第 2 日目

11 月 23 日（月）

第 1 会場

▶ 8：30 〜 9：30

社員総会（評議員会）
・会員総会／第1回日本職業・災害医学会 学会賞・奨励賞授賞式
▶ 9：40 ～ 11：40

シンポジウム 4
座長：森村

原子力発電所で働く人の健康管理

尚登（横浜市立大学

P. 別 62 〜別 66

救急医学教室）

［S-4-1］

原発（福島）で働く人の健康管理・産業医の立場から
立石清一郎（産業医科大学 産業医実務研修センター）

［S-4-2］

原発（福島第一）で働く人の健康管理─地域救急医の視点から─
長谷川有史（福島県立医科大学医学部 放射線災害医療学講座）

［S-4-3］

企業コンプライアンスと原発作業員の健康管理
山口 芳裕（杏林大学医学部 救急医学）

［S-4-4］

被ばく・救急医療のため J ヴィレッジに設置されたメディカルセンター
浅利
靖（北里大学病院 救命救急・災害医療センター）

［S-4-5］

福島第一原子力発電所事故対応に従事した消防職員の健康管理体制の構築
長谷川 学（下関市保健部 下関保健所）

▶ 12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー 4
座長：斎藤

共催：日本新薬株式会社

利和（幹メンタルクリニック）

「アルコール健康障害の新時代～連携の問題を中心に～」
伴 信太郎（名古屋大学大学院）
▶ 13：10 ～ 14：00

教育講演 5
座長：橋本
［EL5］

原発事故後における相双地区住民と働く人々の健康について

P. 別 48

重厚（福島県立医科大学）
原発事故後における相双地区住民と働く人々の健康について
坪倉 正治（東京大学医科学研究所 先端医療社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門）

▶ 14：00 ～ 16：00

シンポジウム 5
座長：三宅

働く人の熱中症

康史（昭和大学

医学部

P. 別 67 〜別 72

救急医学）

［S-5-1］

当院での労働中におこる熱中症の検討
田中幸太郎（茨城西南医療センター病院

［S-5-2］

熱中症重症度スコアと予後の関係
神田
潤（昭和大学医学部 救急医学講座）

［S-5-3］

熱中症の最新治療
清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター

［S-5-4］

本邦における気候変化と暑さ指数の利用
登内 道彦（気象業務支援センター）

─ 別 32 ─

救命救急センター）

救命救急センター）

［S-5-5］

労働災害による熱中症の検討 － Heatsroke STUDY 2014 の結果分析から－
福田賢一郎（横浜労災病院 救急科）

▶ 16：00 〜

閉会挨拶
有賀

徹（第 63 回日本職業・災害医学会学術大会

会長）

第 2 会場
▶ 10：00 ～ 11：00

一般演題 14
座長：宮森

生活習慣病Ⅰ

P. 別 137 〜別 139

政志（岡山光南病院）

［O-14-1］

家庭血圧測定と健康行動の関係：亘理町の一般住民における検討
内海 貴子（東北労災病院 治療就労両立支援センター）

［O-14-2］

一般住民における心血管代謝リスクと生活習慣の年齢性別による変化：亘理町研究
服部 朝美（東北労災病院 生活習慣病研究センター）

［O-14-3］

一般住民におけるアルコール摂取量と高血圧発症の関係：亘理町研究
服部 朝美（東北労災病院 生活習慣病研究センター）

［O-14-4］

高血圧が微量アルブミン尿の心血管予後予測能に与える影響の検討
金野
敏（東北労災病院高血圧内科）

［O-14-5］

性格が勤労者の生活習慣に与える影響と動脈硬化測定について（エゴグラムを用いた検討）
（第一報）
内間 康知（関東労災病院治療就労両立支援センター）

［O-14-6］

運動指導を試みた NAFLD 患者症例
浅田 史成（大阪労災病院 治療就労両立支援センター）

▶ 11：00 ～ 11：50

一般演題 15
座長：三村

生活習慣病Ⅱ

P. 別 140 〜別 142

正裕（千葉労災病院）

［O-15-1］

医療機関の勤労者における体力・体組成と生活習慣の関連についての検討
中山 卓也（独立行政法人労働者健康福祉機構 中部ろうさい病院 治療就労両立支援センター）

［O-15-2］

中高年勤労者における生活習慣及びその関連因子に及ぼす筋肉量の影響
渡会 敦子（中部ろうさい病院 治療就労両立支援センター）

［O-15-3］

勤労女性の骨粗鬆症予防に関する意識及び食事取状況調査
荒木由美子（関東労災病院 治療就労両立支援センター）

［O-15-4］

勤労者における体組成と生活習慣の関連
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）

［O-15-5］

勤労男性における内臓脂肪肥満群の生活習慣の特徴
福田 里香（九州労災病院 治療就労両立支援センター）

▶ 12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー 5
座長：由佐

共催：独立行政法人

環境再生保全機構

俊和（千葉労災病院）

「遺伝子医薬等を用いた悪性中皮腫に対する治療法開発」
田川 雅敏（千葉県がんセンター）
─ 別 33 ─

▶ 13：10 ～ 14：10

一般演題 16
座長：柳澤

栄養・褥瘡

P. 別 142 〜別 145

裕之（東京慈恵会医科大学）

［O-16-1］

深夜勤務者の食生活状況及びコンビニ・メニューの選び方に関する調査（第 1 報）
平澤 芳恵（東京労災病院 治療就労両立支援センター）

［O-16-2］

メタボリックシンドロームを呈する就労者への職域サポート型運動指導が体組成および心疾患
危険因子に与える効果（J-STOP-METS WAVE2 研究）
佐藤 友則（東北労災病院 治療就労両立支援センター）

