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10000 P2-087 齊尾 武郎
SMBC日興証券健康管理室

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
マインドフルネスの功罪：治療・健康増進をめぐって

10001 O3-01 須賀 万智
東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座

一般口演 一般演題3 健康増進1 5月11日（木） 13:40-14:40 第6会場
生活習慣改善の行動変容ステージからみた職場の健康づくり対策の課題

10008 P3-087 吉永 英史
NTT東日本健康管理センタ

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
産業医と主治医の連携に際して診療情報提供書に記載すべき事項についての提

案

10009 P2-051 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

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
米国における危機対応に従事する労働者の安全衛生管理体制

10010 P3-119 木戸 尊將
東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
多層カーボンナノチューブ全身吸入暴露試験：暴露回数による脾臓の炎症反応の

検討

10011 P2-124 臼田 寛
大阪医科大学　衛生学・公衆衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
有機溶剤を取扱う屋内作業の作業環境管理が環境濃度・管理区分に与える影

響について

10012 O19-01 柳原 博樹
岩手県中部保健所

一般口演 一般演題19 健康診断1 5月13日（土） 9:30-10:30 第6会場
特定健診データからみた岩手県における地域・職域別の高血圧有病率、治療率、

管理率

10013 O4-01 山本 千代
三菱重工業　株式会社　神戸造船所

一般口演 一般演題4 産業看護 5月11日（木） 13:40-14:40 第8会場
産業看護職の研究実施に関連する要因

10015 P1-021 森本 英樹
森本産業医事務所

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
「治療と職業生活の両立支援」に関わる社会保険労務士の現状調査

10016 O9-01 辻田 敏
辻田労働衛生コンサルタント・産業医事務所

一般口演 一般演題9 メンタルヘルス3 5月12日（金） 9:30-10:30 第4会場
ストレスチェックからリーダーシップチェックへ　－A社の場合－

10017 P2-078 井上 彰臣
産業医科大学　産業生態科学研究所　精神保健学研究室

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
精神的不調に対する職の不安定性と役割曖昧さの相乗効果

10018 O22-01 小和田 暁子
大田区役所

一般口演 一般演題22 中小企業、感染症 5月13日（土） 10:30-11:30 第5会場
結核ハイリスク職場の結核検診におけるインターフェロンγ遊離試験の費用効果分析

10019 O21-01 水谷 明男
天心堂へつぎ病院　麻酔科

一般口演 一般演題21 メンタルヘルス6 5月13日（土） 10:30-11:30 第4会場
ストレスチェック後医師面接希望しない高ストレス者に対する、非専業産業医の対

応

10020 O9-02 浅井 裕美
東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題9 メンタルヘルス3 5月12日（金） 9:30-10:30 第4会場
マネジメントコンピテンシーに基づいた管理監督者の復職対応研修の効果：比較対

照試験

10022 O1-01 豊島 裕子
千葉県立保健医療大学　健康科学部　栄養学科

一般口演 一般演題1 メンタルヘルス1 5月11日（木） 13:40-14:40 第4会場
介護士のストレス－業務内容・背景別比較－

10023 P1-011 西田 光子
パナソニック（株）　エコソリューションズ社　マーケティング本部　人

事・総務部　近畿地区担当部　健康管理室
ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

ＶＤＴ健診に替わる取り組み～業務起因症状の撲滅を目指して～

10024 P1-012 下澤 淑子
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　国際保健医療

事業開発学分野
ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

大学病院に入院した若年性脳血管疾患患者のリハビリテーションと復職に関する症

例分析

10025 P2-125 大槻 剛巳
川崎医大・衛生

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
アスベスト長期曝露ヒト制御性T細胞株モデルにおける細胞周期の解析

10026 P1-050 石丸 知宏
一般財団法人西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所　健康

管理部
ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

わが国の看護師におけるHIVに感染した同僚の職場での受け入れ態度

10027 P3-058 西村 剛
ＮＥＣソリューションイノベータ　健康管理センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
メンタルヘルス不調による休職から復帰後の転機に影響する要因の検討

10028 O19-02 大江 千恵子
全国健康保険協会 福岡支部 企画総務グループ

一般口演 一般演題19 健康診断1 5月13日（土） 9:30-10:30 第6会場
ソーシャルマーケティングの手法を活用した特定健診未受診者への受診勧奨の効果

10029 P2-079 勝田 吉彰
関西福祉大学

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
新たな海外進出先拡大で必要なメンタルヘルス支援～ミャンマーにおける継続的観

察～

10031 P1-022 鈴木 敦子
（株）三越伊勢丹　三越日本橋本店　保健室

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職域におけるABC検診後の面談は内視鏡受検率向上に寄与するか？

10032 P2-052 宮城 啓
三菱重工業株式会社　人事労政部　長崎人事労政グループ　健康

衛生チーム
ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場

海外派遣社員に対する医療支援

10033 P2-001 長濱 さつ絵
東京都産業保健健康診断機関連絡協議会

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
職域健康診断の実施機関別有所見率の検討

10034 O10-01 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
一般口演 一般演題10 化学的因子1 5月12日（金） 9:30-10:30 第5会場

作業環境測定用捕集管における各種捕集剤の検討

10035 P3-106 堀口 俊一
大阪市立大学　医学部

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
鉛中毒の歴史に関する研究（16）医学中央雑誌による検索から（1913～

1926）4

10036 P3-088 平岡 晃
国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支

援部
ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場

がん治療スタッフ向け「治療と職業生活の両立支援」ガイドブックの作成

10037 O8-01 山口 敦子
（株）日立製作所　京浜地区産業医療統括センタ

一般口演 一般演題8 口腔保健 5月11日（木） 14:40-15:40 第8会場
某企業若手従業員における喫煙者と非喫煙者の歯科健診結果の比較

10038 P1-023 朝長 健太
厚生労働省　労働基準局　安全衛生部　労働衛生課　電離放射

線労働者健康対策室
ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

腫瘍マーカーによる進行がんを見逃さない手法の開発

10039 O12-01 渡邉 晋太郎
ジャパン　マリンユナイテッド株式会社

一般口演 一般演題12 過重労働 5月12日（金） 9:30-10:30 第8会場
労働衛生機関職員の酸化ストレス

10040 P1-124 末滿 達憲
労働衛生コンサルタント

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
放射線規制法令で実効線量Svを用いた被爆限度の表示は適切か？　－国連傘

下機関―

10041 O5-01 今村 幸太郎
東京大学　大学院医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題5 メンタルヘルス2 5月11日（木） 14:40-15:40 第4会場
時間選好の違いはインターネット認知行動療法（iCBT）の抑うつ症状改善に影

響するか？

10042 O6-01 大橋 りえ
産業医科大学　産業医実務研修センター

一般口演 一般演題6 粉じん2、病者就業 5月11日（木） 14:40-15:40 第5会場
身体疾患者の復職時の就業配慮の課題に関する従業員規模毎の担当者インタ

ビュー調査

10045 P3-049 山科 李香
アビームシステムズ株式会社

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
外部心理職専門家（EAPカウンセラー）の内部参画による中途入社者適応支援
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10046 P3-001 近藤 晃弘
三菱名古屋病院　リハビリテーション科

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
現場作業者における運動器の疼痛の有症率に関するアンケート調査

10047 P3-115 金 良昊
蔚山大学病院

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
パーキンソン症状を伴う肝硬変患者のDAT PET所見

10048 P2-080 朴 正鮮
大邱カトリック大学

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
韓国での長時間労働：韓国就業者勤労環境調査結果

10049 P3-089 中山 明子
帝京大学　大学院　産業保健プログラム

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
動物実験事故防止対策

10051 P3-030 辻村 裕次
滋賀医科大学　社会医学講座　衛生学

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
私立大学教員の労働実態 ―数事例の導入調査―

10052 P1-031 安部 留美
旭化成メディカルMT株式会社　大分環境安全部

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
<B>企業における腰痛予防への対策支援</B>

10053 O10-02 須田 恵
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 一般演題10 化学的因子1 5月12日（金） 9:30-10:30 第5会場

1,2-ジクロロプロパン曝露時のマウス血液・肝臓・胆汁中の中間代謝物濃度の比較

10054 O22-02 清水 少一
三菱電機（株）鎌倉製作所　健康増進センター

一般口演 一般演題22 中小企業、感染症 5月13日（土） 10:30-11:30 第5会場
雇入時における予防接種の状況　～新卒中途、疾病別の傾向～

10055 P1-001 丸山 智美
金城学院大学　生活環境学部

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
給食の健康教育媒体としての認識の有無による教育媒体と減塩メニューの利用率

の相違

10056 O12-02 高橋 正也
労働安全衛生総合研究所

一般口演 一般演題12 過重労働 5月12日（金） 9:30-10:30 第8会場
情報通信系労働者の睡眠問題：勤務間インターバルと心理的距離の組合せ効果

10058 P2-041 柿沼 歩
NEC産業保健サポートセンター

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
IT技術を活用した保健指導システムの開発　～第2報～

10059 P3-031 藤村 昌彦
広島都市学園大学　健康科学部　リハビリテーション学科

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
持ち上げ動作における足趾把持機能が脊柱起立筋に及ぼす影響

10068 P2-060 奥野 敬生
日本

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
一企業における男性の職種によるストレスに関連する要因

10070 O10-03 Kamonwan Promtes
Faculty of Public Health, Mahidol University

一般口演 一般演題10 化学的因子1 5月12日（金） 9:30-10:30 第5会場
フタル酸エステル類のセメントによる加水分解と有害化学物質の発生

10071 P1-078 川崎　 ゆりか
日本車輌製造（株）

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
抑うつ者への個別保健指導の効果～抑うつ、不眠、疲労の変化～

10072 O21-02 西谷 直子
椙山女学園大学　看護学部

一般口演 一般演題21 メンタルヘルス6 5月13日（土） 10:30-11:30 第4会場
不眠の程度別での2年間における心身の健康状態

10073 O13-01 山本 誠
ヤマハ健康管理センター

一般口演 一般演題13 メンタルヘルス4 5月12日（金） 10:30-11:30 第4会場
某製造業での過去9年間における精神疾患病気欠勤者の現状とその転帰

10075 P1-074 藤野 善久
産業医科大学　公衆衛生学教室

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
精神科外来受診中のうつ病労働者における労働機能障害に関する検討

10076 P1-013 八幡 亜紀子
日本発条株式会社　企画管理本部　人事部

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職場における受動喫煙対策の取り組み　-読書療法による個別禁煙支援の効果-

10077 P3-068 佐藤 左千子
ＮＴＴ東日本健康管理センタ

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ラインケア「見る・聴く・つなぐ」の阻害要因

10078 O14-01 李 香
名古屋大学大学院医学系研究科 環境労働衛生学

一般口演 一般演題14 化学的因子2 5月12日（金） 10:30-11:30 第5会場
ヒ素の職業曝露と難聴リスクの可能性

10079 O13-02 津野 陽子
東京大学　政策ビジョン研究センター　健康経営研究ユニット

一般口演 一般演題13 メンタルヘルス4 5月12日（金） 10:30-11:30 第4会場
健康経営の枠組みに基づく成人期の注意欠如多動症と生産性および精神健康の

関連

10080 O8-02 澁谷 智明
日立製作所京浜地区産業医療統括センタ

一般口演 一般演題8 口腔保健 5月11日（木） 14:40-15:40 第8会場
某企業における歯科レセプトデータと生活習慣病との関係

10082 O22-03 森口 次郎
京都工場保健会

一般口演 一般演題22 中小企業、感染症 5月13日（土） 10:30-11:30 第5会場
京都府医師会における産業医が知るべき企業情報に関する意識調査分析

10083 P3-011 横川 智子
東海旅客鉄道株式会社　健康管理センター　静岡健康管理室

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
健康診断問診票における睡眠に関する質問項目の有意性の検討：PSQIとの関

