平成 27 年度事業報告

日本産業衛生学会東海地方会
平成27年度事業報告
（平成28年度地方会総会 承認）

１．総会を 6 月 13 日（土）に四日市市で開催した。
２．理事会を 4 回（6 月 13 日、8 月 29 日、12 月 19 日、2 月 27 日）開催した。
３．平成 27 年度日本産業衛生学会東海地方会学会を開催した。
開催日：11 月 14 日 9:30～16:30
会 場：名古屋大学 医学部 基礎医学研究棟 (名古屋市)
一般演題 25 題
特別講演「職場におけるメンタルヘルス対策」
講師：堤 明純（北里大学 医学部 公衆衛生学 教授）
シンポジウム「職場でのメンタルヘルス対策の取り組み」
「職場でのメンタルヘルス対策の実状と課題 ～産業医の立場から～」
石川 浩二（三菱重工(株）大江西・飛島健康管理科 産業医）
「メンタルヘルス対策における保健指導の取り組み ～保健師の立場から～」
川崎 ゆりか（日本車輌製造(株) 安全衛生環境部 保健師）
「職場におけるメンタヘルス対策の取り組み ～企業主の立場から～」
根岸 茂登美 （藤沢タクシー(株) 代表取締役社長 博士(看護学)）
参加者数：148 名（会員：122 名、非会員：26 名）
４．平成 27 年度日本産業衛生学会東海地方会総会ならびに研修会を開催した。
開催日：6 月 13 日（土）13:00～17:00
会 場：じばさん三重（四日市市）
講演Ⅰ「禁煙で職場の大切な命を守る」
三浦 秀史（禁煙マラソン／日本禁煙科学会）
講演Ⅱ「禁煙が導く職場の健康」
高橋 裕子（奈良女子大学／京都大学付属病院）
講演Ⅲ「職域における「アルコール関連疾患」への介入方法」
猪野 亜朗（かすみがうらクリニック）
参加者数：59 名（総会）
、112 名（研修会）
５．地方会四部会による活動が以下のように実施された。
・産業医部会
産業医部会懇話会
開催日：2 月 27 日（土）
会 場：名古屋セントラル病院（名古屋市）
講演「産業医に知っておいてもらいたい先端医学」
後藤章暢（兵庫医大先端医学研究所）
会員活動報告・討論
報告 1「男性産業医が育児休業を取得して考えたこと
～男性育休と産業保健との関わり～」
守田祐作（新日鐵住金 名古屋製鐵所）

報告 2「転職して産業医として感じること」
駒田裕之（本田技研工業（株）鈴鹿製作所）
報告 3「事業場における 2 度の心肺蘇生（同一）事例の考察」
石川浩二（三菱重工業(株)大江西健康管理科）
参加者数：34 名

・産業看護部会
理事懇談会
6 月 13 日（出席：11 名）
、8 月 29 日（出席：9 名）
、1 月 23 日（出席：10 名）
産業看護部会研修会
開催日：2 月 13 日（土）
会 場：中部大学名古屋キャンパス（名古屋市）
産業看護部会長との懇談会＆シンポジウム「ストレスチェックに取り組んで」
「ストレスチェックについて」
渡井いずみ（名古屋大学）
「企業における取組 1」
三浦真美（三菱電機（株）
）
「企業における取組 2」
池戸亜紀（（株）ブリヂストン）
「労働衛生機関における取組」
加藤由佳（アドバンテッジ・リスクマネジメント）
参加者：46 名

・産業衛生技術部会
東海産業衛生技術部会第 7 回特別企画
開催日：12 月 5 日（土）
会 場：岐阜市ハートフルスクエアＧ 大研修室（岐阜市）
パネルディスカッション「化学物質の個人曝露測定とリスクアセスメント」
パネル講演 1「化学物質の個人曝露測定の原則と方向性」
村田 克（早稲田大学）
パネル講演 2「現場でのリスク管理に関する諸課題」
鹿島 聡子（中災防）
パネル講演 3「現場からみた個人曝露測定の課題」
新谷 良英（大同分析リサーチ）
参加者数：65 名

・産業歯科部会
第 10 回研修会
開催日：11 月 15 日（日）
会 場：名古屋ガーデンパレス（名古屋市）
講 演：労働安全衛生法における「歯科医師による健康診断」の考え方、やり方
矢崎 武（労働衛生コンサルタント）
参加者：19 名
６．第 28 回産業保健スタッフのための研修会を開催した。
開催日：平成 28 年 1 月 23 日（土）10：00～16：00
会 場：ウインクあいち（名古屋市）
教育講演①「常用薬剤と適正配置」
遠田和彦（東海旅客鉄道（株））
教育講演②「産業保健スタッフのための睡眠保健指導」
巽あさみ（浜松医科大学）
教育講演③「現場から見た化学物質リスクアセスメント」
中元健吾（日本ガイシ（株））
教育講演④「昨今の労働安全衛生法改正と口腔保健」
加藤尚一（かとうデンタルクリニック）
パネルディスカッション「私たちの産業保健活動～こちら健康管理室」
参加者数：86 名（会員：61 名、非会員：25 名）
７．地方会内の研究会活動を以下のように実施した。
・職場ストレス研究会
第 87 回職場ストレス研究会
開催日：3 月 18 日（水）
会 場：WINC あいち（名古屋市）
テーマ：「ストレス研究における質的研究」
質的研究についての概略について（巽 あさみ）
国内外における質的研究に関する文献の紹介と， 質的研究に関する
意義の掘り下げについて（小林章雄）
復職支援に関する質的研究について，自身の研究の方向性や現在の
課題・問題点について（松浦恵美）
参加者：28 名
第 88 回職場ストレス研究会
開催日：6 月 24 日（水）
会 場：WINC あいち（名古屋市）
テーマ：「ストレスチェックをどう行うか？」
半田 有通（元厚生労働省安全衛生部長）
黒川 淳一（犬山病院精神科，岐阜産業保健総合支援センター相談員）
参加者：33 名

・振動障害研究会
第 29 回振動障害研究会
開催日：2 月 13 日（土）
会 場：名古屋大学医学部保健学科（名古屋市）
「低振動エアー工具（コンクリートブレーカ）の開発」
藤原 辰男（日本ニューマチック工業（株）空機製造・技術次長）
「エアー工具の低騒音化対策－パルス対策等による効果」
渡部 幸雄（アピュアン株式会社代表）
「職場での振動曝露リスク管理の要点」
榊原 久孝（名古屋大学大学院医学系研究科）」
参加者：27 名
８・地方会ニュースを 2 回発行した。
第 84 号（7 月 27 日）、第 85 号（平成 28 年 1 月 1 日）
９．事務局の管理で UMIN に設置したホームページを運営し、地方会関連行事や理事会
の案内などを行った。
（http://tosh-net.umin.jp/）