［O-16-3］

外来心臓リハビリテーション患者を対象に栄養指導を継続介入した効果を検討
久永
文（独立行政法人 労働者健康福祉機構 神戸労災病院 栄養管理室）

［O-16-4］

当院での栄養投与法別栄養剤使用内容の変化
原田 雅子（独立行政法人労働者健康福祉機構

［O-16-5］

皮膚・排泄ケア認定看護師による褥瘡予防ラウンドの効果
水上
愛（北海道中央労災病院せき損センター 看護部）

［O-16-6］

褥瘡予防についての活動の報告～目標管理を用いての取り組み～
中居 浩子（一般財団法人労災サポートセンター 広島労災特別介護施設

浜松労災病院

栄養管理部）

介護課）

▶ 14：10 ～ 15：00

教育講演 6
座長：山口
［EL6］

災害医療の組織的・有機的展開
芳裕（杏林大学医学部

P. 別 49

救急医学）

日本赤十字社の災害救護体制
富田 博樹（日本赤十字社）

▶ 15：00 ～ 15：50

教育講演 7
座長：小野
［EL7］

自治体消防によるヘリコプター搬送とドクターヘリとの連携
一之（獨協医科大学

P. 別 50

救急医学講座）

自治体消防によるヘリコプター搬送とドクターヘリとの連携
益子 邦洋（南多摩病院）

第 3 会場
▶ 10：00 ～ 10：40

一般演題 17
座長：徳弘

復職・就労支援Ⅰ

P. 別 145 〜別 147

昭博（吉備高原医療リハビリテーションセンター）

［O-17-1］

がん患者の就労支援に際して事業所が医療機関に望むこと─千葉県「がん患者の就労支援に関
する事業所実態調査」から─
坂本はと恵（国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター／がん相談支援センター）

［O-17-2］

腰椎椎間板ヘルニア術後の勤労者の復職における実態調査
橋本 教子（大阪労災病院）

［O-17-3］

脊髄損傷者のスポーツと就労の関連性について
三好 克彦（吉備高原医療リハビリテーションセンター）

［O-17-4］

多発合併症、難治性骨髄炎後大腿切断患者の復職例
小山 浩永（関東労災病院リハビリテーション科）

─ 別 34 ─

▶ 10：40 ～ 11：30

一般演題 18
座長：冬木

復職・就労支援Ⅱ

P. 別 147 〜別 149

俊春（関東労災病院）

［O-18-1］

職業訓練を修了した知的障がい者 382 名に対する離職要因の分析
福井 信佳（関西福祉科学大学保健医療学部 リハビリテーション学科）

［O-18-2］

労災病院の入院時病職歴データとリンクした、試験的退院後職場復帰調査
神宮司誠也（独立行政法人労働者健康福祉機構 九州労災病院）

［O-18-3］

脳卒中患者が復職し就労が継続できる要因─復職した患者への調査から─
山口 智美（神奈川工科大学看護学部 看護学科）

［O-18-4］

治療就労両立支援モデル事業（脳卒中・リハビリ分野）東京労災病院の取組から見えた両立支
援に必要な連携
佐藤さとみ（東京労災病院 治療就労両立支援センター）

［O-18-5］

労災病院における運動器疾患と脳血管疾患に対する就労支援の現状
徳本 雅子（中国労災病院 中央リハビリテーション部）

▶ 13：00 ～ 17：00

海外勤務健康管理指導者認定研修会
座長：濱田

篤郎（東京医科大学渡航者医療センター）

1

海外勤務者の健康管理
古賀 才博（トラベルクリニック新横浜）

2

海外勤務者の感染症対策
濱田 篤郎（東京医科大学渡航者医療センター）

3

海外勤務者の予防接種
福島 慎二（東京医科大学渡航者医療センター）

4

海外勤務者のメンタルヘルス
津久井 要（横浜労災病院

心療内科）

第 4 会場
▶ 9：50 ～ 11：50

シンポジウム 6
座長：加藤
木戸

働く女性を支援する

P. 別 73 〜別 76

賢朗（労働者健康福祉機構）
道子（日本赤十字病院 産婦人科）

基調講演「女性の健康に今求められるもの」
大須賀 穣（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）
［S-6-1］

