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第 56 回 日本 労 働 衛 生 工 学 会 

第 37 回 作業環境測定研究発表会 
 
 

プ ロ グ ラ ム 

2016 
 

 
    期 日：平成 28 年 11 月 16 日(水)～18 日(金) 

    会 場：海峡メッセ下関 
         Ａ 会 場＝国際貿易ビル 10 階「国際会議場」 

         Ｂ 会 場＝国際貿易ビル  ９階「海峡ホール」 

         展 示 会 場＝国際貿易ビル  ８階「大 会 議 室」 

         共同シンポジウム＝アリーナ棟４階「イベントホール」 

        山口県下関市豊前田町 3-3-1 TEL083-231-5600 

〔交流集会会場〕 下関グランドホテル 

        山口県下関市南部町 31－２  TEL083-231-5000 
 

 

 
第 56 回 日 本労 働 衛生 工 学会 実行委員長 

 

保 利    一 産業医科大学 産業保健学部 

 

 

第 37 回 作業環境測定研究発表会 実行委員長 
 

小 田 章 雄 (公社)日本作業環境測定協会 中国支部長 

        ゼオン山口㈱ 

 

 

 

 

 

 

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

    (公社)日本作業環境測定協会
    http://www.jawe.or.jp/  
後 援：厚 生 労 働 省

協 賛：(公社)日本産業衛生学会

    (公社)日本空気清浄協会  
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実行委員会 委員 

 
第 56 回 日本労働衛生工学会 

 

実行委員長 保利  一 産業医科大学 産業保健学部 

 

実 行 委 員 伊藤 昭好 産業医科大学 産業保健学部 

 小野真理子 (独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

 小西 淑人 ㈱エフアンドエーテクノロジー研究所 

 齊藤 宏之 (独)労働者健康安全機構 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)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

 田吹光司郎 (一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

 明星 敏彦 産業医科大学 産業生態科学研究所 

 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㈱ 

 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 37回 作業環境測定研究発表会 

 

実行委員長 小田 章雄 (公社)日本作業環境測定協会 中国支部長 

  ゼオン山口㈱ 

 

実 行 委 員 鈴川  明 ㈱環境理化学研究所 

 河本 明美 一般社団法人鳥取県産業環境協会 

 高月 克己 ㈱サンキョウ－エンビックス 

 砂子 智良 ㈱エクスラン・テクニカル・センター 

 濱田圭史郎 ㈱エクスラン・テクニカル・センター 

 大本 喜正 西日本旅客鉄道㈱ 広島健康増進センター 

 中原 将和 中央労働災害防止協会中国四国安全衛生サ－ビスセンター 

 平原 良洋 ㈱アサヒテクノリサーチ 

 津野 理一 ㈱コベルコ科研 関門事業所 

 古谷 泰英 ㈱太平洋コンサルタント 西日本技術部 

 佐伯 貴志 ㈱太平洋コンサルタント 西日本技術部 

 高野 忠明 ㈲宇部分析センター 

 三隅 研治 中国水工㈱ 

  

3  

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 28 年９月 

 

日本労働衛生工学会 

  第 56 回 日本労働衛生工学会実行委員会 

(公社)日本作業環境測定協会 

  第 37 回 作業環境測定研究発表会実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（凡例） このプログラム中の演題分類記号について 

 Ａ………Ａ会場における発表 

 Ｂ………Ｂ会場における発表 

 Ｋ………日本労働衛生工学会 

 Ｎ………日本作業環境測定協会；一般研究発表 

 ＮＪ……日本作業環境測定協会；事例発表 

 Ｍ………メーカープレゼンテーション 
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日 程 表 

 

期日 予定時間 Ａ 会 場 

（国際貿易ビル 10 階「国際会議場」）

Ｂ 会 場 

（国際貿易ビル９階「海峡ホール」）
展示 
会場 

11
月
16
日
(水) 

