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第11回日本禁煙学会学術総会

11月4日（土）1日目

第1会場 （1F テルサホール）

9 :15～9:20	 開会式	

9 :20～9:50	 会長講演
座長　NPO法人京都禁煙推進研究会　前理事長　安田　雄司

「タバコと循環器病」

京都岡本記念病院　副院長　高橋　正行

10 :00～11:00	 特別講演Ⅰ
座長　日本対がん協会　参事　望月友美子

「  The Central Role of Evaluation Studies in Tackling the Global Tobacco Epidemic:  

Examples from the International Tobacco Control Policy Evaluation Project」

University of Waterloo and Ontario Institute for Cancer Research　Prof. Geoffrey T. Fong

11 :10～11:40	 理事長講演
座長　京都岡本記念病院　副院長　高橋　正行

「オリンピックを迎える日本と、日本の周囲の国々との比較 

IOC と WHO の覚え書き「タバコフリー　オリンピック」を実現しよう。」

一般社団法人　日本禁煙学会　理事長　作田　　学

11 :40～11:50	 総会報告

12 :00～12:50	 		ランチョンセミナーⅠ
座長　中央内科クリニック　院長　村松　弘康

「喫煙対策・禁煙治療　恐れず、怯まず、侮らず　沖縄での経験を中心に」

沖縄大学　副学長　山代　　寛

共催：ファイザー株式会社

プログラム
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13 :10～14:10	 特別講演Ⅱ
座長　京都岡本記念病院　副院長　高橋　正行

「禁煙と健康寿命」

滋賀医科大学　名誉教授　上島　弘嗣

14 :20～15:40	 シンポジウムⅠ　健康寿命を伸ばす方策
座長　熊本市民病院　首席診療部長　橋本洋一郎

座長　京都大学臨床研究総合センター　教授　上嶋　健治

S1-1　 循環器疾患とタバコ：運動・フレイル・心不全

京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター　EBM推進部　教授　上嶋　健治

S1-2　 循環器疾患とタバコ：食事・メタボ・動脈硬化

龍谷大学　農学部　食品栄養学科　教授　中村　保幸

S1-3　 脳卒中や認知症とタバコ

熊本市民病院　神経内科　部長　橋本洋一郎

S1-4　 能動喫煙と受動喫煙が発がんに及ぼす影響

国立研究開発法人国立がん研究センター　がん対策情報センター　たばこ政策支援部　吉見　逸郎

15 :50～17:20	 特別企画Ⅰ　新型タバコって何？
座長　大阪国際がんセンター　がん対策センター　副部長　田淵　貴大

SP1-1　 日本における新型タバコの使用実態

大阪国際がんセンター　がん対策センター　副部長　田淵　貴大

SP1-2　 新型タバコの成分分析

国立保健医療科学院　生活環境研究部　主任研究官　稲葉　洋平

SP1-3　 禁煙化された場所での新型タバコ使用

東京女子医科大学　医学部　衛生学公衆衛生学第二講座　助教　清原　康介

17 :30～18:30	 イブニングセミナーⅠ
座長　済生会滋賀県病院　院長代行　中村　隆志

「禁煙から始める心血管病診療の未来」

　京都府立医科大学大学院　医学研究科　循環器内科　教授　的場　聖明

共催：バイエル薬品株式会社
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第2会場 （2F セミナー室）

