC)）
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健康格差 −職域における社会的処方の可能性−
座 長：市場 正良（佐賀大学医学部 社会医学講座環境医学分野）
石竹 達也（久留米大学医学部 環境医学講座）
演 者：
MS2-1
健康格差の現状と対策：職域への応用
近藤 尚己（東京大学 大学院医学系研究科 健康教育・社会学分野）
MS2-2
職域における健康格差：産業保健の視点からの整理
 藤野 善久（産業医科大学 産業生態科学研究所 環境疫学研究室）
MS2-3
健康格差の現状：非正規雇用者と女性労働者の問題
錦谷まりこ（九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター）
MS2-4
健康格差対策事例 企業での取り組み
河津雄一郎（株式会社平和堂 健康サポートセンター）
MS2-5
健康格差の現状 医療現場での取り組み
舟越 光彦（公益社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院、九州社会医学研究所）
教育講演 5… ………………………………………………………………………………………… 17：00 〜 18：00
LGBTの基礎知識と職場での課題
座 長：五十嵐千代（東京工科大学 医療保健学部 看護学科・産業保健実践研究センター）
演 者：中塚 幹也（岡山大学大学院保健学研究科、岡山大学ジェンダークリニック）
■────────────────────────────────────────────────────────────── B会場（熊本市民会館

２F

大会議室）

一般口演 12… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：55
中小企業・非正規雇用労働者・外国人労働者
シンポジウム 4

【O12-01 〜 O12-06】

共催：温熱環境研究会… ……………………………………………………… 10：00 〜 11：40

東京オリンピック・パラリンピックで働く人々の熱中症対策
座 長：堀江 正知（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学研究室）
演 者：
S4-1
東京オリンピック・パラリンピックで働く人々の熱中症対策
登内 道彦（一般財団法人 気象業務支援センター）
S4-2
東京オリンピック・パラリンピックにおける観戦者側からみた熱中症発症の危険性とその対策
樫村 修生（東京農業大学国際食料情報学部）
S4-3
夏季イベントにおける熱中症予防への取り組みについて
小野 雅司（国立環境研究所 エコチル調査コアセンター）
S4-4
夏季の作業現場における最近の熱中症予防対策
加部
勇（株式会社クボタ）
ランチョンセミナー９

共催：大塚製薬株式会社 NC 事業部………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：片渕 秀隆（熊本大学大学院生命科学研究部 産科婦人科学）
演題名：女性の健康包括的支援に植物エストロゲンが果たす役割
演 者：平池
修（東京大学大学院 医学系研究科・医学部 生殖・発達・加齢医学専攻

分子細胞生殖医学）
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シンポジウム 5… …………………………………………………………………………………… 14：20 〜 16：20
産業保健の教育・後継者養成
座 長：大神
明（産業医科大学 産業生態科学研究所 作業関連疾患予防学）
大久保靖司（東京大学 環境安全本部）
演 者：
S5-1
産業保健の教育・後継者養成（日本産業衛生学会の取組み）
大神
明（産業医科大学 産業生態科学研究所 作業関連疾患予防学）
S5-2
産業保健〜社会貢献を見据えた実験的アプローチ
大槻 剛巳（川崎医科大学 衛生学）
S5-3
疫学・公衆衛生学における人材養成
山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）
S5-4
治療と仕事の両立支援にかかわる人材の育成
大西 洋英（独立行政法人 労働者健康安全機構 本部）
自由集会：職域動機づけ面接研究会… …………………………………………………………… 16：30 〜 18：00
動機づけ面接ワークショップ 「関わる、動かす」
■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室①（熊本市民会館

２F

第６会議室）

理事長と語ろう… …………………………………………………………………………………… 9：00 〜 10：00
自由集会：産業栄養研究会… ……………………………………………………………………… 10：20 〜 11：50
産業栄養活動を考える会
産業衛生技術部会幹事会… ………………………………………………………………………… 12：00 〜 13：00
自由集会〈学会所属〉
：産業疲労研究会…………………………………………………………… 14：55 〜 16：25
作業員の安全意識の構造とその評価
自由集会〈学会所属〉
：第 18 回交通における安全と産業衛生の研究会… …………………… 16：30 〜 18：00
”航空における安全教育”
■───────────────────────────── 会議室②（熊本市民会館

２F

第７会議室）

自由集会〈学会所属〉
：産業神経・行動学研究会………………………………………………… 9：00 〜 10：30
第一次産業の労働安全衛生

産業衛生学雑誌編集委員会… ……………………………………………………………………… 11：40 〜 13：40
自由集会〈学会所属〉
：医療従事者のための産業保健研究会…………………………………… 14：55 〜 16：25
医療機関での放射線防護を改めて考える
自由集会：産業理学療法研究会… ………………………………………………………………… 16：30 〜 18：00
産業保健の現場で活かせる運動指導
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２F

