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日本交通科学学会誌　第 17 巻　補冊　平成 29 年

プログラム>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>

特別講演1

特別講演2

会長講演

 共催：滋賀県薬剤師会

教育講演

 共催：MSD株式会社

共催セミナー

座長：三林 洋介 (東京都立産業技術高専)

シンポジウム1 これからの交通事故分析のあり方

S1-1 地理的情報等に基づく交通事故分析
－ＰＤＣＡサイクルによる交通事故抑止－

○ 後藤 寛 (滋賀県警察本部)

S1-2 交通事故ゼロの実現に向けた事故調査分
析活動－事故実態の見える化と効果的対
策の追究 －

○ 柴崎 宏武 (交通事故総合分析センター)

S1-3 事故分析とその目的 ○ 嶋村 宗正 (千葉科学大学)

S1-4 歩行者交通事故の実態分析 ○ 松井 靖浩 (交通安全環境研究所)、及川 昌子 (首都
大学東京)、反町 一博、今西 明、藤村 武志 ((株)い
すゞ中央研究所)

座長：立岡 弓子 (滋賀医科大学)

シンポジウム2 妊婦と小児の交通安全対策

S2-1 妊婦交通外傷の実態について ○ 石河 顕子 (滋賀医科大学)

S2-2 小児の交通外傷予防について ○ 川戸 仁 (成田赤十字病院)

S2-3 交通事故による胎盤剥離のメカニズム
－有限要素法による解析－

○ 田中 克典 (滋賀医科大学)

S2-4 カーテンサイドエアバッグが後席チャイルド
シート乗員に及ぼす影響

○ 田中 良知、細川 成之、松井 靖浩、山口 大助 (交通
安全環境研究所)、水野 幸治 (名古屋大学)、吉田 良
一 ((株)タカタ)

―――――――――　大会プログラム(特別講演・シンポジウム)　―――――――――

【特別講演】
6月1日(木)　14:30-15:20　A会場

6月2日(金)　13:40-14:30　A会場

6月1日(木)　11:15-12:30　A会場

6月1日(木)　16:50-17:20　A会場
【会長講演】

【教育講演】
6月1日(木)　12:40-13:40　A会場

【共催セミナー】
6月2日(金)　12:40-13:30　A会場

【シンポジウム(1日目)】
6月1日(木)　10:00-11:15　A会場

「自動運転をめぐる最近の動向と警察庁の取組について」
講演者：佐野 裕子　(警察庁)　　　　　　　　　 　   座長：一杉 正仁　(総会会長・滋賀医科大学)

「バス・トラックなど事業用自動車の事故防止対策について
　－ドライバーの健康管理による事故防止対策など－」
講演者：平井 隆志 (国土交通省) 　           　　  座長：一杉 正仁 (総会会長・滋賀医科大学)

「実事故に学ぶ効果的予防対策」
講演者：一杉 正仁 (総会会長・滋賀医科大学)　座長：有賀 徹 (労働者健康安全機構　理事長)

「医薬品の使用と自動車運転について」
講演者：木津 純子 (薬学共用試験センター)　 　座長：塩見 直人 (済生会滋賀県病院 )

「低血糖をおこさない糖尿病治療」
講演者：桝田 出 (武田病院検診センター　所長、竹田病院グループ　予防医学・EBMセンター長)
座長：古川 智之 （滋賀医科大学）

＜＜　特別講演・シンポジウム　＞＞
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座長：水野 幸治 (名古屋大学)

シンポジウム3 安全な交通社会に向けた取り組み

S3-1 スバルの安全への取り組み ○ 関口 守 ((株)SUBARU)

S3-2 安全な交通社会に向けた取り組み ○ 加藤 昌彦 (トヨタ自動車(株))

S3-3 Pedestrian Accident Analysis by FE and
Statistical Methods

○ Chinmoy PAL (Nissan Motor Company)

S3-4 軽自動車の衝突安全技術開発 ○ 大垣 和信 ((株)本田技術研究所)

座長：小野 古志郎 (日本自動車研究所)

シンポジウム4 交通事故と後遺障害

S4-1 顔面外傷と後遺障害 ○ 越沼 伸也 (滋賀医科大学)

S4-2 交通事故後の頸椎障害
－非生理的髄液漏出のメカニズム－

○ 三浦 真弘、内野 哲哉 (大分大学)

S4-3 交通事故後の高次脳機能障害 ○ 渡邉 修 (東京慈恵会医科大学附属第三病院)

S4-4 交通事故と後遺障害
－交通事故の後遺障害に係る日本損害保
険協会の取組み－

○ 川越 信 (日本損害保険協会)

座長：笠原 悦夫 (ＪＲ東日本健康推進センター)

シンポジウム5 鉄道に学ぶ交通安全対策

S5-1 鉄道に学ぶ交通安全対策
－ヒューマンファクターに対応した鉄道の安
全システム－

○ 小川 秀樹 (JR東日本運輸サービス)

S5-2 鉄道に学ぶ交通安全対策
－鉄道運転士の健康起因による事故予防

○ 笠原 悦夫 (ＪＲ東日本健康推進センター)

S5-3 鉄道に学ぶ交通安全対策
―乗務員の眠気に対する取り組みー

○ 藤田 智子 (西日本旅客鉄道(株))

S5-4 鉄道に学ぶ交通安全対策
―列車運転中における体調急変につい
てー

○ 深山 源太 (東日本旅客鉄道(株))

座長： 松井 靖浩 (交通安全環境研究所)

シンポジウム6 自動車乗員安全装置の進歩

S6-1 衝突被害軽減ブレーキの衝突安全性への
影響調査と対策評価

○ 松下 徹也、齋藤 博之(オートリブ(株))

S6-2 モータライズドシートベルトの乗員保護効果
に関する検討

○ 木村 隆章、阿藤 忠之 (タカタ(株))

S6-3 後突用頚部傷害低減デバイスの変遷と今
後の研究課題

○ 田邉 仁一 (テイ・エステック(株))

S6-4 自動車乗員安全装置の進歩 ○ 山田 広明 (豊田合成(株))

6月2日(金)　10:00-11:15　A会場

6月2日(金)　11:15-12:30　A会場

【シンポジウム(2日目)】

6月1日(木)　15:30-16:45　A会場

6月2日(金)　14:35-15:50　A会場


