会 告
第65回日本交通医学会総会
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、第65回日本交通医学会総会を次により開催いたしますので、万障お繰り合わせ
のうえご出席くださいますようご案内申し上げます。
平成22年12月
第65回日本交通医学会総会
会 長 岸本 三郎
（大阪鉄道病院長）
会 長：岸本 三郎
会 期：平成23年6月4日（土）、5日（日）
会 場：メルパルク京都
〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676 番 13
TEL 075-352-7444（代） FAX 075-352-7390
参加費：6,000円

第1日
開会

懇親会費：6,000円 （当日のみ受け付けます）

6 月 4 日（土）

（9:00〜9:05）

1

シンポジウムⅠ

会長挨拶

大阪鉄道病院 院長 岸本 三郎

６階会議室Ｃ （9:10〜11:00）

「職場におけるメンタルヘルスの新しい枠組みに向けて」
司会：JR 九州 総務部 勤労課 産業医 浅海 洋
JR 西日本 健康増進センター所長 柳本 政浩
（１）基調講演（9:10〜9:50）
「これからの職場のメンタルヘルス」
〜 第一次予防とワークエンゲイジメント 〜
東京大学大学院医学研究科 精神保健分野/精神看護分野
准教授 島津 明人
（２）活動報告（9:50〜10:30）
①

メンタルヘルス対策

〜 産業医としてできること 〜

JR 東日本 JR 仙台病院 健康管理センター
②

チームで進めるメンタルヘルス活動 〜 保健師の立場から 〜
JR 東 海 静岡健康管理センター

③

産業医 清治 邦章

保健師 松下 裕子

事業場外資源の有効活用について
JR 西日本 人事部

課 員 黒崎 太朗

（３）意見交換（10:30〜11:00）
パネルディスカッション
2

宿題報告

（11:05〜11:35）

座長：大阪鉄道病院 院長 岸本 三郎

「知っておきたい腸の炎症性疾患」
大阪鉄道病院
3

評議員会・総会

4

ランチョンセミナー （12:10〜13:00）

医務部長

清水 誠治

（11:35〜12:05）

座長：大阪鉄道病院 副院長 北川 良裕
「認知症の診断と治療」
〜 アルツハイマー型認知症を中心に 〜
京都府立医科大学 大学院 医学研究科 神経内科学 教授 中川 正法
（共催：第一三共株式会社）
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特別講演Ⅰ （13:00〜13:50）
座長：JR 札幌病院 院長 安藤 利昭
「同種造血幹細胞移植の現状」
大阪市立大学大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 教授 日野 雅之

6

シンポジウムⅡ （13:50〜16:00）
「癌診療の現況と未来」
司会：JR 九州病院 院長 林田 一洋
JR 仙台病院 院長 市来 正隆

（１） JR 仙台病院
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の現況と将来
消化器内科 内視鏡センター長 及川 圭介
（２） 名古屋セントラル病院
当院における高精度放射線治療の現状とこれから
中央放射線室 診療放射線技師 峯田 崇
（３） 大阪鉄道病院
当院の外来化学療法センターの原状〜これまでの経過と今後の展望〜
外科 医長 麦谷 達郎
（４） JR 札幌病院
癌診療 〜セカンドオピニオン〜
産婦人科 副院長 寒河江 悟
（５） 広島鉄道病院
当院におけるレジメン管理の現状
薬剤科 大原 雅史

（６） JR 九州病院
癌診療

看護の立場から

〜現状と展望〜
看護師 西館 4 階病棟 平 八重子

（７）JR 東京総合病院
東京都認定がん診療病院の立場から
呼吸器内科 副院長 山口 哲生
7

特別講演Ⅱ

（16:00〜17:00）
座長：JR 東京総合病院 院長 花岡 一雄

「分子より見た生体リズム異常による病気」
京都大学大学院 薬学研究科 医薬創成情報科学講座
システムバイオロジー分野 教授 岡村 均
8

特別講演Ⅲ

（17:00〜17:50）
座長：JR大阪鉄道病院 院長 岸本 三郎

「大阪ステーションシティの開発」
大阪ターミナルビル株式会社 常務取締役 企画部長 江本達哉
9

会員懇親会 （18:05〜 ）ホテルグランヴィア京都 ５階「古今の間」

第 2 日 6 月 5 日（日）
10 シンポジウムⅢ

（9:30〜12:00）会議室Ｄ

「JR 関連病院における認定看護師の役割を考える」
〜質の高い看護の提供をめざして〜
座長：名古屋セントラル病院 看護部長

大原 まゆみ

大阪鉄道病院 副看護部長 中島 京子
（１） 基調講演 〜認定看護師を教育する立場から〜
「これからの認定看護師に望まれるもの」
日本看護協会 神戸研修センター 教育研修部長 足利 幸乃
（２） 活動報告 〜現場の認定看護師から〜
① 皮膚・排泄ケア認定看護師

JR 九州病院 川道 昌美

② 感染管理認定看護師

広島鉄道病院 新田 由美子

③ 緩和ケア認定看護師

大阪鉄道病院 山田 千幸

④ がん化学療法認定看護師

JR 札幌病院 八重樫 千香

（３） 活動報告 〜看護管理者の立場から〜
「認定看護師の活用に関する看護管理者の課題」
株式会社日本レストランエンタプライズ 総務部 担当部長 岡田 純子

２ 一般演題 8:30〜12:00

演題募集詳細は次頁に掲載
※ お知らせ
シンポジウムについては、日本医師会認定産業医の生涯研修（２単位）を申請中です。
【第 65 回日本交通医学会総会会場周辺図】
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第65回日本交通医学会総会 一般演題公募および発表のご案内
１． 一般演題公募
抄録原稿はメールにてお送り下さい。

アドレス <65th-kotsuigaku@kyoto-foodservice.co.jp>
（演題名、所属、演者、共同演者、抄録〔800字程度〕を記入して下さい。）
２． 一般演題締切 平成23年1月31日（月）

※ 締切日を平成23年2月25日（金）まで延長します。
３． 口演時間 一般演題 発表6分 討論1分以内
４． 演者集合 口演開始10分前に次演者席にお着き下さい。
５． スライド
（１） すべてＰＣ発表とし、1面映写とします。
（２） Windows Powerpointで作成したデータのみとします。
お持込のデータはＵＳＢメモリでお願いします。
（３） 会場に用意されるパソコンは、Windows Powerpoint2003、2007 2010が内蔵
されています。なお、音声の再生はできません。
（４） 6月5日(日)は受付用ＰＣで、発表の３０分前までにファイルの内容確認を行
って下さい。なお、6月4日(土)も9:00〜17:00まで受付を行います。
（５） 個人のＰＣでの受付及び発表はできません。
（６） ＭＡＣのデータは受付できません。

※動画を使用される場合は、必ず動画を作成するためのオリジナルデータを添付して
下さい。動作に必要なデータが添付できていない場合やハイスペックＰＣで作成した
動画データは動作保障ができませんのであらかじめご了承下さい。

６．問合せ先
第65回日本交通医学会総会事務局
〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町1-2-22 大阪鉄道病院 総務課内
担当：佐々木・小川
TEL 06-6628-2221 FAX 06-6628-4707
JR-TEL 074-2904

JR-FAX 074-3242

宿泊のご案内
日本旅行
予約

西日本 MICE 営業部

https://apollon.nta.co.jp/jatm2011/perl/jouhou.pl?&mode=top

担当：松本・今田
〒530-0001 大阪市北区梅田 1 丁目 11 番 4 号 大阪駅前第 4 ビル 5 階
TEL：06-6342-0230 FAX：06-6342-0232