連について

10084 P3-021 小野 郁美
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　看護科学専攻

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
女性看護師における自覚症状の実態

10085 P3-012 高柳 泰世
本郷眼科・神経内科

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
石原式色覚異常検査表誤読者の色彩識別能力評価について

10087 P1-014 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

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
エコールとブラシニンの併用処理によるヒト大腸がん細胞の増殖抑制効果の増強

10088 P2-035 守田 祐作
新日鐵住金（株）名古屋製鐵所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
転倒防止を目的とした体力測定　第２報～体力測定と年齢との関連～

10089 O20-01 山本 暁生
神戸大学大学院　保健学研究科

一般口演 一般演題20 運動器障害1 5月13日（土） 9:30-10:30 第8会場
ウェアラブルストレッチセンサを用いた三次元腰椎角度計測法に関する研究

10090 O2-01 海老原 勇
職業性疾患・疫学リサーチセンター

一般口演 一般演題2 粉じん1 5月11日（木） 13:40-14:40 第5会場
石綿肺の病理組織学的所見

10091 P2-106 大藪 貴子
産業医科大学　産業生態科学研究所

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
長さの異なる銀ナノワイヤーの気管内注入試験

10095 O12-03 成定 明彦
愛知医科大学　医学部　衛生学講座

一般口演 一般演題12 過重労働 5月12日（金） 9:30-10:30 第8会場
ホワイトカラー労働者における先延ばし傾向と長時間労働の睡眠状態への影響

10096 P2-115 各務 竹康
福島県立医科大学　医学部　衛生学・予防医学講座

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
東京オリンピックの熱中症対策に向けた暑熱環境のリスクアセスメント

10097 P2-116 井上 直子
(独)労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
簡便な蛍光誘導体化反応条件による芳香族アミン高選択的分析方法の開発2

2 / 15 ページ



登録番号 演題番号 姓 名 筆頭発表者の所属機関名 発表形式 セッション名1 セッション名2 日付 時間 会場 演題名

第90回日本産業衛生学会　採択一覧　【登録番号順】

10098 P1-032 石川 美希
サンスター株式会社　研究開発部

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
生活習慣病予備群への宿泊型新保健指導の効果～「心身健康道場」を活用した

事例～

10099 P1-060 福山 和恵
神戸労災病院　臨床学術研究センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
総労働時間と抑うつとの関連に関する研究－　特に男女差の違いを中心にー

10100 P1-079 三上 京子
アビームコンサルティング株式会社　健康支援室

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
コンサルティングファームにおけるラインケアマニュアル

10101 P2-069 高木 二郎
山陽学園大学　大学院　公衆衛生学

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
日本語版Living a Calling Scaleの開発

10102 P3-116 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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
PM<SUB>2.5</SUB>およびPM<SUB>10</SUB>-

PM<SUB>2.5</SUB>中微生物濃度測定方法の検討

10103 P3-013 山下 奈々
株式会社リコー

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
事務機製造業における海外駐在員の生活習慣と海外生活の満足度の調査

10104 P3-022 宋 裕姫
日産自動車健康保険組合

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
傷病休業と関連する因子の検討―ある製造企業における後ろ向きコホート研究

10110 P1-024 畑中 三千代
四日市看護医療大学看護研究センター

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
乳がん経験者の就労困難感に関連する要因

10111 O23-01 本多 融
（株）日立製作所　日立健康管理センタ

一般口演 一般演題23 健康診断2 5月13日（土） 10:30-11:30 第6会場
緑内障検診におけるOCT検査の有用性の検討

10112 O16-01 杉森 千聖
（株）日立製作所　日立健康管理センタ

一般口演 一般演題16 生活習慣 5月12日（金） 10:30-11:30 第8会場
喫煙習慣と糖尿病発症：アディポネクチン及びインスリン抵抗性の影響に関する検

討

10113 P2-096 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講座

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
界面活性剤を使用した活性炭からの有機溶剤の脱着におけるビルダーとpHの影響

10114 O15-01 工藤 雄一朗
医療法人　社団せいおう会　鶯谷健診センター

一般口演 一般演題15 健康増進4 5月12日（金） 10:30-11:30 第6会場
職種別に見た日本人勤労者のメタボリックシンドロームの新規発症率

10115 O20-02 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

一般口演 一般演題20 運動器障害1 5月13日（土） 9:30-10:30 第8会場
廃棄物中間処理業における作業環境の研究

10116 P3-107 飯田 真智子
名古屋大学大学院　医学系研究科　環境労働衛生

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
紫外線誘発性皮膚障害に対する予防療法

10117 P1-125 笛田 由紀子
産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制御学講座

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
脳内マイクロダイアリシスプローブに用いる再生セルロース膜の有機溶剤透過性

10118 O24-01 日比野 稔
国際セントラルクリニック

一般口演 一般演題24 運動器障害2、職場改善 5月13日（土） 10:30-11:30 第8会場
健康な事務系職男性の労働時間と頭痛: 横断調査と一年後追跡調査

10119 O9-03 安藤 絵美子
東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題9 メンタルヘルス3 5月12日（金） 9:30-10:30 第4会場
部署のソーシャル・キャピタルの心理的ストレス反応への文脈効果：２年間の追跡

調査

10120 P2-088 山下 貴裕
株式会社　堀場製作所　健康管理室

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェックにおける適切な要約統計量

10121 P2-097 江森 美菜子
パナソニック　システムネットワークス株式会社　佐江戸健康管理室

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
禁煙しやすい環境づくり　―喫煙対策３ヵ年計画―

10122 P1-002 浅野 しほ
日本特殊陶業株式会社

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
再雇用された高年齢労働者の職務満足感に関連する要因

10123 O11-01 遠藤 弥生
東日本旅客鉄道株式会社　高崎鉄道健診センター

一般口演 一般演題11 健康増進3 5月12日（金） 9:30-10:30 第6会場
定期健診時の尿酸性度告知と保健指導の介入による健康意識・生活習慣行動

の改善効果

10124 P1-061 縄田 直恵
宇部興産株式会社　総務･人事室　健康管理センター　健康管理

室
ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

メンタルヘルス不調に伴う休務を繰り返す労働者への適切な復職支援方法の検討

10125 O2-02 田中 昭代
九州大学　大学院医学研究院　環境医学分野

一般口演 一般演題2 粉じん1 5月11日（木） 13:40-14:40 第5会場
酸化インジウムの皮下および気管内投与による臓器インジウム濃度の比較

10126 P1-080 島津 明人
東京大学　大学院医学系研究科　精神保健学分野

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
歩行速度とストレス反応およびワーク・エンゲイジメントとの関連

10127 P1-069 吉次 聖志
東京海上日動メディカルサービス株式会社

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
休職期間の満了が間近なメンタル不調者の復帰判断－精神科産業医の立場から

－

10128 P1-126 市原 学
東京理科大学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
有機錫曝露労働者の尿中・血液中トリメチル錫のバイオマーカーとしての有効性の

検討

10129 P3-059 堤 明純
北里大学　医学部　公衆衛生学単位

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェックにおける高ストレス者抽出基準の特性についての検討

10130 P3-060 橋本 真一
橋本産業医事務所

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェック後高ストレス者医師面接の６例

10131 O4-02 宮田 由加利
医療法人　桜十字　桜十字病院

一般口演 一般演題4 産業看護 5月11日（木） 13:40-14:40 第8会場
熊本地震における病院職員を対象とした保健活動

10132 O21-03 鈴木 知子
北里大学　医学部　公衆衛生学

一般口演 一般演題21 メンタルヘルス6 5月13日（土） 10:30-11:30 第4会場
発達障害傾向と仕事の生産性（プレゼンティーズムWHO-HPQ日本語版）の関

連

10133 O12-04 藤平 和弘
神戸大学 保健管理センター

一般口演 一般演題12 過重労働 5月12日（金） 9:30-10:30 第8会場
本学における長時間労働者への面接指導（－10年間、1,079例の解析－）

10134 O5-02 原田 暢善
産業技術総合研究所　関西センター

一般口演 一般演題5 メンタルヘルス2 5月11日（木） 14:40-15:40 第4会場
フリッカー値および自覚的疲労指標の経時的変動性とZung式うつ性自己評価尺

度の関連

10135 O23-02 川島 正敏
東海旅客鉄道株式会社健康管理センター東京健康管理室

一般口演 一般演題23 健康診断2 5月13日（土） 10:30-11:30 第6会場
蛋白尿及び推算糸球体ろ過量の組み合わせによる分類と血圧との関連性の検討

10136 P2-107 和泉 弘人
産業医科大学　産業生態科学研究所　呼吸病態学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
ナノ材料による肺の有害性を遺伝子発現量で早期に評価する方法の開発

10139 P2-036 今野 由将
 新日鐵住金（株）製鋼所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
転倒防止を目的とした体力測定　第３報　～バランス能力指標の選択について～
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10140 O7-01 渡辺 和広
東京大学大学院医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題7 健康増進2 5月11日（木） 14:40-15:40 第6会場
職場の心理社会的要因とメタボリックシンドロームの発症：系統的レビューとメタ分

析

10141 O15-02 山瀧 一
一般財団法人　君津健康センター

一般口演 一般演題15 健康増進4 5月12日（金） 10:30-11:30 第6会場
肥満有所見率の高い職場は非肥満者において体重増加リスクとなるか？

10146 P1-096 中田 光紀
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 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
労働者における喫煙・受動喫煙と自殺企図の関連

10147 P1-003 山鳥 大材
パナホーム（株）千里地区健康管理室

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
高リスク者への就業制限制度を導入した後の高血圧該当者数の変化

10148 P3-002 雉子牟田 美香
オムロンヘルスケア株式会社

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
女性従業員を対象とした低周波治療器による月経痛と月経随伴症状の緩和効果

の検討

10149 P1-004 小池 学
ブラザー工業株式会社　健康管理センター

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職域におけるクレアチニン・eGFRの重要性と職場介入の時期の検討

10150 P3-090 河原崎 絵美
JR東日本健康推進センター　保健看護室

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
保健師の職場巡視における保健指導に関する意識調査

10153 P3-039 中村 美香子
一般財団法人　君津健康センター

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
男性従業員におけるBMIと睡眠時間の関連

10154 P1-033 冨岡 公子
奈良県立医科大学　県民健康増進支援センター

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
地域在住高齢者における就労を含めた社会参加と手段的自立との関連

10156 O18-01 梶原 孟仁
名古屋大学大学院　医学系研究科　環境労働衛生学

一般口演 一般演題18 物理的因子 5月13日（土） 9:30-10:30 第5会場
同一紫外線量における紫外線強度および曝露時間の違いが健康に及ぼす影響

10157 P1-081 山口 陽子
筑波大学　大学院　人間総合科学研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
看護職者のワーク・エンゲイジメントとストレス対処力（Sense of coherence）と

の関連

10158 O13-03 関屋 裕希
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野

一般口演 一般演題13 メンタルヘルス4 5月12日（金） 10:30-11:30 第4会場
総合健康リスク値が高い職場は、高ストレス者の割合が多いのか

10159 P1-097 人見 和美
株式会社　堀場製作所　健康管理室

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
アブセンティズムに関わる言葉を整理する

10160 P1-062 小笠原 彩菜
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
メンタルヘルス不調者の事例性に着目した「職場での困りごと整理シート」の開発

10161 P1-041 豊田 桃子
新日鐵住金株式会社　名古屋製鐵所　安全環境防災部　安全健

康室
ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

某社における新型タバコ製品の実態調査(2)電子タバコの危険性の認識

10162 P1-042 園田 央亙
防衛医科大学校　衛生学公衆衛生学講座

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
海上自衛隊新入隊員における歯磨回数と入隊後の齲蝕の発症について

