平成 30 年度 日本産業衛生学会 東海地方会学会 プログラム
日 時： 平成 30 年 11 月 24 日（土） 8：50 受付開始
会 場： 中部大学名古屋キャンパス 三浦記念会館 6 階大ホール・5 階 510 教室他
学会長： 城 憲秀 （中部大学生命健康科学部保健看護学科 教授）
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一般演題・ミニフォーラム
般演題・ミニフォーラム
研究相談コーナー
総 会
地方会長挨拶 斉藤政彦（大同特殊鋼株式会社 統括産業医）
城 憲秀（中部大学生命健康科学部保健看護学科 教授）
学会長挨拶

メインテーマ：
「１３次防への期待
１３次防への期待 －産業保健のボトムアップを目指して－
－産業保健のボトムアップを目指して－」
会場：三浦記念会館 6 階 大ホール
13：
13：55～
55～14：
14：55

特別講演「
特別講演「１３次防への期待
講演「１３次防への期待 －１３次防の概要と目指す方向－
－１３次防の概要と目指す方向－」
座長：城 憲秀（中部大学生命健康科学部保健看護学科 教授）
演者：大久保克己（愛知労働局労働基準部健康課 地方労働衛生専門官）

15：00～
00～17：00

シンポジウム「１３次防への期待
シンポジウム「１３次防への期待 －産業保健のボトムアップを目指して－
－産業保健のボトムアップを目指して－」
座長：後藤義明（富士電機三重工場健康管理センター 所長）
梅津美香（岐阜県立看護大学 教授）
「過重労働対策のあり方」
過重労働対策のあり方」
山本 誠（ヤマハ健康管理センター 産業医）
「職場における両立支援の基本」
職場における両立支援の基本」
渡井いずみ（名古屋大学大学院医学研究科看護学専攻 准教授）
「若者への産業保健教育の期待」
若者への産業保健教育の期待」
榊原洋子（愛知教育大学 准教授）

17：00

閉会

Ａ会場（三浦記念会館
Ａ会場（三浦記念会館 6 階 大ホール）

一般演題 1
9：30～10: 30 座長 塚田月美（株式会社 MTG 人事本部人事労務部健康管理課 健康促進グループ）
101 労働者の加齢にともなう歩行能力低下の検討（第 1 報）
：愛知健康増進研究
成定明彦（愛知医科大学産業保健科学センター）
102 労働者の加齢にともなう歩行能力低下の検討（第 2 報）
：愛知健康増進研究
岡島 巖 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
103 某製造企業における気象条件を考慮した熱中症様の体調不良者の発症予測について
金 一成 （トヨタ自動車株式会社安全健康推進部）
104 大学における取り組みから考える職場の大規模災害対策
尾島俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）

ミニフォーラム１「労働者の生活習慣指導のありかた」
10：
10：35～
35～11: 55 座長 笽島 茂（三重大学大学院医学研究科公衆衛生・産業医学分野 教授）
111 特定健康診査による保健指導レベルと 2 型糖尿病発症の関連およびその人口寄与危険割合：愛知
職域コホート研究
金子佳世 （名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学・公衆衛生学）
112 特定保健指導終了率の向上のための PDCA の再構築
藤丸郁代（中部大学生命健康科学部スポーツ保健医療学科）
113 シフト労働者の食事摂取状況について
中村美詠子（浜松医科大学健康社会医学講座）
114 裁量労働制の管理監督者における睡眠時間と喫煙の関係性について
石田猛大 （岐阜大学大学院医学系研究科産業衛生学）

Ｂ会場（三浦記念会館
会場（三浦記念会館 5 階 510 教室）

一般演題２
一般演題２
9：30～10: 00 座長 大久保浩司（トヨタ自動車株式会社安全健康推進部 統括産業医）
201 労働者における職業性ストレス簡易調査票の評価得点と回答時の身体・心理状態との関係
中島 剛 （中部大学大学院生命健康科学研究科看護学専攻）
202 小規模事業場におけるストレスチェック制度への取り組み状況と課題
斉藤政彦 （大同特殊鋼株式会社）

