第 59 回近畿産業衛生学会のお知らせ
学会長

森口

次郎

一般財団法人 京都工場保健会
1. テーマ

「産業保健職のキャリアを考える 〜私たちの未来予想図〜」
共催 京都府医師会 京都産業保健総合支援センター 立命館大学保健センター
2. 会場
立命館大学 朱雀キャンパス
〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町 1
ＪＲ京都駅から嵯峨野山陰線にて約 10 分
阪急梅田駅から京都線にて約 40 分

二条駅下車、徒歩約 2 分

大宮駅下車、徒歩約 10 分

3. 日時
2019 年 11 月 9 日（土）9：20～17：10 予定
4. プログラム（日本医師会認定産業医、産業保健看護専門家の研修単位認定申請中）
（1）教育講演「
『プロスポーツの社会貢献』-今日の社会とスポーツ-」
演者

種子田 穣（立命館大学 スポーツ健康科学部 教授）

（2）ランチョンセミナー 「プレゼンティーズム軽減に向けた個人的アプローチ

ー腰痛・肩こり・メ

ンタルヘルスを含む包括的対策ー」
演者

松平 浩（東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター

特任教授）

※会場は京都府医師会館になります。本会場から徒歩 2 分です。
（3）基調講演「我が国の産業保健プロフェッショナルの育成システム-これまでと今後」
演者

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 教授）

（4）シンポジウム「
『よりよい産業保健サービスをめざして』～専門性向上と連携強化～」
演題

産業看護職のキャリア形成について～多職種との連携～

演者

津田 由紀（パナソニック健康保険組合 健康管理センター保健看護部部長）

演題

産業心理職としての過去・現在・未来
～国家資格化に伴う役割・キャリア育成をめぐって～

演者

森崎

美奈子（京都文教大学 客員教授・日本産業心理職協会 代表理事）

演題

産業技術職作業環境測定士－現状の課題とこれから－

演者

佐本

一（作業環境測定士＆日測協認定オキュペイショナルハイジニスト（ＩＯＨＡ認

証）
・一般財団法人京都工場保健会）
演題

嘱託産業医の資質向上に向けて
ー京都府医師会産業医部会と社会医学系専門医制度京都プログラムの取り組みー

演者

森口

次郎（京都府医師会 理事・一般財団法人京都工場保健会 理事）

（5）一般演題申込、近畿産業衛生学会優秀演題賞と若手奨励賞選出 申込締切 8 月 31 日（土）
（6）幹事会 代議員会
（7）企業展示
（8）懇親会
5. 事前登録・参加費
学会員

1,000 円 京都府医師会員 1,000 円 大学院生・学生

日医認定産業医研修の単位取得

京都府医師会員 1,500 円

1,000 円

その他

2,000 円

それ以外の方 3,000 円

6. その他
・懇親会
参加費 4,000 円（税込）
。事前申込み制、10 月 21 日(月)期限。ホームページからお申込みください。
学会当日も若干受付は可能ですが、数に限りがございます。伏見の銘酒飲み比べ、ローストビーフなど
のライブケータリング、有名和菓子の食べ比べなどを企画しております。ぜひ皆様ご参加下さい。
・託児について
ホームページにてご案内いたします。
7. 演題申込・問い合わせ先
〒604-8871 京都市中京区壬生朱雀町 4 番 1
一般財団法人 京都工場保健会
第 59 回近畿産業衛生学会事務局

ノアーズアーク京都朱雀 2 階

産業保健推進室
（担当：原田 大橋）

TEL：075-205-5067, FAX：075-803-6555 E メール：kinki2019@hokenkai.jp

スケジュール要約
8 月 31 日（土）

一般演題登録 締切

9 月 14 日（土）

抄録集用原稿・産衛誌用 400 字抄録 締切

10 月 21 日（月）

懇親会 申込み締切

10 月 31 日（木）

事前参加登録 締切

10 月 31 日（木）

発表スライド 受付締切

８．実行委員
学 会 長

森口

事務局長 櫻木

次郎（京都府医師会 理事・一般財団法人 京都工場保健会 理事）
園子（一般財団法人 京都工場保健会

医師）

顧

問 一般社団法人 京都府医師会 会長 松井

道宣

顧

問 京都府立医科大学 地域保健医療疫学／保健・予防医学教室 教授 渡邊

顧

問 一般財団法人 京都工場保健会

診療所長

能行

丸中 良典

（五十音順）
今川 かおる（オムロンエキスパートリンク株式会社 保健師）
内山 鉄朗（オムロンエキスパートリンク株式会社 医師）
大塚 創平（株式会社 村田製作所 医師）
片桐 陽子（栄仁会 京都駅前メンタルクリニック 臨床心理士）
川畑 真理（株式会社 SCREEN ビジネスエキスパート 保健師）
川村 和子（株式会社 村田製作所 医師）
佐本 一 （一般財団法人 京都工場保健会 作業環境測定士＆日測協認定オキュペイショナルハイジニスト（IOHA 認証）
）
杉本 二郎（京都産業メンタルヘルスセンター からすまメンタルクリニック 医師）
中川 克 （立命館大学 保健センター 医師）
中山 健夫（京都大学大学院 医学研究科 健康情報学分野 医師）
原田 昌子（パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社 保健師）
古海 勝彦（任天堂株式会社 医師）
水本 正志（一般財団法人 京都工場保健会 臨床心理士）
村田 理絵（一般財団法人 京都工場保健会 保健師）
山田 達治（京セラ株式会社 医師）