第９会議室）

産業歯科保健部会前期研修会… …………………………………………………………………… 9：30 〜 11：00
ドライマウス〜働く人の未病と生活習慣病を見逃さないために〜
座 長：尾崎 哲則（日本大学歯学部 医療人間科学分野）
演 者：柿木 保明（九州歯科大学 老年障害者歯科学分野）
自由集会：ICOH（国際産業保健学会）アクティブメンバーの会… ………………………… 13：20 〜 14：20
ICOH（国際産業保健学会）アクティブメンバーの会
自由集会〈学会所属〉
：産業保健マーケティング研究会………………………………………… 14：55 〜 16：25
チームで進める産業保健活動
自由集会〈学会所属〉
：エイジマネジメント研究会……………………………………………… 16：30 〜 18：00
エイジマネジメントに関する知見の整理
■────────────────────────────────────────────────────────── C会場（熊本市国際交流会館

６F

ホール）

一般口演 13… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：40
生活習慣指導（運動・栄養・睡眠）３

【O13-01 〜 O13-05】

シンポジウム 6… …………………………………………………………………………………… 10：00 〜 11：40
産業保健活動に応用可能な人と動物の共通性について考える
座 長：黒田 嘉紀（宮崎大学医学部 社会医学講座 公衆衛生学分野）
和泉 博之（株式会社新日本科学 前臨床研究推進本部）
演 者：
S6-1
ウイルス性人獣共通感染症：ウイルスから見た人と動物の共通性
小澤
真（鹿児島大学 共同獣医学部 動物衛生学分野）
S6-2
熊本地震におけるペット同伴避難所の必要性
德田竜之介（竜之介動物病院）
S6-3
食事・光による生体リズムへの影響：ミニブタとヒトの類似性を考える
堀内 正久（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 衛生学・健康増進医学）
ランチョンセミナー 10 共催：大塚製薬株式会社 診断事業部／栄研化学株式会社… …………… 12：10 〜 13：10
座 長：奥田真珠美（愛知医科大学 小児科）
演題名：胃がん一次予防を目的とした若年者ピロリ菌検診～佐賀県における胃がん撲滅プロジェクト～
演 者：垣内 俊彦（佐賀大学医学部 小児科）
教育講演 6… ………………………………………………………………………………………… 14：20 〜 15：20
シフトワークの健康影響
座 長：黒田 嘉紀（宮崎大学医学部 社会医学講座 公衆衛生学分野）
演 者：久保 達彦（産業医科大学 医学部 公衆衛生学講座）
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教育講演 7… ………………………………………………………………………………………… 15：20 〜 16：20
 業医に必要な放射線の基礎から管理まで
産
座 長：欅田 尚樹（国立保健医療科学院 生活環境研究部）
演 者：岡﨑 龍史（産業医科大学 産業生態科学研究所 放射線健康医学）
自由集会〈学会所属〉
：産業精神衛生研究会……………………………………………………… 16：30 〜 18：00
実践に役立つ最近の研究成果
■────────────────────────── ポスター会場（熊本市国際交流会館

５F

大広間／４F

第１・２・３会議室）

ポスターセッション③… …………………………………………………………………………… 10：40 〜 11：40
メンタルヘルス２
【P2-01 〜 P2-11】
健康支援・健康増進２
【P2-24 〜 P2-33】
健康支援・健康増進４
【P2-43 〜 P2-50】
健康診断と事後措置１
【P2-60 〜 P2-70】
人間工学・労働生理１
【P2-80 〜 P2-85】
粉じん・石綿と健康１
【P2-96 〜 P2-103】
労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善１

【P2-110 〜 P2-121】

ポスターセッション④… …………………………………………………………………………… 16：20 ～ 17：20
メンタルヘルス３
【P2-12 〜 P2-23】
健康支援・健康増進３
【P2-34 〜 P2-42】
健康支援・健康増進５
【P2-51 〜 P2-59】
化学的因子と健康３
【P2-71 〜 P2-79】
中小企業・非正規雇用・外国人労働者
【P2-86 〜 P2-95】
物理的因子と健康１
【P2-104 〜 P2-109】
■────────────────────────

D会場（くまもと県民交流館パレア

９F

会議室１）

一般口演 14… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：40
粉じん・石綿と健康２

【O14-01 〜 O14-05】

一般口演 15… ……………………………………………………………………………………… 9：40 ～ 10：40
過重労働と面接指導

【O15-01 〜 O15-05】

一般口演 16… ……………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：55
化学的因子と健康１

【O16-01 〜 O16-06】

自由集会：産業衛生肥満症研究会… ……………………………………………………………… 13：20 〜 14：50
産業衛生肥満症研究会
自由集会：フィットテスト研究会産業部会… …………………………………………………… 16：00 〜 17：30
呼吸用保護具の重要性
〜産業用フィットテストインストラクターコースの取り組み〜
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10F