10163 P1-070 池田 大樹
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

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
勤務間インターバルの確保はサイコロジカル・ディタッチメントを促進する

10164 P1-040 新海 知恵
新日鐵住金　名古屋製鐵所　安全環境防災部　安全健康室

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
某社における新型タバコ製品の実態調査(1)電子タバコの認知率と使用経験率

10165 O1-02 戸政 裕美
西日本旅客鉄道株式会社　広島健康増進センター

一般口演 一般演題1 メンタルヘルス1 5月11日（木） 13:40-14:40 第4会場
広島健康増進センターにおける社員参加型職場環境改善の取り組みについて

10166 P3-050 依田 健志
香川大学　医学部　公衆衛生学

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
地方の中小事業場における海外勤務の実態と健康管理に関する調査

10167 P1-043 吉住 次恵
一般財団法人　君津健康センター

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
60代男性従業員の適正飲酒の頻度と血圧変化についての検討

10168 P1-015 小川 真規
自治医科大学　保健センター

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職域で経験した希少な神経疾患の就労に関する考察

10169 P1-034 中道 裕子
NTT東日本　健康管理センタ

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
事業所と協働した特定保健指導－完了率向上とリピーターへの支援充実をめざし

て－

10170 P1-082 津野 香奈美
和歌山県立医科大学医学部衛生学教室

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
職場のインシビリティ（非尊重的態度）と精神的健康・身体愁訴との関連

10171 O1-03 林 俊夫
東京医科大学　公衆衛生学分野

一般口演 一般演題1 メンタルヘルス1 5月11日（木） 13:40-14:40 第4会場
心理社会的職場要因への累積曝露が労働者の精神不調に与える影響

10173 O24-02 川島 恵美
花王株式会社　人財開発部門　健康開発推進部

一般口演 一般演題24 運動器障害2、職場改善 5月13日（土） 10:30-11:30 第8会場
交替勤務と血中ビタミンD濃度∽FUNスタディ∽

10174 P1-087 野崎 律子
オムロン株式会社　東京事業所

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善の取り組み（第1報）

10175 O10-04 東 賢一
近畿大学・医・環境医学・行動科学

一般口演 一般演題10 化学的因子1 5月12日（金） 9:30-10:30 第5会場
低濃度二酸化炭素による建築物居住者の健康等への影響に関する近年の知見

10176 P3-032 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

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
肩こりの評価－筋弾力による客観的検討－　第5報

10177 P1-051 服部 真
（公社）石川勤労者医療協会　城北病院

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
医療従事者のヘリコバクター・ピロリ抗体陽性率は職種や医療行為と関連するか？

10180 P3-108 西田 典充
一般財団法人　京都工場保健会

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
有機溶剤ばく露と肝機能検査値の関係探索のためのパイロットスタディ

10181 P1-016 宮崎 孝
埼玉医科大学　医学部　社会医学

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
若年女性労働者の栄養摂取教育のための基礎研究

10182 O18-02 工藤 伸一
公益財団法人　放射線影響協会

一般口演 一般演題18 物理的因子 5月13日（土） 9:30-10:30 第5会場
職業集団における外因死に対する生活習慣、社会経済階層の関連についての一

考察

10183 P2-011 梅田 由美
パナソニック健康保険組合大阪健康管理室

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
事業所における健康づくり活動 ４年目の報告

10184 P1-088 吉場 暁子
三菱電機株式会社　京都製作所

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
ストレス調査結果の職場へのフィードバックの検討
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10185 P2-002 成松 勇人
三菱化学（株）水島事業所

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
外部委託による特定保健指導の経年的評価（その１）

10186 P1-017 横山 麻衣
産業医科大学 産業医実務研修センター

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
身体疾患を有する就労者の仕事と治療に関する患者質問紙調査

10187 P3-097 宇野 日出男
UHSマネジメント

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
産業医職場巡視の目的の再考

10188 P3-040 小島 美和子
有限会社クオリティライフサービス

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
時間栄養学を利用したアプリによる健康支援プログラムの有効性の検討

10189 P3-117 保利 一
産業医科大学　産業保健学部　作業環境計測制御学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
光触媒溶射シリカゲルによるメタノールの吸着・分解特性

10190 P3-091 阿南 伴美
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株）熊本テクノロジーセン

ター
ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場

熊本地震における産業保健対応～産業保健スタッフ向け危機対応マニュアルを活

用して～

10191 P3-023 松浦 祐介
産業医科大学　産業保健学部　広域・発達看護学

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
職域検診における子宮頸がん検診の実態調査　－現状と課題－

10192 O6-02 名取 雄司
横須賀中央診療所

一般口演 一般演題6 粉じん2、病者就業 5月11日（木） 14:40-15:40 第5会場
造船労働者の退職後の胸膜プラークのX線・ＣＴ写真の経年変化の意義の検討

10193 P2-108 五十嵐 友紀
産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性中毒学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
放射線被ばくによるDNA損傷とアスコルビン酸が体内解毒システムに与える影響の

評価

10194 O5-03 山内 貴史
（独）労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　過労

死等調査研究センター
一般口演 一般演題5 メンタルヘルス2 5月11日（木） 14:40-15:40 第4会場

2010年以降のわが国における精神障害の労災認定事案の分析

10195 P1-098 大渡 聡子
西部ガス株式会社 人事労政部健康相談室

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
平成28年熊本地震時の産業保健スタッフの被災地復旧活動支援-保健師の立

場から

10196 P1-018 高橋 佳代
オムロン株式会社

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
内臓脂肪面積測定の介入による健康診断結果への影響

10197 O4-03 相良 美奈
日本たばこ産業株式会社　人事サービス部福岡駐在

一般口演 一般演題4 産業看護 5月11日（木） 13:40-14:40 第8会場
熊本地震における産業保健活動を振り返る

10198 P3-098 南 牧子
東芝ヒューマンアセットサービス（株）産業安全保健統括センター

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
職域における救急蘇生法の普及のあり方に関する検討

10199 P2-061 大河原 眞
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
診療情報提供依頼書の記載内容と精神科主治医から得られる情報や返書のしや

すさの関連

10200 O20-03 安達 由那
帝京大学大学院　公衆衛生学研究科

一般口演 一般演題20 運動器障害1 5月13日（土） 9:30-10:30 第8会場
遊技場における腰痛の実態と要因に関する調査研究

10201 O7-03 荒木 由美
全国土木建築国民健康保険組合

一般口演 一般演題7 健康増進2 5月11日（木） 14:40-15:40 第6会場
宿泊型保健指導『スマートチェンジプログラム』２年目の取組みから見えてきたこと

10202 P1-127 平工 雄介
三重大学大学院　医学系研究科　環境分子医学分野

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
インジウム曝露ラット肺における炎症関連分子の解析

10203 O7-02 渡邊 文
全国土木建築国民健康保険組合

一般口演 一般演題7 健康増進2 5月11日（木） 14:40-15:40 第6会場
健康診断の結果によって行動変容を起こす勤労男性の特徴

10204 O18-03 押野 玲奈
名古屋大学大学院　医学系研究科　環境労働衛生学

一般口演 一般演題18 物理的因子 5月13日（土） 9:30-10:30 第5会場
低周波騒音の健康リスク評価と遮音材の有効性の生物学的検討

10205 O20-04 坪井 大和
神戸大学大学院　保健学研究科　地域保健学領域　地域保健学

分野
一般口演 一般演題20 運動器障害1 5月13日（土） 9:30-10:30 第8会場

腰痛を有する介護職員における運動恐怖感とプレゼンティーズムの関連

10206 P2-062 川合田 幸枝
コマツキャステックス株式会社

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェック結果を職場環境改善に活かす取り組み

10207 P2-126 榊原 洋子
愛知教育大学　教育学部

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
図書館の古典籍の頁間に撒かれていた石綿含有白粉への労働衛生的対応

10209 P3-024 小笠原 隆将
三菱ふそうトラック・バス株式会社

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
復職者の再休務率と疾病別の要因について：職域多施設共同研究J-ECOH

study（第18報）

10210 P1-044 相部 里美
東海旅客鉄道株式会社　健康管理センター

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
40歳未満の社員に対する特定保健指導の効果

10213 P1-106 堀江 正知
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
職場における熱中症発症者の個人差に関する症例対照研究

10214 P1-089 石橋 義彦
宮城県立精神医療センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
被災自治体職員と協同した早期介入によるンタルヘルス改善活動モデルの提案

10215 P1-071 内田 満夫
信州大学　総合健康安全センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
長時間労働とメンタルヘルスの関連：傾向スコアを用いたモデリングによる評価

10216 P3-033 松元 俊
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 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
勤務間での余暇活動内容の違いと疲労回復欲求および精神健康の関連性：介

入前調査より

10217 O1-04 松田 正道
三越日本橋本店

一般口演 一般演題1 メンタルヘルス1 5月11日（木） 13:40-14:40 第4会場
ストレス判定に影響を及ぼす背景因子は何か？

10218 P1-045 小堀 小恵子
イビデン株式会社　経営企画本部　人事・総務部　健康管理推進

センター
ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

進化する“事業場：運動習慣化活動” 「ニコニコ活動」

10219 P2-031 岩根 幹能
新日鐵住金　和歌山製鐵所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
労働ストレスモデルから見た交代勤務者の睡眠に影響する因子

10220 P3-109 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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
殺虫剤散布作業・関連業務従事者の薬剤使用品目および尿中代謝物量の変遷

10221 P1-107 横谷 俊孝
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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
装用したまま会話が可能とされる耳栓の語音弁別能

10222 O2-03 大西 誠
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
一般口演 一般演題2 粉じん1 5月11日（木） 13:40-14:40 第5会場

多種類の単層カーボンナノチューブのマーカーを用いた微量定量法の開発
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10223 P2-109 山内 博
聖マリアンナ医科大学　予防医学教室

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
悪性中皮腫の予防対策としてのアスベスト無害化と安全性評価

10224 P3-092 高橋 哲雄
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
農機具運転の適性能力を有効視野検査（UFOV）と健康診断結果から評価す

る研究

10225 O16-02 木村 宣哉
JR札幌病院　保健管理部

一般口演 一般演題16 生活習慣 5月12日（金） 10:30-11:30 第8会場
A社の40歳男性従業員の内臓脂肪肥満に関連する35歳時の生活習慣

10226 P2-012 正田 絵里子
東京海上日動メディカルサービス株式会社　第五医療部

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
嘱託産業医による産業保健体制導入後の健診結果の検討（１）―糖代謝に着

目して

10227 P3-099 佐々木 毅
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 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
建設業従事者の筋骨格系自覚症状に関連する要因

10228 P1-072 網中 雅仁
くらしき作陽大学　食文化学部　公衆衛生学

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
健常者におけるストレス指標と性差や健康状態との関連性

10229 O19-03 厚美 直孝
丸井健康保険組合健康促進センター

一般口演 一般演題19 健康診断1 5月13日（土） 9:30-10:30 第6会場
コントロール不良の糖尿病に対する就業制限の効果と課題：重症化予防の観点

から

10230 P3-093 篠原　 恵介
シャープ（株）　電子デバイス戦略本部

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
産業医学と旅行医学のクロスロード

10231 O9-04 大塚 創平
一般財団法人　京都工場保健会

一般口演 一般演題9 メンタルヘルス3 5月12日（金） 9:30-10:30 第4会場
労働衛生機関における新たな体操のワーク・エンゲイジメントに与える影響の検討