 9:00～ 
受 付開 始 

（海峡メッセ 10 階ホール） 
― 

10:00～11:00 AK-01・AN-02・AN-03 BK-01・BK-02・BK-03 

11:00～12:00 AK-04・AN05・AK-06 BNJ-04・BN-05・BNJ-06 

関
連
機
器
の
展
示
（
国
際
貿
易
ビ
ル
８
階「
大
会
議
室
」
） 

12:00～13:00 （昼食・休憩） 

13:00～13:40 ― 
日 本労働衛 生工学会 

現場報告１ 

13:40～15:00 

作業環境測定研究発表会 

技術講演 
日 本労働衛 生工学会 

現場報告２ 
（14:20～） 

作業環境測定研究発表会 

特別講演１ 

15:00～15:10 （小休憩） 

15:10～16:25 
AM-01・AM-02・AM-03・ 

AM-04・AM-05 

（15:20～16:20） BM-01・ 

BM-02・BM-03・BM-04 

11
月
17
日
(木) 

 9:20～10:20 AK-07・AK-08・AK-09 BK-07・BNJ-08・BNJ-09 

10:20～11:20 AK-10・AK-11・AK-12 BNJ-10・BNJ-11・BNJ-12 

11:20～11:50 AM-06・AM-07 BM-05・BM-06 

11:50～13:00 

 
日本労働衛生工学会 総会 

（～12:20） 

（昼食・休憩） 

13:00～16:40 
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（アリーナ棟４階「イベントホール」） 

18:00～20:00 
交 流 集 会 

（下関グランドホテル） 
― 

11
月
18
日
(金) 

 9:30～10:00 
作業環境測定研究発表会 

特別講演２ 
― 

関
連
機
器
の
展
示 

10:00～11:00 ANJ-13・AN-14・ANJ-15 
日 本労働衛 生工学会 

基礎講座 

11:00～12:00 AK-16・AK-17・ANJ-18 BNJ-13・BNJ-14・BNJ-15 

12:00～13:00 （昼食・休憩） 

13:00～14:00 ANJ-19・AK-20・AK-21 BK-16・BNJ-17・BK-18 

― 

14:00～15:00 
ANJ-22・ANJ-23 

（～14:40） 
BK-19・BN-20・BK-21 

＊ 「―」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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会場案内図 
 

◎Ａ会場（11 月 16 日～18 日） 

 海峡メッセ 国際貿易ビル 10 階「国際会議場」 
◎Ｂ会場（11 月 16 日～18 日） 

 海峡メッセ 国際貿易ビル９階「海峡ホール」 
◎共同シンポジウム会場（11 月 17 日） 

 海峡メッセ アリーナ棟４階「イベントホール」 
◎展示会場（11 月 16 日～18 日） 

 海峡メッセ 国際貿易ビル８階「大会議室」 
 〒750-0018 山口県下関市豊前田町３－３－１ TEL 083-231-5600 

 JR 下関駅から徒歩 7 分またはバス「豊前田」下車徒歩 2 分 
 

 
 
◎交流集会 会場（11 月 17 日 17：30～19：30） 

 下関グランドホテル 
 〒750-0006 山口県下関市南部町 31－２ TEL 083-231-5000 
 JR 下関駅からバス「唐戸」下車 1 分 
 ※交流集会当日は，海峡メッセからシャトルバス運行 
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会場内略図 
 

 
◎海峡メッセ 

 
国際貿易ビル 

          
 

 

アリーナ棟 

               
 

 

  

シンポジウム会場

Ａ会場

Ｂ会場

展示会場

7  

展示会場レイアウト 
 

（作成中） 

 

 
 

会場区分 
 

期
日 

海峡メッセ 

10 階
ホール

Ａ 会 場 
10 階「国際会議場」 

Ｂ 会 場 
９階「海峡ホール」 

展示会場
８階 

「大会議室」

805 
会議室 

804 
会議室 

11
月
16
日
(水)

参 

加 

受 

付 

演者・座長受付（会場前）
○一般発表＆メーカー 
 プレゼンテーション 
○研究発表会 特別講演 

演者・座長受付（会場前）
○一般発表＆メーカー 
 プレゼンテーション 
○工学会 現場報告 
 １・２ 
 

○展示 
 
9：30～ 
17：00 

作
業
環
境
測
定
研
究
発
表
会 

事
務
局 

控
室 

日

本
労
働
衛

生
工
学
会 

事
務
局 

控
室 

11
月
17
日
(木) 