パレアホール）

一般口演 17… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：55
健康診断と事後措置２
フォーラム

【O17-01 〜 O17-06】

主催：がん対策推進企業アクション… …………………………………………… 10：00 〜 11：40

職域におけるがん対策の現状と今後
座 長：中川 恵一（東京大学医学部附属病院放射線科治療部門／厚生労働省委託事業がん対策推進企業アク
ション議長）
演 者：
F-1
職域におけるがん教育の重要性
中川 恵一（東京大学医学部放射線医学教室）
F-2
職域におけるがん検診ガイドライン（マニュアル）での議論
立道 昌幸（東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
F-3
職域におけるがん検診情報の取り扱いについて−産業医の立場から−
土肥誠太郎（三井化学株式会社 本社健康管理室）
F-4
職域におけるがん治療と就労の両立支援
遠藤 源樹（順天堂大学 医学部 公衆衛生学講座）
ランチョンセミナー 11

共催：株式会社トプコン… ………………………………………… 12：10 〜 13：10

画期的な３次元眼底検査の登場～働く人の眼を守る～
座 長：立道 昌幸（東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
演題名：３次元眼底検査装置（OCT）とは？
演 者：中野
匡（東京慈恵会医科大学 眼科学講座）
演題名：日立健康管理センタにおけるOCT使用の有用性
演 者：本多
融（株式会社日立製作所日立健康管理センタ）
演題名：眼科検診の将来像
演 者：立道 昌幸（東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
シンポジウム 7… …………………………………………………………………………………… 13：20 〜 15：20
高齢労働者・身体障害者と産業保健 ─ 労働支援のためのセンシングおよびアシスト技術 ─
座 長：泉
博之（産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室）
田中 孝之（北海道大学 大学院情報科学研究科）
演 者：
S7-1
身体障害者の職業復帰への取り組みと課題
島谷 康司（県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科）
S7-2
高齢労働者を支える軽労化技術
田中 孝之（北海道大学 大学院情報科学研究科）
S7-3
安心安全な労働のための転倒リスク評価StABLE
島
圭介（横浜国立大学 大学院工学研究院 知的構造の創生部門）
S7-4
筋骨格系障害発症リスク評価のための動作センシング技術
泉
博之（産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室）
教育講演 8… ………………………………………………………………………………………… 16：00 〜 17：00
ブリーフインターベンション：アルコール関連問題への早期介入
座 長：廣
尚典（産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学研究室）
演 者：杠
岳文（国立病院機構肥前精神医療センター）
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■───────────────────────────────────────────────── F会場（くまもと県民交流館パレア

10F

会議室８）

専門医制度委員会… ………………………………………………………………………………… 9：00 〜 11：30
自由集会〈学会所属〉
：日本産業衛生学会

倫理審査委員会…………………………………… 14：55 〜 16：25

自由集会〈学会所属〉
：労働衛生史研究会………………………………………………………… 16：30 〜 18：00
大気汚染・水質汚濁による健康影響の歴史
■─────────────────────────────────────────────────── G会場（鶴屋百貨店

７F

鶴屋ホール１（１/ ２）
）

自由集会〈学会所属〉
：政策法制度委員会………………………………………………………… 9：00 〜 11：00
政策法制度委員会主催フォーラム
「女性労働者の健康確保を支援するために（学会からの提言）」

一般口演 18… ……………………………………………………………………………………… 11：00 ～ 11：50
人間工学・労働生理２
ランチョンセミナー 12

【O18-01 〜 O18-04】
共催：東洋ライス株式会社… ……………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：西山 直希（東洋ライス株式会社〉
演題名：玄米の機能性を残した美味しいお米で誘惑に負けない食習慣を
演 者：稲川 裕之（自然免疫制御技術研究組合 研究本部長／新潟薬科大学 健康・自立総合研究機構 特別招
聘教授）
シンポジウム 8… …………………………………………………………………………………… 13：20 〜 15：20
身体活動と健康 ―運動の効果―
座 長：青柳
潔（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 公衆衛生学分野）
演 者：
S8-1
昼休みに職場単位で行うアクティブレストの効果
道下 竜馬（福岡大学 スポーツ科学部）
S8-2
日常生活及びトレーニングによる手指運動が手指の運動機能に及ぼす効果
青木 朋子（熊本県立大学 環境共生学部 食健康科学科）
S8-3
高齢者に対する運動介入の効果 ―長崎市の介護予防事業における取り組みの紹介―
井口
茂（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 保健学専攻）
S8-4
高齢者の下肢筋量を増やすための取り組み
村木 里志（九州大学大学院 芸術工学研究院）
自由集会〈学会所属〉
：VDT 作業研究会… ……………………………………………………… 15：30 〜 17：00
VDT作業疲労が視覚特性に及ぼす影響とその対策（第2回
とその予防策〜）

