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第93回日本産業衛生学会
プログラム

メインテーマ

産業衛生の原点に立ち、将来の労働と健康について考える

■5月13日(水)                                               第1会場　(旭川市民文化会館 1階　大ホール)

総会・表彰式 …………………………………………………………………………16:00〜18:30

■                                                                      第3会場　(旭川市民文化会館 2階　第2会議室)

許容濃度等に関する委員会 ……………………………………………………………9:00〜16:00

■                                                                        第4会場　(旭川市民文化会館 3階　大会議室)

専門医制度委員会 ……………………………………………………………………10:00〜14:30

社会医学系専門医制度必修プログラム

座　長：川波　祥子（産業医科大学　産業医実務研修センター）
演　者：

     1           医療安全

岩田　達也（旭川医科大学病院　医療安全管理部）

     2           感染対策
山口　　亮（札幌市保健所）

     3           医療倫理
西條　泰明（旭川医科大学社会医学講座　公衆衛生学・疫学分野）

■                                                                     会議室① (旭川市民文化会館 2階　第1会議室)

業務執行理事会 ………………………………………………………………………19:00〜20:30

■                                                                     会議室② (旭川市民文化会館 2階　第3会議室)

感作性物質小委員会 …………………………………………………………………18:00〜20:00



28

■5月14日(木)                                               第1会場　(旭川市民文化会館 1階　大ホール)

シンポジウム 1 ………………………………………………………………………10:00〜12:00

100周年を見据えたミッションと重点活動事項

座　長：圓藤　吟史（中央労働災害防止協会　大阪労働衛生総合センター）
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／産業衛生学会　副理事長）

演　者：

     S1-1      100周年を見据えたミッションと重点活動事項：私たちの目指すものを明らかにして社会

に貢献するために
川上　憲人（公益社団法人日本産業衛生学会）

     S1-2      日本医師会からの期待　〜産業医の全国組織化に向け〜
松本　吉郎（公益社団法人日本医師会 常任理事）

     S1-3      日本産業衛生学会への期待〜事業者の立場から
明石　祐二（一般社団法人 日本経済団体連合会）

     S1-4      日本産業衛生学会への期待：労働組合の立場から
漆原　　肇（日本労働組合総連合会（連合））

基調講演 1 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

第4次産業革命がもたらす社会の変革

座　長：東　　敏昭（産業医科大学）
演　者：松原　　仁（公立はこだて未来大学）

メインシンポジウム 1 ………………………………………………………………14:45〜16:45

AIとIoTの高度発展がもたらす社会の変容、労働の量的・質的変化に対応する産業保健

座　長：吉田　貴彦（旭川医科大学社会医学講座）
川上　憲人（東京大学大学院医学系研究科　精神保健学分野）

演　者：

     MS1-1    従来の産業革命が与えた労働負荷の変容と労働者の健康への影響
吉田　貴彦（旭川医科大学医学部社会医学講座）

     MS1-2    人間とロボットが共生する社会における労働環境の改善および変革を目指して
小野　哲雄（北海道大学 大学院情報科学研究院）

     MS1-3    人型ロボット等の導入による労働環境・労働負担の変革
豊川　彰博（株式会社資生堂　人事部　ウェルネスサポートグループ）

     MS1-4    AI・IoTの導入に伴う産業保健現場の変化
増田　将史（イオン株式会社 人事企画部）
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■                                                                        第1会場　(旭川市民文化会館 1階　大ホール)

教育講演 1 ……………………………………………………………………………17:00〜18:00

労働者における認知症の問題－認知症の発症、介護離職を含めて－

座　長：西條　泰明（旭川医科大学社会医学講座　公衆衛生学・疫学分野）

演　者：田端　一基（医療法人社団 旭川圭泉会病院）

■                                                                        第2会場　(旭川市民文化会館 2階　小ホール)

シンポジウム 2 ………………………………………………………………………10:00〜12:00

働く女性の包括的な健康支援について考える

座　長：岸　　玲子（北海道大学　環境健康科学研究教育センター）
辻　　真弓（産業医科大学　医学部　衛生学）

演　者：

     S2-1      働く女性・働きたい女性を取り巻く現状〜産業による違い〜
辻　　真弓（産業医科大学　医学部　衛生学）

     S2-2      女性の健康の包括的支援について
藤野　綾太（厚生労働省健康局健康課）

     S2-3      女性のライフステージと健康　〜臨床医の立場から〜
荒田　尚子（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター母性内科）

     S2-4      企業における女性の健康支援　〜産業医の立場から〜
長井　聡里（株式会社JUMOKU）

合同シンポジウム（日本呼吸器学会） ……………………………………………13:30〜15:30

退職後の健康リスクの予防〜COPDを例に産業保健の役割を考える

座　長：黒澤　　一（東北大学大学院医学系研究科　産業医学分野）
土肥誠太郎（三井化学（株）本社健康管理室）

演　者：

     1           健康リスクに対する対応〜産業保健の現状〜
色川　俊也
（東北大学環境・安全推進センター／東北大学大学院医学系研究科産業医学分野）

     2           退職後の健康リスク〜COPDの自然歴と疫学
柴田　陽光（福島県立医科大学医学部・呼吸器内科）

     3           退職後の健康リスク〜禁煙の意義と波及効果
室　　繁郎（奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座）

     4           退職後の健康リスクの予防〜今、産業保健に求められること
井手　　宏（三井化学株式会社岩国大竹工場健康管理室）
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■                                                                        第2会場　(旭川市民文化会館 2階　小ホール)

自由集会：職業性ストレス調査票ユーザーズクラブ ……………………………16:00〜17:30

職業性ストレス調査票の新しい動向

自由集会：作業関連性運動器障害研究会 …………………………………………17:45〜19:15

第一次産業における作業関連性運動器障害予防のための作業支援

■                                                                      第3会場　(旭川市民文化会館 2階　第2会議室)

自由集会：遠隔産業衛生研究会 ……………………………………………………10:00〜11:30

遠隔機器を用いた労働者の健康管理（論文報告）と遠隔産業衛生活動の実態（事例報告）

自由集会：産業疲労研究会 …………………………………………………………13:30〜15:00

過労死研究の現在と未来－ミニシンポジウム

自由集会：産業保健情報・政策研究会 ……………………………………………15:10〜16:40

産業保健におけるPHRの現在と未来〜これからの産業保健情報のあり方を考える

自由集会：産業中毒・生物学的モニタリング研究会 ……………………………16:50〜18:20

許容濃度設定における不確実係数をめぐって

自由集会：学術委員会若手研究者の会 ……………………………………………18:30〜20:00

レセプトを活用した産業保健研究: 産業保健スタッフが活用できる未来に向けて

■                                                                        第4会場　(旭川市民文化会館 3階　大会議室)

一般口演 1 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

メンタルヘルス1　【O1-1〜O1-5】

一般口演 2 ……………………………………………………………………………11:00〜12:00

メンタルヘルス2　【O2-1〜O2-5】
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■                                                                        第4会場　(旭川市民文化会館 3階　大会議室)

ランチョンセミナー 1 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：サノフィ株式会社

海外に派遣される社員に必要な感染症の予防とワクチンについて

座　長：宮本　俊明（日本製鉄株式会社　東日本製鉄所）
演　者：福島　慎二（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

