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事前の参加予約は必要ありません。当日会場で受付をされてご入場くださ
い。なお、受付の際に名刺をいただいておりますが、その個人情報は次回大
会のご案内以外使用いたしません。
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後援
● 厚生労働省
● 東京都
● 日本公衆衛生学会
● （公社）空気調和・衛生工学会
● 日本衛生学会
● 日本環境管理学会

主催
● （公財）日本建築衛生管理教育センター ● （一社）日本ビルヂング協会連合会

● （公社）全国ビルメンテナンス協会
● （一社）不動産協会
● （公社）全国建築物飲料水管理協会
● （公社）日本ペストコントロール協会
● 全国管工事業協同組合連合会

● （一財）日本公衆衛生協会
● （一財）日本環境衛生センター
● （公財）日本環境整備教育センター
● （公社）日本空気清浄協会
● （公社）ロングライフビル推進協会
● （一社）日本空調システムクリーニング協会

● （一社）全国管洗浄協会
● （公社）全国ハウスクリーニング協会
● (一社)日本建築設備診断機構
（順不同）
※(公社)：公益社団法人、(公財)：公益財団法人
　(一社)：一般社団法人、(一財)：一般財団法人

テーマ 「タスク ・ アンビエント空調／パーソナル空調の環境衛生管理の考え方」　
座長：林  基哉氏（国立保健医療科学院 建築・施設管理研究分野　統括研究官）
① 「建築物衛生法における空気環境の調整について」 米倉　隆弘氏（厚生労働省　医薬・生活衛生局 生活衛生課　課長補佐）

② 「室内環境と健康影響」 相澤　好治氏（北里大学　名誉教授）

③ 「タスク・アンビエント空調／パーソナル空調の概要と動向」 中野　淳太氏（東海大学　工学部 建築学科　准教授）

④ 「これからの空調管理のあり方」 金　　勲氏（国立保健医療科学院　生活環境研究部　主任研究官）

1月19日（金）
演題 「スーパーエコタウン事業の概要と成果」
演者：前川  修氏 （東京都 環境局  資源循環推進部 産業廃棄物技術担当課長）

特別講演 10:50～12：07

シンポジウム 14:20～16:55

1月18日（木）
講座名 「非住宅建築物のための新しい省エネルギー基準」
講師：澤地　孝男氏 （国立研究開発法人 建築研究所 理事）

専門講座 11：05～12：10

調査研究 事例報告

研
究
集
会

大
会
行
事

杉山　順一 氏（(公財）日本建築衛生管理教育センター調査研究部研究情報課　課長）〔センター報告〕16:50～17:10

〔給排水〕 座長　坂上　恭助  氏（明治大学理工学部建築学科　教授）

01．特定建築物における給湯設備の実態 常盤　薫代 氏（東京都健康安全研究センター）
02．排水鋼管用可とう継手の劣化による漏水事例（第２報）集合住宅の排水配管 比留川達也 氏（（一社）全国管洗浄協会）
03．簡易専用水道検査結果による貯水槽水道施設管理の実態調査 高橋　道広 氏（（公財）日本建築衛生管理教育センター ）

（木）1/18
10：13～10：52

〔健康影響〕14:18～15:10

〔ねずみ等〕 座長　武藤　敦彦 氏（（一財）日本環境衛生センター　環境生物・住環境部　部長）

10．LED光源に対するチカイエカ成虫の走光性 木村　悟朗 氏（イカリ消毒（株））
11．ねずみ昆虫等防除のインフォームド・コンセント 元木　貢 氏（アペックス産業（株））
12．薬剤を使用しないボウフラ発生防止対策の検討 松本　重裕 氏（町田市保健所）
13．ＩＰＭによるヒトスジシマカの防除管理事例 西垣　岳彦 氏（セントラルトリニティ（株））

15:48～16:40

16．アースピットで発生した真菌菌種の同定 松鵜さとみ 氏（鹿児島大学）
17．保育所等の空気環境に係る実態調査 鈴木　翔太 氏（東京都南多摩保健所）
18．事務所建築物室内における室内PM２.５の特性評価 小松　礼奈 氏（東京工業大学）
19．室内環境中の微小粒子状物質を含む浮遊粒子状物質の実態調査 伊藤　琢磨 氏（（公財）日本建築衛生管理教育センター）
20．個別空調設備を中心とした維持管理方法とその計画 末光　真二 氏（（一社）日本空調システムクリーニング協会）
　－現場から見た個別空調の維持管理の実態と諸問題－　 

〔空気環境〕13:03～14:08 座長　柳　宇 氏（工学院大学建築学部建築学科　教授）

〔省エネ・改善〕 座長　飯塚　宏 氏（㈱日建設計エンジニアリング部門設備設計グループ設備設計部　シニアエキスパート  技師長）

08．旅館業施設の禁煙・分煙対策に関する調査 加藤　大樹 氏（東京都西多摩保健所）
09．大学施設における空調システムの省エネチューニング実施と効果量の確認 小池　万里 氏（（株）日建設計総合研究所）

15:16～15:42

〔清掃・廃棄物〕10:13～10:39 座長　岸　正 氏（BCM研究舎　代表）

14．ＡＴＰ拭き取り検査による清掃用具の汚れ除去　その２ 杖先　寿里 氏（（一財）建築物管理訓練センター）
15．廃棄物処理における電子マニフェストの運用状況 佐藤　明子 氏（（公財）日本産業廃棄物処理振興センター）

（金）1/19

04．大阪府におけるレジオネラ属菌培養定量検査精度管理の取組み　第３報 下中　晶子 氏（大阪府藤井寺保健所）
05．黒湯からのLegionella属菌の検出状況および分離株の殺菌に関する基礎的検討 安齋　博文 氏（麻布大学）
06．開放循環冷却水系におけるレジオネラ属菌の新規抑制処理法 久松　隆哉 氏（栗田工業（株））
07．特定建築物における空調用冷却塔と冷蔵用冷却塔の実態調査について 田村　亮輔 氏（大阪府茨木保健所）
　－冷却塔の管理状況と冷蔵用冷却塔の維持管理の必要性 －

座長　相澤　好治  氏（北里大学　名誉教授）


