大会案内

＜会場のご案内＞
1. 大会会場（9 月 4 日（月）
，9 月 5 日（火）
）
千歳科学技術大学 講義棟 B102 教室
〒066-0012 北海道千歳市美々758-65 TEL：0123-27-6001
※一般駐車場への車の乗り入れが可能です。
※会場へは、
「JR 千歳駅」または「JR 南千歳駅」からシャトルバスをご利用下さい。
2. シャトルバスの利用案内

※会場へは「本部棟」で降車してください。

3. 懇親会場
ANA クラウンプラザホテル千歳
〒066-8637 北海道千歳市北栄 2-2-1
JR 千歳駅より徒歩 8 分

TEL：0123-22-2311

鉄道路線図

JR 新千歳空港駅

＜ 大会参加予定の皆様ヘ ＞
1. 参加受付
懇親会への参加者には、懇親会場にて懇親会および大会への参加を同時に受け付けます。
大会にのみ参加される方は、当日、会場 B102 教室前にて受付を行います。
受付は懇親会開始時刻および大会開始時刻の 1 時間前に設置いたします。
2. 参加費
大会参加費は、一般 5,000 円，学生 3,000 円です。
懇親会に参加される方は懇親会費として一般 5,000 円，学生 3,000 円を当日会場にて
現金でお支払いください。懇親会への参加者は，懇親会会場の受付にて大会参加費もお
支払いいただけます。学生の方は「学生証」を必ずご提示下さい。
懇親会に参加されない方は，9 月 5 日の大会当日に会場前の受付にて大会参加費を現
金でお支払いください。
3. 宿泊
宿泊については JR 千歳駅周辺のホテルを各自でご手配ください。
4. 昼食
大会当日は学休期のため食堂が営業しておりません。大学周辺には売店や食堂があり
ませんので昼食をご持参いただくか、あらかじめ申し込まれた方に、お弁当を販売いた
しますのでご利用下さい。

＜ 一般講演にて発表される皆様へ ＞
1. 受付
各セッション開始時刻の 15 分前までに会場前の受付へお越し下さい。
2. 発表時間
発表 12 分、質疑応答 3 分の計 15 分以内とさせていただきます。
発表開始 10 分後に 1 鈴、12 分後に 2 鈴、15 分後に 3 鈴を鳴らします。
3. 発表に利用できる機器
次の仕様のノート PC を準備いたします。
 OS：Microsoft Windows 10 Pro
 アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2016 を含む Office Professional 2016
※発表用のファイルを保存した USB メモリをお持ちいただく場合には、セッション開
始時刻の 5 分前までに会場の PC にコピーし動作確認を行って下さい。
※各自で用意した PC を利用される場合には、プロジェクターへ出力する VGA ケーブ
ルに接続できるアダプタなどを適宜ご準備いただき、受付時にその旨をお知らせ下さ
い。

＜ 大会スケジュール ＞
９月４日（月）
9:00

９月５日（火）
受付開始（9:00～）
（B102 教室前）

10:00

一般講演 1
（10:00～11:00）

11:00

休憩（10 分）
一般講演 2
（11:10～12:10）

12:00
受付開始(12:30～)

総会（12:20～12:40）

（B102 教室前）

昼食
（12:40～13:10）

13:00

特別講演
14:00

（13:10～14:30）
公開シンポジウム
(13:30～16:00)