一般口演 3 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

健康支援・健康増進1　【O3-1〜O3-5】

一般口演 4 ……………………………………………………………………………14:30〜15:30

健康支援・健康増進2　【O4-1〜O4-5】

一般口演 5 ……………………………………………………………………………15:30〜16:30

健康支援・健康増進3　【O5-1〜O5-5】

一般口演 6 ……………………………………………………………………………16:30〜17:30

健康支援・健康増進4　【O6-1〜O6-5】

自由集会：振動障害研究会 …………………………………………………………17:45〜19:45

事業所への振動障害予防についての認知度全国調査の結果概要

■                                                                     会議室② (旭川市民文化会館 2階　第3会議室)

ダイバーシティ推進委員会 …………………………………………………………12:00〜13:30

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

シンポジウム 3 ………………………………………………………………………10:00〜12:00

毒性メカニズムの種差と化学物質のリスク評価

座　長：市場　正良（佐賀大学医学部　社会医学講座）
大前　和幸（慶應義塾大学　名誉教授）

演　者：

     S3-1      発がん影響の種差とリスク評価　―肺腫瘍以外について―
長野　嘉介（長野毒性病理コンサルティング）

     S3-2      発がん影響の種差とリスク評価　―肺腫瘍について―
森本　泰夫（産業医科大学　産業生態科学研究所）

     S3-3      生殖毒性の種差とリスク評価
奥田　裕計（独立行政法人労働者健康安全機構 日本バイオアッセイ研究センター）
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■                                                               第5会場　(アートホテル旭川 2階　イーストルーム)

教育講演 2 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

座　長：野見山哲生（信州大学医学部 衛生学公衆衛生学）
演　者：

     1           化学物質の経皮吸収寄与解明の研究と現状

野見山哲生（信州大学医学部 衛生学公衆衛生学）

     2           三次元ヒト培養皮膚を用いた産業化学物質経皮吸収評価の試み
豊岡　達士（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）

シンポジウム 4 ………………………………………………………………………14:45〜16:45

最新の化学物質による経皮吸収を防ぐための化学防護手袋の研究

座　長：田中　　茂（十文字学園女子大学 名誉教授）
上村　達也（化成品工業協会　技術部）

演　者：

     S4-1      化学物質による経皮吸収のメカニズムと皮膚からの吸収量の推定
石井　聡子（一般財団法人化学物質評価研究機構）

     S4-2      実際の作業現場における化学防護手袋の透過試験
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）

     S4-3      研究所における経皮吸収を防ぐための薄手化学防護手袋の活用
牛澤　浩一（理化学研究所　安全管理部）

     S4-4      耐透過性に優れた薄手手袋の開発
田中　　茂（十文字学園女子大学 名誉教授）

自由集会：産業保健の統括マネジメント研究会 …………………………………17:00〜18:30

全社的産業保健マネジメントを担う統括産業医等の現状
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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)

合同シンポジウム（日本職業・災害医学会） ……………………………………10:00〜12:00

両立支援における医療機関と産業現場との連携

座　長：鈴木　純子（（独）労働者健康安全機構　大阪産業保健総合支援センター）

久保田昌詞（（独）労働者健康安全機構　大阪労災病院　治療就労両立支援センター）
演　者：

     1           労災疾病等13分野研究の成果と両立支援センター事業への展開、および今後の課題

豊田　章宏（（独）労働者健康安全機構 中国労災病院 治療就労両立支援センター）

     2           労働者健康安全機構の両立支援への取り組みと今後の方向性
大西　洋英（（独）労働者健康安全機構 本部）

     3           産業保健師の立場から考える両立支援－自身の体験から見えてきたこと
横山　淳子（パナソニック健康保険組合）

     4           産業医科大学病院での治療と仕事の両立支援の実践－大学病院における両立支援の実践を
通して

立石清一郎（産業医科大学病院　両立支援科）

シンポジウム 5 ………………………………………………………………………13:30〜15:30

行動科学の産業保健への展開

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）
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）

演　者：

     S5-1      行動科学の現状と課題
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）

     S5-2      職域集団の行動変容の特徴と健康行動理論の応用
須賀　万智（東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座）

     S5-3      製造業での実践事例から行動科学を考える
帆苅なおみ（サンデン・ビジネスアソシエイト（株））

     S5-4      産業保健における行動経済学の応用
福田　吉治（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
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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)

シンポジウム 6 ………………………………………………………………………15:45〜17:45

振動作業者の現状と健康管理を考える―振動障害の過去・現在・未来　最新の知見―

座　長：佐藤　修二（札幌ワーカーズクリニック）

榊原　久孝（一宮研伸大学 看護学部）
演　者：

     小講演    振動障害の認定基準の概要と認定状況について

厚生労働省労働基準局　補償課認定対策室

     S6-1      振動障害予防対策の現状と課題
池田　和博（NPO法人北海道安全衛生研究所）

     S6-2      我が国の振動障害診断の歴史と振動障害診断ガイドライン
石竹　達也（久留米大学医学部 環境講座）

     S6-3      振動障害の治療の現状と課題
中村　賢治（大阪社会医学研究所）

     S6-4      振動障害研究の現状と課題
榊原　久孝（一宮研伸大学 看護学部）

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

一般口演 7 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導1　【O7-1〜O7-5】

一般口演 8 ……………………………………………………………………………11:00〜12:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導2　【O8-1〜O8-5】

ランチョンセミナー 2 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：株式会社バックテック

ダイバーシティ推進委員会フォーラム ……………………………………………13:30〜15:30

“将来の労働と健康”を支える学会活動を考える　ワールド・カフェ　in 日本産業衛生学会

座　長：西　賢一郎（ジヤトコ（株）　安全健康管理部）
野原　理子（東京家政大学　栄養学科）
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■                                                                     第7会場　(アートホテル旭川 2階　ライラック)

編集委員会企画　教育講演 …………………………………………………………15:45〜16:45

医学研究へ信頼を得るために―研究発表と学術誌出版の倫理を考える―

座　長：柴田　英治（愛知医科大学医学部　衛生学講座）

演　者：札野　　順（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院）

自由集会：中小企業安全衛生研究会 ………………………………………………17:00〜18:30

中小企業の仕事と治療の両立支援促進における労働衛生専門職の役割
－産業医・産業保健師との協働に向けて－

中小企業安全衛生研究会世話人会 …………………………………………………18:30〜19:30

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

シンポジウム 7 ………………………………………………………………………10:00〜12:00

これからの職場の喫煙対策　〜改正健康増進法施行後の戦略

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）
佐藤　広和（JR札幌病院 保健管理部）

演　者：

     S7-1      勤労世代における加熱式タバコの認識と使用状況の3年間の推移
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）

     S7-2      有害化学物質濃度評価から加熱式タバコおよび電子タバコのリスクを考える
欅田　尚樹（産業医科大学・産業保健学部・産業・地域看護学講座）

     S7-3      新型タバコ時代のタバコ対策の進め方
田淵　貴大（大阪国際がんセンター がん対策センター 疫学統計部）

     S7-4      改正健康増進法を根拠に進める職場の包括的な喫煙対策
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）

専門医制度説明会・試験 ……………………………………………………………13:30〜17:00

自由集会：職域における喫煙対策自由集会 ………………………………………17:30〜19:00

職場における喫煙対策「お困りごと駆け込み寺」
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■                                                               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 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

