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一 般 演 題
口演発表

■ 5月14日(木)                                      第4会場 (旭川市民文化会館 3階　大会議室)

一般口演 1　メンタルヘルス1　10:00〜11:00
座　長：築島　　健（札幌市総務局職員部職員健康管理課）

        O1-1       職場での公正性知覚の集団平均からの乖離と精神的健康の関連：J-HOPEを用いた横断研究
横内　陳正（公益財団法人　医療科学研究所）

        O1-2       労働者のストレス対処力SOCと森林浴習慣との関連
池田　朝彦（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

        O1-3       某製造業での過去12年間における精神疾患病欠者の現状とその転帰
山本　　誠（ヤマハ（株）人事部　健康安全グループ）

        O1-4       ストレッサー別の労働者の援助希求行動と心理的ストレス：国民生活基礎調査を用いて
山内　貴史（東京慈恵会医科大学　医学部　環境保健医学講座）

        O1-5       職場、産業保健スタッフが協働でおこなった組織開発と生産性向上の取り組み
深井　恭佑（オムロン（株）草津事業所）

一般口演 2　メンタルヘルス2　11:00〜12:00
座　長：山内　貴史（東京慈恵会医科大学　医学部　環境保健医学講座）

        O2-1       ストレス改善のための産業保健活動の優先順位を考える　〜保健師の視点から〜
堀口　真愛（公益財団法人　熊本県総合保健センター）

        O2-2       労働時間を著しく増加させる要因は何か？
松田　正道（（株）三越伊勢丹　三越日本橋本店）

        O2-3       病院内におけるセルフケアプログラムによるメンタルヘルスの有用性
沖野　和麿（昭和大学横浜市北部病院　メンタルケアセンター）

        O2-4       女性労働者の就労上の悩みと期待する職場での介入研究に関するインターネット調査
佐々木那津（東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野）

        O2-5       職場のハラスメントの経済損失：疾病休業・労働生産性・離職の観点から
津野香奈美（神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科）

一般口演 3　健康支援・健康増進1　13:30〜14:30
座　長：佐藤　利夫（日本製鉄株式会社 棒線事業部 室蘭製鉄所　 安全環境防災部安全健康室）

        O3-1       健康保険組合連合会愛知連合会と愛知県医師会のインフルエンザワクチン接種補助事業
池山　真治（NPO 法人健康情報処理センターあいち）

        O3-2       人と組織の活性化（第2報）〜経営幹部に対する健康プログラム実施効果〜
田中　宣仁（パナソニック（株）ライフソリューションズ社）

        O3-3       病院職員におけるロコモティブシンドロームとプレゼンティズムの関係
岸本　俊樹（医療法人社団愛友会　伊奈病院　リハビリテーション科）

        O3-4       日本人労働者におけるワークエンゲージメントと健康的な生活習慣との関係について
天野　方一（帝京大学 大学院 公衆衛生学研究科）

        O3-5       アンセリンはアルツハイマー病モデルマウスの発症予防や進行抑制に働く
林　要喜知（北都保健福祉専門学校）
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一般口演 4　健康支援・健康増進2　14:30〜15:30
座　長：羽賀　將衛（北海道教育大学）

        O4-1       加熱式たばこが職域における喫煙対策に与える影響についての前向き研究
金井真希子（独立行政法人　国立病院機構　京都医療センター）

        O4-2       肺CT検診を用いた禁煙意識への働きかけ
日笠ちはる（ブラザー工業　健康管理センター）

        O4-3       産業医 を主体とする就業時間内全面禁煙施策の導入とその効果について
小田上公法（HOYA（株）グローバル本社）

        O4-4       勤務中座位時間と健康関連指標との関係−労働者生活行動時間調査票を用いて−
蘇　　リナ（（独）労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　産業疫学研究グループ）

        O4-5       30歳時点の定期健診結果における10年後に特定保健指導対象となる者の傾向について
須田みゆき（山梨大学大学院　医工農学総合教育部生命医科学専攻　社会医学講座）

一般口演 5　健康支援・健康増進3　15:30〜16:30
座　長：大西　浩文（札幌医科大学　医学部公衆衛生講座）

        O5-1       全国健康保険協会愛知支部による肝炎ウイルス検査促進事業の成果
井上　貴子（名古屋市立大学病院　中央臨床検査部）

        O5-2       大規模事業場における新規体操の展開とその効果について
立山　紫野（（株）東芝　府中事業所　総務部　健康支援センター）

        O5-3       健康経営における乳がん予防に向けた男性を含めた社内e-learningの取り組み
印東　桂子（大東建託パートナーズ（株）人事部　健康経営課）

        O5-4       遠隔面接システムを用いた特定保健指導初回面接の有効性の検討
伊勢崎　朋（京都工場保健会　産業保健推進部　保健指導課）

        O5-5       AI活用における保健師への期待(1)ー保健師(リアル)と機械(デジタル)のすみ分けー
西本莉紗恵（東京海上日動メディカルサービス（株）　健康プロモーション事業部　コーポレー

トサポート室）

一般口演 6　健康支援・健康増進4　16:30〜17:30
座　長：斎藤　　恵（日亜化学工業（株）環境安全本部健康管理センター）

        O6-1       健康支援活動が社員の心と身体の健康に与える影響
中川　友博（花王（株）ヘルス＆ウェルネス研究所）

        O6-2       働く世代の介護離職対策に、ケアする人をケアするための自然療法の応用可能性
金山ひとみ（福井大学　医学部　国際社会医学講座　環境保健学）

        O6-3       社会経済的指標とアルデステロンとの関連：J-HOPE研究の横断分析
可知　悠子（北里大学医学部公衆衛生学）

        O6-4       肥満は労働災害被災リスクとなるか？−職域コホート研究−
大塚　俊昭（日本医科大学　衛生学公衆衛生学）

        O6-5       助産師業務における腰痛や睡眠などの身体ストレスリスク因子の検討
愛下由香里（霧島市立医師会医療センター）
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■                                                     第7会場 (アートホテル旭川 2階　ライラック)

一般口演 7　健康診断と事後措置・生活習慣病指導1　10:00〜11:00
座　長：岩根　幹能（日本製鉄（株））

        O7-1       労働者の健診心電図の心室性期外収縮の記録意義についての検討
関塚　宏光（富士通（株）健康推進本部　富士通クリニック）

        O7-2       健康診断事後措置としての経口糖尿病負荷試験の有用性
鈴木　英雄（町立別海病院）

        O7-3       介入支援により胸部エックス線検査異常者数が減った
松下　哲大（第一生命保険　人事部　健康増進室）

        O7-4       有害業務職場におけるがん対策：治療と就労の両立支援に対する新しい展開について
升味　正光（広島産業保健総合支援センター　産業保健相談員）

        O7-5       職域肝炎ウイルス検査促進意義と陽性者への受診勧奨〜産業衛生学会と肝臓学会の連携〜
是永　匡紹（国立国際医療研究センター　肝炎・免疫研究センター　肝炎情報センター）

一般口演 8　健康診断と事後措置・生活習慣病指導2　11:00〜12:00
座　長：鈴木　英雄（町立別海病院）

        O8-1       労働者の生活習慣と酸化ストレス:唾液中8-ヒドロキシグアニンによる評価
渡邉晋太郎（産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性腫瘍学研究室）

        O8-2       男性肥満者における腹囲減少が生活習慣病関連諸因子に与える影響について
岸本　憲明（東海大学　医学部　基盤診療学系　健康管理学）

        O8-3       職域のがん検診　〜検診機関の質の評価と科学的根拠に基づいたがん検診体制の整備〜
岡田結生子（野村證券健康保険組合）

        O8-4       職域健康診断におけるブルガダ症候群の検討
金谷　智子（公益財団法人　北海道労働保健管理協会）

        O8-5       就業規則に基づく就業措置の従業員・職場への影響
北村奈穂美（（株）IHI 武蔵総務部）

■                                                 第9会場 (アートホテル旭川 3階　ボールルームⅡ)

一般口演 9　メンタルヘルス3　13:30〜14:30
座　長：林　　俊夫（東京医科大学　公衆衛生学分野）

        O9-1       主体価値とワーク・エンゲイジメントとの関連：地域パネル調査データを用いた横断研究
佐藤　菜々（東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野）

        O9-2       就労者のストレス、エンゲージメントと生産性の関連
村上　　真（（株）FiNC Technologies）

        O9-3       事業所および高ストレス者が取り組むべきストレスコーピング
藤井　善隆（青洲会　神立病院）

        O9-4       産業保健的視点に基づいたレセプトデータ分析：−精神疾患の高額医療費に注目して−
杉本　九実（帝京大学大学院　公衆衛生学研究科）

        O9-5       大手製造業における自閉症スペクトラム者の適正配置と心理検査の活用
齋藤　恒祐（産業医科大学　精神医学教室）

産衛誌　62巻, 2020

口
　
　
　
演



69

口
　
　
　
演

一般口演 10　メンタルヘルス4　14:30〜15:30
座　長：鷲野　考揚（JR 札幌病院保健管理部）

        O10-1     ストレスチェックの健康経営推進への活用：社員エンゲージメントとの関連から
島津美由紀（ソニーコーポレートサービス（株）産業保健部）

        O10-2     メンタル疾患による休業者に対するリワークプログラムの有効性について（続報）
谷口　裕紀（富士通（株））

        O10-3     労働者一万人対象のWEB追跡調査による職場における具体的出来事と高ストレス者の関連
西村　悠貴（（独）労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　過労死等防止調査研究セン

ター）

        O10-4     フリッカー値および問診を用いたマインドフルネス実践法実施のIT企業職員での検証
原田　暢善（千葉大学　フロンティア医工学センター）

        O10-5     人工知能 (AI) による労働者の抑うつ状態の予測：ニューラルネットワークモデルの作成
道喜将太郎（筑波大学　医学医療系　産業精神医学・宇宙医学グループ）

一般口演 11　メンタルヘルス5　15:30〜16:30
座　長：小林　由佳（東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野）

        O11-1     ジョブ･クラフティングとワーク･エンゲイジメントおよびパフォーマンスとの関連
櫻谷あすか（東京女子医科大学　医学部　衛生学公衆衛生学講座）

        O11-2     体内時計を整える教育の介入によるメンタルヘルス不調予防効果の検討
伊藤　美鈴（総合健診センターヘルチェック　顧客健康支援室）

        O11-3     DMAT隊員における東日本大震災時の救援活動日数とPTSD症状との関連
浅岡　紘季（東京大学　医学系研究科健康科学・看護学専攻　精神看護学分野）

        O11-4     看護師向けチーム・ジョブ・クラフティング尺度の開発と妥当性の検証
飯田　真子（東京大学大学院　医学系研究科　精神看護学分野）

        O11-5     職域コホートの腎機能低下、慢性腎疾患に関連する職業ストレスの時間断面研究
今給黎薫弘（慶應義塾大学大学院　医学研究科　衛生学公衆衛生学教室）

一般口演 12　メンタルヘルス6　16:30〜17:30
座　長：谷山佳津子（朝日新聞社管理本部労務部（健康管理））

        O12-1     若手社員のメンタルヘルス向上を目的とした「未来語りのダイアローグ」の応用
益田　尚美（愛知県警察本部）

        O12-2     「仕事のストレス判定図」による「総合健康リスク」と高ストレス者判定の関係について
林　　俊夫（東京医科大学　公衆衛生学分野）

        O12-3     うつ病リハビリに向けた園芸福祉活動の実践
笹原信一朗（筑波大学医学医療系　産業精神医学・宇宙医学グループ）

        O12-4     日本語版Burnout Assessment Tool（BAT-J）の信頼性・妥当性の検討
榊原　圭子（東洋大学　社会学部）

        O12-5     ストレスチェックからみた新入社員の傾向
吉澤真裕子（NEC 本社健康管理センター）
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■                                                      第10会場 (アートホテル旭川 3階　ハマナス)