10232 P1-025 楠本 朗
リコー三愛グループ健康推進事業部

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
糖尿病の合併症としての歯周病の実態ならびに産業保健スタッフの対応について

10233 P1-116 野澤 弘樹
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
ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

振動工具の取り扱いによる神経伝導速度への影響

10234 O16-03 平島 美也子
TOTO株式会社　小倉第二工場

一般口演 一般演題16 生活習慣 5月12日（金） 10:30-11:30 第8会場
ドアtoドアの間接業務社員への効果的な介入

10235 P1-036 野口 由貴
コマツ　小山健康管理室

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
企業における糖尿病対策(第2報)糖尿病予備軍への食後血糖測定を含めた保健

指導

10236 P1-083 池田 愛
沖電気工業株式会社　健康推進室

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
仕事の時間的制約が労働時間と心理面に及ぼす影響の検討（第２報）

10237 P2-070 安田 博之
イビデン株式会社　経営企画本部　人事・総務部　健康管理推進

センター
ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場

海外赴任中に発生したメンタル不調者への対応の検討

10238 O15-03 金山 ひとみ
福井大学　医学部　国際社会医学講座　環境保健学領域

一般口演 一般演題15 健康増進4 5月12日（金） 10:30-11:30 第6会場
短縮版・気候療法プログラムが勤労者の気分状態に与える影響

10239 P2-089 井澤 修平
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

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
平日の勤務間インターバルの生理学的影響：唾液中コルチゾールを用いた検討

10240 P3-003 松澤 幸範
昭和電工　塩尻事業所　健康管理センター

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
職場における非燃焼・加熱式たばこ（iQOSなど）への対応について（予備調査

報告）

10241 P1-090 山下 哲史
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
生活記録表を用いたメンタルヘルス復職面談の効果

10242 P1-117 矢嶋 伊知朗
名古屋大学　院医　環境労働衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
ヒ素曝露によって引き起こされる黒皮症のモデルマウス樹立とその解析

10243 P2-042 山口 由紀子
出光興産株式会社　徳山事業所　医務室

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
企業での若年層に対する朝食摂取率上昇に向けた取り組み

10244 P3-051 弥富 耕平
一般財団法人 君津健康センター

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
病児の監護で職場離脱する労働者の「職場」「子ども」「保育所」への思いについて

10245 P2-032 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
ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場

モーションキャプチャによるMR検査動作の一般化の試み

10246 O9-05 岡本 康子
全国健康保険協会　東京支部

一般口演 一般演題9 メンタルヘルス3 5月12日（金） 9:30-10:30 第4会場
業態別メンタルヘルス障害発症リスクの検討

10247 O17-01 内田 陽之
京都工場保健会

一般口演 一般演題17 メンタルヘルス5 5月13日（土） 9:30-10:30 第4会場
フォーカシング的態度が仕事のモチベーションなどに及ぼす影響についての一考察

10248 O14-02 加藤 博子
東京工業大学　総合安全管理センター

一般口演 一般演題14 化学的因子2 5月12日（金） 10:30-11:30 第5会場
大学研究室のための化学物質の包括的なリスクアセスメント（その1：システムの構

築）

10249 P1-052 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

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
福祉用具の使用方法に関する再教育が介護者の腰痛予防に及ぼす影響

10250 P2-053 友常 祐介
コマツ　健康増進センタ

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
分散事業場における円滑な事例対応のための工夫 -事前相談シートの活用につい

て-

10253 O5-04 櫻谷 あすか
東京大学大学院　医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題5 メンタルヘルス2 5月11日（木） 14:40-15:40 第4会場
どのe-learningプログラムが心理的ストレス反応を低減させるか：マルチアームRCT

10254 O4-04 渡邊 はるか
株式会社　堀場製作所　健康管理室

一般口演 一般演題4 産業看護 5月11日（木） 13:40-14:40 第8会場
ストレスチェックにおける補足的面談の取り組み

10255 P1-108 齋藤 新
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
ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

アクロレインのラット及びマウスへの吸入曝露による発がん性及び慢性毒性

10256 P1-091 菊池 宏幸
東京医科大学　公衆衛生学分野

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
高ストレス者判定方法の比較～ストレスチェック７万人の結果から（第1報）～

10259 P1-026 中 沙織
アビームコンサルティング株式会社　健康支援室

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
時間栄養学を取り入れた保健指導の報告-生活改善アプリの活用-

10260 P1-109 辻 真弓
産業医科大学　医学部　産業衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
樹脂取り扱い作業従事者と一般人の化学物質特異的抗体値の比較

10261 P1-073 松橋 理恵
株式会社　マルハン

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
分散型事業形態におけるストレスチェック制度実施報告～運用ルール構築への取り

組み～
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10262 P2-003 大塚 俊昭
日本医科大学　衛生学公衆衛生学

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
血圧遠隔モニタリングシステムを用いた職場血圧の評価

10264 P2-071 大宮 康宏
PST株式会社

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
陸上自衛隊における新入隊員の音声によるストレス計測の試み

10265 O17-02 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

一般口演 一般演題17 メンタルヘルス5 5月13日（土） 9:30-10:30 第4会場
組織資源と職業性ストレスによる職場の類型化と精神的健康及び活力との関連の

検討

10266 P2-004 蟻正 明子
大阪府警察本部　警務部　健康管理センター

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
高LDL-C血症の単独有所見者に対する保健指導の検討

10269 P1-084 星野 貴子
日本発条株式会社　企画管理本部　人事部　（健康推進セン

ター）
ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

自動車部品関連会社におけるストレスチェックの傾向

10270 P2-110 堀 愛
筑波大学　医学医療系　福祉医療学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
病院環境および医療従事者の毛髪中の微量白金濃度測定：安全衛生対策導

入前後の比較

10271 P2-081 土屋 政雄
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
ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場

平日の勤務間インターバルの長さが1年後の精神的健康度に及ぼす影響

10272 P2-013 木岡 美彩
大阪府警察本部　警務部　健康管理センター

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
大阪府警察におけるCKD予防に向けた保健指導の検討

10273 P1-128 吉岡 亘
東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
炭酸リチウムが引き起こす尿濃縮障害を伴う水腎症

10274 P1-110 兵 行彦
JR東日本健康推進センター

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
若年者の騒音作業雇入時配置替え時の聴力検査結果について

10275 P2-117 佐野 圭亮
産業医科大学大学院　医学研究科　産業衛生学専攻

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
リスク管理のためのCHEMCADによる2成分系混合有機溶剤の気液平衡関係の

活用

10276 P2-014 松井 朝子
鹿島建設　株式会社　診療所

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
国民健康保険組合とコラボした社内「糖尿病プログラム」の報告

10277 P3-100 辻 洋志
南森町CH労働衛生コンサルタント事務所

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
治療就労両立、障害者雇用における合理的配慮：日米比較から導く今後の産業

医の役割

10278 O21-04 川上 憲人
東京大学　大学院医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題21 メンタルヘルス6 5月13日（土） 10:30-11:30 第4会場
インターネット労働者コホートによるストレスチェック制度の実施状況の把握と効果評

価

10279 P2-127 小嶋 純
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 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場

小型集塵装置による木材研磨粉じんばく露の抑制

10280 P2-043 田中　 里枝
産業医科大学　医学部　産業衛生学講座

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
職業と食習慣の関係

10281 P2-118 竹内 恵
公益社団法人　関西労働衛生技術センター

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
尿中ｔ,ｔ-ムコン酸の分析とバックグラウンド値

10282 P2-005 野中 美希
国立がん研究センター研究所　がん患者病態生理研究分野

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
抗がん剤ドキソルビシの心毒性に対するグレリン・デスアシルグレリン治療効果の検討

10283 O23-03 川崎 祐也
産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性腫瘍学

一般口演 一般演題23 健康診断2 5月13日（土） 10:30-11:30 第6会場
職業に起因する疾病予防に向けた遺伝情報の活用-珪肺を対象にした検討-

10284 P1-063 井戸 晴香
産業医科大学　産業生態科学研究所　精神保健学研究室

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
単身赴任期間と精神健康度との関係に対する緩衝要因の検討

10285 P3-110 宮島 江里子
北里大学　医学部　衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
一般労働者・患者集団における狭義のシックハウス症候群該当者の疾患背景

10288 P2-098 曽根 智史
国立保健医療科学院

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
専属産業医の事業場における在職死亡第18報（QQ継続調査2011-2015年、

死亡率と死因）

10289 O11-02 村上 郁也
富士通株式会社　健康推進本部　川崎健康推進センター

一般口演 一般演題11 健康増進3 5月12日（金） 9:30-10:30 第6会場
A事業所における建屋内禁煙前後の社会的ニコチン依存度の変化

10290 P2-006 赤羽 八重子
株式会社　ソシオネクスト

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
ウオークラリーを使った健康支援活動報告健康作りイベントを１４年間継続した取

り組み

10291 P1-099 梅津 美香
岐阜県立看護大学

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
産業保健活動における健診機関の看護職の役割機能

10292 P2-054 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

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
中小規模事業場を対象とした企業ヘルシー度指標に関するパイロット調査

10293 P3-014 岡元 千明
ＹＫＫ健康管理センター

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
働き方“変革への挑戦”プロジェクト定年延長に向けた健康支援に関する活動報告

10295 O14-03 石山 千恵美
東京工業大学　総合安全管理センター

一般口演 一般演題14 化学的因子2 5月12日（金） 10:30-11:30 第5会場
大学研究室のための化学物質の包括的なリスクアセスメント（その2：システムの実

証）

10296 P2-099 中野 修治
東芝　姫路半導体工場 健康支援センター

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
専属産業医の事業場における在職死亡第19報(QQ継続調査2011-2015年、

死因と健診結果)

10297 P2-072 奥田 昌之
山口産業保健総合支援センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
職業性ストレス簡易調査票と疲労蓄積度自己診断チェックリストの相関

10298 P3-034 鈴木 理恵
 筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学専攻

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
労働者の腰痛と職業性ストレスに関する研究の動向と今後の課題

10299 P2-082 中村 享子
ＳＭＢＣ日興証券株式会社　人事部　健康管理室

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェック制度導入と産業精神保健業務の広がり：従来型支援との差異に着

目して

10300 P2-083 浅岡 紘季
筑波大学医学群看護学類

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
看護師の衝撃的出来事と外傷性ストレス反応との関連に関する研究の動向

10301 P3-015 永尾 保
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
両立支援に関する主治医視点での就業復帰に考慮すべき問題点に対する実態調

査

10302 P3-078 影山 隆之
大分県立看護科学大学

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
12時間夜勤シミュレーション実験における休憩時間帯と早朝の覚醒度
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10303 P3-069 後藤 桜子
（株）OHコンシェルジュ

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
発達障害を有する社員への上司による支援・配慮のあり方について

10304 O15-04 堀野 研二
西部ガス株式会社　人事労政部　健康相談室

一般口演 一般演題15 健康増進4 5月12日（金） 10:30-11:30 第6会場
平成２８年熊本地震における都市ガス復旧活動に従事する復旧要員の支援活

動

10305 O24-03 吉川 悦子
東京有明医療大学　看護学部看護学科

一般口演 一般演題24 運動器障害2、職場改善 5月13日（土） 10:30-11:30 第8会場
メンタルヘルス一次予防のための参加型職場環境改善ファシリテータ研修の効果と

課題

10306 P1-053 渡辺 裕晃
大牟田市　企画総務部　職員厚生課

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
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２３

報

10307 P2-044 幾原 亜季
協会けんぽ　大阪支部

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
特定保健指導完了率向上に関わる要因～大阪の中小企業勤務者を対象に～

10308 P2-056 小澤 咲子
筑波大学　大学院 人間総合科学研究科

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
企業従業員の労働パフォーマンスに関する検討（第二報）心理社会的要因の職

