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第 55回 日 本 労 働 衛 生 工 学 会 

第 36回 作業環境測定研究発表会 
 

 

プ ロ グ ラ ム 

2015 

 
期 日：平成 27年 10月 21日(水)～23日(金) 

会 場：函館国際ホテル（発表会場＝２階：Ａ会場（高砂の間） 

Ｂ会場（白鳳の間） 

            展示会場＝２階：平安の間 

交流集会会場＝２階：鳳凰の間） 

    北海道函館市大手町 5-10 TEL0138-23-6161 

     

 

 

第 55回 日 本 労 働 衛 生 工 学 会 実行委員長 

 

         池田 和博 中央労働災害防止協会  

北海道安全衛生サービスセンター所長  

 

第 36回 作業環境測定研究発表会 実行委員長 

 

奥山 祐冶 公益社団法人日本作業環境測定協会 北海道支部長 

      日鉄住金テクノロジー株式会社 室蘭事業所  

 

 

 

 

 

 

 
 
主 催：日 本 労 働 衛 生 工 学 会 
    http://www.joha-org.jp/  

    公益社団法人日本作業環境測定協会 
    http://www.jawe.or.jp/ 

後 援：厚  生  労  働  省  

協 賛：公益社団法人日本産業衛生学会  

    公益社団法人日本空気清浄協会  
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参加者へのご案内 

 

１．日本労働衛生工学会の参加費は， 
 会員 5,000円，当日聴講だけの臨時会員 12,000円(いずれも抄録集代を含む)です。 
 
２．作業環境測定研究発表会の参加費は， 
 会員 5,000円，非会員 12,000円(いずれも抄録集代を含む)です。 
 
３．発表をされる演者は，参加受付で参加費をお支払い後，プログラムに示された 
 セッション時間の 30分前までに発表会場前の演者受付を必ず済ませてから， 
 発表会場にお入りください。 
 
４．発表はＰＣ―プロジェクターで行われます。 
  一般演題の発表時間は１題 20分(15分発表，質疑応答 5分)，メーカープレゼン 
 テーションは 15分(質疑応答の時間はありません)です。 
 
  平成 27年 10月 
 

日本労働衛生工学会 
  第 55回 日 本 労 働 衛 生 工 学 会 実 行 委 員 会 
公益社団法人日本作業環境測定協会 
  第 36回 作業環境測定研究発表会実行委員会 

 

実行委員会 委員 

 

第 55回 日本労働衛生工学会 
 
実行委員長 池田 和博 中央労働災害防止協会 北海道安全衛生サービスセンター 
 
実 行 委 員 伊藤 昭好 産業医科大学 産業保健学部 
 奥野  勉 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
 小野真理子 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
 小西 淑人 株式会社エフアンドエーテクノロジー研究所 
 齊藤 宏之 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

髙山  正 髙山産業衛生事務所 
 鷹屋 光俊 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
 田吹光司郎 一般財団法人西日本産業衛生会 環境測定センター 

 大分事業部 
 保利  一 産業医科大学 産業保健学部 
 村田  克 早稲田大学理工学術院 
 森   洋 秋田環境測定センター株式会社 
 薮田 十司 北里大学 医療衛生学部 
 山田 憲一 中央労働災害防止協会 
 

第 36回 作業環境測定研究発表会 
 
実行委員長 奥山 祐冶 公益社団法人日本作業環境測定協会 北海道支部長 
  日鉄住金テクノロジー株式会社 室蘭事業所 
 
実 行 委 員 相澤 和幸 公益財団法人北海道労働保健管理協会 
 又野 昌秀   株式会社環境科学研究所 
 松井 宏之  日鉄住金テクノロジー株式会社 室蘭事業所 
 大竹口勝博    日鉄住金テクノロジー株式会社 室蘭事業所 
 五十公野健二 株式会社ズコーシャ 
 高橋 浩史  株式会社ズコーシャ 
  三浦 春彦  株式会社北炭ゼネラルサービス 札幌分析センター 
 宮本 将義    株式会社北炭ゼネラルサービス 苫小牧環境センター 
 木村 幸子    日鉄住金テクノロジー株式会社  室蘭事業所 
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日 程 表 