一般口演 13　物理的因子と健康1　10:00〜11:00
座　長：佐藤　修二（札幌ワーカーズクリニック）

        O13-1     建設現場における熱中症予防(第1報)時間帯別の身体的負荷の検討
遠藤　翔太（福島県立医科大学　医学部　衛生学・予防医学講座）

        O13-2     建設現場における熱中症対策(第2報)熱中症の予測における個人・環境要因の検討
各務　竹康（福島県立医科大学　医学部　衛生学・予防医学講座）

        O13-3     高年齢労働者に対する物理因子の健康影響に関するWeb調査　 〜その1　暑熱ばく露〜
上野　　哲（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）

        O13-4     高年齢労働者に対する物理因子の健康影響に関するウェブ調査 〜その2　騒音ばく露〜
高橋　幸雄（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）

        O13-5     高年齢労働者に対する物理因子の健康影響に関するweb調査〜その3　振動ばく露〜
柴田　延幸（（独）労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所）

一般口演 14　物理的因子と健康2　11:00〜12:00
座　長：各務　竹康（福島県立医科大学　医学部　衛生学・予防医学講座）

        O14-1     放射線業務従事者における放射線と喫煙との交絡に関する時系列検討
工藤　伸一（公益財団法人放射線影響協会　放射線疫学調査センター）

        O14-2     聴覚保護プログラムによる騒音性難聴対策強化（第1報）〜しくみの導入〜
籔　　明香（北海道セキスイハイム工業（株））

        O14-3     前庭機能に影響する低周波騒音曝露の実験研究
小室佳那子（名古屋大学　大学院　医学部　衛生学講座）

        O14-4     健康意識が高い人が新型（加熱式）タバコに移行している
米川　葉月（（株）日立製作所　日立健康管理センタ）

        O14-5     加熱式タバコ移行後の体重増加と関連検査値の変動について
渡辺　祐哉（（株）日立製作所日立健康管理センタ）

一般口演 15　健康診断と事後措置・生活習慣病指導3　13:30〜14:30
座　長：玉腰　暁子（北海道大学大学院医学研究院 公衆衛生学教室）

        O15-1     X線発見125年

                      − 職場健診･検診由来の被ばくによるリスクを削減するために −
末滿　達憲（労働衛生コンサルタント）

        O15-2     肥満度が空腹時血糖異常から空腹時正常血糖への改善に及ぼす影響：関西ヘルスケア研究
柴田　　泉（大阪市立大学大学院医学研究科　産業医学）

        O15-3     糖負荷試験結果に基づいた効果的な保健指導の検討
浦野　友子（愛知県警察本部）

        O15-4     個別に生活習慣改善の優先順位を提案するシステムの開発：隠れマルコフモデルを用いて
坂根　直樹（独立行政法人国立病院機構　京都医療センター）

        O15-5     安全配慮義務に関わる血圧ハイリスク者の受療行動と産業保健職の対応に関する調査
菊池　広大（リコー三愛グループ　健康保険組合）
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一般口演 16　労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善1　14:30〜15:18
座　長：小木　和孝（大原記念労働科学研究所）

        O16-1     衛生委員会の活動報告
小濱實我子（豊田若竹病院　診療情報管理室）

        O16-2     産業衛生技術専門職に求められる能力
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）

        O16-3     PCAGIP法による事例検討を用いた産業保健スタッフ研修の効果と課題
小山　一郎（旭化成（株）　環境安全部）

        O16-4     PHRサービス事業者の基盤環境整備への提案
森口　修逸（（株）エム・ピー・オー）

一般口演 17　産業看護　15:30〜16:30
座　長：喜多　歳子（札幌市立大学 看護学部）

        O17-1     産業保健スタッフによる社員向け「傷病者発生時の初期対応」教育ツールの作成と展開
根本　咲希（JR 東日本健康推進センター）

        O17-2     作業姿勢と睡眠について
山澤　智子（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）

        O17-3     更年期周辺のストレスコーピング傾向
井谷　美幸（大阪労災病院　治療就労両立支援センター）

        O17-4     がん患者の診断初期の就労継続に関する要因
向　　友代（和歌山県立医科大学附属病院）

        O17-5     医療機関における職員保健推進の取り組み開始について
高橋　あゆ（社会医療法人敬和会　大分岡病院）

一般口演 18　物理的因子と健康3　16:30〜17:30
座　長：加藤　憲忠（富士電機（株）大崎地区健康管理センター）

        O18-1     福島第一原子力発電所事故後の除染等業務従事者の地域別被ばく線量分布
福永　久典（湘南鎌倉総合病院附属臨床研究センター　放射線治療研究センター）

        O18-2     手術室における職業被ばく量の低減に向けた取り組み
濵口　裕江（社会医療法人財団　石心会　埼玉石心会病院）

        O18-3     国内の事業場における騒音障害防止対策の実態調査
永野　千景（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）

        O18-4     毛髪中コルチゾール濃度を指標とした3交代勤務と2交代勤務のストレス度の比較
宮内　文久（愛媛労災病院　産婦人科）

        O18-5     青色光カットフィルタ−を用いた光作業環境改善
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）
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■ 5月15日(金)                                      第4会場 (旭川市民文化会館 3階　大会議室)

一般口演 19　感染症・国際協力　10:00〜11:00
座　長：杉澤　孝久（北海道室蘭保健所）

        O19-1     社内ワクチン接種プロジェクト
山田　美紀（MSD（株）メディカルアフェアーズ）

        O19-2     海外派遣社員に対する医療支援〜派遣元事業場の医療職が主体となって〜
宮城　　啓（三菱重工業（株）人事労政部　健康管理センター　M ビル健康管理チーム）

        O19-3     中小企業におけるインフルエンザアウトブレイク近似症例と警戒基準の検討
名波　直治（全国健康保険協会静岡支部　企画総務グループ）

        O19-4     海外長期派遣職員に抗微生物薬を提供する行為に関する検討
岩本　　彰（三菱重工業（株）人事労政部健康管理センター　高砂健康管理チーム）

        O19-5     職域におけるインフルエンザ感染者によるアウトブレイクの検証と各種予防効果との関連
藤澤美和子（大日本法令印刷（株））

一般口演 20　健康支援・健康増進5　11:00〜12:00
座　長：佐藤　浩樹（北海道情報大学医療情報学科）

        O20-1     本邦における臨床調査個人票から見た神経線維腫症2型患者の就労状況
大越　裕人（東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座）

        O20-2     治療と就労の両立支援のIoT/AIシステムの開発
遠藤　源樹（順天堂大学　医学部　公衆衛生学講座）

        O20-3     がん化学療法と就労の両立の可否に影響する要因に関する検討
本田　優子（大阪労災病院治療就労両立支援センター）

        O20-4     脳卒中による神経症状と復職の関連因子の検討〜両立支援公開データを用いた探索研究〜
梅村　武部（九州労災病院　門司メディカルセンター　脳神経外科）

        O20-5     復職・就労制限に対するリハビリテーションスタッフとしての支援の検討
河原　大陸（旭労災病院）

一般口演 21　メンタルヘルス7　13:30〜14:30
座　長：真鍋　憲幸（三菱ケミカル（株））

        O21-1     職場環境改善の準備段階を高める介入の効果評価：無作為化比較試験
小林　由佳（東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野）

        O21-2     労働者を対象としたクロノタイプ（朝型・夜型）と心理的ストレスの関連
新井　　陽（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

        O21-3     臨床研修医のストレスと燃え尽き尺度の経時的変化
佐土原道人（熊本大学病院　地域医療・総合診療実践学寄附講座）

        O21-4     仕事の要求度コントロールサポートモデル及び努力報酬不均衡モデルとHRQoLの関連
日高　結衣（東京大学大学院 医学系研究科 精神保健学分野）

        O21-5     一医療機関での産業保健活動、産業医からの報告　心理相談、ストレスチェックを中心に
豊永　公司（地方独立行政法人　大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター）
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一般口演 22　メンタルヘルス8　14:30〜15:30
座　長：杉原　由紀（高知県庁総務部職員厚生課）

        O22-1     教員勤務実態調査より 第五報−勤務中のストレスの一週間に渡る推移−
堀　　大介（筑波大学　医学医療系　産業精神医学・宇宙医学グループ）

        O22-2     教員勤務実態調査より 第六報―雇用形態がメンタルヘルスに及ぼす影響―
高橋　　司（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

        O22-3     教員勤務実態調査より　第七報ーストレス対処力が睡眠に与える影響
池田　　有（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

        O22-4     職業性ストレスを介した組織資源の活力への媒介効果：働きやすさは活力を引き出すか？
真船　浩介（産業医科大学　産業生態科学研究所　精神保健学研究室）

        O22-5     組織資源と文脈的業績の関連：マルチレベルモデルによる職場効果の検討
山田　美咲（産業医科大学　産業生態科学研究所　精神保健学研究室）

一般口演 23　メンタルヘルス9　15:30〜16:30
座　長：遠田　和彦（東海旅客鉄道（株）健康管理センター）

        O23-1     ストレスチェックから見えてきた慢性痛予防の必要性に関する考察
舟久保恵美（内田洋行健康保険組合）

        O23-2     復職者対応者対応セルフ・エフィカシー尺度および高感情表出尺度の開発
木内　敬太（人間総合科学大学）

        O23-3     労働者を対象とした感謝法の効果：無作為化比較試験の系統的レビュー
駒瀬　　優（東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野）

        O23-4     健康生成・ストレス対処力SOCと職場のソーシャルキャピタル
大井　雄一（筑波大学　医学医療系　産業精神医学・宇宙医学研究室）

        O23-5     産業保健にACT（Acceptance & Commitment Therapy）を活かす多職種連携の取り組み
林　　幹浩（順天堂大学医学部総合診療科／株式会社ビスメド）

■                                                 第5会場 (アートホテル旭川 2階　イーストルーム)

一般口演 24　人間工学・運動器障害・VDT障害・産業疲労・労働生理　11:10〜12:10
座　長：伊藤　俊弘（旭川医科大学医学部看護学科　看護学講座）

        O24-1     パチンコ遊技施設従業員の腰痛に対する各台計数システム導入の効果
千葉　里沙（帝京大学大学院　公衆衛生学研究科）

        O24-2     業務中の腰痛発症者に対する個別の理学療法的予防対策　〜手に問題があった一例〜
近藤　晃弘（Conditioning salon tree3）

        O24-3     転倒防止を目的とした体力測定　〜転倒予測スコアの開発〜
守田　祐作（日本製鉄（株）本社）

        O24-4     転倒防止を目的とした体力測定〜転倒の種類と体力測定項目の関連〜
長谷川将之（日本製鉄（株）技術開発本部）

        O24-5     労働者に対する職場での個別運動指導の長期効果の検証-単盲検化無作為化比較対照試験-
松垣竜太郎（産業医科大学大学院　医学研究科　医学専攻　リハビリテーション医学）
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■                                                 第6会場 (アートホテル旭川 2階　ウエストルーム)

一般口演 25　健康診断と事後措置・生活習慣病指導4　9:00〜10:00
座　長：高橋　恭子（小樽商科大学　保健管理センター）

        O25-1     運動習慣の獲得に向けた健康支援の取り組み　
穂積由紀江（オリンパス（株）白河健康管理室）

        O25-2     特定保健指導実施者へ次年度健診前に送る「行動目標の再確認通知文書」の効果
大江千恵子（全国健康保険協会　福岡支部　企画総務部）

        O25-3     ハイリスク該当者への保健師による電話保健指導の効果分析
中村　千景（第一生命保険（株）人事部　健康増進室）

        O25-4     睡眠衛生における重要な要素とは? 睡眠に対する生活習慣と労働環境の包括的評価
小嶋　麻美（医療法人　東京桜十字　産業保健部門）

        O25-5     当日特定保健指導実施のためのPoint-of-care testing機器の補正係数の検討
岬　　昇平（桜十字グループ　予防医療推進室）

■                                                 第8会場 (アートホテル旭川 3階　ボールルームⅠ)

一般口演 26　口腔保健・産業保健研究　9:00〜10:00
座　長：木下　隆二（木下歯科医院）

        O26-1     歯周病試験紙を応用した職域における歯科検診の試み
山本　龍生（神奈川歯科大学　大学院歯学研究科　災害医療・社会歯科学講座）

        O26-2     ワイン製造業務に従事している者の歯の酸蝕様症状の発現に関する調査研究
上條　英之（東京歯科大学　歯学部　教養課程　歯科社会保障学）

        O26-3     某製造業における咀嚼の状態と喫煙の関係
清水　崇弘（産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健経営学）