位別相違

10309 P3-052 森本 信三
白浜はまゆう病院　南紀白浜温泉リハビリテーションセンター

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
当院における病棟勤務者の腰痛実態調査と取り組み

10310 P1-076 戸津崎 貴文
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
ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

過重労働従事者における気分・不安障害と労働機能障害の関連

10311 P1-054 菅原 保
医療法人　健友会　本間病院

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
地域産業保健センターにおけるコーディネーター、地域運営主幹の活動の現状と課

題

10312 O12-05 吉川 徹
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所過

労死等調査研究センター
一般口演 一般演題12 過重労働 5月12日（金） 9:30-10:30 第8会場

わが国における2010～2015年の脳・心臓疾患の労災認定事案のデータベース開

発と分析

10313 P1-009 坂井 寛毅
産業医科大学　産業生体科学研究所　産業保健経営学研究室

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
健康経営・コラボヘルス研究　第10報　単身赴任者が生活習慣に与える影響につ

いて

10314 O1-05 足立 英彦
東京大学　大学院医学系研究科　精神保健学分野

一般口演 一般演題1 メンタルヘルス1 5月11日（木） 13:40-14:40 第4会場
管理監督者教育を通じて部下のワーク・エンゲイジメントを高めることができるか

10315 P2-047 溝口 かおる
JR東日本　健康推進センター

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
睡眠時無呼吸症候群患者診断後の三年間の健診データ（BMI・血圧・血液検

査）の変化

10316 P1-111 齊藤 宏之
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 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
ミストファンによるWBGT値低減効果の実験的検討

10318 O3-02 道下 竜馬
産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科学研究室

一般口演 一般演題3 健康増進1 5月11日（木） 13:40-14:40 第6会場
職場単位で行うアクティブレストが労働者の労働生産性に及ぼす効果

10319 P3-041 田中 完
新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
AUDIT調査における問題飲酒者となる要因の分析

10320 P3-044 大島 圭恵
ダイフク健康保険組合

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
従業員の事業所内喫煙に関する意識調査－気質傾向から支援を考える－

10321 P3-042 門田 奈都紀
（株）ダイフク　健康保険組合

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
従業員の事業所内喫煙に関する意識調査―禁煙達成者の禁煙理由を検討する

―

10323 O23-04 鐘江 宏
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

一般口演 一般演題23 健康診断2 5月13日（土） 10:30-11:30 第6会場
日本人職域集団における高血圧発症率と血圧区分の検討

10324 P3-043 奥田 潤子
ダイフク健康保険組合

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
従業員の事業所内喫煙に関する意識調査－加濃式社会的ニコチン依存度を用い

て―

10325 P3-118 笠井 辰也
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
ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場

雌雄ラットを用いたアナターゼ型ナノ酸化チタン（aNTiO<SUB>2</SUB>）の2

週間吸入毒性試験

10327 P3-121 川波 祥子
産業医科大学産業生態科学研究所産業保健管理学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
電動ファン付き呼吸用保護具の種類による生体影響の比較（第一報）

10328 P2-111 權守 直紀
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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
汗のNa<SUP>+</SUP>/K<SUP>+</SUP>比を使用したエクリン汗腺の

機能評価

10329 P3-057 伊藤 千春
西武文理大学　看護学部　看護学科

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
中小企業における経営者と管理職の職場ストレッサー、行動特性の比較

10330 P1-037 佐藤 友美
川崎医科大学　公衆衛生学教室

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
若年期の体重変動と成人期におけるBMIとの関連性について

10331 P1-055 森鍵 祐子
山形大学　医学部　看護学科

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
地域産業保健センターにおける保健師配置状況と保健師の必要性

10335 P1-019 伊藤 尚子
独立行政法人　国立印刷局

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職域の健康診断成績の時系列的検討（生年群コホート）

10339 P2-037 井上 大輔
新日鐵住金（株）鹿島製鐵所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
転倒防止を目的とした体力測定　第4報 バランス能力と運動習慣の関係

10340 P2-090 井田 浩正
SOMPOリスケアマネジメント株式会社　ヘルスケア事業本部　企画

開発部
ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場

ストレスチェックによる疾病罹患・休務と関連する高ストレス者の抽出基準の検討

10341 P2-038 友永 泰介
新日鐵住金（株）　鹿島製鐵所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
転倒防止のための体力測定　第５報　～体力測定と飲酒パターンとの関連～

10342 P2-007 今川 かおる
オムロン株式会社

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
脳・心血管イベントゼロに向けた血圧測定スタディの健康管理への活用（第１報）

10344 P2-015 高橋 大悟
全国労働金庫健康保険組合　総務事業部

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
データヘルス計画に基づく生活習慣病重症化予防のための保健事業～治療薬の

中断状況～

10345 P1-092 荒幡 絵美
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター　附属健康増進セン

ター　ストレス・健康企画部
ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

ストレスプロフィールの職種別比較～ストレスチェック７万人の結果から（第2報）～

10347 P1-118 薮田 十司
北里大学　医療衛生学部　健康科学科　衛生管理学教室

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
異なるフィルター径を同一面速で吸引した場合の捕集濃度の比較検討

10348 P1-046 巽 あさみ
浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
若年女性労働者の不眠に対する包括的睡眠改善プログラムの効果
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10349 P2-100 春日 美穂
東海大学　健康科学研究科　看護学専攻

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
産業保健師が保健事業評価を行う際に必要な専門能力

10350 P2-063 小木 和孝
公益財団法人大原記念労働科学研究所

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
参加型職場環境改善活動を効果的に継続するために必要な取り組み

10351 P2-064 亀山 晶子
株式会社　日本ヴィクシー・コーポレーション　ウェルビーイング研究所

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
職場ストレス要因の改善についての検討：ストレスチェックの経年データから

10352 P2-016 福村 智恵
大阪市立大学大学院　生活科学研究科

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
男性交代制勤務者の各シフト勤務時の食事における主食・主菜・副菜の摂取状

況

10353 P1-119 田渕 翔大
産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健管理学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
夏期の暑熱順化に伴う屋外労働者の発汗能及び体温の変化

10355 P1-129 吉浦 由貴子
産業医科大学　産業生態科学研究所

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
シリカ粒子気管内注入によるBALF中SP-Dの検討

10356 P2-091 門間 貴史
筑波大学

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
企業従業員における組織風土とSense of coherenceとの関連

10357 P2-055 菊地 亜矢子
筑波大学大学院　人間総合科学研究科

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
企業従業員の労働パフォーマンスに関する検討（第一報）属性・心理社会的要

因との関連

10358 P1-112 藤澤 有里
産業医科大学　産業生態科学研究所

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の細胞内取り込み機序とその意義

10359 P2-045 白倉 佳代子
HOYAサービス株式会社　ＨＯＹＡグループ　ＯＳＨ推進室

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
簡易ロコモーショントレーニング導入による予防効果

10360 P1-113 田中 友一朗
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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
暑熱作業における肥満、高血圧、耐糖能異常、喫煙習慣を有する労働者の発汗

と体温上昇

10361 P1-027 佐藤 衣利子
東京海上日動メディカルサービス株式会社　健康プロモーション事業

部　コーポレートサポート室
ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場

嘱託産業医による産業保健体制導入後の健診結果の検討（２）－肝機能にお

ける考察－

10362 P1-005 芦澤 収
全国健康保険協会　福岡支部

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
レセプトを用いたC型肝炎検査後の受療行動の分析

10363 O13-04 宮中 大介
ピースマインド・イープ株式会社

一般口演 一般演題13 メンタルヘルス4 5月12日（金） 10:30-11:30 第4会場
項目反応理論によるストレスチェック制度における高ストレス者選定方式の妥当性の

検討

10364 P3-070 金森 悟
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
職場の良好な人間関係構築の事例収集：イントラネット調査自由記述の質的分

析

10365 P2-112 遠藤 友貴美
産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健管理学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
防塵マスクへの伝声板の付属による音声減衰の改善

10366 O5-05 甲斐 裕子
公益財団法人　明治安田厚生事業団　体力医学研究所

一般口演 一般演題5 メンタルヘルス2 5月11日（木） 14:40-15:40 第4会場
身体活動が1年後のpresenteeism（プレゼンティーズム）に及ぼす影響

10367 P2-084 馬屋原 瑶子
富士通株式会社　健康推進本部　本社健康推進センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
長時間残業面接に対する従業員の意識調査

10368 P2-034 白坂 泰樹
新日鐵住金（株）君津製鐵所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
転倒防止を目的とした体力測定　第1報　～転倒と体力との関連～

10369 P3-061 西村 夏弥
ブラザー工業株式会社　健康管理センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
新入社員のSOCとストレスコーピング特性および生活習慣との関連

10370 P2-128 皆本 景子
熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生学分野

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
歯科医療従事者の業務に関連した結膜炎、鼻炎、喘息症状

10371 P2-129  ヴィージェ モーセン
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 産業疫学研究グールプ

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
妊娠中の血中水銀濃度と新生児の体重

10372 P3-035 垰田 和史
滋賀医科大学　社会医学講座　衛生学部門

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
腰痛･頸肩腕障害検診における自覚症状と機能検査結果の検討

10373 P2-065 金子 多香子
株式会社　日本ヴィクシー・コーポレーション　ウェルビーイング研究所

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェックの結果から休職者を予測する試み

10374 P1-035 赤瀬 陽子
コマツ　小山健康管理室

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
企業における糖尿病対策(第1報)糖尿病予備軍から糖尿病に進行した社員の特

性

10375 P2-017 土肥 紘子
富士通株式会社　健康推進本部

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
休養室の運用に関する調査・検討

10376 P2-092 島田 恭子
東洋大学　社会学部　社会心理学科

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
未就学児を持つ共働き夫婦におけるワーク・ライフ・バランスの精神的健康影響

10377 P3-025 明間 陵
高知大学医学部附属病院　放射線部

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
検診胸部Ｘ線デジタル画像における物理的評価指標の検討及び評価画像に関す

る考察

10378 P1-101 岩崎 可織
コマツ　健康増進センタ

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
社員全員を対象とした心肺蘇生法訓練の取組み（第２報）：当該事業所にお

ける活動報告

10379 P1-100 宮内 真奈美
小松製作所

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
社員全員を対象とした救命救急訓練の取り組み第1報

10380 P2-009 滝田 はるみ
オムロン株式会社

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
脳・心血管イベントゼロに向けた血圧測定スタディの健康管理への活用（第３報）

10381 O2-04 平田 美由紀
九州大学　医学研究院 　環境医学分野

一般口演 一般演題2 粉じん1 5月11日（木） 13:40-14:40 第5会場
インジウム作業者の毛髪に付着したインジウム粉じんの除去・付着防汚に関する研

究

10383 O3-03 小泉　 妙子
医療法人社団せいおう会鶯谷健診センター

一般口演 一般演題3 健康増進1 5月11日（木） 13:40-14:40 第6会場
傾向スコアマッチングを用いた特定保健指導によるメタボリックシンドローム改善効果

10386 P2-021 垣崎 沙緒里
パナソニック東京汐留ビル健康管理室

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
特定保健指導におけるパナソニック製内臓脂肪計による内臓脂肪数値化の効果

10387 O17-03 木村 玲美
浜松総務部有限会社いきいき職場応援事業部

一般口演 一般演題17 メンタルヘルス5 5月13日（土） 9:30-10:30 第4会場
ポジティブメンタルヘルスにおける職場環境改善「職場デザイン」の実践報告
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10388 P2-046 神奈川 芳行
東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本健康推進センター

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
睡眠時無呼吸症候群確定診断後三年間の治療内容や生活習慣等の変化につ