演者・座長受付（会場前）
○一般発表＆メーカー 
 プレゼンテーション 
 

演者・座長受付（会場前）
○一般発表＆メーカー 
 プレゼンテーション 
○工学会 総会 
 

○展示 
 
9：00～ 
16：40 

○工学会・研究発表会 共同シンポジウム 
 （４階「イベントホール」） 
 

交流集会 (18：00～20：00) 
〔下関グランドホテル〕 

 

11
月
18
日
(金) 

演者・座長受付（会場前）
○一般発表 
 

演者・座長受付（会場前）
○一般発表 
○工学会 基礎講座 

○展示 
 
9：00～ 
13：00 
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11 月 16 日（水）  Ａ 会 場（国際貿易ビル 10 階「国際会議場」） 

 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

10:00～10:20 AK 01 加熱脱着用捕集管を用いた混合有機溶剤蒸気の拡散捕集速

度に関する検討 

○萩原正義，菅野誠一郎 

(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

 

 

髙山 正※１10:20～10:40 AN 02 加熱脱着装置を用いた作業環境中の有機溶剤測定法に関す

る検討(4) 

○城山 康，東 久博，岩本由貴江，國谷幸弘，安井史郎，

 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 
10:40～11:00 AN 03 GC-FID 法を用いたナフタレン分析の検討 

○山村直也，結城保洋，永野寛高 

日鉄住金環境㈱ 

11:00～11:20 AK 04 脂肪族アミンや芳香族化合物が共存する作業現場を想定し

た芳香族アミンの蛍光誘導体化による分析方法の検討 

○井上直子 

(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

田村三樹夫※２

11:20～11:40 AN 05 作業環境中硫酸ジイソプロピルの測定・分析手法の検討につ

いて 

○荒井久美子，東久保一朗，清水英佑，山室堅治，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 

 

11:40～12:00 AK 06 シリカゲルサンプラーを用いたトリクロロ酢酸の測定手法

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㈱ 
12:00～13:40 

 
昼食・休憩 

13:40～14:20 

 

 

 

 

 

 

【作業環境測定研究発表会 技術講演】 

作業環境測定―デザインについて考える― 

○岩崎芳明（元㈱三菱化学アナリテック理事・環境分析センター長， 

      茨城産業保健総合支援センター相談員） 

 

 

 

14:20～15:00 

 

 

 

 

 

【作業環境測定研究発表会 特別講演１】 

有害物質取扱いのBCP（Business Continuity Plan）を考える―熊本地震を経験して― 

○青木隆昌（熊本大学 運営基盤管理部 施設管理課） 

・司 会：鈴木治彦（(公社)日本作業環境測定協会） 

 

 

※１．髙山産業衛生事務所 

 ２．(一財)上越環境科学センター 
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 Ｂ 会 場（国際貿易ビル 9階「海峡ホール」） 11 月 16 日（水） 

 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

10:00～10:20 BK 01 空気中粉じんの石英の定量分析（Ｘ線回折法）における基底

標準補正係数を考慮した検出下限値について 

○岡村真吾 1)，山室堅治 1)，岡田孝之 2)，川澄八重子 1)，朝井 

 大介 1)，清水英佑 1) 

1)中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 
2)中央労働災害防止協会 東北安全衛生サービスセンター 

村田 克※３ 
10:20～10:40 BK 02 ハイボリウムエアサンプラ用直進サイクロンの開発と評価 

○明星敏彦 1)，高久田恭平 2)，小山博巳 2) 
1)産業医科大学 産業生態科学研究所，2)柴田科学㈱ 

 

 

10:40～11:00 BK 03 面速と捕集濃度の関係に関する検討 

○薮田十司 

北里大学医療衛生学部健康科学科衛生管理 

11:00～11:20 BNJ 04 Ｘ線回折分析法を用いたリフラクトリーセラミックファイ

バー等の非晶質の人造鉱物繊維の定性分析について 

○河野光雄，岡 光一，田吹光司郎 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

小西淑人※４ 

11:20～11:40 BN 05 リフラクトリーセラミックファイバー取り扱い作業場にお

ける気中 RCF 濃度の定性・定量分析の問題点について 

○諫山英治，長田良明，大久保友太朗，岡 光一，田吹光司 

 郎 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 
11:40～12:00 BNJ 06 RCF 取り扱い作業場における分散染色法の検討について 