10 :30～11:40	 繁田正子賞セッション
座長　産業医科大学若松病院　呼吸器内科　診療教授　吉井　千春

座長　日本禁煙学会理事　栗岡　成人

SMYIA-1　京都府における未成年者及び若年成人禁煙外来実態調査結果

京都府立医科大学　大学院医学研究科　地域保健医療疫学　渡邉　　功

SMYIA-2　小児における受動喫煙と溶連菌感染症の関連

九州大学大学院　医学系学府　医学専攻　藤田　貴子

SMYIA-3　日本の禁煙治療における看護師の役割に関する実態調査

椙山女学園大学　看護学部　谷口　千枝

SMYIA-4　福祉事務所現業員による生活保護受給者に対する禁煙支援と社会的ニコチン依存

山形大学　医学部　看護学科　松浪　容子

SMYIA-5　勤労世代における非燃焼・加熱式タバコの認識と使用状況の実態調査

産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科学　姜　　　英

SMYIA-6　民間グルメサイトを活用した飲食店禁煙状況と総死亡・死因別死亡の関連

大阪大学大学院　医学系研究科　公衆衛生学/　　　　　　 

大阪がん循環器病予防センター予防推進部　村木　　功

15 :30～18:30	 アフタヌーンセミナー　ナースのための禁煙スイーツセミナー

第1部　次世代に向けた禁煙支援
座長　防衛医科大学校　医学教育部　看護学科　地域看護学講座　講師　瀬在　　泉

「次世代のためにナースが取り組む喫煙対策」

沖縄大学　副学長　山代　　寛

「若者たちへの喫煙防止教育、禁煙支援に看護職としての関わりを通じて考える」

NPO法人京都禁煙推進研究会　理事　青木　篤子

第2部　禁煙スイーツカフェ ～仲間と禁煙支援について語ろう！～
座長　椙山女学園大学　看護学部　助教　谷口　千枝

座長　熊本機能病院　看護部　禁煙外来チーフナース　藤本　恵子
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第3会場 （3F 大会議室）

12 :00～12:50	 ランチョンセミナーⅡ
座長　滋賀医科大学　呼吸循環器内科　教授　堀江　　稔

「DOAC のモニタリングの意義を考える〜心房細動と喫煙の関係を踏まえて〜」

公立陶生病院　副院長/循環器内科　味岡　正純

共催：第一三共株式会社

14 :20～16:00	 シンポジウムⅡ　職場のタバコ対策 −タバコフリー・カンパニーをめざして−
座長　産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科学研究室　教授　大和　　浩

座長　株式会社野村総合研究所　産業医　村田　千里

S2-1　   社員の喫煙率 0％を 2 年 9 ヶ月で実現！〜組織で行えば、自発的かつ継続的な禁煙が可能に〜

ティーペック株式会社　代表取締役社長　砂原　健市

S2-2　   分散した事業所における禁煙推進

株式会社平和堂　統括産業医　河津雄一郎

S2-3　   製造業複合事業場でのタバコ対策

東レ株式会社　滋賀事業場　健康管理センター　所長　中西　一郎

S2-4 　  精神科病院での全国初の全敷地内禁煙の試みのその後 

精神科、精神科病院と喫煙との関係を変えた 10 余年

村井こころのクリニック　院長　村井　俊彦

S2-5　   職場の喫煙対策をさらに進めるために必要な知識と情報

産業医科大学　産業生態科学研究所　健康開発科学研究室　教授　大和　　浩

17 :30～18:30	 イブニングセミナーⅡ
   座長　兵庫県立尼崎総合医療センター　院長　藤原　久義

「  たばこ産業のデバイス・チェンジ戦略と、それに対抗する 

IoT/ アプリを活用した次世代型禁煙治療の展望」

日本対がん協会　参事　望月友美子

日本赤十字社医療センター　呼吸器内科/株式会社キュア・アップ　代表取締役社長　佐竹　晃太

共催：株式会社キュア・アップ
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第4会場 （3F D会議室）