 

期日 予定時間 
Ａ 会 場 

（高砂の間） 

Ｂ 会 場 

（白鳳の間） 
 

10
月
21
日
(水) 

 9:00～ 受 付 開 始 

関
連
機
器
の
展
示
（
平
安
の
間
） 

10:00～11:00 AK-01・AN-02・AN-03 ― 

11:00～12:00 AK-04・AK-05・AK-06 ― 

12:00～13:00 （昼食・休憩） 

13:00～14:00 
作業環境測定研究発表会 

特別講演 
BK-01・BK-02・BNJ-03 

14:00～15:00 
A 会場～14:40 

AK-07・AK-08 
日本労働衛生工学会  

現場報告 

15:00～16:00 AM-01・AM-02・AM-03・AM-04 BK-04・BK-05・BK-06 

16:00～17:00 AM-05・AM-06・AM-07・AM-08 BM-01・BM-02・BM-03・BM-04 

10
月
22
日
(木) 

 9:00～10:00 AK-09・AK-10・AK-11 BK-07・BN-08・BN-09 

10:00～11:00 AK-12・AK-13・AK-14 BNJ-10・BNJ -11・BNJ -12 

11:00～12:00 
作業環境測定研究発表会 

記念講演 
BNJ-13・BNJ -14・BNJ -15 

12:00～13:30 
 

日本労働衛生工学会 総会 

（～12:30） 

（昼食・休憩） 

13:30～16:30 

日本労働衛生工学会・ 

作業環境測定研究発表会 

共同シンポジウム 

― 

17:00～19:00 
交 流 集 会 

（鳳凰の間） 
― 

10
月
23
日
(金) 

9:00～10:00 AK-15・AK-16・ANJ-17 
日本労働衛生工学会 

基礎講座１ 関
連
機
器
の
展
示 

10:00～11:00 AK-18・AK-19・AK-20 
日本労働衛生工学会 

基礎講座２ 

11:00～12:00 
A 会場～11:40 

AN-21・ANJ-22 BK-16・BK-17・BK-18 

12:00～13:00 （昼食・休憩） 

13:00～14:00 
作業環境測定研究発表会 

技術講演 
BN-19・BNJ-20・BN-21 

― 14:00～15:00 AK-23・AK-24・AN-25 BK-22・BNJ-23・BNJ-24 

15:00～16:00 
B 会場～15:40 

AK-26・AK-27・AK-28 BK-25・BK-26 

＊ 「―」と表記されている会場には，立ち入りできません。 
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10月 21日（水） Ａ 会 場 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

10:00～10:20 AK 01 オープンフェイス型ホルダーにおける吸引流量と捕集濃度

の関係 

○薮田十司 

北里大学医療衛生学部健康科学科衛生管理 

村田 克※1 

10:20～10:40 AN 02 粉じん職場における遊離けい酸含有率の推移と定期的な測

定の必要性について 

○松本茜子，市後﨑隆則，河野光雄 2)，田口信康，田吹光司

郎 

一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター 

10:40～11:00 AN 03 浮遊粉じん試料と堆積粉じん試料による遊離けい酸含有率

の相違について 

○市後﨑隆則 1），松本茜子 1），河野光雄 2)，田口信康 1） 

田吹光司郎 1）2) 

一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター 
1）北九州事業部 2）大分事業部 

11:00～11:20 AK 04 鋳物工場における砂型造形作業及び土石又は鉱物を開放炉

に投入する作業における粉じんばく露リスクの調査研究 

○村上弘亮 1），村田克 2），名古屋俊士 2） 

1）早稲田大学大学院創造理工学研究科，2）早稲田大学理工学

術院 

小野真理子※2 

11:20～11:40 AK 05 ナノマテリアル取り扱い作業環境における新型粉じん計 

ＬＤ-５Ｎ２を用いた作業環境管理に関する研究 

○深尾加奈子 1)，村田克 2)，小山博巳 3)，明星敏彦 4)，名古屋

俊士 2)   
1)早稲田大学創造理工学研究科，2)早稲田大学理工学術院， 
3)柴田科学株式会社，4)産業医科大学 

11:40～12:00 AK 06 ナノ粒子凝集体を測定する際のインレットの重要性 

○鷹屋光俊，山田丸 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

12:00～13:00 

 