        O26-4     AI、データサイエンス、因果推論：産業保健への展望
鈴木　越治（岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学分野）

        O26-5     産業衛生学会誌における研究傾向の変遷：テキストマイニングによる分析
三橋　利晴（岡山大学病院　新医療研究開発センター）

■                                                 第9会場 (アートホテル旭川 3階　ボールルームⅡ)

一般口演 27　健康支援・健康増進6　9:00〜10:00
座　長：黒﨑　靖嘉（三菱電機（株）神戸製作所＜長崎製作所駐在＞）

        O27-1     産業保健における腰痛対策〜理学療法士の役割と今後の課題〜
小田川泰之（医療法人　桜十字　桜十字病院）

        O27-2     喫煙による脂質異常症発症への職業性ストレスの関与の検討
藤川　恵子（北海道大学　医学院　公衆衛生学教室）

        O27-3     健康教育前後に行った漢字1文字選定の変化に見る、健康教育有効性の評価
高野つる代（横浜市港北区福祉保健センター）

        O27-4     職員喫煙率低下を目的とした敷地内禁煙実現までの取り組み
宮田由加利（医療法人桜十字　桜十字病院）

        O27-5     要介護度別にみた在宅介護のケア時間推計：フォーマルケアとインフォーマルケアの比較
佐藤　幹也（住友重機械工業（株）人事本部　東京健康管理センター）
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一般口演 28　健康支援・健康増進7　15:10〜16:10
座　長：宮崎由美子（北海道労働保健管理協会）

        O28-1     新入社員から始める体重管理―行動療法の効果―
横井　真優（北海道旅客鉄道（株）JR 札幌病院　保健管理部）

        O28-2     生活習慣病予防において個別的に対応する肥満対策の検討
坪松　初実（北海道旅客鉄道（株）JR 札幌病院　保健管理部）

        O28-3     全国の二次医療圏単位でみた就業者割合と健康寿命の関連
尾島　俊之（浜松医科大学　健康社会医学講座）

        O28-4     鉄鋼メーカー工場におけるヘルスキーパーの実態調査（第2報）健康診断結果との関連性
平瀬　詠子（大同特殊鋼（株）星崎診療所）

        O28-5     健康診断時の呼吸機能検査における1秒量の経年変化に影響を及ぼす要因についての検討
西澤　依小（西日本旅客鉄道（株）金沢健康増進センター）

■                                                      第10会場 (アートホテル旭川 3階　ハマナス)

一般口演 29　中小企業・非正規雇用労働者　9:00〜10:00
座　長：原　　俊之（公益財団法人北海道労働保健管理協会）

        O29-1     救命教育と企業による社会貢献の一体化を通じて実現する危機管理と経営改善の推進
照井　資規（日本大学　法学部　法律学科）

        O29-2     外食産業における参加型職場環境改善プログラムの開発
佐野　友美（公益財団法人　大原記念労働科学研究所）

        O29-3     事業場外労働衛生機関の中小規模事業場支援〜ストレスチェック事後介入効果について〜
村上江利香（社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部）

        O29-4     チェックリスト30を用いた中小企業での治療と仕事の両立支援インターネット調査
川又　華代（東京大学　医学部附属病院　22 世紀医療センター）

        O29-5     第3次産業の業務委託下請構造に起因する安全衛生の課題：同一作業場、同一安全衛生へ
大森　由紀（北里大学　医学部　衛生学）

一般口演 30　化学的因子と健康1　10:00〜11:00
座　長：荒木　敦子（北海道大学環境健康科学研究教育センター）

        O30-1     完全オンライン禁煙外来の治療成績および禁煙維持関連因子の検討
石澤　哲郎（ワーカーズクリニック銀座）

        O30-2     事態対処医療が産業現場の生命危機を救う
菅谷　明子（医療法人社団明生会　東葉クリニックエアポート）

        O30-3     職業性白斑の評価系の構築
土屋　千明（名古屋大学　医学部　医学系研究科　環境労働衛生学講座）

        O30-4     活性炭捕集剤での脱着率の有機溶剤濃度依存性
安彦　泰進（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　作業環境研究グル

ープ）

        O30-5     勤務地域、医療環境別の海外勤務者への健康支援の在り方についての考察
海渡　裕郎（MHI Executive Experts（株））
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一般口演 31　粉じん・石綿と健康1　13:30〜14:30
座　長：飯田　和久（公益財団法人　北海道労働保健管理協会）

        O31-1     じん肺症合併続発性気管支炎患者での非結核性抗酸菌症について
藤井　正實（芝診療所）

        O31-2     自治体が実施する大気中アスベスト濃度測定の費用および実施体制についての検討
飯田裕貴子（（株）環境管理センター　アスベスト対策事業部）

        O31-3     建設労働者の石綿関連疾患の健康診断体制の検討
名取　雄司（医療法人社団ひらの亀戸ひまわり診療所）

        O31-4     石綿曝露者における肺音とその後の経過ー長期的な観察ー
田村　猛夏（高の原中央病院）

        O31-5     カーボンブラック袋詰め作業者のナノ粒子ばく露評価
古内　正美（金沢大学　理工研究域　地球社会基盤学系）

一般口演 32　化学的因子と健康2　14:30〜15:30
座　長：奥田　昌之（山口産業保健総合支援センター）

        O32-1     産業衛生における化学物質過敏症の現状と課題
加藤　貴彦（熊本大学大学院　生命科学研究部　公衆衛生学講座）

        O32-2     芳香族アミンacetoaceto-o-toluidideのラット膀胱発がん性とその機序解明
魏　　　民（大阪市立大学大学院医学研究科　環境リスク評価学）

        O32-3     酸化亜鉛ナノ粒子曝露によるヒト皮膚角化細胞の分化誘導の可能性
与五沢真吾（東京慈恵会医科大学　医学部　環境保健医学講座）

        O32-4     溶接作業に伴う経皮ばく露評価についての検討
韓　　書平（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 登戸地区）

        O32-5     アクリル酸系水溶性ポリマー取扱い事業場における曝露状況について
小野真理子（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）

一般口演 33　化学的因子と健康3　15:30〜16:30
座　長：加藤　貴彦（熊本大学大学院生命科学研究部　公衆衛生学講座）

        O33-1     低濃度鉛曝露作業者における血中鉛濃度と心血管系との関連について
長谷川航平（信州大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室）

        O33-2     日本のパン・菓子製造業従事者における手湿疹のリスク因子について
筑地翔一朗（熊本大学大学院　生命科学研究部　環境生命科学分野　公衆衛生学講座）

        O33-3     オルト-トルイジン曝露作業者の時間断面研究
中野真規子（慶應義塾大学　医学部　衛生学公衆衛生学）

        O33-4     尿中デルタアミノレブリン酸濃度上昇をもたらす血中鉛濃度の閾値について
石井　健太（中央労働災害防止協会　大阪労働衛生総合センター）

        O33-5     オフィスビル労働者のビル関連症状と室内空気汚染物質との関係に関する縦断調査
東　　賢一（近畿大学　医学部　環境医学・行動科学教室）
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■ 5月16日(土)                                      第4会場 (旭川市民文化会館 3階　大会議室)

一般口演 34　健康支援・健康増進8　10:10〜11:10
座　長：鳴海　志織（労働者健康安全機構　北海道産業保健総合支援センター）

        O34-1     食事・運動・睡眠を中心とした健康経営の施策はパフォーマンスの向上に効果があるか
安倉　沙織（アビームコンサルティング（株））

        O34-2     職域健康診断における労働衛生機関ごとの有所見率と判定基準についての検討
長濱さつ絵（東京都産業保健健康診断機関連絡協議会）

        O34-3     A工場における従業員全員参加型の衛生教育の取り組みについて＜第1報＞
福平さやか（信越半導体（株））

        O34-4     女性の健康を考える。女性が長く働き続けるための健康投資とは？
西勝　和枝（大塚製薬（株）ニュートラシューティカルズ事業部）

        O34-5     東京圏で勤務する労働者の運動実践の実態に関する大規模調査
松尾　知明（労働安全衛生総合研究所　産業疫学研究グループ）

一般口演 35　健康診断と事後措置・生活習慣病指導5　11:10〜12:10
座　長：石川　浩二（三菱重工（株））

        O35-1     製造業労働者における社会的ジェットラグとプレゼンティーズムの関連
影山　　淳（浜松医科大学　医学部　看護学科）

        O35-2     「睡眠日誌アプリ」を利用した生産性向上のための睡眠衛生指導ポイントの検討
谷沢　典子（NEC ソリューションイノベータ（株））

        O35-3     食事写真を用いた食事習慣評価に必要な最短日数の探索
秋本万里奈（（株）PREVENT）

        O35-4     就業年代層における糖尿病疾病管理状況と性格特性の関連性についての検討
萩原　悠太（（株）PREVENT）

        O35-5     企業における「治療と仕事の両立支援」の認知度と必要性
加藤　宏一（東京労災病院　治療就労両立支援センター）

■                                                     第7会場 (アートホテル旭川 2階　ライラック)

一般口演 36　労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善2　9:00〜10:00
座　長：佐藤　広和（JR 札幌病院　保健管理部）

        O36-1     当健診センター保健師が対応する電話業務の実態
粕谷　崇人（南葛勤医協　芝健診センター）

        O36-2     エキシマランプによるアルデヒド類、アルコール類に対する発散防止抑制措置の開発
内藤　敬祐（ウシオ電機（株））

        O36-3     参加型職場環境改善で現場グッドプラクティスをフィードバックする効果
小木　和孝（大原記念労働科学研究所）

        O36-4     持続可能な職場改善のために心理職ができること
大脇貴美子（小牧市民病院　精神科）

        O36-5     IoT技術を活用した職場環境管理の取り組み
青山　浩之（環境リサーチ（株））
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一般口演 37　労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善3　10:00〜11:00
座　長：宮本　俊明（日本製鉄（株）君津製鉄所）

        O37-1     両立支援システムの開発〜職場の健康風土づくりの体操作成と試行
高野賢一郎（関西労災病院　治療就労両立支援センター）

        O37-2     製造業における従業員参加型職場環境改善の全社展開の実際
杣田　　望（曙ブレーキ工業（株）人事部　健康推進課）

        O37-3     参加型職場改善活動手法をベトナム中学高校の環境保護教育へ活用した効果
仲尾　豊樹（（特非）東京労働安全衛生センター）

        O37-4     Instructional Designに基づく教育介入により職場環境改善がスタートした一例
佐々木由希世（(一財)日本予防医学協会）

        O37-5     産業衛生からみた南極昭和基地の医療事情
大谷　眞二（鳥取大学　国際乾燥地研究教育機構）

一般口演 38　メンタルヘルス10　11:00〜11:48
座　長：吉岡　英治（旭川医科大学社会医学講座　公衆衛生学・疫学分野）

        O38-1     保健指導はストレス対策となりうるか−生活習慣・睡眠とストレス反応に関する縦断調査
志村　哲祥（東京医科大学　精神医学分野）

        O38-2     国際空港地上業務における，シフト勤務者とストレスチェック検査結果との関連について
長谷川　洋（ANA 成田グループ健康管理室）

        O38-3     産業安全衛生技術職が理解する必要がある発達障害の特性について
樋上　光雄（産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制御学）

        O38-4     心疾患患者の仕事の作業強度と運動耐容能の乖離が退院後のメンタルヘルスに与える影響
久原　聡志（産業医科大学病院　リハビリテーション部）

■                                                 第8会場 (アートホテル旭川 3階　ボールルームⅠ)

一般口演 39　過重労働と面接指導　9:00〜10:00
座　長：佐々木浩子（北翔大学）

        O39-1     長時間労働と高ストレス判定の関連とその性差および年代差
菊池　宏幸（東京医科大学　公衆衛生学分野）

        O39-2     過労死等の防止支援ツールの開発ー精神障害の労災防止に求められる対策事項の動向ー
鈴木　一弥（労働安全衛生総合研究所　過労死等防止調査研究センター）