ミニフォーラム２ ｢化学物質のリスクアセスメント」
10：
10：00～11: 40 座長 柴田英治（愛知医科大学医学部衛生学講座 教授）
211 皮革工場周辺における元素汚染
東村果穂 （名古屋大学）
212
212 高次脳機能障害を認めた鉛中毒の 1 例
横山多佳子（旭労災病院）
5 分間の休憩をはさみます
213 尿中メチルエチルホスホロアミドチオエートを用いた有機リン
尿中メチルエチルホスホロアミドチオエートを用いた有機リン系殺虫剤
系殺虫剤プロ
系殺虫剤プロペタ
プロペタンホスの
ペタンホスの曝露
ンホスの曝露評価
曝露評価
法の検討
佐藤博貴 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生学）
214 殺虫剤散布使
殺虫剤散布使用
用薬剤の
薬剤の推移と
推移と作業従事者の保護具使
事者の保護具使用と
護具使用と自覚
用と自覚症状について
自覚症状について
湊 京子 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生学）
215
蛇紋岩由来の
の石綿曝露による
215 蛇紋岩由来
石綿曝露による肺癌
による肺癌と考えら
肺癌と考えられ
と考えられた石工の 1 例
久永直見 （愛知学泉大学）

≪参加者の皆様へ≫
○
○
○
○

受付は、当日 8 時 50 分より三浦記念会館 6 階ロビーにて行います。
参加申込票を提出の上、参加費をお支払下さい。
参加費は、会員 1,000 円、非会員 2,000 円、学部学生は無料(学生証を提示)となっています。
昼食については、周辺の近隣の飲食店などをご利用下さい。また、お弁当等を会場でお召し上がりいただ
いても結構ですが、ごみはお持ち帰りください。自販機は 6 階、5 階、1 階にあります。
○ 当学会では写真撮影等の一律の禁止は行いません。撮影した写真等を不特定多数に発信したい場合には、
発表者等の許可を得てください。
○ 学会の雰囲気や発表の様子等の写真について、地方会ニュース等に掲載することがあります。掲載に差し
支えがある場合には、予め学会事務局にお知らせ下さい。
○ 自分の発表について、写真撮影等を禁止したい場合には、その旨を発表の冒頭で聴衆に明示してくださ
い。特定のスライドのみを撮影禁止とすることもできます。

≪一般演題・ミニフォーラムの座長および発表者の方へ≫
○ 発表時間は、一般演題、ミニフォーラムともに、1 題につき 15 分(発表 10 分、討
分、討議 5 分)です。時間厳守
でお願いします。8 分で 1 鈴、10 分で 2 鈴、15 分で 3 鈴を鳴らします。各セッションでの開始、進行は座
長にお任せいたします。
○
○
○
○

ミニフォーラム１と２の開始時刻は異なりますのでご注意ください。
ミニフォーラムでは、セッション全員の発表後に全体討議を 20 分間実施いたします。
次座長席、次演者席を会場の前部に設けます。直前の発表が始まりましたら、ご着席下さい。
発表用 Power Point ファイルは USB メモリーに入れてお持ちいただき、受付までご提出下さい。
Windows 10、Power Point 2016 の入ったパソコンを用意しています。それ以外で作成した場合は受付でお
申し出頂き、動作確認をお願いします。ご持参のパソコンでの発表はご遠慮願います。
○ 一般演題の座長の先生方は、受付でお申し出いただくとともに、各セッションの開始 10 分前までには会場
にお越し下さい。

≪研究相談コーナー利用のみなさまへ≫
○ 研究相談コーナーは三浦記念会館 6 階 610 教室にて 12:40 より開設いたします。
これから産業衛生研究を始めたい方、研究でお悩みの方、現場の健康課題への取り組みで困っている方など、
東海地方を活動拠点としているベテランの専門家に相談してみませんか。
当日、直接コーナーに参加されても構いませんが、できれば事前に学会事務局までお知らせいただくと準備の都
合上ありがたいです。
【連絡先：saneitokai30@gmail.com】

≪交通案内≫

中部大学名古屋キャンパス 三浦記念会館 6 階大ホールおよび 5 階 510 教室他
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5-14-22
名古屋駅からは
ＪＲ中央線「鶴舞」駅 名大病院口すぐ（乗車時間：名古屋駅より約 10 分）
、または
地下鉄東山線「伏見」駅で乗り換え、地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 3 番出口より徒歩５分

周辺地図

名古屋キャンパス周辺拡大図