44

VDT症候群を現在と今後を考える〜健診の重要性

産衛誌

７F

鶴屋ホール２（１/ ２）
）

シンポジウム 9… …………………………………………………………………………………… 9：00 〜 11：00
作業環境測定と特殊健康診断の関係について
座 長：保利
一（産業医科大学 産業保健学部 作業環境計測制御学講座）
市場 正良（佐賀大学医学部 社会医学講座環境医学分野）
演 者：
S9-1
健康診断・作業環境測定結果相関調査について
保利
一（産業医科大学 産業保健学部 作業環境計測制御学講座）
指定発言１ 小川 孝司（公益社団法人 全国労働衛生団体連合会）
S9-2
有機溶剤取扱い作業場における作業環境測定結果と各種溶剤の尿中代謝産物検査結果の関係について
 田吹光司郎（一般財団法人 西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部）
S9-3
作業環境測定と特殊健診の関係について
 谷口 聖子（公益財団法人 福岡県すこやか健康事業団 環境科学センター）
S9-4
特殊健康診断（一次健康診断）における作業条件の簡易な調査（作業環境測定結果情報も含まれる）
について
 岡原伸太郎（産業医科大学 産業保健経営学、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ）
指定発言２  濱野和可子（株式会社エスアールエル）
一般口演 19… ……………………………………………………………………………………… 11：00 ～ 11：50
健康支援・健康増進２
ランチョンセミナー 13

【O19-01 〜 O19-04】
共催：中外製薬株式会社… ………………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：澤
祥幸（岐阜市民病院がんセンター）
演題名：疾病を抱える労働者の両立支援のために
演 者：立石清一郎（産業医科大学 保健センター、産業医科大学病院
就労支援センター）

両立支援科、産業医科大学病院

就学・

教育講演 9… ………………………………………………………………………………………… 13：20 〜 14：20
ゲノム医療をめぐる施策動向と個人遺伝情報の保護
座 長：彌冨美奈子（株式会社SUMCO 健康管理センター）
演 者：武藤 香織（東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター

公共政策研究分野）
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産業歯科保健部会フォーラム… …………………………………………………………………… 14：30 〜 17：00
熊本県における医科歯科連携への取り組み
座 長：牛島
隆（一般社団法人 熊本県歯科医師会）
久篠 奈苗（東京家政大学 健康科学部）
演 者：
演者：１．HbA1cを共通指標とした糖尿病・歯周病医療連携
田上 大輔（一般社団法人熊本県歯科医師会）
２．熊本型早産予防対策事業
大場
隆（熊本大学大学院生命科学研究部 産科婦人科分野）
３．生活歯援モデル事業への取り組み
桝田 映子（公益社団法人熊本県歯科衛生士会）
４．熊本県におけるがん医科歯科連携
宇治 信博（一般社団法人熊本県歯科医師会）
５．熊本赤十字病院におけるがん医科歯科連携への取り組み
釆田 志麻（熊本赤十字病院 血液・腫瘍内科）
６．回復期病院における医科歯科連携の効果
松下 利恵（熊本託麻台リハビリテーション病院）
産業歯科保健部会総会… …………………………………………………………………………… 17：00 〜 17：30

■──────────────────────────────────────────────────── I 会場（鶴屋百貨店

７F

カーネーションサロン）

一般口演 20… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：40
メンタルヘルス１

【O20-01 〜 O20-05】

一般口演 21… ……………………………………………………………………………………… 9：40 ～ 10：40
メンタルヘルス２

【O21-01 〜 O21-05】

一般口演 22… ……………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
メンタルヘルス３

【O22-01 〜 O22-05】

ランチョンセミナー 14

共催：武田薬品工業株式会社… …………………………………… 12：10 〜 13：10

座 長：安東由喜雄（熊本大学大学院生命科学研究部
演題名：明日からの糖尿病治療を考える
演 者：加来 浩平（川崎医科大学 総合内科学１）
自由集会〈学会所属〉
：日本産業衛生学会

九州地方会

神経内科学分野）

産業看護…………………………… 13：20 〜 14：50

九州地方会看護部会と各県の産業看護職との情報交換会
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Joint symposium by Japanese Society of Occupational
Health and International Commission of Occupational Health Japan