メンタルヘルス3　【O9-1〜O9-5】

一般口演 10 ……………………………………………………………………………14:30〜15:30

メンタルヘルス4　【O10-1〜O10-5】

一般口演 11 ……………………………………………………………………………15:30〜16:30

メンタルヘルス5　【O11-1〜O11-5】

一般口演 12 ……………………………………………………………………………16:30〜17:30

メンタルヘルス6　【O12-1〜O12-5】

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

一般口演 13 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

物理的因子と健康1　【O13-1〜O13-5】

一般口演 14 ……………………………………………………………………………11:00〜12:00

物理的因子と健康2　【O14-1〜O14-5】

一般口演 15 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

健康診断と事後措置・生活習慣病指導3　【O15-1〜O15-5】

一般口演 16 ……………………………………………………………………………14:30〜15:18

労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善1　【O16-1〜O16-4】

一般口演 17 ……………………………………………………………………………15:30〜16:30

産業看護　【O17-1〜O17-5】

一般口演 18 ……………………………………………………………………………16:30〜17:30

物理的因子と健康3　【O18-1〜O18-5】
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■                                                                      第10会場　(アートホテル旭川 3階　ハマナス)

自由集会：労働衛生国際協力研究会 ………………………………………………17:45〜19:15

アジア新興国における労働安全衛生体制の現状と課題
海外拠点を持つ日本企業における産業保健専門職に求められる基本的な知識

■                                                                 第11会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅠ)

自由集会：交通における安全と産業衛生の研究会 ………………………………10:00〜11:30

運輸事業における働き方改革

自由集会：産業衛生肥満症研究会 …………………………………………………13:30〜15:00

増え続ける高度肥満患者にどう対応するか

自由集会：職域における睡眠呼吸障害研究会 ……………………………………15:10〜16:40

睡眠中の異常行動の診かた

自由集会：海外勤務健康管理研究会 ………………………………………………16:50〜18:20

海外勤務者の健康管理－メンタルヘルス

■                                                                 第12会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅡ)

自由集会：学術委員会 …………………………………………………………………9:00〜10:30

システマティックレビューの進め方

自由集会：公的職場における産業医ネットワーク ………………………………10:40〜12:10

公的職場における産業衛生ー
「会計年度任用職員の制度と安全衛生管理の課題〜各団体の準備状況〜」

自由集会：産業心理技術研究会 ……………………………………………………13:30〜15:00

産業領域における公認心理師の役割について　〜産業医から期待する役割、公認心理師の実践から〜

自由集会：日本開業保健師協会 ……………………………………………………15:10〜16:40

産業保健分野における開業保健師の役割と可能性

自由集会：産業保健データサイエンスセンター …………………………………16:50〜18:20

産業保健データサイエンス研究会
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■                                                                      第13会場　(アートホテル旭川 2階　ローアン)

産業看護部会幹事会 ……………………………………………………………………9:00〜12:00

産業医部会編集委員会 ………………………………………………………………12:10〜13:10

産業医部会幹事会 ……………………………………………………………………13:10〜16:10

■                                                                      第14会場　(アートホテル旭川 2階　アザレア)

倫理委員会全体会議 ……………………………………………………………………9:30〜11:00

中央選挙管理委員会 …………………………………………………………………12:00〜13:00

編集委員会 ……………………………………………………………………………13:10〜15:10

政策法制度委員会 ……………………………………………………………………16:00〜19:00

■                                                                       会議室⑥　(アートホテル旭川 2階　コスモス)

アレルギー・免疫毒性研究会幹事会 ………………………………………………17:00〜17:30

産衛誌　62巻, 2020
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■                                                   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 ………………………………………………………………11:00〜12:00

メンタルヘルス1　【P1-001〜P1-012】

ポスターセッション 2 ………………………………………………………………16:00〜17:00

メンタルヘルス2　【P1-013〜P1-024】

ポスターセッション 3 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康支援・健康増進1　【P1-025〜P1-036】

ポスターセッション 4 ………………………………………………………………16:00〜17:00

健康支援・健康増進2　【P1-037〜P1-048】

ポスターセッション 5 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康支援・健康増進3　【P1-049〜P1-060】

ポスターセッション 6 ………………………………………………………………16:00〜17:00

健康支援・健康増進4　【P1-061〜P1-072】

■                                                         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 ………………………………………………………………11:00〜12:00

粉じん・石綿と健康・感染症・口腔保健　【P1-073〜P1-084】

ポスターセッション 8 ………………………………………………………………16:00〜17:00

化学的因子と健康1　【P1-085〜P1-096】

ポスターセッション 9 ………………………………………………………………16:00〜16:55

過重労働と面接指導・その他　【P1-097〜P1-107】

■                                                             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 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導1　【P1-108〜P1-119】

ポスターセッション 11 ………………………………………………………………16:00〜17:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導2　【P1-120〜P1-131】
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■5月15日(金)                                               第1会場　(旭川市民文化会館 1階　大ホール)

シンポジウム 8 ………………………………………………………………………10:10〜12:10

職場のメンタルヘルス問題とリワーク

座　長：横山　太範（さっぽろ駅前クリニック）
五十嵐良雄（メディカルケア大手町）

演　者：

     S8-1      リワークプログラムの歴史と将来

五十嵐良雄（メディカルケア大手町）

     S8-2      医療リワークによる職場のメンタルヘルス問題への関わり
横山　太範（さっぽろ駅前クリニック）

     S8-3      リワークと連携する際のポイントと問題点
佐藤　裕司（富士通（株）健康推進本部）

     S8-4      国際的課題の解決にもつながるリワーク支援
伊藤　弘人（独立行政法人 労働者健康安全機構）

シンポジウム 9 ………………………………………………………………………13:30〜15:30

治療と仕事の両立支援〜導入・運用のヒント

座　長：柳澤　裕之（東京慈恵会医科大学副学長 環境保健医学講座）
堤　　明純（北里大学医学部　公衆衛生学）

演　者：

     S9-1      アンケート調査から明らかにされた企業の両立支援の現状
須賀　万智（東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座）

     S9-2      企業にとっての両立支援の意義〜企業側からみたメリット
江口　　尚（北里大学医学部公衆衛生学）

     S9-3      企業における両立支援の取組の課題〜嘱託産業医の立場から
高田　礼子（聖マリアンナ医科大学予防医学教室）

     S9-4      治療と仕事の両立支援〜企業経営者の立場から
河西　利記（旭川電気軌道株式会社）

     S9-5      企業外労働衛生機関としての支援
原　　俊之（北海道労働保健管理協会 札幌総合健診センター）

産衛誌　62巻, 2020
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■                                                                        第1会場　(旭川市民文化会館 1階　大ホール)

シンポジウム 10 ………………………………………………………………………15:45〜17:45

がん対策を職場で如何にひろげるか？

座　長：中川　恵一（東京大学医学部附属病院　放射線治療部門／がん対策推進企業アクション）

演　者：

     S10-1     がん対策推進企業アクションのこれまでの11年の活動と、今後の展望
中川　恵一（東京大学医学部附属病院　放射線治療部門／がん対策推進企業アクション）