休憩（10 分）
一般講演 3

15:00

（14:40～15:55）
16:00

17:00

懇親会受付
於 ANA クラウンプラザ千歳

18:00

懇親会
（18:00～20:00）
於 ANA クラウンプラザ千歳

第 22 回大会プログラム
【会場】千歳科学技術大学 講義棟 B102 教室

＜ 9 月 4 日（月） ＞
公開シンポジウム「企業の健康経営戦略に役立つ産業保健人間工学」
12:30～

参加受付

（B102 教室前）

13:30～16:00

公開シンポジウム
座長 三上行生（北海道科学大学）

S-1「グローバル環境下での経営戦略」
野呂咲人（日本ビジネスシステムズ株式会社、株式会社三菱総合研究所）
S-2「少子・高齢社会日本の企業に役に立つ人間工学の知恵と技」
三澤哲夫（千葉工業大学）
S-3「少子・高齢社会日本の企業に役立つ産業保健の知恵と技」
赤津順一（一般財団法人 日本予防医学協会）
S-4「少子・高齢社会日本の健康経営戦略」
神代雅晴（一般財団法人 日本予防医学協会）
懇親会 【会場】ANA クラウンプラザ千歳
17:00～
懇親会受付
18:00～20:00

懇親会

＜ 9 月 5 日（火） ＞
9:00～
10:00～11:00

大会参加受付

（B102 教室前）

一般講演 1
座長 泉 博之（産業医科大学）

1-1「主観的仕事量とワークライフバランスの検討」
○洲崎好香（聖マリア学院大学）、新谷奈苗（奈良学園大学）
1-2「音声変換型の振動パターンと記憶との関係」
○新家悠介、小林大二（千歳科学技術大学）
1-3「作業椅子の座り心地に関する基礎研究
第二報：作業動作を考慮したクッション長時間特性の評価検討」
○宮野将也（工学院大学大学院）
、菱田博俊（工学院大学工学部）
1-4「SOC と Type A 性格特性が職場風土感に及ぼす影響」
○新谷奈苗（奈良学園大学）、永岡裕康（マツダ株式会社）
、
洲崎好香（聖マリア学院大学）

11:10～12:10

一般講演 2
座長 斎藤 真（三重県立看護大学）

2-1「能動的触覚によるボタン間隔の弁別に関する実験的研究」
○南條頌貴、今井雄大、小林大二（千歳科学技術大学）
2-2「携行可能な口腔ケアシミュレータの開発に向けた基礎調査」
○今井宏美（千葉工業大学大学院、千葉県立保健医療大学）
、
麻賀多美代（千葉県立保健医療大学），三澤哲夫（千葉工業大学）
2-3「作業中における負担感と作業動作の同時計測」
○宮島沙織、田中孝之（北海道大学）、泉博之（産業医科大学）、
宮田なつき、多田充徳、持丸正明（産総研）
2-4「筆記具の把持方法の違いがスケーラーの把持動作に及ぼす影響」
○麻賀多美代（千葉工業大学大学院、千葉県立保健医療大学）、
三澤哲夫（千葉工業大学）
12:20～12:40

総会

12:40～13:10

昼食

13:10～14:30

特別講演 「組込みソフトウェア開発の作業環境について」
講演者 小樽商科大学 教授 平沢尚毅 先生
司会者 小林大二（千歳科学技術大学）

14:40～15:55

一般講演 3
座長 樋口善之（福岡教育大学）

3-1「女性看護師の 16 時間夜間勤務中とその後の心拍変動解析による疲労の評価」
○田中美穂（東邦大学）
3-2「中長期滞在型訪日外国人旅行者による日常購買行動調査(1)」
○山田敏弥、卓田郁也、平沢尚毅（小樽商科大学）
3-3「中長期滞在型観光客の行動特性に関する考察」
○卓田郁也、山田敏弥、平沢尚毅（小樽商科大学）
3-4「長面浦（宮城県石巻市）におけるかき養殖業の収穫期の作業について」
○髙橋秀行（(国研)水産研究・教育機構水産工学研究所）
、
神山龍太郎、桟敷孝浩（(国研)水産研究・教育機構中央水産研究所）
3-5「介護職従事者の職業性ストレスに関する考察」
○市東大樹、滝聖子（千葉工業大学）
、川上勝（自治医科大学）
、
高野倉雅人（神奈川大学）
、山田哲男（電気通信大学）