 

 

昼食・休憩 

 

 

※１．早稲田大学理工学術院 

※２．独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
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Ｂ 会 場 10月 21日（水） 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

10:00～11:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00～12:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00～13:00 

 

 

 

昼食・休憩 
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10月 21日（水） Ａ 会 場 

 

時間 内容 座長※所属 

13:00～14:00  

【公益社団法人日本作業環境測定協会 特別講演】 

 

「じん肺所見者に対する健康教育」 

○木村 清延（北海道中央労災病院名誉院長） 

 

・司  会：相澤 和幸（公益財団法人北海道労働保健管理協会） 

 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

14:00～14:20 AK 07 カーボンナノチューブエアロゾルの粒径分布について 

○小野真理子 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所   

鷹屋光俊※3 

 
14:20～14:40 AK 08 ナノマテリアルの蛍光検出技術開発 

○黒田章夫 1），石田丈典 1），土井奨平 1），西村智基 1），Maxym 

Alexandrov1），神山宣彦 2） 
1)広島大学大学院先端物質科学研究科，2)東洋大学経済学部 

14:40～15:00 

 

 

 

 

15:00～15:15 AM 01 蛍光顕微鏡法によるアスベストモニタリング 

○西村智基，関口 潔 

有限会社シリコンバイオ 

庄司 覚※4 

15:15～15:30 AM 02 防護係数及び漏れ率が同時に表示できるＭＮＦＴ（マスク内

圧フィッティングテスター）について 

○安藤真理 

株式会社重松製作所 

15:30～15:45 AM 03 作業現場における有機溶剤簡易測定器のご紹介 

○吉栄康城 

新コスモス電機株式会社 

15:45～16:00 AM 04 サンプリングポンプのご紹介 

○今岡明斉 

日本カノマックス株式会社 

16:00～16:15 AM 05 作業環境測定報告書作成システム「環境 Office」の紹介 

○原子 正 

秋田環境測定センター株式会社 

秋野健一※5 

16:15～16:30 AM 06 ビル管理用 CO・CO２測定器 CMCD-200およびリスクアセスメン

トに活用可能な検知管のご紹介 

○宮腰義規 

株式会社ガステック 

16:30～16:45 AM 07 北川式作業環境測定機器の紹介 

○川村幸嗣 

光明理化学工業株式会社 

16:45～17:00 AM 08 新製品デジタル粉じん計 LD-5R型、ワイドレンジミニポンプ

MP-W5P型 

○乾谷正樹 

柴田科学株式会社 

※３．独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

※４．秋田環境測定センター株式会社 

※５．一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター北九州事業部  
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Ｂ 会 場 10月 21日（水） 

 

時間 
分

類 
番号 標題・演者・所属 座長※所属 

13:00～13:20 BK 01 

 

 

安全性を低下させない既設局所排気装置の省エネルギー化 

○橋本訓，大岡忠紀，松井康人 

京都大学大学院工学研究科附属環境安全衛生センター 

高田志郎※6 

13:20～13:40 BK 02 製油所における装置容器内作業のための換気計画による作

業環境改善について 

○西川敏裕，中原浩彦 

東燃ゼネラル石油株式会社 堺工場 環境安全部 

13:40～14:00 BNJ 03 氷点下５度の粉じん作業の作業環境測定と改善事例 

○進藤 拓 

国立大学法人東北大学環境保全センター 

14:00～15:00 【現場報告】 

「テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニングの環境管理状況」 

○小野 雅啓（全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 理事 

       クリーニング綜合研究所 所長） 

 