Overwork-related health disorders, mental health and stroke/heart diseases (Karoshi)
Chairmans：Akizumi Tsutsumi（Committee of International Cooperation, Japanese Society of Occupational
Health Editor-in-Chief, Journal of Occupational Health）
Toru Yoshikawa（ICOH National Secretary-Japan）
Symposists：
JS-1
Overwork-related health disorders; cerebro-cardiovascular disease and mental disorder (Karoshi)
in South Korea
Inah Kim（Department of Occupational and Environmental Medicine, College of Medicine,
Hanyang University, Seoul, South Korea）
JS-2
Overwork and the effects of occupational health policies on overwork-related diseases:
A reflection in the Taiwanese situation
Ro-Ting Lin（Assistant Professor, Department of Occupational Safety and Health, College
of Public Health, China Medical University, Taiwan／Deputy Secretary-general, Taiwan
Occupational Hygiene Association, Taiwan／Honorary Associate, Asbestos Diseases Research
Institute, Australia）
JS-3
Sociomedical problems in Japan as an overworked country
 M asaya Takahashi（Research Center for Overwork-Related Disorders, Occupational
Epidemiology Research Group, National Institute of Occupational Safety and Health, Japan）
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■５月19日（土）
■────────────────────────────────────────────────────────────── A会場（熊本市民会館

１F

大ホール）

メインシンポジウム 3… …………………………………………………………………………… 9：00 〜 11：30
ストレスチェック制度３年目の評価
座 長：川上 憲人（東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野）
住德 松子（アサヒビール株式会社 博多工場健康管理室）
演 者：
MS3-1
ストレスチェック制度２年目の評価と今後の進め方
 川上 憲人（東京大学大学院 医学系研究科 精神保健学分野）
MS3-2
ストレスチェックに連動したセルフケア支援
 島津 明人（北里大学 一般教育部人間科学教育センター）
MS3-3
ストレスチェック制度における医師による面接指導の進め方と留意点
 廣
尚典（産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学研究室、産業医科大学 産業医実
務研修センター）
MS3-4
ストレスチェック制度を利用した職場環境改善スタートのための手引きの作成
小田切優子（東京医科大学 公衆衛生学分野）
MS3-5
ストレスチェック制度における職場環境改善の工夫
吉川
徹（独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等調査研究セ
ンター）
シンポジウム 10… ………………………………………………………………………………… 13：15 〜 15：15
病気になっても安心して働ける職場づくりー中小企業におけるがん就労支援を中心にー
座 長：石竹 達也（久留米大学医学部 環境医学講座）
錦戸 典子（東海大学大学院 健康科学研究科 看護学専攻）
演 者：
S10-1
がん対策における治療と職業生活の両立支援
高橋
都（国立がん研究センター がん対策情報センター がんサバイバーシップ支援部）
S10-2
産業医の視点・特に嘱託産業医に求められるもの
立石清一郎（産業医科大学 保健センター、産業医科大学病院 両立支援科、産業医科大学病院
就学・就労支援センター）
S10-3
がんになっても安心して暮らせる社会を構築する〜臨床現場で取り組むがん就労支援と地域ネット
ワーク形成を目指して〜
赤羽 和久（赤羽乳腺クリニック）
S10-4
「病気になっても安心して働ける職場づくりー中小企業におけるがん就労支援を中心にー」

企業外労働衛生機関の産業保健師の立場から
白石 明子（一般財団法人西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 健康管理課）
S10-5
中小企業での就労支援を促進するための前提として
藤田 久子（一般社団法人CSRプロジェクト）
指定発言 「会社は、いつでも帰って来られる“大切な場所”」

―乳がん治療を職場が支え現場復帰へ―
冨永 優子（株式会社十八測量設計）
■────────────────────────────────────────────────────────────── B会場（熊本市民会館

２F

大会議室）

一般口演 23… ………………………………………………………………………………………… 8：30 ～ 9：30
物理的因子と健康
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農業における健康問題
座 長：立身 政信（公益財団法人 岩手県予防医学協会）
青木 一雄（琉球大学大学院 医学研究科 衛生学・公衆衛生学講座）
演 者：
S11-1
農業・農村の健康課題
草野
健（鹿児島産業保健総合支援センター）
S11-2
農業労働問題について
末永隆次郎（久留米大学医学部環境医学講座）
S11-3
農業における安全対策の現状と課題―事故被災者対面調査に基づく検討―
垰田 和史（滋賀医科大学 社会医学講座 衛生学部門）
S11-4
農業労働の安全衛生体制
横山 和仁（順天堂大学医学部衛生学講座）
特別発言 農業従事者の「健康に働く技術」
上田
厚（NPO法人 東アジアヘルスプロモーションネットワークセンター）
ランチョンセミナー 15

共催：サノフィ株式会社… ………………………………………… 12：00 〜 13：00

座 長：中村 元信（産業医科大学 皮膚科学教室）
演題名：アトピー性皮膚炎患者への受診アドバイス
演 者：江藤 隆史（東京逓信病院 副院長兼皮膚科）
一般口演 24… ……………………………………………………………………………………… 13：15 ～ 14：15
メンタルヘルス４