13 :30～14:10	 一般口演1　地域における禁煙推進
座長　近江八幡市立総合医療センター　副院長　細川　洋平

O1-1  タバコ値上げが禁煙への関心に与えた影響：日本の Google 検索データを活用した実証研究

大阪国際がんセンター　がん対策センター　田淵　貴大

O1-2  禁煙推進団体を活性化させるコツ

ちょうふタバコ対策ネットワーク　鈴木　隆宏

O1-3  「千葉県受動喫煙防止条例制定に向けての協議会」発足とこれまでの活動

千葉県医師会　田那村雅子

O1-4 　  未来へきれいな空気を 

禁煙サポートチーム　Fresh Air Team　発足および活動報告　第二報

医療法人社団清幸会　行田中央総合病院　萩原　貴之

O1-5  地域包括的禁煙支援活動による禁煙指導者・支援者育成と当地域のタバコ税収の変遷

近江八幡市立総合医療センター　卒煙支援チーム2017　細川　洋平

14 :10～14:50	 一般口演2　喫煙対策と新型タバコ
座長　大阪国際がんセンター　がん対策センター　副部長　田淵　貴大

O2-1 　  紙巻きタバコ以外の禁煙指導例 

くらた内科クリニック/横浜・川崎禁煙外来ネットワーク　今野　郁子

O2-2 　  禁煙外来にて遭遇した特異的な CT 症例について

西高松脳外科内科クリニック　森田　純二

O2-3 　  タバコ対策活動者への喫煙可飲食店利用状況のアンケート調査 

ちょうふタバコ対策ネットワーク　鈴木　隆宏

O2-4 　  タバコ業界の献金がタバコ施策を妨げている実態と対処について

子どもに無煙環境を推進協議会、日本禁煙学会FCTC監視委員会プロジェクト　野上　浩志

O2-5 　  「禁煙サポーター薬局事業」を始めとした行田市薬剤師会の取り組み 

〜三師会・市でスクラムを組んで〜

行田市薬剤師会／よつば薬局　新井　孝幸
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15 :00～17:30	 	薬剤師委員会主催セミナー：第1回	禁煙サポート薬剤師の	Solution	Seminar

第1部　ニコチンの薬理学・毒性学
座長　日本禁煙学会　理事・総務委員長　宮崎　恭一

開催にあたって
東京薬科大学　生命科学部　教授　高橋　勇二

「ニコチンおよび禁煙補助薬の薬理・薬物動態・相互作用」

相模台病院　薬剤部　薬剤部長　相澤　政明

「ニコチンおよび加熱式タバコの毒性学」

東京薬科大学　生命科学部　助教　高橋　勇二

第2部　病院・診療所、薬局の薬剤師による禁煙指導・支援 
座長　ラッキーバッグ（株）霞城薬局　櫻井可奈子

「診療所薬剤師による禁煙指導・支援〜企業体診療所におる薬剤師の場合〜」

日本電気（株）本社健康管理センター　源川　奈穂

「薬局薬剤師による禁煙指導・支援」

むらやま薬局/タバコフリー愛媛　代表取締役　村山　勝志

「ドラッグストアでの禁煙サポート活動 

　〜タバコの販売を中止した経緯、及び、禁煙サポート活動結果〜」

株式会社トモズ　取締役　薬剤部・在宅推進室分掌役員　取締役　山口　義之

第3部　薬剤師による地域や学校教育を巻き込む受動喫煙防止・防煙・禁煙支援
座長　（株）医療経営研究所　富永　敦子

「初等 ･ 中等教育における受動喫煙防止・防煙・禁煙支援教育 

　〜入門薬物（ゲートウェイドラッグ）：タバコ〜」

良寛堂薬局　高濱　　寛

「大学における受動喫煙防止・防煙・禁煙支援教育」

東京薬科大学薬学部　薬学実務実習教育センター　戸張　裕子

総合討論
司会　（株）医療経営研究所　富永　敦子

司会　東京薬科大学　生命科学部　教授　高橋　勇二

閉会にあたって
日本禁煙学会　理事・総務委員長　宮崎　恭一
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第5会場 （2F 視聴覚研修室）

13 :30～14:10	 一般口演3　喫煙防止・禁煙教育
座長　NPO法人京都禁煙推進研究会　理事長　土井たかし

O3-1 　  品川区の集団禁煙指導の需要と効果 - 卒煙セミナーを開催して -

品川区　品川保健所　品川保健センター　井上　明子

O3-2 　  鳥取県における喫煙防止教育の評価と課題

（一社）鳥取県薬剤師会公衆衛生委員会/くるみ薬局　長谷川晃美

O3-3 　  「 行田市に無煙世代を育てよう！」5434 人の願いをのせて〜三師会・市・商工会と連携して、

市民・全国へ啓蒙を〜

医療法人社団　清幸会　行田中央総合病院　川島　　治

O3-4 　  「赤ちゃんを救うのはあなたです！」〜妊婦の喫煙リスクに対する意識調査より〜

医療法人社団　清幸会　行田中央総合病院　大澤真由子

O3-5 　  薬局における個別化された禁煙支援の開発（FINE project）：薬剤師の禁煙支援の自信度

株式会社ココカラファインヘルスケア　堀口　道子

14 :10～14:42	 一般口演4　教育機関におけるタバコ対策
座長　近江八幡市福祉子ども部幼児課　参事　森　　博美

O4-1 　  高校生への喫煙防止教育についての一考察

名桜大学　人間健康学部　看護学科　徳橋　知子

O4-2 　  秋田県の全高校 1 年生を対象としたタバコ警告表示に関するアンケート結果

秋田県医師会　鈴木　裕之

O4-3 　  大学生を対象とした能動・受動喫煙関連疾患の知識に関する実態調査

東京薬科大学　薬学部　久保　結希

O4-4 　キャンパス内禁煙非医療系大学に於ける学生と教職員の喫煙およびタバコに関する比較調査

やわたメディカルセンター　宇野　友康
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15 :00～17:30	 		歯科医師チームセッション	
歯科チームで健康寿命を伸ばすタバコ対策の再考	
−京滋から始める国際標準の簡易歯科タバコ介入−

