第 28 回 日本産業衛生学会 全国協議会

テーマ
働き方の変革期における戦略的産業保健
～すべての働く人々の健康のために～

企業展示

日時 2018 年 9 月 14 日（金） 15 日（土） 16 日（日）
会場 東京工科大学蒲田キャンパス 3 号館・12 号館・片柳アリーナ
主催 日本産業衛生学会
企画運営委員長 五十嵐千代（東京工科大学医療保健学部教授）

概
1.

要

学会の名称：
第 28 回 日本産業衛生学会 全国協議会

2.

テーマ：
働き方の変革期における戦略的産業保健 ～すべての働く人々の健康のために～

＜趣旨・テーマ設定の背景＞
現在の労働環境はグローバルスタンダードの中、事業のスピードは速くなり、イノベーショ
ンが求められています。厚生労働省の労働者健康調査では、働く人の約 6 割が強いストレスを
感じながら仕事をしていると答えています。ストレスフルな労働現場である一方で、労働年齢
は高齢化し、ダイバーシティも進んでいます。そのような中、政府からは「働き方改革」がし
めされており、これから多様な働き方がでてくると思われます。
「働き方改革」のひとつとして、長時間労働の是正がありますが、仕事量は変わらない状況
で、効率化が求められると新たなストレスを生み出していきます。また、副業の認可は、複業
にもなり、実際の労働時間は増えていくとことも考えられます。このように、労働生産性が問
われる中、働く人々の健康や安全に対する産業保健の支援のあり方は、現在のままではいかな
くなると考えられます。
今回の学会のテーマのキーワードは“戦略的”ですが、
“戦略的”とは、特定の目標を達成す
るために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・科学をさします。本学
会では、労働者と事業者をとりまく様々な健康課題において、戦略的な健康支援技術に加え、
事業場内、外、つまりは社会の体制づくりやシステムの構築などについても考え、すべての働
く人々に産業保健サービスが届くことを考えたいと思います。
働く人々の健康は労務管理として位置づけられる今日、働き方の変革期を迎えるこの時期、
新たな個人への健康支援に加え、経営層を巻き込み労働の在り方にも関与していく戦略的な
健康支援について好事例を集約し議論する学会にし、社会にも提言できる機会にしたいと思い
ます。
3.

主催・共催：
主催 公益法人 日本産業衛生学会
共催 厚生労働省（予定）
、東京都医師会（予定）、大田区医師会（予定）
蒲田医師会（予定）、大森医師会（予定）、田園調布医師会（予定）

4.

企画運営委員長 五十嵐千代
（日本産業衛生学会 産業看護部会本部 部会長 東京工科大学医療保健学部
看護学科教授・産業保健実践研究センター長）
実行委員長

中野愛子
（日本産業衛生学会 関東産業看護部会 部会長 (株）日立製作所）

5.

ホームページ：
URL:http://www.sanei2018.jp

6.

会期：
2018 年 9 月 14 日（金） 15 日（土） 16 日（日）

7.

会場：
東京工科大学蒲田キャンパス 3 号館・12 号館・片柳アリーナ
（〒144-8535 東京都大田区西蒲田 5-23-22）

8.

参加費：学会員 7,000 円

9.

参加予定者数： 約 2,000 名

非学会員 9,000 円

懇親会 7,000 円

日本産業衛生学会会員が 8 割、非学会員が 2 割程度
産業医や産業看護職、企業の衛生管理者など産業保健スタッフが主な参加者
そのほか、大学教員(医学部や看護学部)や研究者等も参加予定
10. 内容：
9 月 14 日(金)

講演会場

午前

自由集会

午後

実地研修、自由集会

9 月 15 日(土)

講演会場

午前

基調講演、教育講演

昼

ランチョンセミナー

午後

シンポジウム、教育講演、市民公開講座

夕

教育講演、自由集会

夜

懇親会

9 月 16 日(日)

講演会場

午前

シンポジウム、パネルディスカッション、
ワークショップ、自由集会

昼
午後

ランチョンセミナー
特別講演、パネルディスカッション、ワー
クショップ、自由集会

11. 日本医師会 認定産業医研修会生涯研修専門単位申請予定
日本産業衛生学会 産業保健看護専門家制度単位申請予定

ポスター会場・展示会場

ポスター会場・展示会場

ポスターセッション
企業展示

ポスター会場・展示会場

ポスターセッション
企業展示

12. 運営事務局・問い合わせ先
第 28 回 日本産業衛生学会

全国協議会 運営事務局

（株）日広通信社
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-18-14 4Ｆ
TEL:

03-3230-0787

E-mail: jimukyoku@sanei2018.jp

企業展示 募集要項
1． 展示会場(予定)：
東京工科大学蒲田キャンパス 3 号館 12 階 ラウンジ
2． 出展対象：
医療機器・検査機器・医薬品・医療情報機器システム・書籍他
3． 募集数：
基礎小間 (162,000 円 /税込)× 20 小間

