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【11⽉30⽇(⾦) 】
第⼀会場
9:35-10:05
会⻑講演1 働き⽅の未来と産業ストレス
種市康太郎(桜美林⼤学)
10:05-10:35
会⻑講演2 がん患者の産業ストレスと就労⽀援
吉内⼀浩(東京⼤学医学部)
10:45-11:45
特別講演1 働き⽅改⾰とこれからの産業ストレス対策をめぐって
神ノ⽥ 昌博(厚⽣労働省労働基準局安全衛⽣部労働衛⽣課 課⻑)
13:10-14:10
特別講演2 働き⽅改⾰時代における産業医のあり⽅
松本吉郎(⽇本医師会産業保健担当常任理事)
14:10-15:10
教育講座1 ⾼ストレス者への対応の実際〜⾯接指導から健康相談まで〜
渡辺洋⼀郎(医療法⼈メディカルメンタルケア 横⼭・渡辺クリニック 名誉院⻑)
15:20-17:30
メインシンポジウム
専⾨職・機関間の連携推進と働き⽅改⾰
〜まずは11の系からネットワークを⽴ち上げて（専⾨職・機関等連携委員会）
座⻑ 神⼭昭男（医療法⼈社団桜メデイスン有楽町桜クリニック 理事⻑）
座⻑
演者
演者
演者
演者

⼩⼭⽂彦（東邦⼤学 産業精神保健・職場復帰⽀援センター（佐倉） 教授）
芦原睦（中部労災病院⼼療内科・勤労者メンタルヘルスセンター部⻑・センター⻑）
⽥中克俊（北⾥⼤学⼤学院医療系研究科産業精神保健学 教授）
森⼝次郎（京都⼯場保健会 産業保健推進部 部⻑）
⽮内美雪（キヤノン株式会社下丸⼦本安全衛⽣部健康⽀援室 副部⻑）

演者
演者
演者
演者
演者

島津美由紀（ソニーコーポレートサービス株式会社 ⼈事センター
井上彰⾂（北⾥⼤学医学部公衆衛⽣学単位講師）
⼭⽥剛彦（産業医学振興財団調査役）
佐久間⼤輔（つまこい法律事務所所⻑）
⻑澤明（⼤⽇本住友製薬株式会社⼈事部労政企画グループ）

演者
演者

⼤東聖⼦（⼤東社会保険労務⼠事務所代表）
⾦塚たかし（NPO法⼈⼤阪精神障害者就労⽀援ネットワークJSN東京）

第⼆会場
12:00-13:00
ランチョンセミナー1

第三会場
9:35-11:35
シンポジウム1 産業領域に期待される公認⼼理師を⽬指して
座⻑ ⾼原⿓⼆（⼤阪経済⼤学）
座⻑ 島津明⼈（北⾥⼤学）

産業保健部）

演者
演者
演者
演者

廣川進（法政⼤学）
市川佳居（⼀般社団法⼈ 国際EAP協会
⾼野知樹（神⽥東クリニック）
栗林正⺒（⽇産⾃動⾞株式会社）

⽇本⽀部）

12:00-13:00
ランチョンセミナー2
13:10-15:10
シンポジウム2 産業ストレス分野におけるIOTの活⽤
座⻑ ⼭本義春(東京⼤学⼤学院教育学研究科)
座⻑ 吉内⼀浩(東京⼤学医学部)
シンポジスト
シンポジスト
シンポジスト
シンポジスト

⼭本義春(東京⼤学⼤学院教育学研究科)
中村亨(⼤阪⼤学⼤学院基礎⼯学研究科)
志村広⼦(東京⼤学⼤学院教育学研究科)
浅野健⼀郎(株式会社フジクラ)

第四会場
9:35-11:41
13:10-17:16
⼀般演題発表

【12⽉1⽇(⼟) 】
第⼀会場
9:00-11:00
シンポジウム3 働き⽅の近未来︓働き⽅の多様化とポジティブメンタルヘルス
座⻑

島津明⼈（北⾥⼤学）

シンポジスト
シンポジスト

稲⽔伸⾏（東京⼤学⼤学院経済学研究科）
花⾥真道（千葉⼤学予防医学センター）

シンポジスト
シンポジスト

荒川豊（奈良先端技術⼤学院⼤学情報科学研究科）
外⼭浩之（北⾥⼤学⼀般教育部⼈間科学教育センター）

11:05-12:05
特別講演3 ⻑時間労働と⾏動経済学的特性について
⼤⽵⽂雄（⼤阪⼤学経済学部）
13:15-14:55
総会、表彰式、受賞講演
15:00-17:00
シンポジウム4 職域メンタルヘルス活動のさらなる発展のために︓好事例の収集と活⽤
座⻑