いて

10389 P3-045 内藤 美生
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　歯学教育開発

学分野
ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場

新聞印刷工場における口腔保健介入調査

10391 P2-113 山内 武紀
昭和大学　医学部　衛生学公衆衛生学講座　衛生学部門

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
LC-MS/MSを用いた尿中トリクロロ酢酸検出法の検討

10392 O6-03 森本 泰夫
産業医科大学　産業生態科学研究所

一般口演 一般演題6 粉じん2、病者就業 5月11日（木） 14:40-15:40 第5会場
気管内投与試験が吸入毒性評価スクリーニング試験として有用性

10393 P1-093 市川 佳居
ピースマインド・イープ株式会社　国際EAP研究センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
EAP支援による効果測定の試み(第一報) -2種類の指標

（WOS<SUP>R</SUP>とPAF）を用いた測定から-

10394 P1-104 市川 周平
三重大学　大学院医学系研究科　地域医療学講座

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
主治医は産業医との連携をどう認識しているか？

10395 P2-022 岡部 花枝
コマツ

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
分散事業場の健診事後措置【第2報】糖代謝異常を対象とした脳心血管疾患の

予防

10396 P2-073 小田切 岳士
医療社団法人弘冨会　神田東クリニック/MPSセンター/産業精神保

健研究所
ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場

ワーク・エンゲイジメント向上に影響を与える要因の検討

10397 P1-105 北村 大
三重大学　医学部　附属病院　総合診療科

ポスター 産業看護・その他3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
主治医側の産業医との連携に関する認識と疾患ごとの連携の実際，そのギャップの

背景

10398 P3-079 森 浩平
医療社団法人弘冨会　神田東クリニック/MPSセンター/産業精神保

健研究所
ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場

ワーク・エンゲイジメントに影響を与える仕事の資源に関する調査研究

10399 P2-093 栗岡 住子
大阪市立大学大学院　経営学研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
職場のソーシャル・キャピタルを高める職場環境要因の検討

10400 P1-130 近藤 直登
東京理科大学　薬学部

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
ジクロロプロパン曝露はヒト胆管細胞で活性化誘導シチジンデアミナーゼ発現を誘導

する

10402 P1-006 田中 亜希子
JA全農　健康サポート室

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職域における胃がんリスク検診（ABC検診）第2報：事後フォローの結果

10404 P2-094 野波 善郎
日本赤十字社　熊本健康管理センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
熊本地震後の自治体職員健康支援の取り組み

10405 P2-033 福谷 直人
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻理学療法学講

座
ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場

病棟看護師の腰痛と労働生産性（プレゼンティーイズム）の関連性

10406 P1-047 吉田 俊香
（一財）NSメディカル・ヘルスケアサービス

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
職域における歯科衛生士による包括的な口腔保健教育の取り組み

10407 P2-023 伊藤 敬
新日本無線株式会社

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
疾病による就業影響の季節的影響についての検討

10408 P1-102 錦戸 典子
東海大学大学院　健康科学研究科看護学専攻　産業保健看護

学領域
ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

保健事業展開における産業保健師の専門能力の発揮状況 （第1報）キャリア段

階別の分析

10409 P3-095 荒木田 美香子
国際医療福祉大学　小田原保健医療学部

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ロールプレイを活用した研修の計画・運営能力の向上をめざした保健師研修の効果

10410 P1-094 黒川 泰伸
医療法人　順風会　順風会　健診センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
ストレスチェックに伴う順風会の取り組み

10411 O22-04 安部 仁美
株式会社　OHコンシェルジュ

一般口演 一般演題22 中小企業、感染症 5月13日（土） 10:30-11:30 第5会場
中小企業における良好事例から見た「がん治療と職業生活の両立支援」のあり方

10412 O15-05 蘇 リナ
（独）労働安全衛生総合研究所　過労死等調査研究センター

一般口演 一般演題15 健康増進4 5月12日（金） 10:30-11:30 第6会場
労働者の座位行動が全身持久性体力に及ぼす影響

10413 P3-080 田村 昭彦
九州社会医学研究所

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
大災害時に医療機関の職員の健康をまもる取り組み

10414 P3-004 小林 敏生
広島大学大学院医歯薬保健学研究院　健康開発科学研究室

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
宿泊型の森林セラピーが心理および生理機能に及ぼす効果―抑うつの有無別の比

較ー

10415 P3-062 本間 悠子
（株）三越伊勢丹ホールディングス　健康管理推進室

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
休業者のストレスチェック結果についての傾向調査

10416 O24-04 立道 昌幸
東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学

一般口演 一般演題24 運動器障害2、職場改善 5月13日（土） 10:30-11:30 第8会場
近視眼を有するVDT機器の長時間使用者は緑内障発症リスクが高い

10419 P3-053 吉田 麻美
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　看護科学専攻

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
中高年看護師のプレゼンティーズムと仕事のストレッサーや行動特性との関連

10422 P1-028 入谷 智子
全国健康保険協会　京都支部

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
女子大生の喫煙に対する精神的な許容の差と周囲の喫煙状況と生活習慣の比

較

10423 P2-010 浅野 峰子
公益社団法人　関西労働衛生技術センター

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
健診機関の基準値と基準値変更による有所見者数、有所見者率の変化

10424 P3-063 野口 裕輔
医療法人社団こうかん会　京浜保健センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
長時間労働対策は健診データにおけるベネフィットファクターとなるか？

10425 O3-04 伊藤 真理
公益財団法人未来工学研究所

一般口演 一般演題3 健康増進1 5月11日（木） 13:40-14:40 第6会場
職域における子宮頸がん検診の実態について－健康保険組合団体での調査から

－

10426 P1-010 岩崎 まほこ
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

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
健康経営・コラボヘルス研究　第11報　生活習慣が精神疾患による長期欠勤に及

ぼす影響

10428 P1-057 木戸内 清
岐阜県東濃保健所

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
医療施設の血液・体液曝露による職業感染予防のための産業衛生活動の必要性

とその課題

10429 P1-103 島本 さと子
東海大学　健康科学部　看護学科

ポスター 産業看護・その他1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
保健事業展開における産業保健師の専門能力の発揮状況（第２報）学習状

況との関連

10430 P3-005 櫻木 園子
一般財団法人京都工場保健会

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
血清LDLコレステロールの年代別分布について
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10431 P3-071 河原 大陸
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
理学療法士の仕事のストレス要因およびポジティブ要因とストレス反応との関連

10432 P1-120 田中 貴浩
産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健管理学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
熱中症対策製品による身体冷却効果の検証

10433 P1-131 三宅 美緒
名古屋市立大学大学院医学研究科　環境労働衛生学分野

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
2-エチル-1-ヘキサノール吸入曝露中止後のマウス嗅上皮回復の病理学的解析

10434 P2-101 松田 有子
国際医療福祉大学　小田原保健医療学部

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
産業看護職の救急対応能力（コンピテンシー）の検討

10435 P3-016 高尾 昌明
医療法人社団若葉会　高重記念クリニック　予防医療センター

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
産業衛生における運動の重要性と健康寿命の延伸効果

10436 P3-120 太田 久吉
北里大学　医療衛生学部　衛生管理学産業保健学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
カドミウムの精巣毒性軽減とメタロチオネイン様カドミウム結合タンパク質の組織内分

布

10437 P1-008 永田 昌子
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
健康経営・コラボヘルス研究　第８報健康問題による生産性低下の年代別・職種

別の検討

10438 P3-006 齋藤 宏子
帝京大学大学院　公衆衛生学研究科

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
言わないと始まらない職場での母性健康管理―職場への早期妊娠報告の要因を

探る―

10439 P2-048 太田 雅規
福岡女子大学　国際文理学部　食・健康学科

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
混合軌跡モデルを用いた危険因子による特定保健指導の支援レベルの予測可能

性

10440 P1-064 曽我部 真代
株式会社フォルテ

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
復職困難な事例を解決に導いた外部機関としての試み～企業と取り組む新しい介

入方法～

10442 P3-064 荒薦 優子
資生堂ジャパン株式会社

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
大卒新入社員のストレス状態、ストレス対処能力、職業性ストレスの縦断的検討

(第7報)

10443 P3-094 三橋 祐子
東海大学　健康科学部　看護学科

ポスター 産業看護・その他1 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
地域保健との連携における産業看護職のコンピテンシーに関する検討（第2報）

10444 O22-05 永谷 照男
名古屋市立大学　大学院医学研究科　公衆衛生学

一般口演 一般演題22 中小企業、感染症 5月13日（土） 10:30-11:30 第5会場
子育て期女性の就労と家事の相互健康影響: baseline data 7-有配偶者の健

康・幸福感

10445 P3-072 桑原 恵介
帝京大学　大学院公衆衛生学研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
残業時間の4年間の変動パターンと前糖尿病からの2型糖尿病発症：J-ECOHス

タディ第19報

10446 P1-007 高木 絵里子
コニカミノルタ株式会社

ポスター 健康管理1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
健康経営・コラボヘルス研究 第9報 生活習慣と労働機能障害に関する横断的調

査

10447 P2-018 加藤 京子
公益財団法人　東京都予防医学協会

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
外部労働衛生機関での健診受診後電話フォローの有用性についての考察

10448 P2-119 佐々木 直子
三菱ふそうトラック・バス株式会社

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
騒音個人曝露測定の計画と実施

10449 P2-102 錦織 恭子
ミオ・ファティリティクリニック

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
鳥取・島根の一般就労者の不妊治療に関する意識調査

10450 P3-081 井谷 美幸
大阪労災病院治療就労両立支援センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
病棟におけるストレスチェックの集団分析結果と病棟管理指標との関連について

10451 P3-046 平澤 芳恵
東京労災病院治療就労両立支援センター

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
高齢タクシードライバーに着目した深夜勤務者における食生活の課題

10453 P3-073 磯田 美志
株式会社NTTデータ

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ＳＥ社員の抑うつハイリスク群に関連する職場のストレス要因

10454 P3-017 末廣 有希子
リコー三愛グループ　健康推進事業部

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
健診事後措置面談が、糖尿病社員の受療行動や血糖コントロールに影響を及ぼ

すか

10456 P1-095 金井 津奈
株式会社NTTデータ　人事部　健康推進室

ポスター メンタルヘルス・過重労働4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
IT企業社員が経験した仕事上の出来事と抑うつとの関連

10457 P1-038 植嶋 一宗
三重県　松阪保健所

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
産業医活動に対する満足度と肥満・喫煙の関連性

10458 P2-067 上田 梢江
マツダ株式会社　安全健康防災推進部　健康推進センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
コミュニケーションのあり方が職場の一体感に及ぼす影響の検討

10459 P2-103 田添 貴子
一般財団法人北陸予防医学協会

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
男性労働者の定期健康診断結果における健診結果の職種別比較

10460 P1-121 田村 猛夏
国立病院機構　奈良医療センター

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
石綿工場周辺住民で、石綿曝露に関連した胸水を認めた例の検討

10461 P3-036 大西 明宏
労働安全衛生総合研究所　リスク管理研究センター

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
発生原因および季節影響を考慮した休業４日以上の転倒災害の分析

10462 P2-120 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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
年齢及び気象条件と熱中症発症