     S10-2     事業主・社員のリテラシーを高めるヘルスコミュニケーションー職場のがん対策に焦点を
あててー

杉森　裕樹（大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科）

     S10-3     職域でのがん検診で医療費はこれだけ下がる！実測された効果

南谷　優成（東京大学医学部附属病院放射線科 放射線治療部門）

     S10-4     職域でのがん検診で死亡率はここまで下がる！　実測された効果と今後の課題
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）

     S10-5     職域における実装科学－エビデンスに基づくがん対策をひろげるための戦略とは？
島津　太一（国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究部）

■                                                                        第2会場　(旭川市民文化会館 2階　小ホール)

学術委員会企画シンポジウム（日本疫学会との連携シンポジウム） ……………9:30〜12:10

AI時代の健康医療データ活用とその課題

座　長：堤　　明純（北里大学医学部　公衆衛生学）
武林　　亨（慶應義塾大学医学部　衛生学公衆衛生学教室）

演　者：

     1           「日本医学会連合・ビッグデータに関するWG」設置の目的と活動状況
岸　　玲子（北海道大学環境健康科学研究教育センター）

     2           「次世代医療基盤法」と健康・医療データの利活用
小松　慶太（内閣官房 健康・医療戦略室）

     3           公的統計・保健医療データベースの研究利用の動向
尾島　俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）

     4           J-ECOHスタディにみる職域における多施設コホート研究の実際とその意義
溝上　哲也（国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部）

     5           AI時代のデータ政策と個人情報保護
藤田　卓仙（世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター）
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■                                                                        第2会場　(旭川市民文化会館 2階　小ホール)

シンポジウム 11 ………………………………………………………………………13:30〜15:30

働き方改革から1年、産業保健活動の今後を考える

座　長：伊藤　昭好（産業医科大学産業保健学部　安全衛生マネジメント学）

森口　次郎（京都工場保健会）
演　者：

     S11-1     働く世代の職業別の死亡から見える課題と今後の対策

和田　耕治（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）

     S11-2     働き方改革が産業保健活動にもたらすインパクト
上原　正道（ブラザー工業株式会社　健康管理センター）

     S11-3     企業における課題とチームで進める産業保健活動
帆苅なおみ（サンデン・ビジネスアソシエイト（株））

     S11-4     （指定発言）日本はILO条約等の国際労働基準を批准し、全ての働く人に労働安全衛生サ
ービスの提供を

岸　　玲子（北海道大学環境健康科学研究教育センター）

シンポジウム 12 ………………………………………………………………………15:45〜17:55

産業保健スタッフとしての災害への備えと対応〜災害産業保健分野の確立について〜

座　長：原　　俊之（公益財団法人北海道労働保健管理協会）
田渕　裕子（北海道旅客鉄道（株）　JR札幌病院　保健管理部）

演　者：

     S12-1     北海道の災害医療体制と北海道胆振東部地震の経験
人見　嘉哲（北海道保健福祉部 地域医療推進局 地域医療課）

     S12-2     熊本地震発生後の被災企業における産業保健活動
阿南　伴美（産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学）

     S12-3     東日本大震災を経験して　-企業・産業保健スタッフの震災時の対応とその後-
色川　俊也（東北大学環境・安全推進センター）

     S12-4     災害時に必要な産業保健専門職のコンピテンシー
吉川　悦子（日本赤十字看護大学）

     S12-5     産業保健スタッフとしての災害への備えと対応〜災害産業保健分野の確立について〜
立石清一郎（産業医科大学病院　両立支援科）
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■                                                                      第3会場　(旭川市民文化会館 2階　第2会議室)

自由集会：健康教育・ヘルスプロモーション研究会 ……………………………10:40〜12:10

第42回健康教育・ヘルスプロモーション研究会ミニレクチャー
「職域における健康教育・ヘルスプロモーションと生産性」

ランチョンセミナー 3 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター

携帯電話の電磁波って危ないの？　ーWHOの見解を紹介しますー

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）
演　者：大久保千代次（一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター）

自由集会：化学物質の曝露モニタリング技術研究会 ……………………………13:30〜15:00

化学物質の曝露モニタリングにおける新たなトレンドと「見える化」技術

自由集会：医療従事者のための産業保健研究会 …………………………………15:10〜16:40

医療機関において困っている事例をみんなで考えよう

自由集会：関東地方会 衛生管理者の集う会 ………………………………………16:50〜18:20

衛生管理者とクリエイトシンプルによるリスクアセスメント

■                                                                        第4会場　(旭川市民文化会館 3階　大会議室)

一般口演 19 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

感染症・国際協力　【O19-1〜O19-5】

一般口演 20 ……………………………………………………………………………11:00〜12:00

健康支援・健康増進5　【O20-1〜O20-5】

ランチョンセミナー 4 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：アッヴィ合同会社

C型肝炎撲滅に向けて　－C型肝炎の現状と広島県の取り組み－

座　長：持田　　智（埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科）
演題名：撲滅に向けた日本の現状、広島県三者協定事業について
演　者：田中　純子（広島大学大学院 医系科学研究科 疫学・疾病制御学）
演題名：C型肝炎治療の最前線、臨床現場での取り組み
演　者：茶山　一彰（広島大学大学院 医系科学研究科 消化器・代謝内科学）
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■                                                                                       第4会場　(旭川市民文化会館 3階)

一般口演 21 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

メンタルヘルス7　【O21-1〜O21-5】

一般口演 22 ……………………………………………………………………………14:30〜15:30

メンタルヘルス8　【O22-1〜O22-5】

一般口演 23 ……………………………………………………………………………15:30〜16:30

メンタルヘルス9　【O23-1〜O23-5】

自由集会：行動変容を支援する面接研究会 ………………………………………16:40〜18:10

初めての動機づけ面接〜スピリットとスキル〜　入門ワークショップ

■                                                                     会議室③　(旭川市民文化会館 3階　第5会議室)

自由集会：産業保健看護専門家制度委員会 …………………………………………9:30〜11:00

産業保健看護専門家制度の今とこれから

自由集会：ICOH（国際産業保健学会）アクティブメンバーの会………………13:30〜14:30

ICOH（国際産業保健学会）の活動報告、ICOH会員間の情報交流

自由集会：産業看護部会国際活動推進担当 ………………………………………15:00〜15:45

J-SCOHNメンバーの会

自由集会：雇用と就業の多様化研究会 ……………………………………………16:00〜17:30

地域から考える働き方改革　－テレワーク・クラウドワークの導入と実践－

産衛誌　62巻, 2020
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■                                                               第5会場　(アートホテル旭川 2階　イーストルーム)

産業衛生技術フォーラム ………………………………………………………………9:00〜11:00

現場における有効な熱中症予防技術

座　長：齊藤　宏之（労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所）

演　者：

     1           製造業における熱中症予防対策の実践
加部　　勇（株式会社クボタ）

     2           新しいまちなかインフラ創出の試み -「クール＆ホットステーション」の検討
増田　幸宏（芝浦工業大学 システム理工学部）

     3           消防活動中の熱中症予防法の検討‐暑熱環境におけるアイススラリーの身体冷却効果‐

柳田　信也（東京理科大学理工学研究科国際火災科学専攻）

     4           可搬型環境センサと低消費電力無線ネットワークLPWA用いたオーダーメード型熱中症

リスク評価の試み
仲吉　信人（東京理科大学理工学部　土木工学科）

一般口演 24 ……………………………………………………………………………11:10〜12:10

人間工学・運動器障害・VDT障害・産業疲労・労働生理　【O24-1〜O24-5】

産業衛生技術部会総会 ………………………………………………………………13:30〜14:30

産業歯科保健部会　教育講演 ………………………………………………………14:45〜15:45

歯科領域における疫学研究

座　長：戒田　敏之（茨城県歯科医師会／かいだ歯科医院）
演　者：大前　和幸（慶應義塾大学 名誉教授）
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■                                                               第5会場　(アートホテル旭川 2階　イーストルーム)