3,240,000 円

※テーブル１台の場合 108,000円/税込
書籍展示 (32,400 円/税込)× 5 卓

162,000 円
出展料計

3,402,000 円

4． 出展料金：
種類

単位

サイズ

基礎小間

1 小間

W180 ㎝×D90 ㎝×H210 ㎝(テーブル２台)

162,000 円

1/2 小間

W180 ㎝×D90 ㎝×H210 ㎝(テーブル 1 台)

108,000 円

机1 本

長机(W180 ㎝×D90 ㎝)

32,400 円

書籍展示

5． 小間規格：

基 礎 小 間
・1 小間 ＝ 間口 W180 ㎝×奥行 D90 ㎝×高さ H210 ㎝
・間仕切りの後壁(システムパネル) ・社名板 ・蛍光灯(40Ｗ)
(パネル色の基本色は白、社名板は白地黒文字)
・展示台１台(W180㎝×D90㎝×H70㎝)

白布付き

(但し商品の上にかけるクロスはご持参ください)
※以上の仕様は出展料金に含まれ、当方で設置いたします。
その他の小間内装飾は、出展者が行ってください。
※電気の使用は、基礎照明以外全て
有料オプションになります。(次頁参照)

単価(税込)

書 籍
・1 卓の寸法 ＝ 間口W180 ㎝×奥行D90 ㎝
１卓より複数の卓数で申込みを受けます。
(展示場所に限りがございますので、希望卓数のご希望に添えない場合はご了承ください)
基礎設備＝展示机(クロス代は別途有料になります)

9．スケジュール(予定)：
〔搬入・設置〕平成30 年(2018 年) 9 月14 日（金) 17:00 以降
〔 会 期 〕

〃

9 月15 日（土) ・16日（日）

〔搬出・撤去〕

〃

9 月16 日（日）15:00 以降

10．出展規約：
・展示小間割の決定
学会事務局にて決定いたします。(平成30 年(2018 年)7 月予定)
展示会場以外への出展につきましては後日ご相談させていただきます。
・出展物
出展対象に記載された範囲のもの、及び運営事務局の認めたものといたします。
※薬事法未承認品の展示については、学会事務局にお問い合わせください。
・出展物の販売の禁止
会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことを禁止いたします。
但し、学会事務局の認めたものは、限定的に許可する場合がございます。
・会場の管理
会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の
不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を
負いかねます。
・会場・会期・開場時間の変更
やむを得ない事情により、会場・会期及び開場時間を変更する場合がございます。
この変更を理由として出展申込みを取り消すことは出来ません。
また、これによって生じた損害は補償いたしません。
・電気
基礎小間仕様の電気使用は、基礎照明(蛍光灯)以外全て有料オプションとなり、
会期終了後の請求になります。(特殊電源に関しては別途ご相談ください)

・禁止事項
展示物の高さは、210㎝に制限します。
ただし、特別装飾の高さ制限につきましては、後日調整させていただきます。
また、床面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)は出来ません。
養生等については出展社の責任において施工してください。
・お申込みの取消し
お申込み後の取消しについては、一切お受けできません。
また、お支払済みの出展料のご返金は出来ませんので、予めご了承ください。

11．申込方法：
別紙の出展申込書に所定の事項を記載のうえ、運営事務局までFAX にて
お申込みください。
募集小間数に達し次第、申込みを締め切ります。

12．募集期間：
三次回答締切日：平成30 年(2018 年)6 月29 日(金)

10．お問い合せ先・運営事務局：
第 28 回 日本産業衛生学会

全国協議会 運営事務局

（株）日広通信社
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-18-14 4Ｆ
TEL:

03-3230-0787

E-mail: jimukyoku@sanei2018.jp

11．広告料 お振込み先：
申込書受領後、請求書を発行いたします。
請求書発行日より1 ケ月以内に請求書記載の指定口座までお振込みください。
振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

三次回答締切日：平成30年(2018年) 6 月29 日(金)

FAX 返信先：03-3585-6689
第28回

日本産業衛生学会

全国協議会

運営事務局

（株）日広通信社宛
E-mail：jimukyoku@sanei2018.jp
年

第 28 回 日本産業衛生学会

月

日

全国協議会

企業展示についての回答書
本会への企業展示申込みについて、下記のいずれかに印を付け、FAX にてご返送ください。
大変お手数ではございますが、「申し込まない」場合も必ず締切日までにお送りください。

□ 申し込む

□申し込まない
企業展示 申込書

貴社名
ご担当所属
ご担当者名
〒

ご連絡先

Tel：

Fax：

E-mail：

申込み内容

基礎小間(W180cm×D90cm×H210cm) 1 小間 \ 162,000- ×

小間

基礎小間(W180cm×D90cm×H210cm) 1/2 小間 \ 108,000- ×

小間

書籍・音響展示(W180cm×D90cm) 1 卓 \ 32,400- ×
合計
出展物
（予定）
備考

￥

卓