10463 O4-05 中谷 淳子
産業医科大学　産業保健学部　産業・地域看護学

一般口演 一般演題4 産業看護 5月11日（木） 13:40-14:40 第8会場
初任期の産業看護職に必要なコンピテンシーの明確化

10464 O16-04 中村 美詠子
浜松医科大学　健康社会医学講座

一般口演 一般演題16 生活習慣 5月12日（金） 10:30-11:30 第8会場
Health Locus of Controlと喫煙との関連

10465 P2-019 多田 昭子
株式会社　ＮＴＴデータ

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
ＩＴ企業における男性社員の血圧の経年比較

10466 P3-111 内匠 正太
鹿児島女子短期大学　生活科学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
亜鉛欠乏におけるSirt1の役割

10467 O21-05 宮崎 博喜
日本赤十字社　熊本健康管理センター

一般口演 一般演題21 メンタルヘルス6 5月13日（土） 10:30-11:30 第4会場
ストレスチェック制度における医師面接指導の有用性について

10469 P2-130 小池 渉
産業医科大学　産業生態科学研究所　職業性中毒学研究室

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
有機溶剤曝露による循環動態への影響についての検討
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10470 P2-024 河本 さおり
株式会社NTTデータ　健康推進室

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
IT企業における男性社員の年代別の肥満傾向-10年前との比較-

10472 P2-008 内山 鉄朗
 オムロン株式会社

ポスター 健康管理5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
脳・心血管イベントゼロに向けた血圧測定スタディの健康管理への活用（第2報）

10473 P3-018 金子 牧子
デパート健康保険組合

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
総合健康保険組合における喫煙とライフスタイルの関連

10480 P3-122 林 寛之
株式会社重松製作所

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
電動ファン付き呼吸用保護具の種類による生体影響の比較（第二報）

10481 P1-058 古屋 博行
東海大学　医学部　基盤診療学系　衛生学公衆衛生学

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
肝疾患連携拠点病院での職域に向けた肝炎対策活動と両立支援相談の取り組

みについて

10482 P3-054 湯淺 晶子
三井不動産株式会社

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
参加型職場環境改善の評価指標に関する文献検討

10483 P1-029 北田 智華子
コニカミノルタ（株）

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
コニカミノルタにおける販売会社の喫煙対策<BR>～従業員を含めた禁煙施策Ｐ

Ｔの立上げ～

10484 O11-03 宮内 文久
愛媛労災病院

一般口演 一般演題11 健康増進3 5月12日（金） 9:30-10:30 第6会場
子宮筋腫をめぐる治療と就労の両立支援

10485 P3-055 久保 恵子
ちばみなみ労働衛生コンサルタント事務所

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
「産業医との連絡窓口担当者」に求められる役割と今後の課題についての考察

10486 P2-049 石井 亜依
女子栄養大学 給食・栄養管理研究室

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
事業所給食におけるヘルシーメニューの提供が利用者の食選択行動に与える影響

10487 P1-132 西村 泰光
川崎医科大学　衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
チタン酸ナノシート曝露によるヒトPBMCのアポトーシスと単球における巨大空胞形

成

10488 P3-074 清治 邦章
花京院健康管理センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
疲労蓄積度と残業時間の関係から過重労働対策を考える

10489 P2-121 田村 太朗
福井大学　医学部　環境保健学教室

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
初学者への国際HRCT分類（ICOERD）教育スキームに関する研究

10490 O11-04 武藤 剛
順天堂大学　医学部　衛生学講座

一般口演 一般演題11 健康増進3 5月12日（金） 9:30-10:30 第6会場
疾病と就業の両立支援に向けた、主治医連携に関する産業医の意識と行動に寄

与する因子

10494 O11-05 渡邉 路子
新潟青陵大学　看護学部

一般口演 一般演題11 健康増進3 5月12日（金） 9:30-10:30 第6会場
職場のソーシャル・キャピタルと笑いとの関連

10495 P3-112 欅田 尚樹
国立保健医療科学院　生活環境研究部

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
加熱式たばこを含む新規たばこおよび関連製品と健康影響

10496 O8-03 財津 崇
東京医科歯科大学大学院　健康推進歯学分野

一般口演 一般演題8 口腔保健 5月11日（木） 14:40-15:40 第8会場
労働者口腔保健状態と産業職業分類、事業所規模、勤務形態、保健行動との

関連について

10497 P3-082 勝山 博信
川崎医科大学　公衆衛生学教室

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
某病院勤務者における高ストレス背景因子の検討

10498 P3-026 三木 明子
筑波大学医学医療系

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
女性看護師における年代別のストレス要因

10499 O7-04 瓜生 健太郎
全国健康保険協会　兵庫支部

一般口演 一般演題7 健康増進2 5月11日（木） 14:40-15:40 第6会場
特定保健指導の参加回数の健康状態改善への影響に関する一考察

10500 O14-04 三橋 利晴
岡山大学病院　新医療研究開発センター

一般口演 一般演題14 化学的因子2 5月12日（金） 10:30-11:30 第5会場
コバルト業務従事による皮膚・呼吸器に関する自覚症状への影響：後向きコホート

研究

10501 P3-096 石田 陽子
株式会社　心陽

ポスター 産業看護・その他3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
初年度ストレスチェック受検者の属性別分布および結果から検討する実施意義

10502 P2-025 能川 和浩
千葉大学大学院　医学研究院　環境労働衛生学

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
血清高感度CRP値と肥満発症の関係についての縦断的調査

10503 O16-05 志村 哲祥
東京医科大学　精神医学分野

一般口演 一般演題16 生活習慣 5月12日（金） 10:30-11:30 第8会場
ストレスチェックにおいてストレス反応に影響を及ぼす生活習慣・睡眠の包括的分析

10504 P3-007 増田 翔太
熊本大学　生命科学研究部　公衆衛生学分野

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
人間ドックのデータからみる気流制限の重症度と併存症の検討

10505 O7-05 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

一般口演 一般演題7 健康増進2 5月11日（木） 14:40-15:40 第6会場
飲食店の全席禁煙化と分煙化による営業収入の変化

10506 P2-026 品田 佳世子
東京医科歯科大学大学院　口腔疾患予防学分野

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
医療費およびメタボリックシンドロームと歯周病バイオマーカーとの関連

10509 P3-101 東本 恵
一般財団法人　京都工場保健会

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
Ａ事業場における短時間保健師面談導入の成果

10510 P3-065 杉浦 航
一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
性格特性とストレス反応が労働生産性に至る波及経路の様相

10511 P3-027 森實 修平
JR東日本健康推進センター

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
日常業務での身体活動量の異なる業種間の健診データ等の比較検討

10512 P3-113 荒川 梨津子
東北大学大学院　医学系研究科　産業医学分野

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
臨床肺機能検査の、低濃度化学物質曝露による気道影響評価への応用について

10513 P3-083 久保 陽子
広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　健康開発科学

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
育児中の労働者の仕事-家庭関係とメンタルヘルスの関連―就労形態による比較

―

10514 P2-027 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 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
勤労者の喫煙習慣と呼吸器症状及び肺年齢との関係

10515 P2-039 長谷川 将之
新日鐵住金（株）君津製鐵所

ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
転倒防止を目的とした体力測定　第６報　～転倒と運動量および肥満との関連～

10516 O18-04 望月 徹
東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座

一般口演 一般演題18 物理的因子 5月13日（土） 9:30-10:30 第5会場
高所大深度ヘリウム混合ガス潜水作業における減圧症リスクの評価
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10517 P3-084 尾崎 利美
パナソニック(株)　本社健康管理室

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェック集団分析結果のレビューミーティング　職場課題の検証と支援策検討

10519 P1-122 仲尾 豊樹
東京労働安全衛生センター

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
建材等製品中の石綿含有分析方法JIS A 1481-1の特徴と実際の分析

10520 P3-056 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

ポスター 雇用・職場改善・感染症3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
コラボヘルスを利用した新たな健康管理手法の構築の試み

10521 O10-05 小野 真理子
（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 一般演題10 化学的因子1 5月12日（金） 9:30-10:30 第5会場
作業場におけるオルト－トルイジンの曝露測定

10522 P3-066 平井 康仁
筑波大学　医学医療系

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
研究学園都市における日本人および外国人労働者を対象とした主観的健康観の

横断調査

10523 O13-05 西本 真寛
株式会社Campus for H

一般口演 一般演題13 メンタルヘルス4 5月12日（金） 10:30-11:30 第4会場
役職及び会社規模とストレスとの関連―性差に注目して：経済産業省委託調査

第2報―

10524 O6-04 頓所 つく実
産業医科大学　産業衛生学専攻　産業疫学

一般口演 一般演題6 粉じん2、病者就業 5月11日（木） 14:40-15:40 第5会場
働く人々における睡眠と頭痛の関連

10525 P2-114 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

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん4 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
低周波音による振動感覚と不快感の関係について

10526 P2-085 征矢 敦至
新日本有限責任監査法人　健康サポートセンター

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
睡眠時間、疲労度および労働時間の関係について

10527 P3-037 八谷 百合子
産業医科大学　産業保健学部　産業・地域看護学

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
サーモグラフィと熱電対センサによるVDT作業時の表面皮膚温度の変化

10528 P2-050 松本 悠貴
久留米大学　医学部　環境医学講座

ポスター 生活習慣・口腔保健2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
中高年男性における，睡眠・その他の生活習慣評価とメタボリックシンドロームリスク

10529 P3-067 清水 隆司
株式会社ＪＰＲＯＮ・日本メディメンタル研究所

ポスター メンタルヘルス・過重労働9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
指尖脈波を用いた心拍変動解析とうつ状態との関係

10530 P3-038 加部 勇
古河電気工業株式会社

ポスター 運動器障害2 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
事業場における安全靴・作業靴等の選択、着用、保守管理等に関する実態調査

10531 P2-104 根岸 茂登美
藤沢タクシー株式会社

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
タクシー事業場における産業保健実習で看護学生が学んだ産業保健活動

10532 P1-114 川本 俊弘
産業医科大学　医学部　産業衛生学講座

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
プラスチック製造原料のプロピオンアルデヒドのAldh2ノックアウトマウスにおける代謝

10533 P3-019 森河 裕子
金沢医科大学看護学部

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
仕事と治療の両立支援に関する事業所の意識

10534 P3-075 大滝 優
筑波大学大学院　人間総合科学研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
世帯収入と精神的健康の関係：筑波研究学園都市における大規模横断調査

10535 P2-086 深井 航太
慶應義塾大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室

ポスター メンタルヘルス・過重労働7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
職域集団における自覚ストレスおよび対処方法（コーピング）と収縮期血圧の関

連

10536 P3-028 冨山 紀代美
デパート健康保険組合

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
総合健康保険組合におけるコラボヘルスのための「健康情報BOOK」の作成と活用

について

10537 P2-028 伊藤 直人
産業医科大学　産業医実務研修センター

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
一般健康診断項目の優先度における産業医のコンセンサス調査

10539 P3-076 森脇 正弘
東海旅客鉄道株式会社　東京健康管理室

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
一事業所における健康いきいき職場づくり3年間の実践報告

10540 P2-066 空閑 玄明
マツダ株式会社　安全健康防災推進部　健康推進センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
ストレスチェックにおける組織診断および改善活動に寄与する働き方の検討

10541 P1-056 中野 あゆみ
酒田地域産業保健センター

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
地域産業保健センターにおける情報提供と地域連携、年間計画と記録の現状と課

題

10542 P2-074 黒田 玲子
東京大学　環境安全本部

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
男性日勤労働者において、社会的時差ボケはChronotypeと独立して抑うつに関

連する

10543 O17-04 道喜 将太郎
ＫＩＮＧ’Ｓ　ＣＯＬＬＥＧＥ　ＬＯＮＤＯＮ

一般口演 一般演題17 メンタルヘルス5 5月13日（土） 9:30-10:30 第4会場
海外勤務者のストレスに関するシステマティックレビュー及び質問紙の開発

10544 P3-114 角田 正史
北里大学　医学部　衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん7 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
シックハウス症候群の診断に関するMM040質問紙票の寄与に関する検討

10545 P2-068 堀 大介
金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
Locus of controlとSense of coherence－筑波研究学園都市における大規