座長　福岡歯科大学　口腔保健学講座　教授　埴岡　　隆

座長　愛知学院大学　短期大学部　教授　稲垣　幸司

「歯科部会設立の経緯と今後の方向性」

日本大学　歯学部　医療人間科学分野　教授　尾崎　哲則

「歯科における禁煙支援の現状からみた教育機関と学会の役割」

愛知学院大学　短期大学部　教授　稲垣　幸司

「新型タバコ・マイクロビオームを含む口腔影響」

梅花女子大学　看護保健学部　教授　小島　美樹

「ＷＨＯ推奨歯科簡易タバコ介入―日本から世界への展開」

福岡歯科大学　口腔保健学講座　教授　埴岡　　隆

総合討論
指定発言1　京都府歯科医師会　学術委員会　委員長　伊熊　直記

指定発言2　滋賀県歯科医師会 学術部 部長　真部　滋記

指定発言3　学会歯科部会　京都府こがはしもと歯科医院　橋本　昌美

指定発言4　学会歯科部会　滋賀県ごとう歯科医院　後藤　　諦

ポスター会場 （2F 中会議室）

14 :30～15:30	 質疑応答時間

P-1 　  タバコ問題のパブリックコメントへの応募の意義と評価について（第二報）

子どもに無煙環境を推進協議会/日本禁煙学会パブコメWG　野上　浩志

P-2 　  病院職員の喫煙に関する意識調査の結果について 

社会医療法人財団　慈泉会　相澤健康センター　小林美華子

P-3 　  長崎大学病院タバコフリー化への取り組み

長崎大学病院　喫煙問題対策センター　河野　哲也

P-4 　  入院患者禁煙パスと敷地内禁煙の管理方法について

熊本機能病院　循環器内科/ 熊本加齢医学研究所　水野　雄二

P-5 　  薬局利用者に対する禁煙推進の試み

大阪ファルマプラン　あおぞら薬局　各務　洋平
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P-6 　  禁煙プログラム前の準備性強化に難航した症例

医療法人社団愛語会　要町病院　酒井　厚子

P-7 　  地区医師会による学校での防煙授業と医師会員への禁煙指導支援のとりくみ

新京都南病院 --下京西部医師会　新谷　泰久

P-8 　  当院禁煙外来における治療成績と問題点

KKR　枚方公済病院　循環器内科/　　　　　　　

公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　循環器内科　春名　克純

P-9 　  心臓リハビリテーション実施中に禁煙に成功した事例

京都岡本記念病院　リハビリテーション部　梶本　光二

P-10　  禁煙外来希望の女性患者への看護介入について考える

社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック　海藤　陽子

P-11　  精神疾患を有し 6 回目の禁煙外来で卒煙できた一例

井原市民病院　看護部　坂本　英子

P-12　  当院の禁煙治療の成績と問題点の検討

医療法人社団善衆会　善衆会病院　内科　生方　幹夫

P-14　  『面白かった』と言われる喫煙防止教育を目指すちょっとした工夫

山形市立病院済生館　放射線科/NPO法人山形県喫煙問題研究会　大竹　修一

P-15　  医療職の国家試験における禁煙関連試験問題の出題に関する調査

相模台病院　薬剤部　小松　裕里

P-16　  市原市小学校防煙教育 12 年の軌跡

ちば県民保健予防財団　診療部　國友　史雄

P-17　  受動喫煙防止教育における大学生ピアサポーターの力量形成

松蔭大学　看護学部　看護学科　後藤　雪絵

P-18　  加熱式タバコに関する大学 1 年生の認識と使用実態　―2016 年と 2017 年の比較―

相模台病院　薬剤部　相澤　政明

P-19　  防煙授業に主体的に関わることによる薬学生の意識変化

神戸薬科大学　臨床薬学研究室　谷口美保子

P-20　  禁煙外来における看護師の役割〜禁煙外来を受診する患者支援についての考察〜

常陸大宮済生会病院　外来　長山　美加

P-21　  全職員の統一した禁煙支援を目指すための事前調査〜動機づけ面接法の概念を教育に活用する〜

医療法人陽和会　南山病院　山西　　誠
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P-22　  当院の禁煙外来における卒煙者の禁煙成功率と今後のフォローについて