⼩林由佳（本⽥技研⼯業

⼈事部⼈事課）

座⻑ 森⼝次郎（京都⼯場保健会産業保健推進本部）
シンポジスト 星野寛⼦（オムロンエキスパートリンク株式会社 総務センター東⽇本エリア統括部東
京事業所）
シンポジスト
シンポジスト

森脇正弘（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）
⼩⽥切優⼦（東京医科⼤学公衆衛⽣学分野）

シンポジスト

栗岡住⼦（桃⼭学院教育⼤学教育学部教育学科）

第⼆会場
9:30-11:00
特別教育講座
講師
司会

先達に聞くーストレスやメンタルヘルスケアー過去、現在、そして

夏⽬誠（⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学名誉教授）
種市康太郎（桜美林⼤学）

聞き⼿
聞き⼿

佐藤裕司（富⼠通株式会社）
島津美由紀（ソニーコーポレートサービス株式会社

聞き⼿

⾼崎正⼦（東芝メモリ株式会社）

11:05-12:05
特別講演4 ⽣物学からみたＡＩ時代とジョブストレス

⼈事センター

産業保健部）

池⽥清彦（早稲⽥⼤学名誉教授）
12:15-13:15
ランチョンセミナー3
15:00-17:00
シンポジウム5 働く⼥性の働き⽅改⾰
座⻑ 丸⼭総⼀郎（神⼾親和⼥⼦⼤学⼤学院⽂学研究科）
座⻑ 三⽊明⼦（関⻄医科⼤学看護学部 看護学研究科）
シンポジスト 市川佳居（⼀般社団法⼈ 国際EAP協会 ⽇本⽀部）
シンポジスト

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）

シンポジスト
シンポジスト

影⼭隆之（⼤分県⽴看護科学⼤学）
塚⽥⽉美（株式会社MTG⼈事本部労務課健康推進グループ）

第三会場
9:00-11:00
ワークショップ1 若⼿産業保健職のための事例検討〜対応困難事例への対応〜
座⻑ ⽯川浩⼆（三菱重⼯業株式会社）
スーバーバイザー 芦原睦（中部労災病院）
11:05-12:05
教育講座2 メンタルヘルスと安全配慮義務
三柴丈典（近畿⼤学法学部）
12:15-13:15
ランチョンセミナー4
15:00-16:00
教育講座3 ⼈⽣100歳時代のシニア世代の働き⽅
藤原佳典（東京都健康⻑寿医療センター研究所）
16:00-17:00
ワークショップ2 働くことのストレスとマインドフルネス
佐渡充洋（慶応義塾⼤学）

第四会場
9:00-12:01
⼀般演題発表
12:15-13:15
ランチョンセミナー5
15:00-15:56
⼀般演題発表

※その他、詳細の決定や変更の場合は随時更新いたします。

学会運営担当・お問い合わせ

⼤会事務局

株式会社プロコムインターナショナル

桜美林⼤学

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11 TFTビル東館9階

〒194-0294 東京都町⽥市常盤町3758

TEL︓050-3611-2716

TEL︓042-797-6704

FAX︓03-6800-1327

E-MAIL︓jajsr26@procomu.jp

お問い合わせはこちら

種市康太郎研究室

E-MAIL︓tane@obirin.ac.jp
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第26回日本産業ストレス学会
【 1日目 】
A会場

9:00

受付開始

日程表

2018年11月30日（金）

B会場

C会場

D会場

9:00

9：10～

9：30～9：35 開会挨拶
9：35～10：05

9：35～11：35

9:35～10:31

<会長講演１> 働き方の未来と産業ストレス

シンポジウム１

一般演題1～4

種市

10:00

康太郎(桜美林大学心理・教育学系)

産業領域に期待される公認心理師を

10:00

目指して

10:05～10：35
<会長講演２> がん患者の産業ストレスと就労支援
吉内

一浩(東京大学大学院医学系研究科)

