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 ご挨拶  

 

謹啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

今般、第 16 回目にしてようやく、大阪の禁煙推進に関わる皆様のおかげで日本禁煙学会学術総会を

2022年 10月 29日（土）・30 日（日）の日程で開催する運びとなりました。 

学会テーマは、「命を守るための禁煙へ」とし、副題として「受動喫煙ゼロ、タバコ依存のない、FCTC 実現

の日本へ」となりました。受動喫煙防止の条例などでの取り組みにより大阪府では急速にタバコの煙のな

い店舗が増加してきましたが、一方では喫煙が可能な店舗も残り、公的な施設でも除外される規定が残っ

ているなど受動喫煙をゼロとするには至っておりません。受動喫煙の視点からは、女性や小児の受動喫

煙防止の遅れや、妊産婦の禁煙推進の実効性の不足が心配されるところがあります。社会の制度として

の禁煙への取り組みは、本来たばこ規制枠組み条約（FCTC）に基づいてさらに推進されるべきものです

が、我が国においては、WHO でも低評価の取り組みに留まっています。一方で、SDGs の目標と正反対

の活動をするタバコ産業が SDGs を推進しているかのように扱われたり健康に取り組んでいる企業と認定

されたりするなどタバコに関する認識と取り組みの我が国の問題点もここで明らかにしておくべきタイミング

であろうと考えます。また国としての SDGs のゴールに包含されている FCTC の推進については、財政制

度等審議会たばこ事業等分科会で議論されている内容からはわずかな進展も望めないほど後ろ向きであ

り、さらには中央から地方自治体に屋外喫煙所の整備を指示するなどゴールと逆方向を向いているような

状況です。 

折しも、２０２５年に大阪で開催予定の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」となっています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックで明らかになったことの一つは、がんや心臓・脳血管疾患などの

非感染性疾患を普段から予防しあるいは良好に管理しておくことの重要性でした。非感染性疾患の発症

および悪化の予防にとって禁煙が最重要の改善点であることを強調し禁煙推進するデザインを描き出す

ことを本学会では目指したいと考えております。 

 

本学会を開催するにあたり、経費の節減に努め準備を進めているところではございますが、参加登録費な

ど個人で負担する収入のみでは諸費用の不足が見込まれております。従いまして、必要経費の一部は、

各方面からの御支援を賜り、開催させていただくことになります。どうぞ本趣旨をご理解いただき、是非とも

貴社のご参加を賜りたく、格段のご配慮を何卒よろしくお願い申し上げます。 

本来ならば拝眉の上、お願いすべきことではございますが、まずは書面にて、ご理解とご支援を賜りたく、

衷心よりお願い申し上げます。 

謹白 

 

2022年 3月吉日 
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開催概要  

 

【名  称】 第 16回日本禁煙学会学術総会 

 

【会  期】 2022年 10月 29日(土)・30日(日) ライブ配信及びオンデマンド配信 

 2022年 11月 5日（土）～12月 15日（木）オンデマンド配信 

 

【会  場】 WEBオンライン開催 

 

【名誉大会長】 茂松茂人（大阪府医師会長） 

 

【会  長】 郷間 厳（堺市立総合医療センター呼吸器疾患センター長、森ノ宮医療大学臨床教授） 

 

【テーマ】 命を守るための禁煙へ－受動喫煙ゼロ、タバコ依存のない、FCTC実現の日本へ－ 

 

【参加者数】 予定参加者 約 1,000 名（招待・団体・企業含む） 

 

【プログラム（予定）】 

 会長講演、理事長講演、特別講演、シンポジウム、一般口演、ポスター発表、教育講

演、ランチョンセミナー等共催セミナー、禁煙治療セミナー、認定指導者・認定専門指導

者試験等 

 

【学術総会Webページ】 

 http://www.atalacia.com/jstc2022/ 

  

【銀行口座】  銀行名： 三菱 UFJ銀行 中もず支店（店番号：456）  

 口座番号：  普通 0455063 

 口座名義： 日本禁煙学会 大阪総会 郷間厳  

  （ニホンキンエンガッカイ オオサカソウカイ ゴウマイワオ）      

 