【O24-01 〜 O24-05】

一般口演 25… ……………………………………………………………………………………… 14：15 ～ 15：15
メンタルヘルス５

【O25-01 〜 O25-05】

■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室①（熊本市民会館

２F

第６会議室）

自由集会：職域動機づけ面接研究会… …………………………………………………………… 15：30 〜 17：00
働く人のために動機づけ面接ができること
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■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室②（熊本市民会館

２F

第７会議室）

生涯教育委員会… …………………………………………………………………………………… 11：50 〜 13：20
地域交流集会（市民公開）
…………………………………………………………………………… 15：30 〜 17：30
１．災害対応者の支援
２．特定職種の長時間労働
座 長：森
晃爾（産業医科大学産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室）
演 者：1-1． 災害対応者の支援
災害産業保健の取り組みと課題
立石清一郎（産業医科大学 保健センター）
1-1． 熊本地震の経験から
内尾 哲朗（熊本市 教育委員会事務局 教育総務部 施設課）
2-1． 特定職種の長時間労働
医師の過重労働を含む医療機関での安全衛生の問題
吉川
徹（独立行政法人労働者安全健康機構 労働安全衛生総合研究所）
2-2． 教職員の長時間労働について
村枝 哲弥（上天草市立今津小学校）
■────────────────────────────────────────────────────────── 会議室③（熊本市民会館

２F

第９会議室）

自由集会：医療勤務環境改善マネジメントシステム研究会… ………………………………… 15：30 〜 17：00
働きやすい医療勤務環境実現にむけて私たちができること
■────────────────────────────────────────────────────────── C会場（熊本市国際交流会館

６F

ホール）

教育講演 10… ………………………………………………………………………………………… 8：30 〜 9：30
産業保健スタッフに求められるISO45001の知識
〜労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS)の国際規格化（ISO45001)とその最新情報〜
座 長：保利
一（産業医科大学 産業保健学部 作業環境計測制御学講座）
演 者：斉藤 信吾（中央労働災害防止協会 技術支援部）
日本糖尿病学会

共同シンポジウム… …………………………………………………………… 9：30 〜 11：30

あなたの職場に忍び寄るサイレントキラー糖尿病 ー発症予防と重症化阻止ー
座 長：荻野 景規（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学分野／日本産業衛生学会）
荒木 栄一（熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学分野／日本糖尿病学会）
演 者：１．糖尿病の診断と治療目標の設定
荒木 栄一（熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学分野）
２．糖尿病予備群の診断
原
章規（金沢大学 医薬保健研究域医学系 環境生態医学・公衆衛生学）
３．糖尿病の予防戦略
柳澤 裕之（東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座）
４．糖尿病の最新治療
加来 浩平（川崎医科大学 総合内科学１）
５．重症化予防のための糖尿病管理（専門医の立場から）
井口登與志（福岡市健康づくりサポートセンター）
６．重症化予防のための糖尿病管理（産業医の視点から）
宮武 伸行（香川大学医学部衛生学）
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共催：日本ケミファ株式会社／帝人ファーマ株式会社… …………… 12：00 〜 13：00

座 長：廣部 一彦（日本産業衛生学会理事／（有）阪神労働衛生コンサルタント代表）
演題名：メタボリックシンドロームと高尿酸血症
演 者：下村伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）
産業医部会総会・フォーラム… …………………………………………………………………… 13：20 〜 15：20
産業医として開業すること
座 長：小田原 努（公益社団法人 鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島）
遠田 和彦（東海旅客鉄道株式会社 健康管理センター）
演 者：１．服部
泰（株式会社服部産業医事務所）
２．長井 聡里（株式会社JUMOKU）
３．平野井啓一（株式会社メディカル・マジック・ジャパン平野井労働衛生総合コンサルタント事務所）
■────────────────────────── ポスター会場（熊本市国際交流会館

５F

大広間／４F

第１・２・３会議室）

ポスターセッション⑤… …………………………………………………………………………… 10：30 〜 11：30
メンタルヘルス４
【P3-01 〜 P3-10】
化学的因子と健康４
【P3-20 〜 P3-25】
労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善２
健康支援・健康増進７
【P3-50 〜 P3-59】
健康診断と事後措置２
【P3-70 〜 P3-79】
産業看護 【P3-91 〜 P3-99】
物理的因子と健康２
【P3-109 〜 P3-114】

【P3-33 〜 P3-42】

ポスターセッション⑥… …………………………………………………………………………… 13：20 〜 14：20
メンタルヘルス５
【P3-11 〜 P3-19】
粉じん・石綿と健康２
【P3-26 〜 P3-32】
健康支援・健康増進６
【P3-43 〜 P3-49】
健康支援・健康増進８
【P3-60 〜 P3-69】
健康診断と事後措置３
【P3-80 〜 P3-90】
生活習慣指導（運動・栄養・睡眠） 【P3-100 〜 P3-108】
人間工学・労働生理２
【P3-115 〜 P3-121】
■────────────────────────────────────────────────── D会場（くまもと県民交流館パレア