・司  会：小西 淑人（株式会社エフアンドエーテクノロジー研究所） 

15:00～15:20 BK 04 作業環境測定Ａ測定濃度および短時間ばく露（STEL）濃度と

ばく露濃度の関係について 

○東久保一朗 ，荒木明宏 ，清水英佑 

中央労働災害防止協会 

田村三樹夫※7 

15:20～15:40 BK 05 オゾン分解法を用いた有機溶剤の分解特性に関する研究 

○王莉 1），名古屋俊士 2），村田克 2），加山慎一郎 3） 
1）早稲田大学大学院創造理工学研究科，2）早稲田大学理工学

術院，3）株式会社ガステック 

15:40～16:00 BK 06 シリカゲル光触媒を用いた有機溶剤の分解に関する研究 

○間野幸浩 1），名古屋俊士 2），村田克 2） 
1）早稲田大学大学院創造理工学研究科，2）早稲田大学理工学

術院 

16:00～16:15 BM 01 サンプリングポンプ AirChek TOUCH のご紹介 

○田中進太郎 

株式会社アイデック 

本間直人※8 

16:15～16:30 BM 02 リフラクトリーセラミックファイバー（RCF）の測定と分析に

ついて 

○小西高之 

株式会社ウエスト 

16:30～16:45 BM 03 作業環境測定（有機溶剤）の省力化について 

 ～自動化装置の導入メリット～ 

○元木 宏 

ラボテック株式会社 

16:45～17:00 BM 04 作業環境中カーボンナノチューブの計測について 

○内山裕哉 

東京ダイレック株式会社 

※６．一般財団法人京都工場保健会 

※７．一般財団法人上越環境科学センター 

※８．株式会社テトラス 
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10月 22日（木） Ａ 会 場 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

 9:00～ 9:20 AK 09 

 

局所排気装置排気口からの臭気逆流に関する調査報告 

○松井康人，日名田良一，中川俊之，橋本訓 

京都大学大学院工学研究科附属環境安全衛生センター 

名古屋俊士※9 

 9:20～ 9:40 AK 

 

10 リアルタイムモニターを搭載した開放式プッシュプル型換

気装置の開発 

○柿沼朋之 1），佐藤卓広 1），上野達也 2），今屋浩志 2） 
1）興研株式会社，2）理研計器株式会社 

 9:40～10:00 AK 11 漏洩濃度および曝露濃度から求めた外付け式フードの必要

排気風量 

○久保田裕仁 1）3），金丸直子 1），岩崎 毅 3），村田 克 2） 

名古屋俊士 2） 
1）早稲田大学大学院創造理工学研究科，2）早稲田大学理工学

術院，3）興研株式会社 

10:00～10:20 AK 12 屋内排気型外付け式フードの換気効果に関する基礎的研究 

○金丸直子 1），久保田裕仁 1），村田克 2），名古屋俊士 2） 
1）早稲田大学創造理工学研究科，2）早稲田大学理工学術院 

岩崎 毅※10 

10:20～10:40 AK 13 事業場における防じん、防毒マスクの選択、着用、保守管理

等に関する実態調査結果について 

○宮内博幸 1），桑田大介 1），菊池友子 1），加部 勇 2） 

田中 茂 3） 
1）産業保健協会，2）古河電気工業，3）十文字学園女子大 

10:40～11:00 AK 14 電動ファン付き呼吸用保護具によるインジウム曝露軽減の

効果について 

○田中 茂 1），桑田大介 2），菊池友子 2），宮内博幸 2） 
1）十文字学園女子大，2）産業保健協会 

11:00～12:00 【公益社団法人日本作業環境測定協会 記念講演】 

「作業環境測定法制の精神と測定制度の意味」 

○畠中 信夫（元白鴎大学法科大学院教授） 

 

・司  会：飛鳥 滋（公益社団法人日本作業環境測定協会） 

12:00～13:30 

 

 

 

昼食・休憩 

 

 

※９．早稲田大学理工学術院 

※10．興研株式会社 労働衛生コンサルタント事務所 
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Ｂ 会 場 10月 22日（木） 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