一般財団法人　永頼会　松山市民病院　吉本香代子

P-23　  呼吸器外科医による禁煙指導の取り組み

焼津市立総合病院　北　　雄介

P-24　  ascure 禁煙プログラム（専用禁煙支援アプリと看護師によるオンライン指導）による 

禁煙支援と禁煙継続率の評価

日本橋スマートクリニック　徳永なぎさ

P-25　  長野赤十字病院における禁煙外来の薬剤師のかかわり

長野赤十字病院　薬剤部　関内　和葵

P-26　  当院における禁煙外来専任看護師の役割の検討

KKR高松病院　睡眠・呼吸器センター　　金関　律子

P-27　  ペットにも受動喫煙による健康被害は存在するのか，またその特徴は何か？　 

― システマティック・レビューの成績から ―

九州看護福祉大学　リハビリテーション学科　川俣　幹雄

P-28　  受動喫煙防止法案（厚労省原案）に国民の 73.1％が賛成 ‐ 飲食店従事者も 65.4％が賛成 ‐

九州看護福祉大学　リハビリテーション学科　川俣　幹雄

P-29　  受動喫煙防止条例の制定を求める「スモークフリーキャラバン in 千葉」の活動報告　第 1 報

スモークフリーキャラバンin千葉　紅谷　　歩

P-30　  千葉県内の大学のタバコ無煙環境調査結果

タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）　紅谷　　歩

P-31　  関東 T 県の県立高校生における家庭内受動喫煙実態調査結果

東京アレルギー・呼吸器疾患研究所　渡邉　直人

P-32　  東京都立 N 工業高校生徒における家庭内受動喫煙実態調査結果

東京アレルギー・呼吸器疾患研究所　渡邉　直人

P-33　  群馬県立 S 高等学校生徒における家庭内受動喫煙実態調査結果

東京アレルギー・呼吸器疾患研究所　渡邉　直人

P-34　  勤労者の受動喫煙について

北海道中央労災病院　治療就労両立支援センター　小宅千恵子

P-35　  屋外灰皿撤去例

静岡赤十字病院　臼井　洋介

P-36　  薬局での受動喫煙防止対策に影響を与える要因の調査

昭和大学　薬学部　生体制御機能薬学講座　生理・病態学部門　石井　正和



- 22 -

P-37　  「飲酒習慣」と「喫煙習慣」「禁煙関心度」の関連性 －人間ドック受診者データから－

亀田メディカルセンター幕張　岡田　　実

P-38　  女子大生の喫煙習慣と社会的ニコチン依存及び生活習慣、 

周囲の喫煙状況の関連についての報告

全国健康保険協会　京都支部　入谷　智子

P-39　  労働者の社会経済的状況と喫煙および飲酒の関係

大阪市立大学大学院　経営学研究科　栗岡　住子

P-40　  大和郡山市における妊婦の喫煙状況について（第 1 報）

大和郡山病院　産婦人科　山下　　健

P-41　  当院の禁煙外来における疾患別治療成績とそこから見えてくる問題点

一般財団法人　永頼会　松山市民病院　多木　律子

P-42　  洲本市における妊婦の喫煙問題の現状と対策（第 9 報）

洲本市応急診療所・洲本市健康福祉部　山岡　雅顕

P-43　  高齢者介護施設のタバコに関する実態調査

京都博愛会病院　内科　栗岡　成人

P-44　  親の癌罹患が子の禁煙意識に及ぼす影響

共立蒲原総合病院　谷若　弘一

P-45　  2 型糖尿病患者において、禁煙が酸化 LDL レベルを抑制する

三菱電機（株）コミュニケーション・ネットワーク製作所　千森　義浩

P-46　  当院における精神疾患併存患者の禁煙治療成績

国立病院機構　千葉医療センター　守　　正浩

P-47　  京都から　はじめよう　路上喫煙防止、タバコの SIDS 予防と禁煙治療の提案 

〜乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイドライン（第 2 版）の有効活用〜

名古屋健康禁煙クラブ　水島　早苗

P-48　  タバコのないオリンピックで世界のタバコ農家の児童労働を解決！タバコの不買運動（禁煙）で