９F

会議室１）

産業衛生技術部会専門研修会… …………………………………………………………………… 9：00 〜 11：00
地元企業の労働衛生管理の実際
座 長：宮内 博幸（産業医科大学 産業保健学部 作業環境計測制御学講座）
演 者：１．地元企業の産業衛生活動
中川
剛（株式会社野田市電子）
２．―黒崎播磨㈱の労働衛生管理について―
安部 太喜（黒崎播磨株式会社 安全環境防災部）
産業衛生技術部会総会… …………………………………………………………………………… 11：00 〜 11：30
専門医制度委員会／専門医制度説明会… ………………………………………………………… 13：00 〜 13：50
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専門医制度委員会専攻医試験… …………………………………………………………………… 14：00 〜 15：00

■───────────────────────────────────────────── E会場（くまもと県民交流館パレア

10F

パレアホール）

一般口演 26… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：40
生活習慣指導（運動・栄養・睡眠）２

【O26-01 〜 O26-05】

シンポジウム 12… ………………………………………………………………………………… 9：40 〜 11：40
大災害発生時の産業保健−災害対応者の健康を確保するため
座 長：小山 和作（日本赤十字社熊本健康管理センター）
森
晃爾（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室）
演 者：
S12-1
災害産業保健の実践と研究を通しての考察
森
晃爾（産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学研究室）
S12-2
2016年熊本地震後の被災工場の産業保健活動
〜産業保健スタッフ向け危機対応マニュアルの活用と有効性の検証〜
阿南 伴美（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社）
S12-3
災害時保健医療活動の全体構成と産業保健機能の挿入に向けた検討ポイント
久保 達彦（産業医科大学 医学部 公衆衛生学講座）
S12-4
地方自治体の災害時産業保健体制
小早川義貴（国立病院機構災害医療センター）
ランチョンセミナー 17

共催：株式会社キュア・アップ… ………………………………… 12：00 〜 13：00

座 長：森
晃爾（産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学研究室）
演題名：健康経営を促進するテクノロジーの活用〜モバイルヘルス活用の実例から〜
演 者：佐竹 晃太（日本赤十字社医療センター内科医／株式会社キュア・アップ）
森口
翔（Centre for Addiction and Mental Health / University of Toronto, Canada）
シンポジウム 13… ………………………………………………………………………………… 13：15 〜 15：15
睡眠と健康
座 長：藤木 通弘（産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室）
田中 克俊（北里大学大学院医療系研究科 産業精神保健学）
演 者：
S13-1
労働者の睡眠問題
兼板 佳孝（日本大学 医学部 社会医学系 公衆衛生学分野）
S13-2
交代制勤務パターンの変更に伴う交代制勤務者の睡眠・疲労の評価について
多田隈 潔（プライムアースＥＶエナジー株式会社 健康管理室、産業医科大学 産業保健経営学研究室）
S13-3
睡眠のための簡易型認知行動療法
田中 克俊（北里大学大学院医療系研究科 産業精神保健学）
S13-4
睡眠覚醒の評価と将来展望
丸山
崇（産業医科大学 医学部 第１生理学）
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我が国におけるオキュペイショナルハイジニストの育成や活用、展開
座 長：原
邦夫（産業医科大学 産業保健学部 安全衛生マネジメント学講座）
演 者：１．オキュペーショナルハイジニストの役割と世界的な動向
橋本 晴男（国立大学法人 東京工業大学、キャンパスマネジメント本部、総合安全管理部門）
２．
（公社）日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト
飛鳥 滋（公益社団法人日本作業環境測定協会）
３．ISO45001運用における専門家の役割
〜 OSHMSを効果的に運用するため専門家が実施すべき事項〜

斉藤 信吾（中央労働災害防止協会 技術支援部）
■───────────────────────────────────────────────── F会場（くまもと県民交流館パレア

10F

会議室８）

自由集会〈学会所属〉
：労働衛生国際協力研究会………………………………………………… 15：30 〜 17：00
インド・南アジア諸国におけるＩＬＯ産業保健技術協力
■─────────────────────────────────────────────────── G会場（鶴屋百貨店

７F

鶴屋ホール１（１/ ２）
）

一般口演 27… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：40
感染症・国際協力

【O27-01 〜 O27-05】

一般口演 28… ……………………………………………………………………………………… 9：40 ～ 10：40
健康支援・健康増進３

【O28-01 〜 O28-05】

一般口演 29… ……………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
健康支援・健康増進４
ランチョンセミナー 18