        O39-3     交代勤務看護師の働き方と過労徴候：過労死事案から抽出した前駆症状を用いた検討
久保　智英（（独）労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　過労死等防止調査研究セン

ター）

        O39-4     長時間労働と睡眠時間・睡眠効率の関係：活動量計を用いた疫学研究
室井　　慧（筑波大学大学院 人間総合科学研究科）

        O39-5     妊娠中の週労働時間及び夜勤回数が出産までの母子の健康状態に与える影響
榎原　　毅（名古屋市立大学大学院　医学研究科　環境労働衛生学）
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■                                                      第10会場 (アートホテル旭川 3階　ハマナス)

一般口演 40　粉じん・石綿と健康2　9:00〜10:00
座　長：川崎　能道（北海道社会事業協会岩内病院）

        O40-1     個人曝露用粉じん捕集装置と携帯型XRF装置を用いた溶接作業時のMn測定の検討
鈴木　義浩（柴田科学（株）開発部）

        O40-2     ベトナム炭鉱労働者のじん肺についての一年間の追跡調査
宇野　友康（福井大学　医学部　国際社会医学講座　環境保健学）

        O40-3     中皮腫症例の肺内の含鉄小体と石綿繊維濃度：両者の相関と肺試料採取年代に伴う変化
岡島　　巖（愛知医科大学　医学部　衛生学講座）

        O40-4     市販されている3種類の粒子サイズを捕集するサンプラーによる粉じん濃度の比較
東久保一朗（中央労働災害防止協会　労働衛生調査分析センター）

        O40-5     Deep Learning による画像解析を用いた肺疾患自動診断の実用可能性検討
野村與珠亜一国（高知大学　医学部　環境医学）

一般口演 41　健康診断と事後措置・生活習慣病指導6　10:00〜11:00
座　長：大橋　　力（東京海上日動火災保険）

        O41-1     健診情報のAI分析：その1―ライフスタイルと検査結果の関係―
澤　　律子（一般財団法人日本予防医学協会）

        O41-2     安全配慮義務に関わる血糖ハイリスク者の受療状況と産業保健職の対応に関する調査
五十嵐　侑（リコー三愛グループ　健康保険組合　健康推進事業部）

        O41-3     血清トリグリセリド高値健診結果の二次解析：的確な栄養指導法の開発
河原　克雅（仙台白百合女子大学　人間学部　健康栄養学科）

        O41-4     ヘルスリテラシーと健診結果の受止め方・対処行動
小杉さつき（セイコーエプソン（株））

        O41-5     ヘルスリテラシーと生活習慣・健診結果の関連について
井手　陽子（セイコーエプソン（株））

一般口演 42　健康診断と事後措置・生活習慣病指導7　11:00〜11:48
座　長：加藤　康夫（札幌しらかば台病院）

        O42-1     隠れマルコフモデルによる労働者の糖尿病高リスク状態の推定：コラボヘルス研究
成定　明彦（愛知医科大学　産業保健科学センター）

        O42-2     企業外労働衛生機関の保健師活動〜運輸業・分散型事業場における事後措置の取組み〜
村田　理絵（一般財団法人京都工場保健会）

        O42-3     AIを用いた職域50万人データ/メタボハイリスク者の健診後受療行動予測モデルの開発
武藤　　剛（北里大学　医学部　衛生学）

        O42-4     分散型事業場における喫煙者の特徴
高橋　利果（大東建託（株）人事部）
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■ 5月14日(木)                        ポスター会場1 (旭川市民文化会館 2階　大ホールホワイエ)

ポスターセッション 1　メンタルヘルス1　11:00〜12:00
座　長：江口　　尚（北里大学医学部　公衆衛生学）

        P1-001    社員食堂での喫食データに基づく食習慣調査と体重変化との関連についての検討
田原　真帆（合同会社ミーシャ）

        P1-002    健康診断問診項目でのメンタルヘルススクリーニングの有用性について
森本　桃子（（株）デンソー九州）

        P1-003    高ストレスと職務不満足の組合せが長期疾病休業に及ぼす影響：人事記録による縦断研究
井上　彰臣（北里大学　医学部　公衆衛生学単位）

        P1-004    多店舗展開する小売業におけるストレスチェック受検率向上の取組みについて
富田　哲治（イオンリテール（株）人事部）

        P1-005    ストレスチェック制度における「高ストレス者」との面談記録の分析
丸居　　誉（ダイハツ工業（株）安全・健康推進室）

        P1-006    勤労者の認知機能障害とPresenteeismの関連性の検討＜第2報＞
柴岡　三智（労働者健康安全機構東京労災病院）

        P1-007    ワークエンゲイジメントの仕事のパフォーマンスに及ぼす影響の検討
江口　　尚（北里大学　医学部　公衆衛生学）

        P1-008    若手社員のストレス耐性の変化
原田　秀人（りそな銀行　健康管理センター）

        P1-009    看護師のストレスチェック集団分析における総合健康リスクに与える要因
小川　真規（自治医科大学　保健センター）

        P1-010    メンタルヘルス休業再発0（ゼロ）への取り組み
中島由紀子（パナソニック健康保険組合　東京汐留ビル健康管理室）

        P1-011    自殺統計で「その他無職」(UNJ)と分類される人の健康と自殺念慮の住民調査
影山　隆之（大分県立看護科学大学　看護学部　精神看護学研究室）

        P1-012    保健師チームと人材育成チームが連携して行うメンタルヘルス研修の効果
天野　和代（（株）ダイセル　事業支援本部　人事グループ）

ポスターセッション 2　メンタルヘルス2　16:00〜17:00
座　長：森脇　正弘（東海旅客鉄道株式会社　健康管理センター）

        P1-013    デスクワークに従事している労働者のストレス・well-beingと生体sensing dataとの関連
泉　　啓介（慶應義塾大学　医学部　リウマチ・膠原病内科）

        P1-014    デスクワークに従事している労働者のストレス・well-beingと職場環境の関連
志賀　希子（慶應義塾大学　医学部　精神・神経科学教室）

        P1-015    生体信号データによるストレス・well-beingの機械学習予測モデルの構築の検討
杉尾　　樹（慶應義塾大学　医学部　精神・神経科学教室）

        P1-016    ストレスチェック集団分析結果を活かした職場環境改善良好施策の社内展開に向けて
武知　圭子（（株）電通　人事局　健康推進 2 部　産業保健室）
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        P1-017    メンタル不調者が休業を経て復帰した後のストレスチェック結果、職場環境変化の検討
金子　祥子（中国電力（株）島根原子力発電所）

        P1-018    ストレスチェック集団分析の活用に向けて 第2報  〜段階的いきいき職場づくり〜
新宮　圧子（積水化学工業（株）人事部 厚生・健康支援グループ 健康推進室）

        P1-019    ストレスチェック集団分析の活用に向けて 第3報　〜OHSMS統合モデル事例〜
京橋　生果（積水化学工業（株）人事部 厚生・健康支援グループ 健康推進室）

        P1-020    メンタルヘルス不調による休職者の復帰後のワーク・エンゲイジメントと関連要因の検討
森脇　正弘（東海旅客鉄道（株）健康管理センター）

        P1-021    高ストレス者の生活状況調査〜保健指導のメンタルヘルスケアへの活用を目指して〜
向井　理夏（本田技研工業（株）鈴鹿製作所）

        P1-022    職場の活性化に焦点をあてた従業員参加型集団討議手法の作成
西山　依里（東海旅客鉄道（株）健康管理センター）

        P1-023    職場の活性化に焦点をあてた従業員参加型集団討議手法の効果の検討
澤田　千草（東海旅客鉄道（株）健康管理センター）

        P1-024    ストレスチェックを活用し新規メンタル休業者をゼロにした5年間の実践活動の報告
増井　太朗（旭化成メディカル MT（株））

ポスターセッション 3　健康支援・健康増進1　11:00〜12:00
座　長：足立　恭子（日産自動車健康保険組合　横浜地区健康推進センター）

        P1-025    社内イントラネッツ及び社内報を活用した社員参加型のよい生活習慣普及の試み
横山　雅子（富士通エフ・アイ・ピー（株）人事部　健康支援室）

        P1-026    運動習慣の有無とPC閲覧時間
石山　明美（富士通エフ・アイ・ピー（株）人事部　健康支援室）

        P1-027    関節リウマチ患者におけるプレゼンティーズム測定調査票WFunの妥当性・信頼性
石丸　知宏（西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所　健康管理部）

        P1-028    健康診断の問診項目を使った健康経営推進のKPIの検討
中尾　　智（（株）アルバック　総務・人事部　健康推進室）

        P1-029    雇用時健診への抗ヘリコバクターピロリ抗体検査導入2年での受診状況と課題
芹澤　　宏（（株）日立システムズ　健康推進センタ）

        P1-030    野菜摂取量を増やしたくなる取り組み
前山美佐子（パナソニック健康保険組合　パナソニック（株）イノベーション推進部門　西門

真健康管理室）

        P1-031    事業所訪問による健康相談の取組みとその効果について〜全員面談実施前後の比較〜
中村友理子（公益財団法人　埼玉県健康づくり事業団）

        P1-032    全社禁煙化の取り組みについて（卒煙マラソン）
今川かおる（オムロンエキスパートリンク（株））

        P1-033    就業時間内健康増進プログラムの実践報告〜Active Kyoto Project2019〜
福田　郁巳（オムロンエキスパートリンク（株））

        P1-034    セルフケアセミナを実施したことによる効果検証の試み
須川　彩子（オムロンエキスパートリンク（株））

        P1-035    産業保健データベース化事業 分析事例報告(第17報) 女性疾患に関する報告
伊東　大輔（(株)日立製作所　日立健康管理センタ）

        P1-036    ある製造事業場における女性労働者を対象とした健康管理支援システムの構築（第1報）
足立　恭子（日産自動車健康保険組合　横浜地区健康推進センター）
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ポスターセッション 4　健康支援・健康増進2　16:00〜17:00
座　長：井谷　　修（日本大学医学部　社会医学系公衆衛生学分野）

        P1-037    分散型事業場における朝食摂取率向上の取組とその効果検証
澁谷　基子（大東建託（株）人事部）

        P1-038    健康経営度調査から見た産業保健活動の実態：第1報−背景と調査票の活用
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）

        P1-039    健康経営度調査から見た産業保健活動の実態：第2報−体制と事後措置の実施との関係
永田　昌子（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）

        P1-040    健康経営度調査から見た産業保健活動の実態：第3報−教育・メンタルヘルス対策体制
高橋　宏典（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）

        P1-041    健康経営度調査から見た産業保健活動の実態：第4報−健診結果の活用
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）

        P1-042    事業所におけるヘルスリテラシー向上に向けた健診結果活用イベントの効果検証
齋藤　久美（宇部物流サービス（株）宇部事業所　環境安全 G）

        P1-043    製造業職場における転倒等リスク評価のセルフチェック実施結果に関して
堤　　雄介（堤労働衛生コンサルタント事務所）

        P1-044    労働者におけるプレゼンティーズムと休養との関連性に関する疫学研究
井谷　　修（日本大学　医学部　社会医学系　公衆衛生学分野）

        P1-045    健康経営における「健康的な職場文化」の評価指標の検討
津野　陽子（東北大学大学院　医学系研究科　公衆衛生看護学分野）

        P1-046    プレゼンティーイズム関連要因の検討（第一報）：健診データ・自覚症状との関連性
高橋　優花（キヤノン（株）　デバイス開発本部　デバイス人事部　デバイス人事課）

        P1-047    プレゼンティーイズム関連要因の検討（第二報）：ワーク・エンゲイジメントとの関連性
高橋　　瞳（キヤノン（株）人事本部　安全衛生部　健康支援室）

        P1-048    産業保健データベース化事業分析事例報告（第6報）60代の雇用と疾患に関する報告
仲野　宏子（産業医科大学　産業保健学部　産業・地域看護学講座）