〜反エシカル消費でタバコをなくそう〜

禁煙学会会員　水島　早苗

P-49　  喫煙が更年期症状に与える影響

森ノ宮医療大学　保健医療学部　看護学科　外村　晴美

P-50　  学校薬剤師の喫煙防止教室の取り組み

（有）ファルマネットぎふ　しいのみセンター薬局　吉田　昌樹
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P-51　  受動喫煙に対する意識調査

京都女子大学　家政学部　食物栄養学科　安道　礼実

P-53　  ニコチンがヒト歯根膜由来血管内皮細胞に与える影響について

日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座/   　　　　　　　　　　

東京慈恵会医科大学　基盤研究施設 （分子細胞生物学）　五十嵐（武内）　寛子

P-54　  熊本保健科学大学における学生の喫煙実態調査

熊本保健科学大学　保健科学部　医学検査学科　三村　孝俊

P-55　  禁煙困難で電子タバコ使用中の肺ランゲルハンス細胞組織球症

焼津市立総合病院　北　　雄介

P-56　  2017 年四国八十八か所霊場札所におけるタバコ対策の現状

かとうクリニック/タバコフリー愛媛　宮武真佐恵

P-57　  2016 年無煙映画大賞受賞作と映画界の現状

タバコフリーカフェをひろげる会　見上喜美江

P-58　  喀痰塗抹陽性肺結核患者における喫煙状況の調査

川崎市立井田病院　呼吸器内科　西尾　和三

P-59　  ハードコアスモーカーの禁煙治療にカテコールアミンを補完する薬物療法の必要性

日本医科大学大学院医学研究科 精神・行動医学分野/　　　　　　

社会医療法人公徳会トータルヘルスクリニック　川合　厚子

P-60　      喫煙は芸術か？ - 芸術系大学と非芸術系大学における喫煙意識の比較研究 -

武蔵野美術大学　身体運動文化　北　　徹朗

P-61　    職業訓練校における喫煙調査

内科おひさまクリニック　冨山　月子

P-62　      ロールプレイによる禁煙教室の理解度の確認

内科おひさまクリニック　北川　直美
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11月5日（日）2日目

第1会場 （1F テルサホール）

9 :00～11:10	 シンポジウムⅢ　健康寿命を伸ばすために地域で何ができるか？
座長　兵庫県立尼崎総合医療センター　院長　藤原　久義

座長　京都博愛会病院　内科顧問　栗岡　成人

S3-1 　飲食店の完全禁煙化は「尊命敬食」の理念を持って進めよう！

長谷内科医院　院長　長谷　　章

S3-2 　兵庫県受動喫煙防止条例による急性冠症候群数の減少

兵庫県立尼崎総合医療センター　循環器内科　部長　佐藤　幸人

S3-3 　美唄市受動喫煙防止条例成立の背景

美唄市医師会　会長/井門内科医院　院長　井門　　明

S3-4 　京都市における中学生等の防煙教室の実施について

京都市保健福祉局　健康長寿のまち・京都推進室　健康長寿企画課　村山　侑加

S3-5 　滋賀県内飲食店における受動喫煙防止対策に関するアンケート調査

滋賀県健康医療福祉部　健康寿命推進課　母子保健・周産期係　保健師　小林　亮太

S3-6 　一般市民によるゼロからの協働関係構築

ちょうふタバコ対策ネットワーク　副代表・事務局長　鈴木　隆宏

特別発言
東京都議会議員/岡本総合法律事務所　弁護士　岡本　光樹

11 :40～12:30	 ランチョンセミナーⅢ
座長　枚方公済病院　院長　野原　隆司

「楽しくできる禁煙と減量指導のノウハウ」

独立行政法人国立病院機構京都医療センター　臨床研究センター予防医学研究室　坂根　直樹

共催：武田薬品工業株式会社

12 :30～12:40	 閉会式
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第2会場 （2F セミナー室）