座長：高原 龍二
（大阪経済大学）

10：45～11：45

座長：島津

10：45～11：41

（北里大学）

一般演題5～8

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

ランチョンセミナー1

ランチョンセミナー2

評議員会

共催：ファイザー株式会社

共催：株式会社メディカルトラスト

<特別講演１> 働き方改革とこれからの

11:00

明人

産業ストレス対策をめぐって
神ノ田

11:00

昌博（厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課課長）

12:00

13:00

12:00

13:00

13：10～14：10

13：10～15：10

13：10～14：06

<特別講演２> 働き方改革時代における産業医のあり方

シンポジウム２

一般演題9～12

産業ストレス分野におけるIoTの活
松本

用

吉郎（日本医師会産業保健担当常任理事）
座長：山本

14:00

義春（東京大学大学院

14:00

教育学研究科）
14：10～15：10

座長：吉内

一浩(東京大学大学院

医学系研究科)

<教育講座１> 高ストレス者への対応の実際

14：10～15：06
一般演題13～16

～面接指導から健康相談まで～
渡辺

洋一郎（医療法人メディカルメンタルケア
横山・渡辺クリニック

15:00

名誉院長）

15:00

15:20～17:30

15：20～16：16

メインシンポジウム

一般演題17～20

専門職・機関間の連携推進と働き方改革
16:00

～まずは１１の系からネットワークを立ち上げて～

16:00

（専門職・機関等連携委員会）
座長：神山

昭男（医療法人社団桜メデイスン有楽町桜クリニック）
座長：小山

文彦（東邦大学産業精神保健・

16：20～17：16
一般演題21～24

職場復帰支援センター(佐倉)）
17:00

17:00

18:00

18:00

第26回日本産業ストレス学会
【 2⽇目 】
A会場

9:00

2018年12⽉1⽇（⼟）

B会場

C会場

D会場

9︓00〜11︓00

9:00〜9:56

シンポジウム３

ワークショップ１

一般演題25-28

働き⽅の近未来︓

若⼿産業保健職のための事例検討

9︓00〜11︓00

働き⽅の多様化とポジティブメン
座⻑︓島津

<特別教育講座> 先達に聞く

明⼈（北⾥⼤学）

座⻑︓⽯川

夏目

浩⼆（三菱重⼯業株
式会社）

－ストレスやメンタルヘルスケア
－過去、現在、そして

9:00

〜対応困難事例への対応〜

9︓30〜11︓00

タルヘルス
10:00

日程表

スーパーバイザー︓芦原

睦（中

部労災病院）

誠（⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学）

10:00〜10:56

10:00

一般演題29-32

11:00

11:00

11:05〜12:05

11:05〜12:05

11:05〜12:05

11:05〜12:01

<特別講演３> ⻑時間労働と⾏動

<特別講演４> ⽣物学からみた

<教育講座２>メンタルヘルスと

一般演題33-36

経済学的特性

ＡＩ時代とジョブストレス

安全配慮義務

⼤竹

文雄（⼤阪⼤学経済学部）

池田

清彦（早稲田⼤学）

三柴

丈典（近畿⼤学）

12:00

12:00

12︓15〜13︓15

12︓15〜13︓15

12︓15〜13︓15

ランチョンセミナー3

ランチョンセミナー4

ランチョンセミナー5

共催︓MSD株式会社

13:00

共催︓株式会社アドバンテッジリ 共催︓Meiji Seika ファルマ株式会
スクマネジメント

社

13:00

13︓15〜14︓55
総会
表彰式
受賞講演
14:00

15:00

14:00

15︓00〜17︓00

15︓00〜17︓00

15︓00〜16︓00

15:00〜15:56

シンポジウム４

シンポジウム５

<教育講演３> ⼈⽣100年時代の

一般演題37〜40

職域メンタルヘルス活動のさらな

働く⼥性の働き⽅改⾰

シニア世代の働き⽅

る発展のために︓好事例の収集と 座⻑︓丸⼭
活用
16:00

座⻑︓⼩林
座⻑︓森⼝

由佳（本田技研⼯業） 座⻑︓三⽊

総一郎（神⼾親和⼥ 藤原
⼦⼤学）

15:00

佳典（東京都健康⻑寿医療
センター研究所）

明⼦（関⻄医科⼤学）

16:00〜17:00

次郎（京都⼯場保健会）

16:00

ワークショップ2
職場におけるマインドフルネスの
活用法
佐渡
17:00

閉会の挨拶

充洋（慶應義塾⼤学医学部）
17:00