模横断調査－

10546 P1-066 大井 雄一
筑波大学　医学医療系　産業精神医学・宇宙医学

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
職域におけるオープンダイアローグ的アプローチの試み -応用実践報告その2-

10547 P1-123 外山 尚紀
東京労働安全衛生センター

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
石綿の定義をめぐる問題の背景、現状、課題

10548 P2-020 君島 真純
神奈川歯科大学附属　横浜クリニック　眼科

ポスター 健康管理6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
ＶＤＴ健診を毎年受診し、眼と体の疲労症状が出ているが事後措置がされていな

い1例

10549 P2-057 西垣 明子
信州大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
事業場における育児・介護支援の取組みに関する実態調査

10550 O20-05 森岡 郁晴
和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科

一般口演 一般演題20 運動器障害1 5月13日（土） 9:30-10:30 第8会場
VDT作業時間管理アプリケーションによる時間管理が身体的不調に及ぼす影響

10551 O14-05 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

一般口演 一般演題14 化学的因子2 5月12日（金） 10:30-11:30 第5会場
γ-H2AXを指標とした1,2-ジクロロプロパンのDNA損傷誘導メカニズムの解明

10562 P3-008 加藤 由記
医療法人　あけぼの会

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
定年退職後の就労と健康について

10563 O19-04 早川 友美
一般財団法人日本予防医学協会

一般口演 一般演題19 健康診断1 5月13日（土） 9:30-10:30 第6会場
健診における個人の生理的変動幅の新しい使い方第6報：早期健康指導介入
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10564 P2-029 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
ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場

労働衛生機関実施の一般定期健康診断における問診票項目に関する調査

10565 P1-065 笹原 信一朗
筑波大学　医学医療系　産業精神医学・宇宙医学

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
職域におけるオープンダイアローグ的アプローチの試みー応用実践報告その1ー

10566 P3-029 田畑 正司
一般財団法人　石川県予防医学協会

ポスター 健康管理10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
特定健診開始以降の定期健康診断有所見率の推移について

10567 P1-030 拜生 寿美子
西日本新聞社人事部兼健康保険組合

ポスター 健康管理3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
健康保険組合からみた被保険者に対する健康支援と企業との効果的なコラボヘル

スの検討

10568 P2-122 盛武 敬
産業医科大学　産業生態科学研究所　放射線健康医学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
大規模放射線災害や核テロを想定した教育訓練用仮想放射線測定システム

USOTOPE

10569 P2-075 多賀 三佐子
株式会社　アムール・メディカル

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
長時間労働者に対する面談から導かれた残業時間の質的分類

10570 P2-105 森岡 沙代子
帝京大学大学院　公衆衛生学研究科

ポスター 産業看護・その他2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
中規模事業所での調整役としての産業看護職の役割：データ分析・安全衛生計

画策定まで

10571 O8-04 大山 篤
（株）神戸製鋼所東京本社　健康管理センター

一般口演 一般演題8 口腔保健 5月11日（木） 14:40-15:40 第8会場
退職者が在職中に経験した，労働と口腔保健の相互の影響に関する研究

10572 P2-076 松葉 泰昌
名古屋大学　大学院医学系研究科　総合診療医学

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
適応障害を原因とする休職者に対する復職サポートの検討

10573 P1-020 樋口 善之
福岡教育大学　教育学部

ポスター 健康管理2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
高齢労働時代における「働く力」の新たな指標：Active Aging Indexの信頼性と

妥当性

10574 P1-115 道井 聡史
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
ポスター 物理的・化学的因子・粉じん2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場

振動工具取扱いによるレーザースペックルフローグラフィーを用いた血流評価

10575 O17-05 上條 知子
信州大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室

一般口演 一般演題17 メンタルヘルス5 5月13日（土） 9:30-10:30 第4会場
御嶽噴火災害対策業務従事者における惨事ストレス等に関する調査（第４報）

10576 O18-05 竹村 重輝
和歌山県立医科大学　医学部　衛生学教室

一般口演 一般演題18 物理的因子 5月13日（土） 9:30-10:30 第5会場
振動工具取扱作業者の機械受容体別にみた手指振動感覚閾値：平成27-28

年度調査

10577 O24-05 佐野 友美
公益財団法人　大原記念労働科学研究所

一般口演 一般演題24 運動器障害2、職場改善 5月13日（土） 10:30-11:30 第8会場
事業場における熱中症対策良好事例分析

10582 P2-058 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 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
非正規雇用者の健康状態と職業特徴：国民生活基礎調査より

10584 P1-048 野上 祥子
高知大学　医学部　環境医学教室

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
年齢層別の睡眠時無呼吸症候群の検査結果と肥満との関連

10585 P1-085 野見山 哲生
信州大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
御嶽噴火災害対策業務従事者における惨事ストレス等に関する調査（第３報）

10586 P2-030 澤　 律子
一般財団法人日本予防医学協会

ポスター 健康管理7 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
「子宮頸がん検診受診率向上のために：自己採取法の見直しと受診機会の創出

について」

10587 O2-05 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

一般口演 一般演題2 粉じん1 5月11日（木） 13:40-14:40 第5会場
セメント製造における粉塵作業者の吸入性粉塵・総粉塵曝露濃度について

10588 P1-049 和田 安彦
高知県立大学・健康栄養学部・健康生態学

ポスター 生活習慣・口腔保健1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
歯科保健に関する学校教育の結果と職場での健康管理の方向性

10589 P3-020 難波 克行
中外製薬株式会社

ポスター 健康管理9 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
「がん治療と就労の両立支援チェックリスト」を用いた事業場内の体制整備の事例

10592 P2-123 李 卿
日本医科大学衛生学公衆衛生学

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん5 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
カーバメイト系農薬によるNK細胞活性抑制のメカニズム

10593 P3-102 加藤 摩希子
株式会社　武蔵野

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
不調者の発生から、休職の開始、休職中のケアに関して《 実務面から 》

10594 P3-009 安田 佑里那
三菱化学株式会社　四日市事業所　健康支援センター

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
健診事後措置基準明確化と対象者意識づけによるデータ改善効果（第二報）

10595 P2-040 菅野 良介
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
ポスター 運動器障害1 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場

慢性腰痛を有する労働者の恐怖回避思考がPresenteeismに与える影響

10596 P2-077 渡辺 真弓
慶應義塾大学　健康マネジメント研究科

ポスター メンタルヘルス・過重労働6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
労働時間の質的側面がメンタルヘルスに及ぼす影響―病院に勤務する看護職にお

ける検討

10597 P2-095 田鎖 愛理
岩手医科大学　衛生学公衆衛生学講座

ポスター メンタルヘルス・過重労働8 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
「職場結合性うつ病」の急性期治療におけるMirtazapineの有用性

10599 P1-075 永田 智久
産業医科大学　産業生態科学研究所　産業保健経営学研究室

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
うつ病の治療状況と労働機能障害との関連

10600 P3-085 高木 智子
株式会社　アルビオン　健康管理室

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
高ストレス群への介入の必要性　ストレスチェック後アンケート調査を用いた検討

10602 P3-047 喜多岡 蓮美
新日鐵住金株式会社　鋼管事業部尼崎製造所

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
糖尿病を持つ従業員に対する事業所内診療所での看護支援についての実践報告

10603 P1-039 穎川 一忠
東京中央地域産業保健センター　公益社団法人日本橋医師会

ポスター 健康管理4 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
地域産業保健センターと労働基準監督署との連携について

10604 P3-048 山本 健也
東京大学　環境安全本部

ポスター 生活習慣・口腔保健3 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
公立学校教職員の不眠要因に関する縦断的検討

10605 P1-086 江畑 智恵
和歌山労災病院

ポスター メンタルヘルス・過重労働3 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
就労支援と性差―疲労の客観的評価法について―

10606 P2-059 鶴ヶ野 しのぶ
電気通信大学　保健管理センター

ポスター 雇用・職場改善・感染症2 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターA会場
大学非正規教員の健康 ―非常勤講師健康調査から―

10607 O8-05 西山 暁
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔顔面痛制

御学分野
一般口演 一般演題8 口腔保健 5月11日（木） 14:40-15:40 第8会場

企業就労者における顎関節症リスクとパーソナルコンピューター使用時間との関係
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10608 O6-05 高橋 伸太郎
東日本旅客鉄道株式会社　高崎鉄道健診センター

一般口演 一般演題6 粉じん2、病者就業 5月11日（木） 14:40-15:40 第5会場
炎症性腸疾患と就業について

10609 P3-077 山内 加奈子
愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働10 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
介護施設における女性職員の主観的ストレスと関連要因について

10610 P1-059 森松 嘉孝
久留米大学　医学部　環境医学講座

ポスター 雇用・職場改善・感染症1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターA会場
社会状況を背景とした山口県萩地区における素潜り潜水漁漁師（海士）数の推

移

10611 O23-05 福田 洋
順天堂大学　医学部　総合診療科

一般口演 一般演題23 健康診断2 5月13日（土） 10:30-11:30 第6会場
生活習慣病の受診行動とヘルスリテラシー及び企業・健保の取り組み(第１報)

10612 P3-103 大場 謙一
北里大学　医療衛生学部　健康科学科　衛生管理学研究室

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
亜鉛輸送体（Zip14）の多型と健康指標の関係について

10613 P3-086 宮崎 洋介
産業医科大学　ストレス関連疾患予防センター

ポスター メンタルヘルス・過重労働11 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
過重労働による健康障害防止のための特命講師の養成と生体指標の探索

10614 P3-123 塚原 照臣
信州大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
ホルムアルデヒドばく露作業者の刺激に関する疫学調査

10615 P3-104 佐藤 晴美
国立研究開発法人　量子科学技術研究開発機構　放射線医学

総合研究所　健康管理室
ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場

実験動物アレルギーに対する取組みManagement of laboratory animal

allergy

10616 O19-05 宮井 信行
和歌山県立医科大学　大学院　保健看護学研究科

一般口演 一般演題19 健康診断1 5月13日（土） 9:30-10:30 第6会場
中高年者における食塩摂取量と喫煙が中心血圧に及ぼす単独および複合影響

10617 P1-068 渡邉 聖二
一般財団法人西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
企業外労働衛生機関による中小規模事業場に対するｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ実施支援（第二

報）

10618 P1-067 白石 明子
(一財）西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所

ポスター メンタルヘルス・過重労働1 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
企業外労働衛生機関による中小規模事業場に対するｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ実施支援（第一

報）

10619 P3-010 佐竹 晃太
（株）キュア・アップ　医療情報科学研究所

ポスター 健康管理8 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターA会場
スマートフォンアプリの医療への活用による治療効果と事例紹介(禁煙治療を中心

に)

10620 P2-131 伊藤 武彦
岡山大学 教育学研究科

ポスター 物理的・化学的因子・粉じん6 5月12日（金） 15:00-16:00 ポスターB会場
寒冷期の小学校普通教室の気温とその環境についての考察

10621 P3-105 清水 美代子
日本赤十字豊田看護大学　看護学部

ポスター 産業看護・その他4 5月13日（土） 15:00-16:00 ポスターB会場
運輸業労働者の腰痛に関連する作業、食行動の要因の検討

10622 O3-05 村田 理絵
 一般財団法人京都工場保健会

一般口演 一般演題3 健康増進1 5月11日（木） 13:40-14:40 第6会場
10年目に向けて労働衛生機関における保健指導品質管理システム取り組みの成

果と課題

10623 P1-077 安藤 真太朗
北九州市立大学　国際環境工学部　建築デザイン学科

ポスター メンタルヘルス・過重労働2 5月11日（木） 15:40-16:40 ポスターB会場
自宅を断熱改修した居住者の労働機能障害の変遷に関する速報
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