9 :00～10:40	 シンポジウムⅣ　SNSを活用した禁煙活動
座長　済生会滋賀県病院　健康管理センター長　稲本　　望

S4-1 　新聞報道からみる「受動喫煙対策」へのまなざし

ハフポスト日本版　記者　錦光山雅子

S4-2 　マスメディアと SNS の関わり

毎日放送　ニュースセンター　報道部長　奥田　信幸

S4-3 　禁煙啓発における SNS 活用法

岡山済生会総合病院　がん化学療法センター長　川井　治之

S4-4 　遠隔禁煙治療の現状と「IoT ×アプリ」が導く未来型禁煙治療戦略

日本赤十字社医療センター呼吸器内科/株式会社キュア・アップ　代表取締役社長　佐竹　晃太

S4-5 　  医療機関を受診しない喫煙者へのアプローチおよび報道されにくい 

タバコに関する情報の発信源としての SNS の活用

医療法人千希会河本医院　理事長　河本　知秀

10 :45～11:33	 一般口演5　禁煙外来
座長　公徳会トータルヘルスクリニック　院長/山形県喫煙問題研究会　会長　川合　厚子

O5-1 　福島労災病院禁煙外来開設の意義と見えてきた課題

福島労災病院　診療部/みちや内科胃腸科　齊藤　道也

O5-2 　  Ａ病院の術前患者禁煙支援の検討 

〜外科系外来看護師の禁煙支援における役割と禁煙外来専任保健師の役割〜

京都第一赤十字病院　看護部　健診センター　松本　夏子

O5-3 　タバコ廃棄の有効性についての検討

金田病院　水島　孝明

O5-4 　禁煙治療と SDS（自己評価式抑うつ性尺度）の関係について

近畿大学医学部堺病院　薬剤部　東　真理子

O5-5 　若年で喫煙歴が浅く禁煙自信が低い患者は初回のみで受診中断するリスクが高い

帝京大学医学部内科学講座　呼吸器・アレルギー学/　　　　　　 

帝京大学医学部内科学講座　禁煙外来　小泉　佑太

O5-6 　禁煙治療終了後の追跡調査

道北勤医協一条クリニック　黒河亜理紗
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第3会場 （3F 大会議室）

9 :00～10:00	 特別企画Ⅱ　防煙授業の実践とその成果
座長　近江八幡市立総合医療センター　副院長　細川　洋平

SP2-1　 喫煙防止のための教育に重要な因子は？

NPO京都禁煙推進研究会　理事長　土井たかし

SP2-2　 自ら考え、共感力を養う防煙授業！？

在宅とつながるクリニック天草　院長　倉本　剛史

SP2-3　   ヘルスリテラシーの向上という視点から喫煙防止教育を考える 

 －小中高校から成人形成期における教育について－

札幌学院大学　人文学部　教授　北田　雅子

10 :10～11:30	 シンポジウムⅤ　大学の禁煙化と大学における禁煙教育
座長　NPO京都禁煙推進研究会　理事長　土井たかし

座長　札幌学院大学　人文学部　教授　北田　雅子

S5-1 　東北大学キャンパス全面禁煙の経緯と課題

東北大学環境・安全推進センター　教授　黒澤　　一

S5-2 　大学禁煙化への働きかけ〜人間看護学部からできること〜

滋賀県立大学　人間看護学部　助教　川端　智子

S5-3 　愛知学院大学楠元キャンパス敷地内禁煙からの変遷

愛知学院大学　短期大学部　教授　稲垣　幸司

S5-4 　立命館大学におけるキャンパス禁煙の取り組み

立命館大学保健センター　保健センター長　伊東　　宏

第4会場 （3F D会議室）

9 :00～9:32	 一般口演6　受動喫煙
座長　九州看護福祉大学　リハビリテーション学科　教授　川俣　幹雄

O6-1 　「受動喫煙症外来のための標準手順書 」2017 ダイジェスト版

くらた内科クリニック/横浜・川崎禁煙外来ネットワーク/神奈川県保険医協会学術部　倉田　文秋

O6-2 　 わが国における受動喫煙の疫学的特質について―全国 1 万人規模の調査結果から―

九州看護福祉大学　リハビリテーション学科　川俣　幹雄
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O6-3 　「受動喫煙症」有症状者の割合は糖尿病より高いか，また性差は存在するか？