○駒井英明，秋野健一，田口信康，田吹光司郎 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 北九州事業部 

 

12:00～13:00

 
昼食・休憩 

13:00～13:40 【日本労働衛生工学会 現場報告１】 

RCFの作業環境管理について―使用実態，測定・評価，改善対策― 

○戸塚優子（ニチアス㈱） 

・司 会：名古屋俊士（早稲田大学 名誉教授） 

13:40～15:00 【日本労働衛生工学会 現場報告２】 

作業環境測定分野におけるISO規格の 新動向―ISO TC146/SC2の動向― 

１．ISO規格について 

○今中努志（ジーエルサイエンス㈱） 

２．ISO TC146/SC2（Workplace atmospheres）の現状 

○竹内靖人（中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター） 

３．ISO 17621:2015（検知管）規格制定までの経緯について 

○海福雄一郎（㈱ガステック） 

・司 会：鷹屋光俊（(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所） 

※３．早稲田大学理工学術院 

 ４．㈱エフアンドエーテクノロジー研究所 
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11 月 16 日（水）  Ａ 会 場（国際貿易ビル 10階「国際会議場」） 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

15:00～15:10 小休憩 

15:10～15:25 AM 01 標題未定 

○田中進太郎 

㈱アイデック 

東久保一朗※5

15:25～15:40 AM 02 標題未定 

○乾谷正樹 

柴田科学㈱ 

15:40～15:55 AM 03 シゲマツの PAPR のラインナップ 

○宮崎雅子 

㈱重松製作所 

15:55～16:10 AM 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㈱ 

16:10～16:25 AM 05 標題未定 

○今岡明斉 

日本カノマックス㈱ 

※５．中央労働災害防止協会 
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 Ｂ 会 場（国際貿易ビル 9階「海峡ホール」） 11 月 16 日（水） 

 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

15:00～15:20

 
小休憩 

15:20～15:35 BM 01 標題未定 

○寺内靖裕 

理研計器㈱ 

本間直人※6 

15:35～15:50 BM 02 標題未定 

○本間弘明 

光明理化学工業㈱ 

15:50～16:05 BM 03 標題未定 

○宮腰義規 

㈱ガステック 

16:05～16:20 BM 04 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㈱ 

 

 

※６．㈱テトラス 
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11 月 17 日（木） 
Ａ 会 場（国際貿易ビル 10階「国際会議場」） 

シンポジウム会場（アリーナ棟「イベントホール」） 
 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

 9:20～ 9:40 AK 07 半導体センサーを用いたポータブルガスクロマトグラフの

有機溶剤蒸気に対する特性 

○小野 司 1)，樋上光雄 1)，石松維世 1)，笛田由紀子 1)， 

 山本 忍 1)，保利 一 1)，中山綾香 2) 
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㈱ 

中村憲司※7 

 9:40～10:00 AK 08 個人装着形リアルタイム酸素計の有効性について 

○宮内博幸 1)，田中 茂 2) 
1)産業医科大学，2)十文字学園女子大学大学院 

10:00～10:20 AK 09 PID（光イオン化型検出器）を活用した個人曝露測定器 Cub の

開発とリスクアセスメントへの応用 

○田中茂 1)，寺内靖裕 2)，桑田大介 3)，菊地友子 3)，飯田裕貴

 子 3)，宮内博幸 4) 
1)十文字学園女子大学大学院，2)理研計器㈱，3)産業保健協会，
4)産業医科大学 

10:20～10:40 AK 10 CNT とカーボンブラックの飛散時の粒径分布 

○小野真理子 

(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

明星敏彦※8 

10:40～11:00 AK 11 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（第２報） 

○中村憲司 

(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

11:00～11:20 AK 12 メッキ作業場におけるニッケルミストの測定について 

○黒木孝一 

黒木労働衛生コンサルタント事務所 

11:20～11:35 AM 06 標題未定 

○小西高之 

㈱ウエスト 
庄司 覚※9 11:35～11:50 AM 07 iPad 蛍光顕微鏡（iFM）による解体現場でのアスベスト測定 

○西村智基，関口潔 

㈲シリコンバイオ 

 