シンポジウム 13 ………………………………………………………………………16:00〜18:00

令和時代の産業保健支援とは〜恒常的人口減社会における産業保健支援のあり方〜

座　長：櫻澤　博文（合同会社パラゴン）

神田　浩路（旭川医科大学医学部　社会医学講座）
演　者：

     S13-1     働くこと、その未来も支援するキャリアコンサルタントとは

杉澤賀津子（運輸業）

     S13-2     メンタルヘルス対策とキャリア開発支援の両立
大田　由佳（株式会社トヨタシステムズ 安全健康推進部 健康推進グループ）

     S13-3     個人と組織が共生できるメンタルヘルスとキャリアの総合的支援とは
濱田佳代子（株式会社 ライフジャパン）

     S13-4     海外の事例に学ぶソーシャルサポート：フランスを中心に
神田　浩路（旭川医科大学医学部社会医学講座）

     S13-5     隠れ介護支援と介護離職を防止するには
櫻澤　博文（合同会社パラゴン）

■                                                               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 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導4　【O25-1〜O25-5】

シンポジウム 14 ………………………………………………………………………10:10〜12:10

開業産業医（独立系産業医）のキャリア、苦悩と解決

座　長：櫻澤　博文（合同会社パラゴン）
松本　吉郎（公益社団法人日本医師会 常任理事）

演　者：

     S14-1     精神科開業医から開業産業医への道のりと困難、今後の展望
國保　圭介（合同会社コクボ産業医事務所）

     S14-2     内科医から開業産業医への転進―課題と希望―
神田橋宏治（合同会社DB-SeeD）

     S14-3     開業産業医を支援するオープンイノベーション例とは
櫻澤　博文（合同会社パラゴン）

     S14-4     日本医師会が期待する産業医の役割の具現化に向けて　〜産業医の支援体制の充実・強化〜
松本　吉郎（公益社団法人日本医師会 常任理事）
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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)

ランチョンセミナー 5 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：MSD株式会社

働くひとの眠り方改革

座　長：田中　克俊（北里大学大学院 医療系研究科 産業精神保健学）
演題名：働き方改革期における睡眠状況改善施策の重要性
演　者：枝川　義邦（早稲田大学 理工学術院）
演題名：睡眠問題を改善する認知行動療法の効果
演　者：岡島　　義（東京家政大学 人文学部 心理カウンセリング学科）

基調講演 2 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

農業における労働安全衛生の国際動向

座　長：立身　政信（岩手県予防医学協会）
演　者：川上　　剛（国際労働機関（ILO）南アジアディーセントワーク技術支援チーム）

メインシンポジウム 2 ………………………………………………………………14:45〜16:45

第一次産業労働安全衛生研究会企画：わが国の第一次産業の労働安全衛生

座　長：横山　和仁（国際医療福祉大学大学院／順天堂大学医学部）
演　者：

     MS2-1    日本農業における農作業安全・労災防止の課題
菊池　　豊（（国研）農業・食品産業技術総合研究機構農研機構農業技術革新工学研究センター）

     MS2-2    水産業の労働安全衛生－北海道の事例から
久宗　周二（神奈川大学工学部経営工学科）

     MS2-3    日本の農薬散布による吸入曝露の防護について
田中　　茂（十文字学園女子大学 名誉教授）

特別講演 1 ……………………………………………………………………………17:00〜18:00

（市民公開講座）伝えるのは命　繋ぐのは命

座　長：圓藤　吟史（中央労働災害防止協会　大阪労働衛生総合センター）
演　者：坂東　　元（旭川市旭山動物園）
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■                                                                     第7会場　(アートホテル旭川 2階　ライラック)

特別プログラム（International Session） 1 ………………………………………9:00〜10:20

Young researcher Travel Award

座　長：吉川　　徹（労働安全衛生総合研究所）                                                                    

演　者：

     IO1-1     The Association of MTI A2A Genetic Polymorphisms and Renal Effiect in Chronic Lead-
Exposed Workers

Chen-Cheng Yang（Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital, Kaohsiung Medical
University）

     IO1-2     A Study of Inorganic Lead Exposure in a Polyvinyl Chloride (PVC) Lead Stabiliser
Factory in Singapore

Noer Triyanto Rusli（National University of Singapore(NUS) University of Indonesia）

     IO1-3     The Infulence of Occupational Noise Exposure on Cardiovascular and Hearing Conditions
among Industial Workers

Xiuting Li（Nanjing Prevention and Treatment Center for Occupational Diseases）

     IO1-4     Respiratory and Auditory Impairment among Sponge Iron Plant Workers, Goa India : A
Comparison Study

Vishwaraj Mhalshekar K.（Medical and Occupational Health, Safety & Environment:
Goa Shipyard Limited, Govt. of India）

     IO1-5     Work-Related Musculoskeletal Symptoms among Traffic Police in Kathmandu Valley, Nepal
Leela Paudel（Nepalese Army Institute of Health Science）
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■                                                                     第7会場　(アートホテル旭川 2階　ライラック)

特別プログラム（International Session） 2 ………………………………………10:25〜12:00

Oral Presenter Prize                                                                                                          
演　者：                                                                                                                          

     IO2-1     Assesment of Occupational Safety and Health Hazards Exposure of Workers in Small

Scale Gold Mining in the Philippines
Charlene S. Parafina（Occupational Safety and Health Center (OSHC), Department of
Labor and Employment, Philippines）

     IO2-2     Proficiency in reporting silicosis in a ceramic factory by a health check-up unit
Narongpon Dumavibhat（Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of
Medicine Sitiraj Hospital, Mahidol University）

     IO2-3     Risk Factors of Sociodemographic and Work Environment Related to Musculoskeletal
Symptoms among Small and Midium Enterprise Workers in Vietnam

Indri Hapsari Susilowati（Department of Occupational Health and Safety Faculty of
Public Health, Universitias Indonesia）

     IO2-4     Determinants of Multisite Musculoskeletal Pain Among School Teachers In Malaysia
HOE Victor Chee Wai（Department of Social and Preventive Medicine, Faculty of
Medicine, University of Malaysia）

     IO2-5     Health profile of Formal Indonesian Workers
Anna Suraya（LMU Munich /  Binawan University, Jakarta, Indonesia）

     IO2-6     Risk assesment of occupational exposure to silica and attapulgite contained in pelleted
seeds

Etongola Papy Mbelambela（Department of Environmental Medicine, Kochi Medical
School, Japan）

     IO2-7     Study on the application of ILO International Classification of  Radiographs of
Pneumoconioses among physicians from Asian countries

Naw Awn J-P（Department of Environmental Medicine, Kochi Medical School）
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生涯教育委員会　若手論文賞受賞講演 ……………………………………………13:30〜15:00