 9:00～ 9:20 BK 07 エチレンオキシド捕集管の環境因子による回収率の影響調査

に関する報告 

○中村亜衣，海福雄一郎，有本雄美 

株式会社ガステック 

保利 一※11 

 9:20～ 9:40 BN 08 ピリジンの測定手法の開発 

○中島賢邦 1），渡邉幸久 1），今中努志 2） 

1）一般財団法人上越環境科学センター，2）ジーエルサイエンス

株式会社 

 9:40～10:00 BN 09 作業環境中ビフェニルの測定・分析手法の検討について 

○荒井久美子，東久保一朗，山室堅治，荒木明宏，山田憲一，

清水英佑 

中央労働災害防止協会 

10:00～10:20 BNJ 10 エチレンオキシド、クロロホルムを取扱う作業場の作業環境

改善事例 

○蛭田正雄 

株式会社環境科学研究所 

相澤和幸※12 
10:20～10:40 BNJ 11 コバルト材料を使用している作業場の作業環境改善事例 

○遠藤 彰 

秋田環境測定センター株式会社 

10:40～11:00 BNJ 12 コバルト取り扱い作業場における作業環境測定事例について 

○本間直人，齋藤 誠，半澤真二，井上政人 

株式会社テトラス 

11:00～11:20 BNJ 13 １―ブロモプロパン取扱い作業場における改善事例 

○川野智晃，弦本忠嗣，河野光雄，岡 光一，田吹光司郎 

一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター大分事業部 

中村憲司※13 

11:20～11:40 BNJ 14 改正女性則による対象作業場の推移の状況と改善事例につい

て 

○伊藤陽平 

秋田環境測定センター株式会社 

11:40～12:00 BNJ 15 労働衛生管理のためのビデオばく露モニタリングの活用事例 

○安田知恵１），中家隆博１），大塚俊介２），山下浩平２），，海福雄

一郎２）竹内靖人３），米山玲児４），宮内博幸５） 
１）関西環境科学株式会社，２）株式会社ガステック，３）中央労

働災害防止協会，４）公益社団法人日本作業環境測定協会， 
５）一般財団法人産業保健協会 

12:00～12:30 日本労働衛生工学会 総会 

12:30～13:30 昼食・休憩 

※11．産業医科大学産業保健学部 

※12．公益財団法人北海道労働保健管理協会 

※13．独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
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10月 22日（木） Ａ 会 場 

 

時間 内  容 

13:30～16:30 【第 55回日本労働衛生工学会・第 36 回作業環境測定研究発表会 共同シンポジウム】 

リスクアセスメントの義務化に向けて 

 

・司 会：奥田篤史（株式会社富士清空工業所） 

     山田憲一（中央労働災害防止協会） 

 

13:30～14:00 行政の立場から 

○濱本和孝 

 （厚生労働省労働基準部化学物質対策課） 

14:00～14:30 事業場（日本化学工業協会）の立場から 

○山口広美 

 （一般社団法人日本化学工業協会 環境安全部 部長） 

14:30～15:00 測定機関の立場から 

○長澤康浩 

（一般財団法人京都工場保健会 環境保健課長） 

15:00～15:30 専門家の立場から 

○橋本晴男 

（東京工業大学 特任教授） 

15:30～15:40 休憩 

15:40～16:30 ディスカッション・質疑応答 

 

  
 

17:00～19:00  

交流集会 
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Ｂ 会 場 10月 22日（木） 

 

時間 内  容 

13:30～16:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17:00～19:00  

交流集会 
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10月 23日（金） Ａ 会 場 

 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

09:00～09:20 AK 15 検知管の新たな国際規格と精度に関する考察 

○海福雄一郎1），有本雄美1）, 引田  宏1） ，本間弘明2），   

村松輝夫2） 

1）株式会社ガステック，2）光明理化学工業株式会社 

中明賢二※14 

09:20～09:40 AK 16 強制送風式パッシブサンプラー（セミアクティブサンプラ

ー）を用いた個人ばく露測定の検討 

○村田 克1），鈴木義浩2），榎本孝紀2），名古屋俊士1） 
1）早稲田大学理工学術院，2）柴田科学株式会社 

09:40～10:00 ANJ 17 個人ばく露測定について（パッシブサンプラーの活用） 

○高田志郎，長澤康浩，鵜飼博彦，山田親久，池田正之 

一般財団法人京都工場保健会 

10:00～10:20 AK 18 実現場採取フィルターを用いたバイオ蛍光法と電子顕微鏡

観察におけるアスベスト粉じん濃度に関する検討 

○船岡弘之，長谷川浩之，竹内 弥 

環境リサーチ株式会社 

小西淑人※15 

10:20～10:40 AK 19 

 