11:50～13:00 

 
昼食・休憩 

13:00～16:40  

【第56回日本労働衛生工学会・第37回作業環境測定研究発表会 共同シンポジウム】 

 

化学物質のリスクアセスメントについて 

 

第１部 リスクアセスメントのツールについて 

第２部 リスクアセスメントの実施状況 

 

 

・総合司会：小田章雄（第37回作業環境測定研究発表会実行委員長） 

 

 

17:30～19:30 交流集会 

（下関グランドホテル） 

※７．(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
 ８．産業医科大学 産業生態科学研究所 
 ９．秋田環境測定センター㈱ 
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Ｂ 会 場（国際貿易ビル 9階「海峡ホール」） 

シンポジウム会場（アリーナ棟「イベントホール」） 
11 月 17 日（木） 

 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

 9:20～ 9:40 BK 07 九州大学における化学物質リスクアセスメントの構築 

○高田晃彦 1)，黒木孝一 2) 
1)九州大学先導物質化学研究所 
2)黒木労働衛生コンサルタント事務所 

 

 

山田憲一※10 

 9:40～10:00 BNJ 08 化学物質のリスクアセスメントビジネスのための試み 

○相澤和幸，山下哲央 

(公財)北海道労働保健管理協会 
10:00～10:20 BNJ 09 リスクアセスメント評価手法による比較実例 

〇三好一成，大本喜正，澤田知弥，金岡裕子 

西日本旅客鉄道㈱広島健康増進センター 

 

 

 

10:20～10:40 BNJ 10 定量的なリスクアセスメント実施実例 

○本間直人，半澤真二，森谷麻紀 

㈱テトラス 

森  洋※11 

10:40～11:00 BNJ 11 造船業における溶接ヒュームのリスクアセスメント評価事

例 

○別府美幸，松本茜子，田口信康，田吹光司郎 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 北九州事業部 

11:00～11:20 BNJ 12 塗装作業場における塗料変更による環境改善 

○水木佳芳里，吉川浩史，岸田祐輝 

福井県環境保全協業組合 

11:20～11:35 BM 05 標題未定 

○元木 宏 

ラボテック㈱ 

秋野健一※12 11:35～11:50 BM 06 作業環境測定中の有機溶剤分析における最新アプリケーション

のご紹介 

○前田千秋 

㈱島津製作所 

11:50～12:20 日本労働衛生工学会 総会 

12:20～13:00 昼食・休憩 

13:00～16:40 【第56回日本労働衛生工学会・第37回作業環境測定研究発表会 共同シンポジウム】 

第１部 リスクアセスメントのツールについて 

    ・司会：保利 一（産業医科大学 産業保健学部） 

    ◆ECETOC-TRA 

    ○石井聡子（(一財)化学物質評価研究機構 安全性評価技術研究所） 

    ◆実施支援システム 

    ○寺島 友子（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課） 

    ◆化学物質の爆発・火災リスクアセスメントツール 

    ○島田行恭（(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所） 

第２部 リスクアセスメントの実施状況 

    ◆パネルディスカッション 

    ◆リスクアセスメント実施結果報告書モデル委員会報告 

17:30～19:30 交流集会 

（下関グランドホテル） 

※10．中央労働災害防止協会 
 11．秋田環境測定センター㈱ 
 12．(一財)西日本産業衛生会 
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11 月 18 日（金）  Ａ 会 場（国際貿易ビル 10 階「国際会議場」） 

 
時間 内  容 

 9:30～10:00 【作業環境測定研究発表会 特別講演２】 

化学物質管理，作業環境測定をめぐる労働衛生行政の動向 

○木口昌子（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質管理課環境改善室長） 

・司 会：角元利彦（(公社)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 

10:00～10:20 ANJ 13 病院内における使用化学物質の定性及び定量的リスク評価

事例 

○室 優子 1)，谷口満美 1)，田口信康 1)，田吹光司郎 2) 
1)(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 北九州事業部
2)(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