ポスターセッション 5　健康支援・健康増進3　11:00〜12:00
座　長：仲野　宏子（産業医科大学　産業保健学部　産業・地域看護学講座）

        P1-049    IT企業入社2年目社員に対するセルフケア行動を継続するための支援内容
金井　津奈（（株）NTT データ）

        P1-050    笑いは職場の健康状態を改善するか？　〜心と仕事に効く笑い体操導入の検証〜
仲山　和子（花王（株）栃木工場　地区 SC 健康相談室）

        P1-051    職域でのアルコール健康障害対策のための調査アルコール使用障害特定テストAUDITにて
宮村えりか（本田技研工業（株）　鈴鹿製作所）

        P1-052    社員の健康行動、健康意識に関する調査- fitbitTMによる歩数と睡眠時間の測定-
佐藤　恵子（グラクソ・スミスクライン（株）開発本部）

        P1-053    社員が自ら選択できる肥満改善支援
上明戸あかね（日本たばこ産業（株）北海道支社　人事労務部）

        P1-054    労働者へのマインドフルネス研修の生理学的効果測定〜HRV・自律神経機能への影響〜
市川　佳居（レジリエ研究所）

        P1-055    レジリエンスとワーク・エンゲイジメントの関連
宮澤　有里（レジリエ研究所（株））
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        P1-056    産業保健師導入で加速した健康支援の取り組み
小澤　珠美（大阪信用金庫）

        P1-057    歌舞伎俳優を継ぐ者にとっての健康に関する質的記述的研究
湯淺　晶子（日本赤十字看護大学）

        P1-058    某製造業における新型タバコ使用の実態調査
松木　稔久（ヤマハ（株）人事部　健康安全グループ）

        P1-059    大規模工場における転倒骨折の予防の試み
河合　篤子（神戸製鋼所健康保険組合）

        P1-060    産業保健データベース化事業分析事例報告(第19報)　緑内障有病割合に関する報告
峰　　悠子（産業医科大学　大学院医学専攻　博士課程）

ポスターセッション 6　健康支援・健康増進4　16:00〜17:00
座　長：松田　晋哉（産業医科大学　医学部　公衆衛生学教室）

        P1-061    企業と健康保険組合のコラボヘルス施策「大人のスポーツテスト」の実施効果
松橋　理恵（（株）マルハン　人財部）

        P1-062    低反発ウレタン製イヤーピースを用いたパチンコホール従業員の難聴対策
佐々木　剛（（株）マルハン）

        P1-063    労働者の健康管理のために事業者から提供をうけるべき情報の検討1．情報リストの作成
簑原　里奈（産業医科大学　産業医実務研修センター）

        P1-064    労働者の健康管理のために事業者から提供をうけるべき情報の検討2．コンセンサス調査
藤瀬　瞳実（産業医科大学　産業医実務研修センター）

        P1-065    東京メトログループにおける女性の健康支援への取り組みについて
柏村　早紀（東京地下鉄（株）人事部健康支援センター）

        P1-066    東京メトログループにおける健康づくり活動について
村上　杏子（東京地下鉄（株）人事部健康支援センター）

        P1-067    熊本県下での健診の場を活用した禁煙支援の状況に関する検討
尾上あゆみ（熊本大学大学院　生命科学研究部　生体情報解析学）

        P1-068    脂肪肝を有する社員におけるヘルスリテラシーに関する検討
横山　絵美（日本たばこ産業（株）人事サポート室）

        P1-069    産業保健データベース化事業分析事例報告(第11報)  事業所別生活習慣病のSMRの分析
松田　晋哉（産業医科大学　医学部　公衆衛生学教室）

        P1-070    産業保健データベース化事業分析事例報告(第21報) 標準化有病比(メンタル等)の報告
有賀　　駿（産業医科大学　産業生態科学研究所　精神保健学研究室）

        P1-071    三菱ケミカル社における転倒労災防止対策　体力テスト結果報告（第4報）
田原　由夏（三菱ケミカル（株））

        P1-072    取り下げ
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■                                             ポスター会場2 (旭川市民文化会館 2階　リハーサル室)

ポスターセッション 7　粉じん・石綿と健康・感染症・口腔保健　11:00〜12:00
座　長：田中　昭代（九州大学大学院　医学研究院　環境医学分野）

        P1-073    初期臨床研修医におけるB型肝炎ウイルスHBs抗体の陰転化に関する研究
依田　健志（川崎医科大学　公衆衛生学）

        P1-074    2019年度の事業所健康診断における風疹抗体検査の実施状況
堀　　　愛（筑波大学　医学医療系　福祉医療学分野）

        P1-075    総合化学メーカー某事業所における麻疹・風疹の抗体検査結果
中川　有美（旭化成（株）環境安全部　東京健康管理室）

        P1-076    ある企業における社員の麻しん抗体保有状況
山下　　潤（マツダ（株））

        P1-077    歯科疾病割合と保険内でのクリーニング実施率について　―歯科レセプトデータより―
森岡沙代子（帝京大学大学院　公衆衛生学研究科）

        P1-078    高吸水性ポリマーの短期吸入曝露試験
大藪　貴子（産業医科大学　産業生態科学研究所　労働衛生工学研究室）

        P1-079    ウェアラブル粉じん計試作機の性能評価（第2報）
世古口真吾（産業医科大学　産業生態科学研究所　作業関連疾患予防学）

        P1-080    炭素繊維強化プラスチックの製造加工現場で発生する微小粒子の個人曝露評価
雲井　　純（三重大学）

        P1-081    MPOによるナノ材料の有害性評価〜多層カーボンナノチューブ吸入ばく露試験の検討〜
友永　泰介（産業医科大学　産業生態科学研究所）

        P1-082    胸部X線デジタル画像における客観的な簡易画像評価指標の検討
明間　　陵（高知大学医学部附属病院　放射線部）

        P1-083    ヒトCD8+T細胞株において石綿長期曝露で発現変動する転写産物の網羅的探索
西村　泰光（川崎医科大学　衛生学）

        P1-084    インジウム・スズ酸化物ナノ粒子の経気道性曝露による腎臓への影響
田中　昭代（九州大学大学院　医学研究院　環境医学分野）

ポスターセッション 8　化学的因子と健康1　16:00〜17:00
座　長：堀口　俊一（大阪市立大学　大学院医学研究科　産業医学）

        P1-085    鉛中毒の歴史に関する研究（19）医学中央雑誌による論文検索から（医中誌26巻）
堀口　俊一（大阪市立大学　大学院医学研究科　産業医学）

        P1-086    受動喫煙を防止するための呼吸用保護具のフィルターの検討
保利　　一（産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制学）

        P1-087    カラムを併用したPID式リアルタイムモニタの混合有機溶剤蒸気に対する応答特性
石田尾　徹（産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制御学）

        P1-088    AhRリガンド曝露による脂肪肝に伴うPLA2 family遺伝子の発現量変化の解析
吉岡　　亘（東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座）

        P1-089    DMAC取扱い作業者の経皮ばく露防止のための保護着破過インジケーターの活用
山本　　忍（産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制御学）

        P1-090    亜鉛欠乏または亜鉛過剰摂取の精巣萎縮に関する検討
木戸　尊將（東京慈恵会医科大学　医学部　環境保健医学講座）
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        P1-091    歯科技工士を対象としたレアメタル曝露による健康影響調査
大久保茂子（昭和大学　医学部　衛生学公衆衛生学講座）

        P1-092    皮膚吸収性化学物質における化学物質リスクアセスメント手法の検討
河野　　亮（三井化学（株）　健康管理室）

        P1-093    トリクロロエチレン曝露患者の血中CYP2E1タンパク量とヒト白血球抗原
伊藤　由起（名古屋市立大学　大学院医学研究科　環境労働衛生学）

        P1-094    室内外における総粉じん、SPM10、PM2.5中エンドトキシン濃度の年間変動
石松　維世（産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制御学）

        P1-095    亜鉛摂取増加が脾臓と胸腺の免疫担当細胞に与える影響
蜂須賀英梨（東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座）

        P1-096    実験研究による脂質代謝異常と関連する乾皮症の解析
Yuqi Deng（名古屋大学　大学院　医学系研究科　環境労働衛生学）

ポスターセッション 9　過重労働と面接指導・その他　16:00〜16:55
座　長：伊藤　直人（産業医科大学　産業医実務研修センター）

        P1-097    健康経営・コラボヘルス研究第21報　時間外労働とプレゼンティズム
桑原　啓行（産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健経営学）

        P1-098    音楽(バックグランドミュージック）を用いた残業時間削減効果に関する研究
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）

        P1-099    残業時間と職業性ストレス簡易調査票による心身のストレス反応との関連
佐藤　准子（順天堂大学　大学院医学研究科　公衆衛生学講座）

        P1-100    建設業における過労死等の労災認定事案の特性
菅　知絵美（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　過労死等防止調査

研究センター）

        P1-101    事象関連電位P300を指標とした長時間労働者の疲労状態の客観的評価
中山　雅史（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）

        P1-102    公立学校教職員の長時間労働者に対する面接指導体制の実態調査
山本　健也（東京大学　環境安全本部）

        P1-103    教育・学習支援業における過労死等の労災認定事案の特徴に関する研究
高田　琢弘（東海学園大学　心理学部　心理学科）

        P1-104    ナノベシクル中のエクソソーム解析
和泉　弘人（産業医科大学　産業生態科学研究所　呼吸病態学）

        P1-105    東京都医師会所属の嘱託産業医の負担増加とその背景
寺田　勇人（東京都医師会産業保健委員会）

        P1-106    労働者の脳MRI画像の検討（第1報）
小松　拓朗（産業医科大学　リハビリテーション医学講座）

        P1-107    産業医の勧告に影響を与える要素の検討
伊藤　直人（産業医科大学　産業医実務研修センター）
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■                                                ポスター会場3 (旭川市民文化会館 2階　第4会議室)

ポスターセッション 10　健康診断と事後措置・生活習慣病指導1　11:00〜12:00
座　長：平井　　学（公益財団法人高知県総合保健協会）

        P1-108    放射線業務従事者に対する健康診断業務の改善の取り組み
山元　洋之（東邦大学医療センター大森病院　事務部総務課）

        P1-109    大腸がん検診を定期健康診断と同時に行う取り組み
水津　純江（（株）中国新聞社）

        P1-110    短時間睡眠による健康影響の検討
黒木和志郎（パナソニック　コネクティッドソリューションズ社　北門真健康管理室）

        P1-111    特殊健康診断の受診歴とがんの罹患に関する検討-全国労災病院病職歴調査データより-
深井　航太（東海大学　医学部　衛生学公衆衛生学）

        P1-112    定期健康診断における就業措置基準該当者の減少につながった予防的取り組みの一例
砂田　健一（日本アイ・ビー・エム（株）人事　コーポレート・ヘルス＆セーフティ）

        P1-113    健康診断における検査異常パターンの推移を用いた血管イベントの予防的介入について
平井　　学（公益財団法人　高知県総合保健協会）

        P1-114    IT技術を活用した保健指導システムの開発　〜第五報〜
柿沼　　歩（NEC 産業保健サポートセンター）

        P1-115    動力車操縦者の身体検査マニュアル(仮称)作成の進捗状況について
神奈川芳行（一般社団法人日本鉄道運転協会　動力車操縦者の身体検査に関する調査検討委員会）

        P1-116    動力車操縦者（鉄道等運転士）に求められる身体要件の検討
川島　正敏（一般社団法人日本鉄道運転協会、動力車操縦者の身体検査に関する調査検討委員会）

        P1-117    動力車操縦者（鉄道等運転士）に求められる視機能および聴器に関する検討
山本　尚寿（一般社団法人日本鉄道運転協会　動力車操縦者の身体検査に関する調査検討委員会）

        P1-118    随時尿から早朝中間尿への変更による有所見者の減少【第1報】
岩崎　可織（（株）小松製作所）

        P1-119    随時尿から早朝中間尿への変更による有所見者の減少【第2報】
深井　七恵（（株）小松製作所）

ポスターセッション 11　健康診断と事後措置・生活習慣病指導2　16:00〜17:00
座　長：菅野　　茂（福島県労働保健センター）

        P1-120    取り下げ

        P1-121    20歳未満の喫煙、飲酒習慣と就労後の生活習慣、検査値の変化
菅野　　茂（福島県労働保健センター）

        P1-122    取り下げ

        P1-123    定期健康診断におけるABC検診導入の試み
渡邉佐千子（本田技研工業（株）　鈴鹿製作所）

        P1-124    BMI25以上・39歳以下の従業員に対する3％減量の継続的な取り組みについて
桐田　真由（（株）ダイセル　特機・MSD カンパニー　播磨工場）