溶解により変質したクリソタイルの化学組成と形態 

○本郷照久，篠原也寸志 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
10:40～11:00 AK 20 

 

画像処理を利用した位相差顕微鏡法による石綿の観察方法

の検討 

○中村憲司 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

11:00～11:20 

 

AN 21 

 

JIS A 1481-2,3 に準拠した分析時のアスベスト飛散リスク

の低減及び分析精度の向上について 

○弦本忠嗣，河野光雄，岡 光一，田吹光司郎 

一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター 

大分事業部 本郷照久※16 

11:20～11:40 ANJ 22 建材製品中のアスベスト測定方法に関する国際規格及び国

際規格案の検証実験の実施結果について 

○寺田和申，佐々木元茂 

公益社団法人日本作業環境測定協会 

11:40～12:00  

12:00～13:00 

 

 

 

昼食・休憩 

 

 

 

※14． 麻布大学 

※15． 株式会社エフアンドエーテクノロジー研究所 

※16.  独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
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Ｂ 会 場 10月 23日（金） 

 

時間 内  容 

09:00～10:00 【日本労働衛生工学会 基礎講座１】 

化学物質の個人ばく露測定ガイドラインについて 

○橋本晴男（東京工業大学 特任教授） 

 

・司 会：髙山 正（髙山産業衛生事務所） 

10:00～11:00 【日本労働衛生工学会 基礎講座２】 

ＳＤＳ対象物の有害性及び危険性の見方 

○荒木明宏（中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター副所長） 

 

・司 会：森 洋（秋田環境測定センター株式会社） 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

11:00～11:20 BK 16 作業環境中1,1,1-トリクロロエタンの測定・分析法に関する

検討 

○川澄八重子，東久保一朗，山室堅治，荒木明宏，清水英佑 

中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 

大藪貴子※17 

11:20～11:40 BK 17 球状活性炭ジャンボ型におけるジエチルケトンの測定手法の

検討 

○福島靖弘，丸島 渉，鈴木義浩，霜村浩一，榎本孝紀 

柴田科学株式会社 

11:40～12:00 BK 18 メタノール蒸気の光触媒溶射シリカゲルに対する破過および

脱着特性 

○下野姫奈1)， 石松維世1）2)， 笛田由紀子1）2)， 樋上光雄2)，

焼山なつみ3)， 山本清司3)， 坂口昇平3)，保利 一1）2) 

1) 産業医科大学 大学院医学研究科 産業衛生学専攻 
2) 産業医科大学 産業保健学部 環境マネジメント学科 
3) 株式会社フジコー 技術センター 

12:00～13:00 

 

 

 

昼食・休憩 

 

 

※17．産業医科大学産業生態科学研究所 
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10月 23日（金） Ａ 会 場 

 

時間 内  容 

13:00～14:00 【公益社団法人日本作業環境測定協会 技術講演】 

「オフセット印刷工場の有機溶剤管理」 

○石井 健三（（一社）日本印刷産業連合会業務推進部部長） 

 

・司 会：鈴木 治彦（公益社団法人日本作業環境測定協会） 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

14:00～14:20 AK 23 半導体センサを検出器としたポータブルガスクロマトグラフ

の混合有機溶剤蒸気に対する特性 

○平野幹治1)，中山綾香2) ，樋上光雄1) ，石松維世1) ，笛田

由紀子1) ，山本 忍1) ，保利 一1) 

