学術総会の概要
テーマ

「働き方の見直しと行動医学」

会期

2017 年 12 月 1 日 ( 金 ) ～ 2 日 ( 土 )

会場

メイン会場・受付
聖路加国際大学

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター

（〒 104-0045 東京都中央区築地 3-6-2）
サブ会場
聖路加国際大学 本館
（〒 104-0044 東京都中央区明石町 10 番 1 号）
大会長

島津 明人（北里大学一般教育部人間科学教育センター）

参加費

事前申込の場合
会員

非会員

学生

学術総会参加費（抄録集冊子付き）

￥7,000

￥8,000

￥3,000

懇親会参加費

￥4,000

￥4,000

￥4,000

会員

非会員

学生

学術総会参加費（抄録集冊子付き）

￥8,000

￥9,000

￥3,000

懇親会参加費

￥5,000

￥5,000

￥5,000

当日参加の場合

取得単位について
本学術総会に参加することで取得できる単位（ポイント）は下記の通りです。
•

日本心身医学会認定心身医療専門医（3 単位）

•

日本心身医学認定医（3 単位）

•

日本心身医学会認定医療心理士（2 単位）

•

日本心身医学会・日本心療内科学会合同専門医制度委員会認定 心療内科専門医（3 単位）

•

健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新に必要な履修単位（3 単位）

•

日本産業衛生学会産業保健看護専門家制度
（9 つの講演・シンポジウムそれぞれ 1 単位として認定され、合計 9 単位）

•

日本医師会認定産業医（生涯研修の専門研修 3 単位）

申請中・申請予定
•

日本臨床心理士資格認定協会（臨床心理士の参加者数が規定の人数に達した場合に申請予定）
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タイムテーブル
開始
09:00

終了

大会１日目：１２月１日（金）

CCA 日野原ホール
受付

09:50 10:00 開会の辞
10:00 11:00 基調講演

「Changing work patterns and well-being at work – experiences from Finland
（変化する働き方と職場でのウェルビーイング）
」
演者：Jukka Siukosaari ユッカ・シウコサーリ（駐日フィンランド大使）
座長：下光輝一（公益財団法人健康・体力づくり事業財団）

11:00 12:30 シンポジウム 1：ストレスチェック

座長：川上憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）
種市康太郎（桜美林大学心理・教育学系）
シンポジスト：堤明純（北里大学医学部公衆衛生学）
今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）
小林由佳（本田技研工業 ( 株 ) 人事部人事課）
種市康太郎（桜美林大学心理・教育学系）

12:30 13:30 昼食休憩
13:30 14:00 総会
14:00 14:30 会長講演

「働き方の見直しとメンタルヘルス」
演者：島津明人（北里大学一般教育部人間科学教育センター）
座長：川上憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）

14:30 16:00 シンポジウム 3：働き方改革

座長：高橋正也（独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所産業疫学研究グループ）
島田恭子（東洋大学社会学部社会心理学科）
シンポジスト：可知悠子（日本医科大学 衛生学公衆衛生学）
高橋美保（東京大学大学院教育学研究科 臨床心理学コース）
嶺田有希（日本アイ・ビー・エム株式会社 エンタープライズ事業本部公共事業部）
山本勲（慶應義塾大学商学部）
指定発言：梅田麻希（聖路加国際大学 地域看護学・公衆衛生看護学）

16:00 17:00 教育講演 1

「腰痛・肩こりとメンタルヘルス －プレゼンティズムを減らしワーク・エンゲイジメントを高めるために－」
演者：松平浩（東京大学附属病院 22 世紀医療センター 運動器疼痛メディカルリサーチ & マネジメント講座）
座長：野村忍（早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科）

17:00 18:00 特別講演

「車いすからパラリンピック、そして 2020 年へ」
演者：田口亜希（日本郵船株式会社）
座長：島津明人（北里大学一般教育部人間科学教育センター）

18:00 18:30 学会賞表彰・受賞記念講演
19:00 20:15 懇親会
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本館 アリスホール