        P1-125    至急連絡対象者における現状と課題
阿部はるな（一般財団法人　西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所）

        P1-126    個人健康情報(PHR)のデータ管理におけるAIおよびブロックチェーン技術の有用性検討
筒井　保博（日立金属（株）　九州工場　健康管理室）

        P1-127    IoTとAI技術を使用した行動記録計の開発
筒井　隆夫（黒崎播磨（株）　ヘルスケアプラザ）
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        P1-128    40歳未満の定期健康診断受診者に対する省略項目実施の有効性と法令遵守の意義
米澤　遥奈（社会福祉法人　聖隷福祉事業団　保健事業部　地域企業健診センター）

        P1-129    特定業務従事者健康診断のあり方に関するアンケート調査
今野万里子（産業医科大学　実務研修センター）

        P1-130    馬尿酸高値者多発の特定職場への対応(第1報) 作業場と作業状況等の個人要因の探求
植野千鶴子（三菱重工業（株）　名古屋健康管理グループ）

        P1-131    馬尿酸高値者多発の特定職場への対応(第2報) コーヒー等摂取による影響に関する検討
服部　南平（三菱重工業（株）人事労政部　名古屋健康管理グループ）

■ 5月15日(金)                        ポスター会場1 (旭川市民文化会館 2階　大ホールホワイエ)

ポスターセッション 12　メンタルヘルス3　11:00〜12:00
座　長：島津　明人（慶應義塾大学　総合政策学部）

        P2-001    高ストレス就労者における職業性ストレスと心理的および身体的反応の優位性との関連
坂口　　彩（大阪市立大学大学院　医学研究科　神経精神医学）

        P2-002    女性労働者における管理職・非管理職のメンタルヘルスの差異
白木　　渚（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

        P2-003    管理職による業務遂行能力の自己評価に関する考察
多賀三佐子（（株）アムール・メディカル）

        P2-004    管理職による業務遂行能力の自己評価とSOCに関する考察
松葉　泰昌（王子製紙（株）春日井工場）

        P2-005    ストレスチェック後の職場環境改善活動について【第3報】
友常　祐介（コマツ　健康増進センタ　茨城健康管理室）

        P2-006    産業保健領域におけるインターンシップによる心理職育成のこころみ（その1）
金子　典枝（SOMPO ヘルスサポート　健康プロモート部）

        P2-007    産業保健領域におけるインターンシップによる心理職育成のこころみ（その2）
金銅　弘枝（SOMPO ヘルスサポート　健康プロモート部）

        P2-008    ワーク・ライフ・バランスの向上を通じた健康支援（1）プログラムの開発
島津　明人（慶應義塾大学　総合政策学部）

        P2-009    ワーク・ライフ・バランスの向上を通じた健康支援（2）プログラムの実施
渡井いずみ（浜松医科大学　医学部　看護学科）

        P2-010    ポジティブメンタルヘルス活動〜いきいきメンバー図を用いて〜
栗木　美幸（ブラザー工業（株）健康管理センター）

        P2-011    ストレスチェック集団分析結果を活用した取り組み−セルフケア能力向上を目指して−
野村　杏子（宇部興産（株）堺工場　環境安全グループ　健康管理室）

        P2-012    産業医が復職面談を行ったメンタルヘルス不調者の休業にいたった理由と傾向
安西永理佳（山九（株））

ポスターセッション 13　メンタルヘルス4　16:00〜17:00
座　長：岡田なぎさ（産業医科大学　産業保健学部　基礎看護学）

        P2-013    デマンド・コントロール・上司支援・同僚支援得点の13年間の変化と職場環境改善
小野島尚子（関西電力（株））

        P2-014    県立学校・教育機関等における職場環境改善〜職場訪問と職場環境改善事例集の活用〜
岸下洸一朗（埼玉県　教育局　教育総務部　福利課）
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        P2-015    訪問看護師が利用者から受ける暴力被害と精神健康、ソーシャルサポートとの関連
吉田　麻美（東北電力（株））

        P2-016    健康経営・コラボヘルス研究第20報　女性労働者の貧血と抑うつ、労働の影響について
永田皓太郎（産業医科大学　産業保健経営学研究室）

        P2-017    メンタルヘルス不調による休業者の職場復帰において、リワークを導入する効果の検討
益田　和幸（ジヤトコ（株）安全健康管理部）

        P2-018    任意型健康診断参加者における疲労と健康診断結果の関連研究
福田　早苗（関西福祉科学大学　健康福祉学部）

        P2-019    音声による障がい労働者の体調把握の試み
徳野　慎一（神奈川県立保健福祉大学　ヘルスイノベーション研究科）

        P2-020    ストレスチェック医師面接希望者はどんな傾向があるか？　希望者群・非希望者群比較
杉野　祥子（東日本電信電話（株）健康管理センタ）

        P2-021    女性看護師の職業経験の質の実態と影響要因多重役割の有無による検討
岡田なぎさ（産業医科大学　産業保健学部　基礎看護学）

        P2-022    女性労働者のメンタルヘルスに関わる職業性ストレス要因についての年齢層別検討
染谷　典子（筑波大学人間総合科学研究科）

        P2-023    人事の主体的関与を引き出すメンタルヘルス対応方法の開発と試行
森　　悠太（（株）Office d’Azur）

        P2-024    働きやすい職場づくりを目指したメンタルヘルス対策
安田明日奈（パナソニック健康保険組合　パナソニック横浜佐江戸地区健康管理室）

ポスターセッション 14　労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善・健康支援・健康増進
11:00〜12:00

座　長：吉川　悦子（日本赤十字看護大学　看護学部）

        P2-025    神奈川県下における産業保健活動調査（1）　〜産業医活動状況調査〜
古河　　泰（味の素（株）川崎事業所）

        P2-026    神奈川県下における産業保健活動調査(2)働き方改革・治療と仕事の両立支援・健康経営
平　　貢秀（日本冶金工業（株）　川崎製造所）

        P2-027    神奈川県下における産業保健活動調査(3)〜在職者死亡の調査〜
鈴木貴代美（（株）リコーテクノロジーセンター）

        P2-028    母親の就労と妊娠・出産回数、アプガースコアとの関連
野村　恭子（秋田大学　医学部　衛生学公衆衛生学講座）

        P2-029    病院薬剤師の注射用抗がん剤調製業務における不安に影響する因子の解析
柳澤　友希（横浜労災病院 薬剤部）

        P2-030    患者が治療と仕事の両立を達成するための困りごとの企業規模ごとの検討
井上　俊介（産業医科大学病院　両立支援科）

        P2-031    福島第一原子力発電所における健康経営優秀事業所表彰のための調査票開発
伊藤遼太郎（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）

        P2-032    異なる清掃方式の駅トイレ床面の付着細菌数
川崎たまみ（（公財）鉄道総合技術研究所）

        P2-033    多発性筋炎を発症した従業員に対する両立支援の事例
平野井啓一（平野井労働衛生コンサルタント事務所）

        P2-034    産業保健組織ビジョンへのコミットメント向上プロセスの検討
森　まき子（コニカミノルタ（株））
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        P2-035    医療機関におけるがん患者就労支援を推進するアクションチェックリストの開発
吉川　悦子（日本赤十字看護大学　看護学部）

        P2-036    入院有職者調査からみる患者・従業員が治療と仕事の両立支援に求めるもの
佐藤さとみ（独立行政法人労働者健康安全機構　東京労災病院治療就労両立支援センター）

ポスターセッション 15　健康支援・健康増進5　16:00〜17:00
座　長：藤本　賢治（産業医科大学　医学部　公衆衛生学教室）

        P2-037    産業保健データベース化事業分析事例報告（第15報）　脳血管疾患の発症前有病割合
宮本　俊明（日本製鉄（株）君津製鉄所）

        P2-038    産業保健データベース化事業分析事例報告（第16報）　発症前胸部有病割合に関する報告
増田　将史（イオン（株）人事企画部）

        P2-039    自治医科大学における育児短時間勤務制度拡充に向けた取り組み
加藤　梨佳（自治医科大学　医師・研究者キャリア支援センター）

        P2-040    事業場における健康施策の活性化〜「健康チャレンジ」参加率のV字回復まで〜
外山　一恵（東京海上日動火災保険（株））

        P2-041    就労妊婦のプレゼンティーズム指標に影響を与える職場関連要因の検討
中村　康香（東北大学大学院　医学系研究科）

        P2-042    特定保健指導のモデル実施を受けた企業向け出張型健康増進プログラムの結果検証
大野　吉史（日本製鉄（株）鹿島製鉄所　安全環境防災部　安全健康室）

        P2-043    産業保健データベース化事業分析事例報告(第20報) 糖尿病中断傾向に関する報告
藤本　賢治（産業医科大学　医学部　公衆衛生学教室）

        P2-044    脂肪肝を有する社員に対して行った内臓脂肪面積測定値についての検討
佐藤　由香（日本たばこ産業（株）人事サポート室　健康支援室）

        P2-045    WOLI（Work Life Consulting Network）による働く個人への支援の効果
馬場　洋介（帝京平成大学大学大学院　臨床心理学研究所）

        P2-046    WOLI（Work Life Consulting Network）で働く専門職チームの働き方についての報告
村田　陽子（有限会社ビーイングサポート・マナ）

        P2-047    ICTを使った健康づくり実践者拡大の取り組み〜生活習慣eラーニングの試み〜
朝日　若菜（パナソニック健康保険組合　健康開発センター）

        P2-048    全国労災病院・入院患者病職歴調査における患者としての医師の働き方と生活習慣の変化
星　　佳芳（国立保健医療科学院　研究情報支援研究センター）

ポスターセッション 16　健康支援・健康増進6　11:00〜12:00
座　長：伊藤　正人（パナソニック健康保険組合健康管理センター）

        P2-049    産業保健データベース化事業分析事例報告(第14報)  Effective Coverageに関する報告
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）

        P2-050    中小企業も取り組みやすい地方自治体独自の健康経営事業所認定制度の構築
五十嵐千代（東京工科大学医療保健学部産業保健実践研究センター）

        P2-051    企業内保健師による特定保健指導の実施状況と特定健康診査結果への影響
後藤　有紀（HOYA（株）グローバル本部）

        P2-052    飲酒量の把握における自記式質問紙と保健師によるインタビュー調査の比較
鵜澤　裕美（HOYA（株）グローバル本社）

        P2-053    取り下げ
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        P2-054    K大学カフェテリアにおけるスマートミールの認知度と利用状況
蛯名　果歩（女子栄養大学大学院）

        P2-055    活動量計を用いた座りすぎ防止と活動量アップに関する健康教育の効果検討
山下　奈々（リコー三愛グループ　健康推進事業部）

        P2-056    「働く女性の健康推進」の現状と今後の対策について　第二報　性別・職位による分析
荒木　葉子（荒木労働衛生コンサルタント事務所）

        P2-057    協会けんぽ加入事業所が取組む健康推進事業における参加者の行動変容の検討
山口　峻輔（全国健康保険協会奈良支部）

        P2-058    高齢者就労における身体機能評価　その1　―転倒に関する身体及び認知機能の関連―
森田康太郎（川崎重工業(株)　兵庫工場）

        P2-059    高齢者就労における身体機能評価 その2 −新規業務と身体機能及び認知機能の関連−
能川　和浩（千葉大学大学院医学研究院　環境労働衛生学）

        P2-060    高齢者就労における身体機能評価　その3−筋力低下の自覚と測定結果変化の関連−
坂田　晃一（川崎重工業（株）兵庫工場）

ポスターセッション 17　労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善　16:00〜17:00
座　長：渡辺　裕晃（大牟田市　企画総務部　職員厚生課）