1)産業医科大学 産業保健学部 環境マネジメント学科 
2)新コスモス電機株式会社 

齊藤宏之※18 

14:20～14:40 AK 24 光触媒溶射フィルターを用いた空気清浄機における有機溶剤

蒸気の分解特性 

○田中沙穂1)，樋上光雄2) ，石松維世1）2） ，笛田由紀子1）2） ，

焼山なつみ3) ，山本清司3) ，坂口 昇3) ，保利 一1）2） 

1）産業医科大学 大学院医学研究科 産業衛生学専攻 
2）産業医科大学 産業保健学部 環境マネジメント学科 
3）株式会社フジコー 技術センター 

14:40～15:00 AN 25 直接捕集に使用するエアーサンプラの性能評価 

○鈴木 学，川村幸嗣，大隈裕明，宮澤和正，水野槙恵 

本間弘明 

光明理化学工業株式会社 

15:00～15:20 AK 26 建築業従事者の職業性難聴―自覚的感覚と聴力検査結果との

関連について（第一報） 

○久保田均 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

伊藤昭好※19 

15:20～15:40 AK 27 ＮＢＤ誘導体化による芳香族アミンの分析法の検討 

○井上直子 

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

15:40～16:00 AK 28 夏季屋外環境における，地面の性状と暑熱環境の関連性 

◯齊藤宏之1），澤田晋一1），由野友規2），佐藤緋鶴2）， 

田中正晴2） 
1）労働安全衛生総合研究所，2）建設業労働災害防止協会 

※18．独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

※19．産業医科大学産業保健学部 
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Ｂ 会 場 10月 23日（金） 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

13:00～13:20 BN 19 作業環境測定におけるシアン化水素の分析方法の検討とリス

クアセスメント結果について 

○秋野健一，谷口満美，室 優子，前田康寿，井上初美 

田口信康 

一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター 

北九州事業部 

荻野博幸※20 

13:20～13:40 BNJ 20 印刷および同関連業におけるリスクアセスメント手法の検討

について 

○花田貴彰，佐本 一，長澤康浩，櫻木園子，高田志郎 

山田親久，池田正之 

一般財団法人京都工場保健会 

13：40～14:00 BN 21 スチレン取扱作業場におけるリスクアセスメントの手法の比

較検討結果について 

○森 憲一，山川希恵，長田良明，岡 光一，田吹光司郎 

一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター大分事業部 

14:00～14:20 BK 22 廃溶媒分析による有機溶剤蒸発量の推定 

○日名田良一，松井康人，中川俊幸，橋本 訓 

京都大学大学院工学研究科附属環境安全衛生センター 

田吹光司郎※21 

14:20～14:40 BNJ 23 製造事業場における化学物質のリスクマネジメントについて 

その１ 

○安井史郎，東 久博，城山 康，國谷幸弘，福田昌宏 

パナソニック健康保険組合産業衛生科学センター 

14:40～15:00 BNJ 24 製造事業場における化学物質のリスクマネジメントについて 

その２ 

○東 久博，安井史郎，城山 康，國谷幸弘，福田昌宏 

パナソニック健康保険組合産業衛生科学センター 

15:00～15:20 BK 25 教育・研究機関における化学物質の管理について 

○荻野博幸 

荻野労働衛生コンサルタント事務所 
薮田十司※22 

15:20～15:40 BK 26 アセトニトリルの作業環境測定手法の検討 

○進藤 拓 

東北大学環境保全センター 

※20．荻野労働衛生コンサルタント事務所 

※21．西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

※22．北里大学医療衛生学部健康科学科衛生管理  
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会場案内図 
 

◎発表会場 （10月 21日（水）～23日（金）） 
 ２階：Ａ会場（高砂の間）、Ｂ会場（白鳳の間） 

◎展示会場（10月 21日（水）～23日（金）） 

 ２階：平安の間 

◎交流集会 会場（10月 22日（木） 17：00～19：00） 

２階：鳳凰の間 

 
   〒040-0064 北海道函館市大手町 5-10  

TEL：0138-23-6161 FAX：0138-27-5661 
 

 

 

 