本館 会議室

開始

終了

09:00
09:50 10:00
10:00 11:00

シンポジウム 2：両立支援

11:00 12:30

座長：松田英子（東洋大学社会学部社会心理学科）
江口尚（北里大学医学部公衆衛生学）
シンポジスト：厚生労働省担当官（予定）
江口尚（北里大学医学部公衆衛生学単位）
北村大（三重大学大学院医学系研究科家庭医療学分野）
平井啓（大阪大学人間科学研究科人間科学部）
指定発言：
橋本久美子（聖路加国際病院相談支援センター
医療連携室がん相談支援室）

評議員会・理事会

12:30 13:30
13:30 14:00

シンポジウム 4：身体活動

座長：井上茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
岡浩一朗（早稲田大学スポーツ科学学術院）
シンポジスト：菊池宏幸（東京医科大学公衆衛生学分野）
甲斐裕子（公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所）
笹井浩行（東京大学大学院総合文化研究科身体運動科学分野）
石井香織（早稲田大学スポーツ科学学術院）

14:30 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 18:30
19:00 20:15
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タイムテーブル
開始

終了

大会２日目：１２月２日（土）

CCA 日野原ホール

09:30 10:30 教育講演

「オフィス環境におけるコンテキストセンシングと行動変容
―情報技術によるスマートオフィスの実現に向けて―」
演者：荒川豊（奈良先端技術大学院大学情報科学研究科・准教授）
座長：吉内一浩（東京大学大学院医学系研究科内科学専攻ストレス防御・心身医学分野）

10:30 11:30 国際行動医学会理事長講演

「Behavioral medicine approaches in patient centered and precision oncology care:
Making an impact in the modern world（患者中心のがんプレシジョン診療における行動医学の応用）
」
演者：Frank J. Penedo フランク・J・ペネド（国際行動医学会理事長）
座長：堤明純（北里大学医学部公衆衛生学単位）

11:30 12:30
12:30 13:30
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CCA 3210

CCA 3301

開始

ポスター自由閲覧

日本行動医学会 若手の会セミナー

09:30 11:30

掲示時間（9:30 ～ 12:30）

開催時間（9:30-11:30）

終了

論文が掲載されるためのノウハウー私の失敗例と工夫例ー
「医学論文が掲載されるためのノウハウ」
竹内武昭（東邦大学心身医学講座）
「心理学論文が掲載されるためのノウハウ」
井澤修平（労働安全衛生総合研究所）
座長・進行：平井啓（人間科学研究科人間科学部）
津野香奈美（和歌山県立医科大学医学部衛生学教室）

ポスター在籍時間＆投票

11:30 12:30

閉会式

12:30 13:30

優秀演題賞表彰
Farewell パーティ
( 軽食あり）
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アクセスマップ
有

楽

町

線

JR線

新富町

築地
線

谷
日比

線

浅草

会場住所
メイン会場・受付
聖路加国際大学

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター（通称 CCA）

〒 104-0045 東京都中央区築地 3-6-2
サブ会場
聖路加国際大学 本館
〒 104-0044 東京都中央区明石町 10 番 1 号

地下鉄にてご来場の場合

東京メトロ 日比谷線 築地駅 ３番出口または 4 番出口を出て、デニーズを左手に直進（徒歩 3 分）
東京メトロ 有楽町線 新富町駅 ６番出口を出て、一つ目の道を右折して直進（徒歩 5 分）

バスにてご来場の場合

都営バス 錦１１系統（錦糸町駅前発 新大橋・茅場町経由 築地駅前 行き）
築地駅前 停留所 ( 終点 ) 下車 徒歩 3 分
都営バス 東１５系統（深川車庫発 豊洲駅・明石町経由 東京駅八重洲口 行き）
聖路加病院前 停留所下車 徒歩 1 分

※ 誠に恐れ入りますが、お車でのご来場はご遠慮頂いております。
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会場キャンパスマップ

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター（CCA）地下 1 階

日野原ホール
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大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター（CCA）１階