        P2-061    エキシマランプによる発散防止抑制措置の現場導入
寺田　庄一（ウシオ電機（株））

        P2-062    某認証機関のISO45001審査員における労働衛生に関する研修ニーズ調査
藤田　周弥（さんぽワークス（株））

        P2-063    A県内の訪問看護事業所における暴力・ハラスメント対策の実施状況
三木　明子（関西医科大学　看護学部）

        P2-064    災害産業保健ニーズに対応するための事前準備アクションチェックリストの開発
松岡　朱理（HOYA（株）グローバル本社）

        P2-065    職業運転者における視野障害と交通事故との関連
大貫　慧介（順天堂大学　医学研究科　公衆衛生学）

        P2-066    自治体職場におけるOSHMS定着と安全衛生指標や活動への影響評価　第26報
渡辺　裕晃（大牟田市　企画総務部　職員厚生課）

        P2-067    HOYAグループにおけるグローバルな健康増進施策の展開
廣里　治奈（HOYA（株）グローバル本社）

        P2-068    ストレスチェック集団（課別）分析を実施しマネジメントで職場改善
山田湖乃美（（株）富山村田製作所）

        P2-069    労働安全衛生を担当する「各種管理責任者」の職務について
相羽　洋子（大阪青山大学　健康科学部）

        P2-070    職業運転者における睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査と健康診断項目との関連性
蜂須賀　陸（JFE スチール（株）東日本製鉄所　京浜地区）

        P2-071    HOYAグループにおける保護具管理に関する活動報告
稲井　敬太（HOYA（株）グローバル本社　環境・安全衛生部）

        P2-072    3Dプリンターの労働安全衛生の観点からの検証
山形　歩美（オムロンエキスパートリンク（株））
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■                                             ポスター会場2 (旭川市民文化会館 2階　リハーサル室)

ポスターセッション 18　健康診断と事後措置・生活習慣病指導3　11:00〜12:00
座　長：礒島　康史（一財）京都工場保健会　産業医学研究所）

        P2-073    血圧の基準を変更した場合の特定保健指導階層化への影響
由田　克士（大阪市立大学大学院　生活科学研究科　食・健康科学講座　公衆栄養学）

        P2-074    定期健康診断の問診における飲酒習慣の改善意欲はむしろ翌年の飲酒量増加と相関する
礒島　康史（一財）京都工場保健会　産業医学研究所）

        P2-075    ストレスチェックに基づく高ストレス者における6年後の身体的健康に及ぼす影響
麦谷　耕一（日本製鉄（株）和歌山製鉄所）

        P2-076    メタボリックシンドロームと職場ストレス要因の関連
津田美智子（杏林大学　保健学部　健康福祉学科）

        P2-077    「福島県警察職員の生活習慣」〜肥満の年代別頻度とその関連要因〜
横山　智美（福島県警察本部）

        P2-078    職場体操を含めた運動習慣は、中高年従業員の運動機能にどう影響するか
橋場　昌義（橋場労働衛生コンサルタント事務所）

        P2-079    糖尿病重症化予防の取り組み　〜治療の自己中断の予防〜
筒井久美子（富士通（株）健康推進本部　健康事業推進統括部　健康支援室）

        P2-080    特定保健指導の評価視点を変えてみて〜汐留健康自律化スケール（SHAS）〜
松崎　当子（パナソニック健康保険組合　東京汐留ビル健康管理室）

        P2-081    唾液を用いた生体内酸化ストレスの測定
河井　一明（産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性腫瘍学）

        P2-082    健康経営・コラボヘルス研究　第19報　時間選好率と生活習慣の関連性
末吉　尚純（産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健経営学）

        P2-083    労働者におけるプレゼンティーズムとストレス対処戦略との関連性の検討
大塚雄一郎（日本大学　医学部　社会医学系　公衆衛生学分野）

ポスターセッション 19　健康診断と事後措置・生活習慣病指導4　16:00〜17:00
座　長：小畑　泰子（合同会社ミーシャ）

        P2-084    ICTを用いた面談に関する某企業グループの産業保健スタッフの実態調査
山下　哲史（リコー三愛グループ　健康推進事業部）

        P2-085    勤労者を対象とした特定保健指導における単年度の指導効果の検証
永原真奈見（福岡女子大学大学院人間環境科学研究科）

        P2-086    行動変容ステージ「無関心期」に着目した特定保健指導の効果と対策
太田　雅規（福岡女子大学大学院　人間環境科学研究科）

        P2-087    職域での睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の実施
小畑　泰子（合同会社ミーシャ）

        P2-088    工場隣接診療所における簡易的節酒指導介入（ブリーフインターベンション）効果
下田　　隼（日本製鉄（株）鹿島製鉄所　安全環境防災部　安全健康室）

        P2-089    SNAPPY-CAT（WEBによるAUDIT）を用いた簡便な介入による飲酒支援に関する検討
佐賀美和子（日本たばこ産業（株）人事サポート室　健康支援室）

        P2-090    「ロカボチャレンジ60(緩やかな糖質制限)」の取り組みについて
福本ふじ佳（（株）JUMOKU）

        P2-091    加熱式タバコと健康診断データとの関係　〜紙巻きタバコと比較して〜
岩根　幹能（日本製鉄　関西製鉄所）
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        P2-092    睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査受診勧奨の取組みと課題
市橋　美幸（東京電力ホールディングス（株）　ビジネスソリューション・カンパニー　オフ

ィスサービスセンター　健康推進センター）

        P2-093    睡眠サポートサプリメントを活用した独自の睡眠教育の実施効果について
梶原　賢太（味の素（株）アミノサイエンス事業本部　ダイレクトマーケティング部）

        P2-094    労働パフォーマンスと生活習慣の関係（第1報）特定健康診査の問診票による検討
門間　貴史（筑波大学　体育系）

        P2-095    労働パフォーマンスと生活習慣の関係（第2報）組み合わせによる検討
土田ももこ（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

ポスターセッション 20　産業看護1　16:00〜16:45
座　長：小宅千恵子（北海道中央労災病院　治療就労両立支援センター）

        P2-096    開業保健師による中小企業を対象にした健康経営を促進するための支援内容
伊藤美千代（東京医療保健大学　千葉看護学部　看護学科）

        P2-097    開業保健師が中小企業の健康経営を効果的に促進するための支援モデルの開発
錦戸　典子（東海大学　医学部　看護学科）

        P2-098    中小事業場の開業保健師による両立支援サービスの意義と考察　
齋藤　明子（（株）ヘルス＆ライフサポート）

        P2-099    産業看護職への中小規模事業場の事業者ニーズに関する調査
高清水幸美（労働衛生コンサルタント事務所 PHN）

        P2-100    メンタルヘルス対策における産業保健師と人事労務管理スタッフとの連携の様相
久保　善子（東京慈恵会医科大学　医学部　看護学科）

        P2-101    肥満と睡眠感の関連性
上野多吉子（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）

        P2-102    産業看護職がメンタルヘルス不調者の面接において大切にしている役割
畑中三千代（日本たばこ産業（株）東海支社）

        P2-103    企業における学生実習指導担当者の課題と対策について
サトウ菜保子（日本航空（株）人財本部健康管理部）

        P2-104    女性勤労者への口腔ケア支援
小宅千恵子（北海道中央労災病院　治療就労両立支援センター）

■                                                ポスター会場3 (旭川市民文化会館 2階　第4会議室)

ポスターセッション 21　中小企業・非正規雇用労働者・外国人労働者　11:00〜11:45
座　長：森松　嘉孝（久留米大学　医学部　環境医学講座）

        P2-105    雇用形態の違いによる看護師のPresenteeismの比較
中村　美希（社会福祉法人恩賜財団　東京都済生会中央病院）

        P2-106    韓国の失業者は正規労働者より精神的健康が悪い
金　　良昊（蔚山大学医学部　蔚山大学病院　職業環境医学教室）

        P2-107    テキスト分析で見る社会保険労務士が行う治療と仕事の両立支援
酒井　洸典（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）

        P2-108    トラック運送業における運行管理者による健康支援〜普段の関わりと困難点（第二報）〜
島本さと子（東海大学　医学部　看護学科）

        P2-109    正規／非正規雇用労働者の職業生活における満足度調査
大山　　篤（（株）神戸製鋼所東京本社　健康管理センター）
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        P2-110    中小規模事業場向け産業保健活動の評価指標の考案
池上　和範（産業医科大学　産業生態科学研究所　作業関連疾患予防学）

        P2-111    日本在住歴がベトナム人技能実習生の睡眠および精神健康度におよぼす影響
森　美穂子（久留米大学　医学部　環境医学講座）

        P2-112    産業保健支援センターによる50人未満事業場の保健師による保健指導支援体制構築
奥田　昌之（山口産業保健総合支援センター）

        P2-113    地方医療機関が東南アジアからの外国人労働者を受け入れる過程と彼らの将来
森松　嘉孝（久留米大学　医学部　環境医学講座）

ポスターセッション 22　人間工学・運動器障害・VDT障害・産業疲労・労働生理　
16:00〜16:50

座　長：岩切　一幸（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）

        P2-114    高齢者就労における身体機能評価その4−45歳時教育での測定導入―
藤本　亜弓（川崎重工業 兵庫工場）

        P2-115    介護施設における介護者の腰痛とその予防に関する取り組み〜H30年度とH25年度の比較〜
岩切　一幸（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）

        P2-116    近畿の介護保険施設における腰痛予防対策の認識〜施設管理者と介護職リーダーの比較〜
冨田川智志（京都女子大学　家政学部　生活福祉学科）

        P2-117    薬害筋拘縮症者の二次障害予防策　―多職種により作業環境に介入した事例―
白星　伸一（佛教大学　保健医療技術学部　理学療法学科）

        P2-118    がん悪液質に伴う心機能障害とこれに対する自発運動の効果：モデルマウスを用いた検討
上野　　晋（産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性中毒学）

        P2-119    ヒト胃がん細胞株移植マウスに出現する概日リズム障害の検討
後藤　元秀（産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性中毒学）

        P2-120    業務起因性の疲労骨折と考えられた頸椎・胸椎棘突起骨折の2例
青山　知高（トヨタ自動車（株））

        P2-121    PC作業時における筋疲労の検討〜形状の異なるマウスおよびトラックパッドを用いて〜
岡崎　倫江（（株）キネティックアクト）

        P2-122    転倒災害リスクの年代ごとの傾向
白坂　泰樹（古河電気工業（株））

        P2-123    信楽町茶業農家の作業負担と身体症状に関する質問紙調査
辻村　裕次（滋賀医科大学　社会医学講座　衛生学部門）

        P2-124    電子式WBGT計における誤差要因と有効な補正方法の検討
齊藤　宏之（（独）労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所）
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■ 5月16日(土)                        ポスター会場1 (旭川市民文化会館 2階　大ホールホワイエ)