働く女性と妊娠・出産
春名めぐみ（東京大学大学院医学系研究科

［S-6-2］

働く更年期女性の現状と問題点
三羽 良枝（NPO 法人女性の健康とメノポーズ協会）

［S-6-3］

働く女性を支援する
半下石美佐子（三菱電機本社健康増進センター）

─ 別 35 ─

母性看護学・助産学分野）

▶ 13：10 ～ 13：50

一般演題 19
座長：岡

チーム医療Ⅰ

P. 別 150 〜別 151

紀子（昭和大学病院）

［O-19-1］

救急隊との連携強化～救急車同乗研修を実施して～
新野 美代（朝霞台中央総合病院 看護部 救急総合診療科）

［O-19-2］

関東労災病院における周術期口腔機能管理の現状
増田千恵子（独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院

［O-19-3］

A 病棟におけるポジショニングの現状と課題
横井 由実（独立行政法人労働者健康福祉機構

愛媛労災病院）

［O-19-4］

千葉労災病院における臨床工学技士の役割
長見 英治（独立行政法人労働者健康福祉機構

千葉労災病院

歯科口腔外科）

臨床工学部）

▶ 13：50 ～ 14：40

一般演題 20
座長：中村

チーム医療Ⅱ

P. 別 152 〜別 154

俊介（昭和大学医学部）

［O-20-1］

当院の中皮腫患者・家族支援プロジェクト活動の現状と課題
原
桂子（岡山ろうさい病院 がんサポートチーム）

［O-20-2］

終末期における多職種連携・地域連携をおこなった胸膜中皮腫患者の一事例
中川 淳子（岡山ろうさい病院 がんサポートチーム）

［O-20-3］

多職種連携による腹膜透析患者の退院支援
飯田 明美（労働者健康福祉機構 新潟労災病院）

［O-20-4］

当院における大腿骨頸部骨折地域医療連携の実際
岡崎 裕司（関東労災病院）

［O-20-5］

胸椎陳旧性骨折に対する小侵襲矯正固定術の一治験例─安全、確実な手術のための Artis
zeego 使用経験─
岡田 拓巳（昭和大学医学部 整形外科学講座）

第 5 会場
▶ 10：20 ～ 11：50

労働者健康福祉機構栄養士協議会主催企画（シンポジウム）
「摂食嚥下食の取り組み」
座長：久永
文（神戸労災病院）
ディスカッション総括：徳永佐枝子（中部労災病院）
［Z-1］

熊本労災病院における嚥下食の現状と課題
藤井しのぶ（熊本労災病院）

［Z-2］

嚥下食導入の経緯と課題
玉木 聡美（九州労災病院）

［Z-3］

地域での嚥下調整食の統一に向けての取り組み
長尾 美恵（関西労災病院）

［Z-4］

当院脳血管障害患者の経口移行における嚥下食摂取期間の検討
原田 雅子（浜松労災病院）

─ 別 36 ─

P. 別 86 〜別 89

▶ 12：00 ～ 13：00

ランチョンセミナー 6
司会：城

共催：株式会社 LEOC

孝枝（同社栄養管理部部長／管理栄養士）

「東日本大震災における取組み事例＆新調理によるクオリティアップと調味料抑制の取組み」
柳原 健良（同社専務執行役員／総料理長）
▶ 13：10 ～ 15：10

パネルディスカッション 3 復職（Re-work）②「からだ」の支援～リハビリと復職～
座長：水間

P. 別 83

正澄（昭和大学医学部リハビリテーション医学講座）

［P-3-1］

医師の立場から
川手 信行（昭和大学医学部リハビリテーション医学講座）

［P-3-2］

ソーシャルワーカーの立場から
日下真由美（初台リハビリテーション病院）

［P-3-3］

理学療法士の立場から
伊藤 滋唯（社会福祉法人さくら会）

［P-3-4］

作業療法士の立場から
駒井由起子（NPO 法人いきいき福祉ネットワークセンター）

▶ 15：10 ～ 16：00

一般演題 21
座長：依田

リハビリテーション

P. 別 154 〜別 156

光正（昭和大学医学部）

［O-21-1］

リュックサックの肩ベルトの長さが立ち上がり動作におよぼす影響 - 筋電図学的研究 岡田 隆子（新小倉病院 リハビリテーション科）

［O-21-2］

当院にて労災保険の研究用支給で筋電義手を処方した一側上肢切断者の義手使用状況と問題点
についての調査
村田 郁子（独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 中央リハビリテーション部）

［O-21-3］

全国脊髄損傷フォローアップデータベースシステムの開発
谷本 義雄（吉備高原医療リハビリテーションセンター）

［O-21-4］

脊髄損傷者の排便調整に関する実態調査
藤森はゆみ（独立行政法人労働者健康福祉機構

［O-21-5］

リハビリテーション部門におけるインシデント発生の変遷～ 10 年前との比較からみた早期リ
ハビリの安全性～
田上 光男（中国労災病院 中央リハビリテーション部）

─ 別 37 ─

吉備高原医療リハビリテーションセンター）