相澤和幸※13

10:20～10:40 AN 14 調合場の塗料に含有される有機溶剤の化学物質のリスク評

価について 

○長田良明，岡 光一，田吹光司郎 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

10:40～11:00 ANJ 15 病院内の内視鏡室等における使用化学物質のリスク評価事

例について 

○谷口満美，室 優子，秋野健一，田口信康 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 北九州事業部 

11:00～11:20 AK 16 1,2-酸化ブチレンの測定手法に関する検討 

◯中村亜衣，海福雄一郎，有本雄美 

㈱ガステック 

小野真理子※14

11:20～11:40 AK 17 ベンジルバイオレット4Bおよびダイレクトブルー15の個人

ばく露濃度測定法の検討 

○竹内靖人1)，西野入修1)，住野公昭1)，小川善弘2)，重黒木 

 明3)，菅野誠一郎4)，清水英佑5) 

1)中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター，2)中央労

働災害防止協会 関東安全衛生サービスセンター，3)ジーエルサ

イエンス㈱，4)(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研

究所，5)中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 

11:40～12:00 ANJ 18 有機溶剤使用職場の環境改善実施例（グラビア印刷作業場で

の局所排気装置の改善） 

○喜多見大介，中村隆臣，渡部憲宏，津上昌平 

習和産業㈱ 
12:00～13:00 

 
昼食・休憩 

※13．(公財)北海道労働保健管理協会 

 14．(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
  

15  

 Ｂ 会 場（国際貿易ビル 9階「海峡ホール」） 11 月 18 日（金） 

 
時間 内  容 

 

 

 

 

 

10:00～11:00  

【日本労働衛生工学会 基礎講座】 

 

RCFの作業環境測定に係る分析方法 

 

○小西淑人（㈱エフアンドエーテクノロジー研究所） 

 

 

 

 

 

時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

11:00～11:20 BNJ 13 超硬合金の研削作業場におけるコバルト及びその無機化合

物の作業環境の現状と改善対策について 

◯秋野健一1)，松本茜子1)，田口信康1)，田吹光司郎2) 
1)(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 北九州事業部 
2)(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

伊藤昭好※15 

11:20～11:40 BNJ 14 コバルト含有の超硬合金を使用する作業場における改善事

例について 

○田中佐保，古田圭司，松本奈緒美，國谷幸弘，安井史郎， 

 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 

 

 

11:40～12:00 BNJ 15 コバルト作業場の改善事例 

○高橋浩史，五十公野健二 

㈱ズコーシャ 

 
12:00～13:00

 
昼食・休憩 

※15．産業医科大学 産業保健学部 
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11 月 18 日（金）  Ａ 会 場（国際貿易ビル 10 階「国際会議場」） 

 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

13:00～13:20 ANJ 19 FRP船積層作業者のスチレンばく露低減のための取り組みに

ついて 

○高山英頼，山村 悠，田吹光司郎 

(一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

宮内博幸※16

13:20～13:40 AK 20 プッシュプル型換気装置における作業者の位置による呼吸

域濃度の違い（その１：水平流における実験的な検討について）

○久保田裕仁1)，岩崎 毅1)，村田 克2)，名古屋俊士2) 
1)興研㈱，2)，早稲田大学 

13:40～14:00 AK 21 労働衛生管理のためのCHEMCADによる混合有機溶剤の気液

平衡関係の活用 

○佐野圭亮1)，石田尾徹2)，保利 一2) 
1)産業医科大学大学院医学研究科，2)産業医科大学 産業保健

学部 環境マネジメント学科 
14:00～14:20 ANJ 22 低濃度 PCB 汚染廃棄物詰め替え作業場の作業環境測定事例 

○遠藤允泰，田邉真一 

㈱クレハ分析センター 

田吹光司郎※1714:20～14:40 ANJ 23 作業環境測定における濃度変動について 

○安井史郎，城山 康，東 久博，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 

 