座　長：守田　裕作（日本製鉄（株））
横川　智子（東海旅客鉄道（株））                                                                          

演　者：

     1           Organizational Justice and Refraining from Seeking Medical Care Among Japanese
Employees: A 1-Year Prospective Cohort Study

井上　彰臣（北里大学　医学部　公衆衛生学単位）

     2           The effect of changes in overtime work hours on depressive symptoms among Japanese

white-collar workers: A 2-year follow-up study
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）

     3           Relationship between workplace social capital and suicidal ideation in the past year among
employees in Japan: a cross-sectional study

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）

     4           Effects of a Physical Therapist Led Workplace Personal-Fitness Management Program
for Manufacturing Industry Workers: A Randomized Controlled Trial

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）

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

奨励賞受賞講演 ………………………………………………………………………15:10〜16:10

座　長：西田　和彦（大阪長谷工クリニック）
演　者：

     1           地域に根差した産業医活動から学会活動で全国へ
                 ―君辛い歩と辛苦を乗り越え、ストレスを学びダイバーシティな活動を―

西　賢一郎（ジヤトコ株式会社　安全健康管理部）

     2           プレゼンティーズムと産業保健
藤野　善久（産業医科大学）

学会賞受賞講演 ………………………………………………………………………17:00〜18:00

座　長：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）
演　者：

                 学会賞受賞にあたって
横山　和仁（国際医療福祉大学大学院／順天堂大学医学部）

■                                                               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 26 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

口腔保健・産業保健研究　【O26-1〜O26-5】
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シンポジウム 15 ………………………………………………………………………10:10〜12:10

働き方改革と医療機関の産業衛生

座　長：西條　泰明（旭川医科大学社会医学講座　公衆衛生学・疫学分野）
佐藤　利夫（日本製鉄株式会社 室蘭製鉄所）

演　者：

     S15-1     医師の過労死等事案からみた過重労働対策
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防止調査研究センター）

     S15-2     看護師の交代勤務に関連した働き方改革
佐々木　司（（公財）大原記念労働科学研究所 慢性疲労研究センター）

     S15-3     医療機関での産業保健のさらなる展開を目指して

和田　耕治（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）

     S15-4     医療機関における産業保健師の対応の実際
太田　由紀（JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総務課）

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

ランチョンセミナー 6 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：株式会社 明治

高尿酸血症による生活習慣病リスクと予防のための生活習慣　〜乳酸菌PA-3株の働きも含めて〜

座　長：竹内　利治（旭川医科大学内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野）
演　者：藏城　雅文（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学）

教育講演 3 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

海外赴任者に伝えること・フォローすべきこと　〜発展途上国赴任者を中心に〜

座　長：神田　浩路（旭川医科大学医学部　社会医学講座）
演　者：勝田　吉彰（関西福祉大学 社会福祉学部）

専門医制度委員会社会医学系専門医・指導医講習会 ……………………………14:45〜15:45

     1           社会医学系専門医制度の現状について
大久保靖司（東京大学　環境安全本部）

     2           社会医学系専門医試験について
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研究室）

■                                                               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 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

健康支援・健康増進6　【O27-1〜O27-5】
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シンポジウム 16 ………………………………………………………………………10:10〜12:10

アレルギー免疫毒性研究会企画：アレルギー・免疫毒性における皮膚と呼吸器の接点からの新展開

座　長：森本　泰夫（産業医科大学 産業生態科学研究所）
和田　裕雄（順天堂大学大学院医学研究科）

演　者：

     S16-1     一般人のイソシアネート曝露増加によるトルエンジイソシアネート（TDI）IgE値の上
昇：柔軟剤や衣類でのウレタン樹脂の使用-新たな問題提起

角田　和彦（かくたこども＆アレルギークリニック）

     S16-2     職業性喘息などの呼吸機能障害

森本　泰夫（産業医科大学 産業生態科学研究所）

     S16-3     皮膚感作性物質によるアレルギー症例の本態とその予防
上田　　厚（NPO法人アジアヘルスプロモーションネットワークセンター）

     S16-4     環境曝露が皮膚と気道に及ぼす影響

和田　裕雄（順天堂大学大学院医学研究科）

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

自由集会：産業看護部会 ……………………………………………………………13:30〜15:00

これからの産業保健看護職の求められる機能と役割　〜法制度化にむけて〜

一般口演 28 ……………………………………………………………………………15:10〜16:10

健康支援・健康増進7　【O28-1〜O28-5】

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

一般口演 29 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

中小企業・非正規雇用労働者　【O29-1〜O29-5】

一般口演 30 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

化学的因子と健康1　【O30-1〜O30-5】

一般口演 31 ……………………………………………………………………………13:30〜14:30

粉じん・石綿と健康1　【O31-1〜O31-5】

一般口演 32 ……………………………………………………………………………14:30〜15:30

化学的因子と健康2　【O32-1〜O32-5】

一般口演 33 ……………………………………………………………………………15:30〜16:30

化学的因子と健康3　【O33-1〜O33-5】
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自由集会：エイジマネジメント研究会 ……………………………………………16:50〜18:20

高齢労働への産業保健活動のあり方、過去、現在、未来

■                                                                 第11会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅠ)

自由集会：就労女性健康研究会 ………………………………………………………9:00〜10:30

女性のための健康職場づくり　グッドプラクティスについて

自由集会：騒音障害防止研究会 ……………………………………………………10:40〜12:10

労働者における生活習慣による聴力への影響

学会の現在とこれから：理事長と話そう（新入会員も歓迎） …………………12:20〜13:20

自由集会：リスクマネジメントにもとづく健康管理 ……………………………13:30〜15:00

産業医と弁護士・社労士の具体的連携について考える

自由集会：産業保健AI研究会 ………………………………………………………15:10〜16:40

AI研究を始めよう

自由集会：労働衛生史研究会 ………………………………………………………16:50〜17:50

北海道における産業中毒研究の系譜（1）：井上善十郎門下生によるイトムカ水銀鉱山での水銀中毒症
から閉山後の労働者の追跡研究でわかったこと

労働衛生史研究会世話人会 …………………………………………………………17:50〜18:20

■                                                                 第12会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅡ)

自由集会：TOMH心理職チーム認知行動療法研究会………………………………9:00〜10:30

産業保健を活かす認知行動療法　―産業保健面談での認知行動的アプローチの活用

自由集会：職域での対策で日本から風疹をなくそうキャンペーン ……………10:40〜12:10

風疹排除に産業保健は貢献できるか：当事者と共に考える
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■                                                                 第12会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅡ)

自由集会：産業精神衛生研究会 ……………………………………………………13:30〜15:00

働き方改革とメンタルヘルス

自由集会：フィットテスト研究会産業部会 ………………………………………15:10〜16:40

マスクのフィットネスの重要性〜フィットテストについての最新情報〜

自由集会：産業疫学研究会 …………………………………………………………16:50〜18:20

どのように疫学研究をはじめ，実践するか

■                                                                      第13会場　(アートホテル旭川 2階　ローアン)

意見交換会 ……………………………………………………………………………11:00〜12:00

研究会の運用について

北海道地方会運営委員会 ……………………………………………………………12:20〜13:05

産業歯科保健部会幹事会 ……………………………………………………………13:30〜14:30

北海道地方総会 ………………………………………………………………………14:45〜15:15

利益相反委員会 ………………………………………………………………………17:00〜18:00

■                                                                      第14会場　(アートホテル旭川 2階　アザレア)

