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学会報告

阪神大震災での栄養管理室での対応
長尾美恵

第 64 回日本職業・災害医学学会　栄養士協議会シンポジウム 2016.10.22-23 
仙台市

講演会やテレビ出演

医者の知らない栄養指導の世界－その時2人の落語家は！－
長尾美恵

保存期　CKD-MBD 管理を考える会 2016.11.28 尼崎市

下痢に悩むか患者さんの苦痛を和らげるケア＆食事
長尾美恵

患者さんのための日常生活のアドバイス Vol.6　下痢に悩む患者さんの苦痛を和ら
げるケア＆食事　sawai oncology 医療関係者向けがん情報サイト 

http://med.sawai.co.jp/oncology/advice/　2016.11.28 公開

がんの副作用ケア
長尾美恵

【連載】がん化学療法による副作用のケア まずは水分補給、それから消化がよく、
水分と適度な塩分を含む食べ物を勧める　https://nursepress.jp/225928 

2016.11.28 公開

在宅での栄養指導　家族と楽しむ食事とは
長尾美恵

阪神南圏域リハビリ支援センター嚥下セミナー 2016.12.3 尼崎市

論文・著書

The current state along with outstanding issues related 
to Email-based guidance by physical therapists aiming 
to prevent low back pain among workers

Nomura T, Asada F, Takano K, Matsudaira K
JJOMT 64(2):113-118,2016

健康管理における理学療法士の可能性～勤労者の運動器障害
に対する理学療法について　産業衛生における理学療法士の役
割

浅田史成、高野賢一郎
日本衛生学雑誌 71(2):111-118,2016

いつでもどこでもフィジカルコンサルティング
高野賢一郎、浅田史成、野村卓生、明﨑禎輝、松平　浩、山縣英久　

日本職業・災害医学会会誌 64(2):101-106,2016

保健衛生業における腰痛予防対策の実態調査　高年齢労働者
が働きやすい環境にむけた理学療法士活用の提案

川又華代、野村卓生、浅田史成、高野賢一郎
日本職業・災害医学会会誌 64(2):107-112,2016

腰痛予防と運動指導 - セルフマネジメントのすすめ - ～腰痛予
防のエクササイズ　労働者に対する私の方法

松平　浩、唐司寿一、勝平純司、澤田孝之、高野賢一郎
MEDICAL REHABILITATION (198):63-69,2016

勤労者の腰痛予防への取り組み
高野賢一郎

理学療法学 43(Suppl3):113,2016

学会報告

ゴルフ場における新人と熟年キャディの体力と転倒事故の調査
高野賢一郎、山縣英久

第 64 回日本職業・災害医学会学術大会　2016.10.22-23 仙台市　

講演会やテレビ出演

メタボリックシンドローム予防のための食事指導
若林智佳

滋賀産業保健総合支援センター 2016.1.15 大津市

産業理学療法の講習会
高野賢一郎

熊本県理学療法士協会 2016.1.16 熊本市

腰痛予防講習会
高野賢一郎

介護労働安定センター京都支部 2016.2.19 京都市

単身者に対する食事指導
若林智佳

滋賀産業保健総合支援センター 2016.3.2 大津市

●●
●● 栄養管理室 ●●

●● 治療就労両立支援センター
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運転業務従事者の腰痛対策について
高野賢一郎

京都労働局下支部 2016.3.16 京都市

若年世代からの食事管理～早期予防の具体的方法～
若林智佳

滋賀産業保健総合支援センター 2016.4.12 大津市

若年世代からの食事管理～早期予防の具体的方法～
若林智佳

兵庫産業保健総合支援センター 2016.4.25 神戸市

正しい食事で健康づくり～メタボ予防の食事術～
若林智佳

常盤電機株式会社 2016.4.27 姫路市

腰痛予防対策についての講習会
高野賢一郎

一般社団法人長田野工業センター 2016.5.24 福知山市

保健指導における各種測定の活用方法
高野賢一郎

兵庫産業保健総合支援センター 2016.5.30 神戸市

再雇用者・高齢労働者の運動機能チェックと対策
高野賢一郎

京都産業保健総合支援センター 2016.5.31 京都市

メンタル不調で休職中の方への新しい復職支援方法
高野賢一郎

兵庫産業保健総合支援センター 2016.6.3 神戸市

腰痛予防・改善と熱中症予防について
高野賢一郎

神戸西労働基準協会　2016.6.7 神戸市

職場におけるメンタルヘルス
山縣英久

明石健康福祉事務所 2016. 6.24 明石市

建設業における転倒予防
高野賢一郎

尼崎市商工会議所 2016.7.13 尼崎市

メタボの概念・健診データの読み方・健診結果のフィードバック
山縣英久

平成 28 年度兵庫県特定健診研修会 2016. 7.15 神戸市

企業における食環境づくりのポイント
若林智佳

滋賀産業保健総合支援センター　2016.7.22 大津市

若年者・単身者のための食事支援～早期予防の重要性～
若林智佳

京都産業保健総合支援センター 2016.7.25 京都市

腰痛・肩こりを予防する職種別の体操
高野賢一郎

兵庫産業保健総合支援センター 2016.7.26 神戸市

職場におけるメンタルヘルス
山縣英久

大阪市建設局 2016. 8.1-8.2 大阪市

企業における食環境づくり～メタボ予防のための食事～
若林智佳

徳島産業保健総合支援センター 2016.8.10 徳島市

腰痛・肩こり・転倒を予防する職種別の体操 
高野賢一郎

滋賀産業保健総合支援センター 2016.8.10 大津市

産業理学療法の現状と未来
高野賢一郎

第 29 回教員研修会特別講演 2016.8.20 高松市

健診データ改善のための保健指導～食事編～
若林智佳

神戸東労働基準協会 2016.9.5 神戸市

高齢労働者の健康管理のための運動・身体機能向上のための
作業管理・作業環境管理

高野賢一郎
徳島産業保健総合支援センター・鳴門地方労働基準協会・鳴門労働基準監督署 

2016.9.6 鳴門市

包括的な腰痛予防
高野賢一郎

兵庫産業保健総合支援センター 2016.9.7 姫路市

メンタルヘルス不調で休職中の方への新しい復職支援方法
高野賢一郎、若林智佳

京都産業保健総合支援センター 2016.9.16 京都市

働き盛りの健康管理と食生活の深い関係
若林智佳

東播磨県民局 2016.10.4 明石市

企業における食環境づくりのポイント
若林智佳

兵庫産業保健総合支援センター 2016.11.15 姫路市

現場作業における腰痛予防
高野賢一郎

日本ボイラ協会京滋支部 2016.11.25 京都市

がん予防の話
山縣英久

古河電工㈱銅管事業部  2016.12.7 尼崎市

メンタルヘルスをコントロールする自律訓練法と運動療法
高野賢一郎

滋賀産業保健総合支援センター 2016.12.12 大津市
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座長を務めた学会・研究会

高齢労働者が働きやすい職場環境の構築について
高野賢一郎

第 86 回日本衛生学会自由集会 2016.5.12 北海道

産業理学療法部門企画セッション：勤労者の腰痛予防への取り
組み

高野賢一郎
第 51 回日本理学療法学術大会 2016.5.29 札幌市

腰痛予防における産業理学療法
高野賢一郎

産業理学療法研究会第 1 回研修会 2016.12.23 高知市