※16．産業医科大学 産業保健学部 

 17．(一財)西日本産業衛生会 
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 Ｂ 会 場（国際貿易ビル 9階「海峡ホール」） 11 月 18 日（金） 

 
時間 分類 番号 標題・演者・所属 座長※所属 

13:00～13:20 BK 16 ミストファンによるWBGT値の低減効果の実験的検討 

○齊藤宏之，澤田晋一 

労働安全衛生総合研究所 

薮田十司※18 

13:20～13:40 BNJ 17 採石作業場の操作室における作業環境改善事例 

○河津直希，高木俊和 

(公社)関西労働衛生技術センター 
13:40～14:00 BK 18 ポートランドセメント製造作業場における粉じんリスクア

セスメント調査について（事例発表） 

○東久保一朗，岡村真吾，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 
14:00～14:20 BK 19 IoT型CO2センサの試作とフィールド調査 

○石垣 陽1)，盛武 敬2)，松本佳宣3)，田中健次1) 
1)電気通信大学，2)産業医科大学，3)慶應義塾大学 

齊藤宏之※19 

14:20～14:40 BN 20 PCB 廃棄物処理施設内等での作業環境 PCB 測定における固

相カートリッジ捕集法の検討 

○岡田 淳，岩田直樹，木邑奈美，井上 毅，高菅卓三 

㈱島津テクノリサーチ 

14:40～15:00 BK 21 レソルシノールの測定・分析手法の検討 

○蛭田多美，白崎俊浩，豊崎耕作，清水克敏 

㈱日立ハイテクサイエンス 

※18．北里大学 医療衛生学部 

 19．(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
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展示会社と主な出展内容 

（五十音順） 
株式会社 アイデック 
〒130-0026 東京都墨田区両国 4-38-3 第８高畠ビル 

TEL 03-5625-4294 FAX 03-5625-4295 

担 当 者：田中進太郞 

会員番号：513033・維持 15 

http://www.ihdc.co.jp/ 

出展内容 エアサンプリング機器 

     ノイズドジメーター 
     流量計ほか 

 

秋田環境測定センター 株式会社 
〒010-0943 秋田県秋田市川尻御休町 11-14 

TEL 018-888-1991 FAX 018-864-1282 

担 当 者：原子 正 

会員番号：205001・― 

http://www.aksc.co.jp/ 

出展内容 作業環境測定報告書作成システム

     環境計量証明システム 

 

アゼアス 株式会社 
〒111-8623 東京都台東区蔵前 4-13-7 

TEL 03-3861-3537 FAX 03-3861-2485 

担 当 者：福田義人 

会員番号：―・維持 19 

http://www.azearth.co.jp/ 

出展内容 化学防護服等 

 

株式会社 ウエスト 
〒243-0211 神奈川県厚木市三田 3634-6 

TEL 046-241-4642 FAX 046-241-5612 

担 当 者：小西高之 

会員番号：514052・― 

http://www.fanda-wesst.com/wesst/ 

出展内容 アスベスト及びリフラクトリー

     セラミックファイバー（RCF）
     の分析用機器等 

 

株式会社 ガステック 
〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中 8-8-6 

TEL 0467-79-3911 FAX 0467-79-3979 

担 当 者：笹島義徳 

会員番号：514005・維持 6 

http://www.gastec.co.jp/ 

出展内容 検知管式気体測定器 
     自動ガス採取装置 等 

 

興研 株式会社 
〒102-8459 東京都千代田区四番町 7 番地 

TEL 03-5276-1931 FAX 03-3265-1976 

担 当 者：中澤香織 

会員番号：513003・維持 3 

http://www.koken-ltd.co.jp/ 

出展内容 呼吸用保護具 
     マスクフィッティング測定 
     サービス 
     リスクアセスメント対策 

 

光明理化学工業 株式会社 
〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-8-28 

TEL 044-833-8900 FAX 044-833-2671 

担 当 者：宇野 亨 

会員番号：514017・維持 5 

http://www.komyokk.co.jp/ 
  

出展内容 北川式ガス検知器 

     ガス採取器 

     エアーサンプラー 
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株式会社 重松製作所 
〒114-0024 東京都北区西ヶ原 1-26-1 