ポスターセッション 23　産業看護2　11:00〜11:55
座　長：落合のり子（島根県立大学　看護栄養学部　看護学科）

        P3-001    健診情報を活用した糖尿病重症化に関連する生活習慣要因
田添　貴子（一般財団法人北陸予防医学協会）

        P3-002    風しん第5期定期接種開始1年目　職場健診時抗体検査同時実施の効果評価
藤倉　万喜（理化学研究所　和光事業所）

        P3-003    小規模事業場の産業看護の展開　第1報　〜サービス導入時期の産業看護職の視点〜
飯塚　晶子（公益財団法人神奈川県予防医学協会　健康創造室）

        P3-004    小規模事業場の産業看護の展開　第2報　〜担当者と職員をつなげる産業看護職の役割〜
齋藤　玲奈（公益財団法人神奈川県予防医学協会　健康創造室）

        P3-005    「産業看護職のための地域保健との連携マニュアル」を用いた研修会の効果（第2報）
三橋　祐子（東海大学　医学部　看護学科）

        P3-006    就労妊婦の就労特性・妊娠合併症による職場への妊娠開示時期の比較
和田　　彩（東北大学大学院　医学系研究科）

        P3-007    総合的労働衛生機関としての看護師教育体制について
池ヶ谷友美（公益財団法人　北海道労働保健管理協会）

        P3-008    産業看護職による発達障害者支援のプロセス
廣田　幸子（群馬パース大学）

        P3-009    中国地方における産業看護職の組織化と研修支援
落合のり子（島根県立大学　看護栄養学部　看護学科）

        P3-010    産業看護職による合理的配慮支援の実際：ケースレポート
米山　貴子（オムロンエキスパートリンク（株））

        P3-011    睡眠時無呼吸症候群が引き起こす労働生産性低下の改善への取り組み
加藤　祐子（東芝キヤリア（株）総務部　安全・健康推進担当）

ポスターセッション 24　メンタルヘルス5　11:00〜12:00
座　長：菅原　典夫（国立精神・神経医療研究センター）

        P3-012    看護職員・介護職員の勤務中の疲労度と血漿中微量元素との関連
亀尾　聡美（甲子園大学　栄養学部　栄養学科）

        P3-013    タクシー乗務員のストレスチェックにおける集団分析結果の検討
根岸茂登美（藤沢タクシー（株））

        P3-014    製造業におけるメンタル不調者の原因分析基準作成〜現状把握と対策検討のために〜
大谷　早紀（日本製鉄（株）製鋼所）

        P3-015    中小企業経営者の職業性ストレスの実態―般労働者との比較―（第1報）
栗岡　住子（桃山学院教育大学教育学部）

        P3-016    日本人労働者における冬季の労働機能障害の推移とその要因
大河原　眞（産業医科大学　産業生態科学研究所　環境疫学研究室）

        P3-017    ストレスチェックを活用した、職員がその人らしく働ける職場環境づくりを目指して！
讃岐　理々（佐世保市保健所）

        P3-018    衛生巡視で行うメンタルヘルス対策（第3報）チェックリスト再構成
楡木恵実子（ブリヂストン栃木工場）

        P3-019    認知症に罹患した要介護者の家族介護者における就労状況とその関連要因に関する検討
菅原　典夫（国立精神・神経医療研究センター）
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        P3-020    プレゼンティーイズムによる労働損失の実態に関する最新の全国調査
吉本　隆彦（昭和大学　医学部　衛生学公衆衛生学講座）

        P3-021    激甚な自然災害の被災地域における自治体職員への臨時産業医面談の経験
藤本　俊樹（日本製鉄（株）君津製鉄所）

        P3-022    働きがいの概念分析
原田　若奈（聖路加国際大学大学院　看護学研究科　公衆衛生看護学）

        P3-023    単身赴任家族のICT利用状況と健康
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）

ポスターセッション 25　健康支援・健康増進7　11:00〜11:55
座　長：荒木田美香子（国際医療福祉大学）

        P3-024    ウェアラブル端末の産業保健分野への活用（第1報）
吉武　英隆（産業医科大学　産業生態科学研究所　作業関連疾患予防学）

        P3-025    Web健康調査票作成の取組み
磯田　美志（（株）NTT データ　健康推進室）

        P3-026    生活習慣とストレス反応、ワークエンゲイジメント、仕事の満足度との関連
小野　郁美（（株）NTT データ　健康推進室）

        P3-027    両立支援コーディネーター基礎研修後の活動状況の検討−継続研修実施時調査より−
尾池千賀子（独立行政法人労働者健康安全機構　熊本産業保健総合支援センター）

        P3-028    筋骨格系慢性疼痛と労働時間・睡眠時間に関するインタビュー調査
安藤　　肇（産業医科大学　産業生態科学研究所　作業関連疾患予防学研究室）

        P3-029    これからの高齢者就業において産業保健として何ができるか〜雇用形態別の比較〜
田中亜希子（JA 全農）

        P3-030    生産性向上と健康増進の両立を可能にするガイドラインの開発
梶木　繁之（（株）産業保健コンサルティングアルク）

        P3-031    企業従業員のプレゼンティーズムと健康リスクの関係に関する性別検討
小澤　咲子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

        P3-032    地域・職域連推進協議会の活性化に向けた研修（第一報　初期研修の報告）
荒木田美香子（国際医療福祉大学）

        P3-033    地域・職域連推進協議会の活性化に向けた研修（第二報　中期研修の報告）
松田　有子（国際医療福祉大学大学院）

        P3-034    生活習慣改善のための事業場の食堂調査と食堂改善アクションチェックリストの開発
平岡　　晃（コマツ　健康増進センタ）

ポスターセッション 26　健康支援・健康増進8　11:00〜12:00
座　長：亀井美登里（埼玉医科大学　医学部　社会医学）

        P3-035    受動喫煙対策と同時に複数の禁煙支援策を実施し職場喫煙率が81%→6%となった一例
永田　英恵（（株）KDS 熊本ドライビングスクール）

        P3-036    安全に働くために必要な体力管理体制の構築と専門スタッフの必要性について
乍　　智之（JFE スチール（株）西日本製鉄所　倉敷安全健康室　へルスサポートセンター）

        P3-037    運動増進事業にナッジ理論を活用し、参加者増加につなげた取り組みの報告
加藤　京子（公益財団法人　東京都予防医学協会）

        P3-038    スタンディングデスクを利用した座位時間減少の効果―持続血糖モニターによる評価
岡部　花枝（コマツ　健康増進センタ）
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        P3-039    小規模事業場における受動喫煙防止対策に向けた取り組み
亀井美登里（埼玉医科大学　医学部　社会医学）

        P3-040    高齢者における最長職の企業規模と死亡との関連：JAGES2010-2016縦断研究
金森　　悟（東京女子医科大学　看護学部）

        P3-041    産業保健データベース化事業分析事例報告(第22報)  SMRとCC/ECに関する報告
大谷　　誠（産業医科大学　産業保健データサイエンスセンター）

        P3-042    交代制勤務者における生活時間及び食事摂取状況が中長期的な身体状況変化に及ぼす影響
福村　智恵（大阪市立大学大学院生活科学研究科）

        P3-043    東京都内の娯楽施設におけるたばこ煙濃度測定の一事例
津田　洋子（帝京大学　大学院　公衆衛生学研究科）

        P3-044    職域においてヘルスリテラシーを活用する5つの戦略
福田　　洋（順天堂大学　医学部　総合診療科）

        P3-045    大学教員・研究者の健康状況に関するシステマティックレビュー
黒田　玲子（東京大学　環境安全本部）

        P3-046    運動イベントが従業員のワークエンゲージメントや職場一体感に与える影響
田島　麻琴（(株）日立製作所システム＆サービスビジネス人財統括本部　京浜地区産業医療統

括医療センタ）

■                                             ポスター会場2 (旭川市民文化会館 2階　リハーサル室)

ポスターセッション 27　健康診断と事後措置・生活習慣病指導5　11:00〜12:00
座　長：藤原　広明（産業医科大学　産業生態科学研究所　人間工学研究室）

        P3-047    就労形態別にみた妊婦の身体活動量と身体・心理症状の比較
川尻舞衣子（東北大学大学院医学系研究科）

        P3-048    某事業所における睡眠衛生教育介入が労働衛生指標等におよぼす効果
藤原　広明（産業医科大学　産業生態科学研究所　人間工学研究室）

        P3-049    亜鉛欠乏ラットの耐糖能異常について
宮崎　　孝（埼玉医科大学　医学部　社会医学教室）

        P3-050    ストレスチェックの結果、不眠で活力が低い社員へ実施した簡易脳波測定結果の報告
原　　達彦（コマツ　健康増進センタ　大阪健康管理室）

        P3-051    社会的時差ぼけと主観的健康感の関連-労働者を対象とした大規模疫学研究-
中田　光紀（国際医療福祉大学大学院　医学研究科　公衆衛生学専攻）

        P3-052    学習型AIを利用した健康診断結果の将来予測の試み
内田　満夫（群馬大学　大学院医学系研究科　公衆衛生学分野）

        P3-053    職域における糖代謝異常者へのFreestyle リブレProを用いた保健指導の有効性
田中　里穂（JFE スチール（株）西日本製鉄所（倉敷地区））

        P3-054    対象者のニーズを把握した事業所内健康情報提供による健康意識変化
三澤由紀子（ジヤトコ（株）安全健康管理部健康サポート室）

        P3-055    VDT検診受診者の肩関節可動域について
谷口　典正（関西医療大学　保健医療学部　ヘルスプロモーション整復学科）

        P3-056    治療と仕事の両立支援の実態と認知度に関するアンケート調査
田村　秀人（北海道中央労災病院　治療就労両立支援センター）

        P3-057    企業で働く肺がん治療患者の両立支援の一事例を通じて見えてきたもの
中野　由記（（株）エスプール）
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        P3-058    がん患者の治療と仕事の両立支援において産業看護職が寄り添う看護を行うための要件
長谷川直人（（株）品川グループ本社）

ポスターセッション 28　化学的因子と健康2　11:00〜12:00
座　長：小笠原準悦（旭川医科大学　医学部　社会医学講座）

        P3-059    中枢神経毒性を有する親電子性物質はノルアドレナリン作動性神経を減少させる
長嶋　大地（昭和大学　医学部　衛生学公衆衛生講座）

        P3-060    ヘキサクロロシクロヘキサンは白色脂肪細胞のインスリン抵抗性を引き起こす
阿里木阿米熱（旭川医科大学　医学部　社会医学講座）

        P3-061    鉛の摂取は後壁腹に分布する白色脂肪組織に形態的な変化を引き起こす
小笠原準悦（旭川医科大学　医学部　社会医学講座）

        P3-062    某労働衛生機関における鉛健診についての検討
山瀧　　一（一般財団法人　君津健康センター）

        P3-063    オルトトルイジン及び4-クロロオルトトルイジンにおけるDNA損傷性の比較検討
柏木裕呂樹（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）

        P3-064    含硫ヒ素化合物の分析法に関する検討
山内　武紀（昭和大学　医学部　衛生学公衆衛生学講座）

        P3-065    職業性膀胱がん事例の工場で使用した芳香族アミン類等の遺伝毒性について
王　　瑞生（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）

        P3-066    ウルソデオキシコール酸添加による高脂肪食誘導性肝炎・線維化の軽減作用
内藤　久雄（藤田医科大学　医学部　公衆衛生学）

        P3-067    2-エチル-1-ヘキサノール慢性吸入曝露によるマウス皮膚への影響
三宅　美緒（名古屋市立大学　大学院　医学研究科　環境労働衛生学）

        P3-068    薬剤間比較による有機リン系殺虫剤尿中代謝物の基準値設定の検討
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）

        P3-069    DNPHサンプラーによるホルムアルデヒド以外の化合物測定の可否の簡易確認方法
井上　直子（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）

        P3-070    作業環境中の測定のためのイオン移動度分析装置の開発
高谷　一成（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）

■                                                ポスター会場3 (旭川市民文化会館 2階　第4会議室)

ポスターセッション 29　物理的因子と健康　11:00〜12:00
座　長：山口さち子（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）

        P3-071    自記式調査票に基づく国内MRI検査業務従事者の妊娠・出産に関する調査（第一報）
山口さち子（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）

        P3-072    湿度が異なる暑熱環境下でのミスト噴霧による核心温上昇抑制効果の検討
福澤　君枝（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）

        P3-073    湿度が異なる暑熱環境下での電動ファン付き作業服による核心温上昇抑制効果の検討
森　貴美代（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）

        P3-074    体調確認表を活用した熱中症対策　第三報介入先の変更による影響
田崎祐一郎（日本製鉄（株）光地区）

        P3-075    暑熱環境下における熱中症予防衣服による核心温上昇抑制効果の比較
橋本花穂里（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）
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        P3-076    騒音下における聴覚保護具着用時の若年者と中高年者との語音明瞭度の比較
日比野浩之（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）

        P3-077    騒音障害防止のための動画を利用した耳栓着用の教育効果の比較
寶珠山夏子（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）

        P3-078    28GHz帯電磁波の生体作用評価に向けたin vitroプロトコルの検討
池畑　政輝（鉄道総合技術研究所　人間科学研究部　生物工学研究室）

        P3-079    Kerasを用いた熱中症防止のための深部体温推定の試み
八谷百合子（産業医科大学　産業保健学部　産業・地域看護学）

        P3-080    騒音特殊健康診断における男性労働者の保護具着用行動に関係する因子の検討
西田　典充（一般財団法人　京都工場保健会　産業医学研究所）

        P3-081    健康支援センターで熱中症事例への深部温測定装置3MTMベアーハガーTMの使用経験と検討
遠藤　武尊（（株）SUBARU 安全衛生課／健康支援センター）
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