会議室

会議室

会議室

１

２

３
TULLY'S COFFEE
タリーズコーヒー

B1F

受付

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター（CCA）２階

3203 3205
3201

12

3202 3204

3209
3208
3207
3206

3210

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター（CCA）３階

3302

3301

3303

3304
3305

3306
ラウンジ

3307

本館１階

アリス・C・セントジョン
メモリアルホール

入口

小会

控室 議室

会議室
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座長と発表者への案内
講演、シンポジウム座長へのご案内
•

開始 40 分前までに「座長・演者受付」までお越しください。

•

座長の役割は科学的議論を深めることです。

•

限られた時間内で発表が円滑に進行するようご配慮ください。

•

その他の詳細については事前、または会期中に、打合会等にて演者とご相談ください。

講演、シンポジウム発表者へのご案内
(1) COI（利益相反）に関する開示について
•

本総会では、すべてのセッションのご発表時に必ず既定の COI に関するスライドを提示してください。規定スライ
ドは、学術総会ウェブサイトからダウンロードしてください。

(2) データ作成について
•

会場には Windows のパソコンをご用意しております。

•

対応アプリケーションは Windows 版 PowerPoint2003 以降 PowerPoint2013 までです。操作は演台にてご自身で
行ってください。

•

文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントをご使用ください。特殊フォントはご使用にならな
いでください。

•

推奨フォント：

日本語の場合

MS ゴシックまたは MSP ゴシック .  英語の場合

Arial

•

発表データ（.ppt または .pptx）は、データは USB フラッシュメモリ（Windows フォーマットのみ）に保存して、
講師控室にお持ちください。

•

Macintosh で作成されたデータは、事前に Windows で動作確認をしてからご持参ください。

•

USB フラッシュメモリに保存した後、別のパソコンにコピーして正常に再生されることをご確認ください。

•

やむを得ない動画・音声使用、別の OS 使用の場合はあらかじめご相談ください。

•

その他のご質問がある方は事務局までお問い合わせください。

(3) 留意事項
•

講演時間は座長の指示に従ってください。

•

その他の詳細については事前のメール連絡、または会期中の打合会等にてご確認ください。

一般演題発表者へのご案内
(1) COI（利益相反）に関する開示について
•

発表ポスターに必ず既定の COI について提示してください
( 詳細は、学会ホームページ http://www.jsbm.jp/tomem/coi.html 参照 )。

(2) 倫理的配慮について
•
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発表時に倫理的配慮について具体的な内容で言及してください ( 例：倫理委員会の承認、文書同意、口頭同意など )。

(3) 掲示・発表・撤去時間

•

ポスター掲示時間

12 月 2 日（土）9:30 ～ 12:30

発表者在籍時間

12 月 2 日（土）11:30 ～ 12:30

撤去

12 月 2 日（土）12:30 ～ 13:30

表内の掲示時間は、優秀演題審査対象となる時間です。本時間内に掲示されていないポスターは優秀演題の審査対
象外になることを予めご了承ください。間に合わない場合は、討論時間までに掲示するようによろしくお願い致し
ます。

•

12 月 2 日（土）13:30 以降、撤去されていないポスターについては、事務局で撤去・処分させていただきますの
で予めご了承ください。

(4) ポスター作成要領
•

ポスター発表用ボードのサイズは、高さ 1800mm、幅 900mm です。四方に約 20mm のアルミフレームがあるた
め、実際にポスターを掲示する時に押しピンが使える領域は、高さ 1760mm、幅 860mm 程度です。

•

各演題の演題名の前に、演題番号を必ずご記入ください。

•

ポスター発表用ボードには演題番号を予め貼り付けておきますが、その上からポスターを掲示したり、取り外した
りしても構いません。

•

事務局で、各ポスター発表用ボードに、掲示用の押しピンを用意しておりますのでご利用ください。なお撤去時に
は元にお戻しください。

(5) 優秀演題賞に関して
•

一般演題全演題を対象に優秀な演題を選定し表彰いたします。

•

ただし、12 月 2 日（土）11:30 までに掲示されていない演題については、優秀演題審査の対象外となることを予
めご了承ください。

•

受賞者は閉会式の出席者とし、閉会式の場で発表いたします。

•

優秀演題発表時に欠席者がいる場合は、次点の候補者を繰り上げます。
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