【O29-01 〜 O29-05】
共催：テルモ株式会社… …………………………………………… 12：00 〜 13：00

座 長：荒木 栄一（熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野）
演題名：糖尿病重症化予防をめざしたこれからの治療戦略
演 者：井口登與志（福岡市健康づくりサポートセンター）
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シンポジウム 14… ………………………………………………………………………………… 13：15 〜 15：15
職業がんの現状と対策 －化学物質管理と職業がん－
座 長：川本 俊弘（産業医科大学 医学部 産業衛生学）
黒田 嘉紀（宮崎大学医学部 社会医学講座 公衆衛生学分野）
演 者：
S14-1
職業がんの歴史
辻
真弓（産業医科大学 医学部 産業衛生学）
S14-2
職業性胆管がん事例
熊谷 信二（産業医科大学 産業保健学部 安全衛生マネジメント学）
S14-3
職業性膀胱がん事例
武林
亨（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・医学部衛生学公衆衛生学）
S14-4
その他、職業がん事例
黒田 嘉紀（宮崎大学医学部 社会医学講座 公衆衛生学分野）
S14-5
産業化学物質の発がん性分類 －職業がん予防の立場から－
山野 優子（昭和大学医学部 衛生学公衆衛生学講座 衛生学部門）
自由集会：リスクマネジメントにもとづく健康管理シリーズ… ……………………………… 15：30 〜 17：00
続・過重労働について徹底討論
■─────────────────────────────────────────────────── H会場（鶴屋百貨店

７F

鶴屋ホール２（１/ ２）
）

一般口演 30… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：40
メンタルヘルス６

【O30-01 〜 O30-05】

一般口演 31… ……………………………………………………………………………………… 9：40 ～ 10：40
メンタルヘルス７

【O31-01 〜 O31-05】

一般口演 32… ……………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
メンタルヘルス８

【O32-01 〜 O32-05】

一般口演 33… ……………………………………………………………………………………… 13：15 ～ 14：30
健康診断と事後措置３

【O33-01 〜 O33-06】

産業看護部会総会… ………………………………………………………………………………… 15：00 〜 16：00
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「未来につなげる産業保健看護活動」〜エビデンスを示す産業保健看護職になるために〜
座 長：中谷 淳子（産業医科大学 産業保健学部 産業・地域看護学講座）
白石 明子（一般財団法人西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 健康管理課）
演 者：１．産業保健看護職に期待する論文投稿
堤
明純（北里大学 医学部 公衆衛生学）
２．論文投稿、採択までの道のり
三橋 祐子（東海大学医学部看護学科）
３．産業保健看護職に期待する良好実践事例(GPS)の視点から
土肥誠太郎（三井化学株式会社 本社健康管理室）
４．９年間の投稿傾向からみた産業保健看護職に望まれるGPS
日笠 理恵（福岡県市町村職員共済組合）
■──────────────────────────────────────────────────── I 会場（鶴屋百貨店

７F

カーネーションサロン）

一般口演 34… ………………………………………………………………………………………… 8：40 ～ 9：30
化学的因子と健康２

【O34-01 〜 O34-04】

一般口演 35… ……………………………………………………………………………………… 9：40 ～ 10：40
化学的因子と健康３

【O35-01 〜 O35-05】

一般口演 36… ……………………………………………………………………………………… 10：40 ～ 11：40
粉じん・石綿と健康３

【O36-01 〜 O36-05】

ランチョンセミナー 19 共催：ロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド……………… 12：00 〜 13：00
座

長：松本海千弘（ロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド クライアントトレーニングサー
ビスグループマネージャー )
演題名：労働安全衛生マネジメントシステム 新規格ISO 45001 解説セミナー
演 者：岩 男 周二（ロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド／熊本産業保健総合支援セン
ター）
自由集会〈学会所属〉
：職域救急研究会…………………………………………………………… 14：00 〜 16：00
救急救命講習
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■５月20日（日）
■────────────────────────────────────────────────────────────── A会場（熊本市民会館

１F

大ホール）

特別研修会… ………………………………………………………………………………………… 9：30 〜 16：00
座
長：廣
尚典（産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学研究室）
座長補助：日野亜弥子（産業医科大学 産業生態科学研究所 精神保健学研究室）
演 者：１．労働衛生行政の動向と課題
本多信一郎（熊本労働局 労働基準部長）
２．化学物質管理 ─最近の話題─
市場 正良（佐賀大学医学部 社会医学講座環境医学分野）
３．健康診断・産業医面談で行える睡眠チェック
松本 悠貴（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所、久留米大学医学部環境医学講座）
４．産業医巡視の実際
彌冨美奈子（株式会社SUMCO）
５．中小企業の産業保健
小田原 努（公益社団法人 鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島）
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