専門医制度委員会：筆記試験部会、口頭試験部会 …………………………………9:30〜11:30

産業衛生技術部会幹事会 ……………………………………………………………12:00〜13:00

自由集会：温熱環境研究会 …………………………………………………………13:15〜14:30

JR北海道における寒冷作業の労働衛生管理

学術委員会 ……………………………………………………………………………16:00〜18:00

■                                                                       会議室⑥　(アートホテル旭川 2階　コスモス)

地方連携会議 …………………………………………………………………………16:00〜17:00
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■                                                   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 ………………………………………………………………11:00〜12:00

メンタルヘルス3　【P2-001〜P2-012】

ポスターセッション 13 ………………………………………………………………16:00〜17:00

メンタルヘルス4　【P2-013〜P2-024】

ポスターセッション 14 ………………………………………………………………11:00〜12:00

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　【P2-025〜P2-036】

ポスターセッション 15 ………………………………………………………………16:00〜17:00

健康支援・健康増進5　【P2-037〜P2-048】

ポスターセッション 16 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康支援・健康増進6　【P2-049〜P2-060】

ポスターセッション 17 ………………………………………………………………16:00〜17:00

労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善　【P2-061〜P2-072】

■                                                         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 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導3　【P2-073〜P2-083】

ポスターセッション 19 ………………………………………………………………16:00〜17:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導4　【P2-084〜P2-095】

ポスターセッション 20 ………………………………………………………………16:00〜16:45

産業看護1　【P2-096〜P2-104】

■                                                             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 ………………………………………………………………11:00〜11:45

中小企業・非正規雇用労働者・外国人労働者　【P2-105〜P2-113】

ポスターセッション 22 ………………………………………………………………16:00〜16:50

人間工学・運動器障害・VDT障害・産業疲労・労働生理　【P2-114〜P2-124】
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■5月16日(土)                                               第1会場　(旭川市民文化会館 1階　大ホール)

シンポジウム 17 ………………………………………………………………………9:40〜12:10

共　催：塩野義製薬株式会社／武田薬品工業株式会社

成人発達障害と産業保健

座　長：横山　太範（さっぽろ駅前クリニック）
丹羽　伸也（岐阜県精神保健福祉センター）

演　者：

     S17-1     発達障害専門プログラムの職域への応用

丹羽　伸也（岐阜県精神保健福祉センター）

     S17-2     成人発達障害者の医療的支援
横山　太範（さっぽろ駅前クリニック）

     S17-3     職場における成人発達障害労働者(疑いを含む)への対応

高野　知樹（医療法人社団 弘冨会 神田東クリニック）

     S17-4     発達障害専門プログラムの開発の経緯と効果について
横井　英樹（昭和大学発達障害医療研究所）

     S17-5     職域における注意欠如・多動症（ADHD）
高橋　良斉（医療法人内海慈仁会 内海メンタルクリニック）

産業医部会総会 ………………………………………………………………………13:30〜13:50

産業医部会フォーラム ………………………………………………………………13:50〜15:50

社会医学系専門医のサブスペシャリティとなった産業衛生専門医制度の今後

座　長：西條　泰明（旭川医科大学社会医学講座　公衆衛生学・疫学分野）
服部　　真（石川勤労者医療協会 城北病院　健康支援センター）

演　者：

     1           社会医学系専門医と産業衛生専門医：制度の概要と現状
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）

     2           専門医研修の実際：専攻医の立場から
暮地本宙己（東京慈恵会医科大学 細胞生理学講座 宇宙航空医学研究室）

     3           50歳を過ぎてから始めた実務研修
佐藤　利夫（日本製鉄株式会社 室蘭製鉄所）

     4           社会医学系専門医のサブスペシャリティとなった産業衛生専門制度の今後

                 指導医の立場から：専門性を高めるために
東川　麻子（株式会社OHコンシェルジュ）

     5           「産業衛生専門医制度の今後」産業医部会の立場から
彌冨美奈子（株式会社SUMCO）
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■                                                                        第2会場　(旭川市民文化会館 2階　小ホール)

シンポジウム 18 ………………………………………………………………………10:10〜12:10

職場環境改善

座　長：堤　　明純（北里大学医学部　公衆衛生学）

演　者：

     S18-1     職場環境改善の意義と進め方
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防止調

査研究センター）

     S18-2     職場環境改善 -労働衛生機関と産業保健総合支援センターの取り組み-
森口　次郎（一般財団法人京都工場保健会）

     S18-3     中小企業における職場環境改善
五十嵐千代（東京工科大学医療保健学部看護学科）

     S18-4     中小規模の菓子・食品の製造・販売業における職場環境改善取組事例紹介
冨川　　仁（カルビーポテト株式会社経営推進本部人事総務管理部）

産業看護部会総会 ……………………………………………………………………13:30〜14:30

産業看護フォーラム …………………………………………………………………14:30〜16:30

これからの労働と健康について〜チームで進める産業看護活動〜

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）
櫻井　繭子（埼玉医科大学　保健医療学部　看護学科）

演　者：

     1           産業保健チームにおける産業保健看護職の専門性とは

五十嵐千代（東京工科大学医療保健学部看護学科）

     2           建物内禁煙に向けた、経営層への働きかけと戦略
籔　　明香（北海道セキスイハイム工業株式会社）

     3           医療機関における腰痛予防対策
太田　由紀（JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総務課）

     4           チームで進める産業保健活動〜嘱託産業医の立場から〜
飯田　和久（公益財団法人 北海道労働保健管理協会 医療本部）

■                                                                      第3会場　(旭川市民文化会館 2階　第2会議室)

自由集会：行動変容を支援する面接研究会 ………………………………………10:10〜11:40

私の動機づけ面接〜実践家からの報告〜
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ランチョンセミナー 7 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：大塚製薬株式会社

職域におけるアルコール依存症対策

座　長：田中　　完（日本製鉄株式会社鹿島製鉄所 安全環境防災部 安全健康室）

演　者：倉持　　穣（さくらの木クリニック秋葉原）

自由集会：日本理学療法士協会産業理学療法部門 ………………………………13:30〜15:00

職場でできる運動いろいろ

■                                                                        第4会場　(旭川市民文化会館 3階　大会議室)

一般口演 34 ……………………………………………………………………………10:10〜11:10

健康支援・健康増進8　【O34-1〜O34-5】

一般口演 35 ……………………………………………………………………………11:10〜12:10

健康診断と事後措置・生活習慣病指導5　【O35-1〜O35-5】

ランチョンセミナー 8 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

HRテックによる両立支援の推進　〜みんながいきいきと働ける職場環境の実現〜

座　長：斉藤　政彦（大同特殊鋼株式会社）
演　者：長井　聡里（株式会社JUMOKU）

徳安　悠衣（株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 両立支援事業部）

地域交流集会（市民公開講座） ……………………………………………………13:30〜15:30

それぞれの個性を生かす職場づくりを目指して

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／日本産業衛生学会　副理事長）
齋藤　　勉（連合北海道　副事務局長）

演　者：

     1           治療と仕事の両立支援の現状と課題
立石清一郎（産業医科大学病院　両立支援科）

     2           Diversityが進めた『働き方改革』
富田　訓司（株式会社リペアサービス）

     3           相談現場からの「治療と仕事の両立支援」…キャリアコンサルタントの視点から
新堀　裕幸（新堀社会保険労務士事務所）
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■                                                                     会議室①　(旭川市民文化会館 2階　第1会議室)