TEL 03-6903-7518 FAX 03-6903-7520 

担 当 者：井桁・佐野 

会員番号：513002・維持 2 

http://www.sts-japan.com/ 

出展内容 各種労働安全衛生保護具 

      防じん・防毒マスク 
      電動ファン付き呼吸用保護具 
      防護服 等 

 

篠原電機 株式会社 
〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町 6-3 

TEL 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351 

担 当 者：川副正浩 

会員番号：―・維持 39 

http://www.shinohara-elec.co.jp/ 

出展内容 リスクアセスメント対策における 

     個人ばく露測定のための簡易 
     VOC 検知器および環境安全 
     用品の展示 

 

柴田科学 株式会社 
〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62 

TEL 048-933-1579 FAX 048-933-1590 

担 当 者：佐藤 努 

会員番号：511068・維持 4 

http://www.sibata.co.jp/ 

出展内容 デジタル粉じん計 LD-5R 

     ミニポンプ MP-W5P 

     ミニポンプ基準流量計 FC-M1 
 

株式会社 島津製作所 
〒101-8448 東京都千代田区神田錦町 1-3 

TEL 03-3219-5631 FAX 03-3219-5520 

担 当 者：前田千秋 

会員番号：513099・― 

http://www.shimadzu.co.jp/ 

出展内容 分析装置 

 

有限会社 シリコンバイオ 
〒739-0046 広島県東広島市鏡山 3-10-31 

TEL 080-1631-8927 FAX 082-421-3758 

担 当 者：西村智基 

会員番号：―・維持 42 

http://www.siliconbio.co.jp/ 

出展内容 解体現場測定用 iPad蛍光顕微鏡 

 

新コスモス電機 株式会社 
〒532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中 2-5-4 

TEL 06-6309-1500 FAX 06-6303-1295 

担 当 者：十河 泉 

会員番号：527019・― 

http://www.new-cosmos.co.jp/ 

出展内容 VOC リアルタイムモニタ XP-3120V 

     ポータブルガス分析装置 XG-100 シリーズ 
     オフセット印刷工場用 VOC 警報器 
     XH-981G 

 

東京ダイレック 株式会社 
〒160-0014 東京都新宿区内藤町 1 内藤町ビルディング 9F 

TEL 03-5367-0891 FAX 03-5367-0892 

担 当 者：内山裕哉 

会員番号：513031・維持 12 

http://www.t-dylec.net/ 
  

出展内容 粒子計測器 
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トランステック 株式会社 
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-11-15 電波ビル 3F 

TEL 03-5475-5656 FAX 03-5420-0510 

担 当 者：荒井豊明 

会員番号：―・維持 34 

http://www.transtech.co.jp/ 

出展内容 デジタル粉じん計 

     マスクフィットテスター 

 

株式会社 ニコンインステック 
〒108-6290 東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟 23F 

TEL 03-6433-3982 FAX 03-6433-3988 

担 当 者：橋本雄一 

会員番号：―・維持 36 

http://www.nikon-instruments.jp/instech/ 

出展内容 アスベスト測定用顕微鏡 

 

日本カノマックス 株式会社 
〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1 

TEL 06-6877-0447 FAX 06-6877-8263 

担 当 者：平松友子 

会員番号：527016・― 

http://www.kanomax.co.jp/ 

出展内容 風速計，粉じん計， 

     サンプリングポンプ， 

     ガスモニターほか 
 

ラボテック 株式会社 
〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央 4-15-48 

TEL 082-921-8840 FAX 082-921-2226 

担 当 者：元木 宏 

会員番号：234015・― 

http://www.labotec.co.jp/ 

出展内容 ガスインジェクタまたは 

     ガスバッグ洗浄装置 

 

理研計器 株式会社 
〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6 

TEL 03-3966-1117 FAX 03-3966-1030 

担 当 者：寺内靖裕 

会員番号：513100・― 

http://www.jawe.or.jp/ 
  

出展内容 ポータブルマルチガスモニターGX-6000 
     個人用 PID モニターCub 
     PID 式 VOC モニターTiger 
     高感度毒性ガスモニターFP-300 

 