九州看護福祉大学　リハビリテーション学科　川俣　幹雄

O6-4 　玉川医師会員における受動喫煙意識調査について〜第２報〜

一般社団法人玉川医師会　池上　晴彦

9 :35～10:07	 一般口演7　看護師の禁煙推進
座長　椙山女学園大学　看護学部　助教　谷口　千枝

O7-1 　都道府県看護協会におけるタバコ対策、及びタバコ対策や禁煙支援の講習機会に関する調査

防衛医科大学校　医学教育部　看護学科/　　　　　　

国立がん研究センター　がん対策情報センター　たばこ政策支援部　瀬在　　泉

O7-2 　A 院健康管理センター受診者の喫煙に対する実態調査

羽島市民病院　看護部/禁煙外来　高橋由美子

O7-3 　健診時、短時間禁煙サポートの試みと成果

淀さんせん会　金井病院　ヘルスプロモーションセンター　金沢　裕一

O7-4 　禁煙学会ナース委員会運営における現状と課題

高知県立大学　健康長寿センター/日本禁煙学会ナース委員会　久保田聰美

10 :10～10:34	 一般口演8　薬剤師の禁煙推進	
座長　東京薬科大学　生命科学部　教授　高橋　勇二

O8-1 　タバコに関する薬剤師の意識調査　その１

北海道科学大学　田中三栄子

O8-2 　タバコに関する薬剤師の意識調査　その２

北海道科学大学　川嶋　恵子

O8-3 　保険薬局における喫煙実態調査〜 2017 年報告

ファルマネットぎふ　中澤　千寿
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第5会場 （2F 視聴覚研修室）

9 :00～9:48	 一般口演9　禁煙治療
座長　沖縄大学　副学長　山代　　寛

O9-1 　長期成績からみた禁煙治療におけるバレニクリン服用期間の検討

自衛隊富士病院　小池　啓司

O9-2 　禁煙後に認める体重増加のメカニズムについての考察

朝日生命成人病研究所附属医院　糖尿病代謝科　菊池　貴子

O9-3 　認知症高齢者に対するバレニクリン減量投与法を用いた禁煙治療についての検討

いまい内科ハートクリニック　谷口まり子

O9-4 　家族からの心理的支援が障壁となり治療に難渋した１症例

日本大学医学部付属板橋病院　看護部　瀬出井美紀

O9-5 　バレニクリンによる禁煙治療を行った重症筋無力症の 1 例

湘南藤沢徳洲会病院　神経内科　伊藤　　恒

O9-6 　バレニクリンにより幻視を来した一例

沖縄県立中部病院　呼吸器内科　山城　　信

9 :50～10:30	 一般口演10　呼吸器疾患・精神疾患
座長　社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック　健康管理センター　医長　清水　隆裕

O10-1　精神科疾患を有する患者への禁煙支援の効果

堺市立総合医療センター　禁煙外来　高畑　裕美

O10-2　精神科病院における禁煙推進　- 敷地内禁煙は広義の禁煙治療 -

社会医療法人公徳会　トータルヘルスクリニック　川合　厚子

O10-3　禁煙意欲のない健康診断に訪れた女性受診者に対する禁煙勧誘の効果検討

順天堂大学　医学部　放射線科　齋藤アンネ優子

O10-4　在宅酸素療法（HOT）施行中患者の喫煙歴実態：患者から次世代へのメッセージ

独立行政法人国立病院機構村山医療センター　内科　岡田　泰昌

O10-5　呼吸器症状を有する喫煙者と既喫煙者における臨床的特徴 

医療法人社団　桃医会　小野内科診療所　小野　卓哉
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10 :30～11:02	 一般口演11　受動喫煙の影響と対策
座長　東京巣鴨とげぬき地蔵尊高岩寺　住職/医師　来馬　明規

O11-1　日本の茶道は外道のもてなし - いまだにやめないタバコ盆の作法 -

とげぬき地蔵尊高岩寺　来馬　明規

O11-2　国内外における動物園の防煙環境について

樹徳会　上ヶ原病院　山東　太介

O11-3　喫煙が及ぼす目への影響について－メニコンの禁煙運動推進－

株式会社メニコン　健康推進＆禁煙事業部　三牧　　功

O11-4　受動喫煙が生体の酸化還元バランスにおよぼす影響

医療法人社団えんどう桔梗こどもクリニック　遠藤　　明