生涯教育委員会 ………………………………………………………………………12:00〜13:30

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

教育講演 4 ………………………………………………………………………………9:00〜10:00

最近の労働衛生行政の動向について

座　長：森　　　満（北海道産業保健総合支援センター）
演　者：井内　　努（厚生労働省　労働基準局安全衛生部労働衛生課）

産業衛生技術部会専門研修会 ………………………………………………………10:10〜12:10

遠隔管理の産業衛生分野への応用

座　長：橋本　晴男（東京工業大学　キャンパスマネジメント本部）
演　者：

     1           測位システムを活用した化学物質管理と今後の可能性
宮内　祐介（中央労働災害防止協会　大阪労働衛生総合センター）

     2           生体情報を用いたクラウドベースの作業員向け安全管理システム
赤川　宏幸（（株）大林組　技術研究所　都市環境技術研究部）

     3           IoTセンサーを用いたWBGTのリアルタイム遠隔管理
笠井　泰彰（（株）大林組　技術研究所　都市環境技術研究部）

     4           屋内測位と位置情報
西尾　信彦（立命館大学情報理工学部　情報理工学科）

■                                                               第6会場　(アートホテル旭川 2階　ウエストルーム)

特別講演 2（市民公開講座） …………………………………………………………9:00〜10:00

「旭川家具の未来」〜森、ひと、デザイン〜

座　長：大前　和幸（慶應義塾大学名誉教授）
演　者：渡辺　直行（株式会社カンディハウス）
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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)

シンポジウム 19 ………………………………………………………………………10:10〜12:10

今日のじん肺

座　長：大塚　義紀（労働者健康安全機構　北海道中央労災病院）

宮本　顕二（労働者健康安全機構　北海道中央労災病院）
演　者：

     S19-1     じん肺の疫学〜じん肺法及び粉じん障害防止規則施行後のじん肺の変遷と現状〜

古井　　萌（産業医科大学公衆衛生学教室）

     S19-2     急進珪肺（新たな作業による最近の動向）
岸本　卓巳（アスベスト疾患研究・研修センター）

     S19-3     インジウム肺　1）疫学〜行政対応〜現状
大前　和幸（慶應義塾大学名誉教授）

     S19-4     インジウム肺　2）臨床像と画像所見
横山多佳子（旭労災病院 呼吸器内科）

     S19-5     溶接工肺
横山多佳子（旭労災病院 呼吸器内科）

     S19-6     歯科技工士じん肺と超硬合金肺
猪又　崇志（独立行政法人労働者健康安全機構 北海道中央労災病院内科）

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

一般口演 36 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善2　【O36-1〜O36-5】

一般口演 37 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

労働安全衛生マネジメントシステム・職場改善3　【O37-1〜O37-5】

一般口演 38 ……………………………………………………………………………11:00〜11:48

メンタルヘルス10　【O38-1〜O38-4】
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■                                                                     第7会場　(アートホテル旭川 2階　ライラック)

ランチョンセミナー 9 ………………………………………………………………12:20〜13:20

共　催：株式会社つばめLabo

海外赴任時に必要となる狂犬病ワクチンの使用と薬剤選択

座　長：西山　利正（関西医科大学 衛生・公衆衛生学講座）
演　者：西園　　晃（大分大学 医学部）

■                                                               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 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

過重労働と面接指導　【O39-1〜O39-5】

合同シンポジウム（日本動脈硬化学会） …………………………………………10:10〜12:10

働く世代の動脈硬化性疾患（脳・心疾患、過労死）の予防〜高血圧治療ガイドライン2019を踏まえて〜

座　長：土肥誠太郎（三井化学（株）　本社健康管理室）
廣部　一彦（有限会社阪神労働衛生コンサルタント）

演　者：

     1           動脈硬化性疾患予防のための包括的リスク管理における高血圧の意義
岡村　智教（慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学）

     2           高血圧治療ガイドライン2019の活用
竹内　利治（旭川医科大学内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野）

     3           働く世代の動脈硬化性疾患の現状：J-ECOHスタディより
溝上　哲也（国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部）

     4           職域における動脈硬化性疾患の予防と実践
土肥誠太郎（三井化学（株） 本社健康管理室）

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

産業歯科保健部会総会 …………………………………………………………………9:30〜10:00
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■                                                               第9会場　(アートホテル旭川 3階　ボールルームⅡ)

産業歯科保健フォーラム ……………………………………………………………10:00〜12:00

職業性歯科疾患を再考する

座　長：藤田　雄三（藤田労働衛生コンサルタント事務所）

演　者：

     1           過去から現在、そして未来へつなげる産業保健
池田　和博（NPO法人北海道安全衛生研究所）

     2           職業性歯科疾患のこれから
木下　隆二（木下歯科医院）

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

一般口演 40 ……………………………………………………………………………9:00〜10:00

粉じん・石綿と健康2　【O40-1〜O40-5】

一般口演 41 ……………………………………………………………………………10:00〜11:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導6　【O41-1〜O41-5】

一般口演 42 ……………………………………………………………………………11:00〜11:48

健康診断と事後措置・生活習慣病指導7　【O42-1〜O42-4】

■                                                                 第11会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅠ)

自由集会：職域救急研究会 ……………………………………………………………8:50〜10:20

産業保健スタッフのための救急講習
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■                                                                 第12会場　(アートホテル旭川 4階　BIZルームⅡ)

自由集会：産業栄養研究会 ……………………………………………………………9:00〜10:30

スマートミール認証制度を活用した従業員食堂の食環境整備の現状と今後の展開

■                                                   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 ………………………………………………………………11:00〜11:55

産業看護2　【P3-001〜P3-011】

ポスターセッション 24 ………………………………………………………………11:00〜12:00

メンタルヘルス5　【P3-012〜P3-023】

ポスターセッション 25 ………………………………………………………………11:00〜11:55

健康支援・健康増進7　【P3-024〜P3-034】

ポスターセッション 26 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康支援・健康増進8　【P3-035〜P3-046】
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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 27 ………………………………………………………………11:00〜12:00

健康診断と事後措置・生活習慣病指導5　【P3-047〜P3-058】

ポスターセッション 28 ………………………………………………………………11:00〜12:00

化学的因子と健康2　【P3-059〜P3-070】

■                                                             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 ………………………………………………………………11:00〜12:00

物理的因子と健康　【P3-071〜P3-081】

産衛誌　62巻, 2020
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■5月17日(日)                  特別研修会会場　(イオンモール旭川駅前 4階　イオンホール)

特別研修会 ………………………………………………………………………………9:30〜15:30

     1           健康診断と事後措置

原　　俊之（公益財団法人北海道労働保健管理協会）

     2           職場の喫煙対策
佐藤　広和（JR札幌病院　保健管理部）

     3           これからの労働衛生行政の課題について考える

本持　仁史（厚生労働省北海道労働局　労働基準部健康課）

     4           ストレスチェック制度への対応

西條　泰明（旭川医科大学社会医学講座　公衆衛生学・疫学分野）

     5           第4次産業革命に対応する産業保健活動

吉田　貴彦（旭川医科大学社会医学講座　衛生学健康科学分野）

産衛誌　62巻, 2020
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