【運営事務局】 株式会社Ａｔａｌａｃｉａ 

 〒573-1116 大阪府枚方市船橋本町 1-775   

 Tel: 072-807-3890 Fax: 072-807-3898  

 Email: jstc2022@atalacia.com 
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組織体制  

 

 

名誉大会長 茂松茂人 大阪府医師会 会長 

 

大会長 郷間 厳 堺市立総合医療センター 呼吸器疾患センター長 

  森ノ宮医療大学臨床教授  

 

副大会長 細見 環    関西女子短期大学歯科衛生学科教授 

   

副大会長 橘 和延  近畿中央呼吸器センター（統括診療部長） 

  大阪大学臨床教授 

 

事務局長 野上浩志 子どもに無煙環境を推進協議会・代表理事   

 

プログラム委員長 田淵貴大 大阪国際がんセンター がん対策センター 疫学統計部副部長 

 

総務委員長 岡原和弘 岡原クリニック 院長（堺市医師会副会長） 

 

財務委員長 高畑裕美 堺市立総合医療センター（看護師） 

 

実行委員長 酒井ひろ子 関西医科大学看護学部 看護学研究科教授(助産師) 

 

実行委員  谷口まり子  日本禁煙学会・禁煙専門看護師 

 埴岡 隆  宝塚医療大学 保健医療学部特別教授 

   山岡雅顕  洲本市応急診療所長 

   加濃正人  大石クリニック精神科（横浜市） 

   福田幾夫  吹田徳洲会病院心臓血管センター長、 

  大阪大学重症下肢虚血治療学講座招聘教授 

   杉山幸子  市立貝塚病院（慢性呼吸器疾患看護認定看護師） 

   井谷美幸  大阪労災病院 治療就労両立支援センター（保健師） 

   谷口美保子 神戸薬科大学 臨床薬学研究室（薬剤師） 

 川嵜有紀  関西医科大学 看護学部看護学研究科 

  冨田英里子  関西医科大学 看護学部  

  林 資子  宝塚大学助産学専攻科 

  （順不同、2022 年 3 月 16 日現在） 

 

 

以上の他、一般社団法人 日本禁煙学会の理事・評議員に臨時委員として適宜参画いただいている。 
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  収支計画  

   
■収入の部 ※消費税10%計算　単位：円

項目 単価 数量 単位 金額

Ⅰ．参加費 8,100,000

一般登録 8,000 900 名 7,200,000

寄付登録 12,000 70 名 840,000

学生 2,000 30 名 60,000

Ⅴ．広告掲載 1,232,000

抄録集　裏表紙（表4　カラー） 110,000 1 社 110,000

抄録集　表紙裏（表2、表3　カラー） 110,000 2 社 220,000

抄録集　後付・1頁（モノクロ） 88,000 4 社 352,000

抄録集　後付・半頁（モノクロ） 55,000 4 社 220,000

HP　バナー広告 66,000 5 社 330,000

Ⅲ．セミナー共催費 4,510,000

共催セッション 1,210,000 1 社 1,210,000

共催セミナー 1,100,000 3 社 3,300,000

Ⅳ．その他 4,500,000

学会本部助成金 3,000,000

寄付金（関連病院、企業等） 1,500,000

合  計 18,342,000

■支出の部

項目 金額

Ⅰ. 事前準備関連費 8,900,000

1 事務局人件費 800,000

2 ホームページ、演題募集、参加登録、配信システム費 2,500,000

3 通信費 200,000

4 演題処理費用 800,000

5 企業等協賛関係費 600,000

6 抄録集編集作成費用 1,700,000

7 印刷物作成費 800,000

8 海外招聘経費 550,000

9 総務・広報費用 450,000

10 運営委員交通費 200,000

11 諸雑費 300,000

Ⅱ. 当日運営関連費 7,850,000

1 会場費 400,000

2 Web懇親会システム費 300,000

3 当日配信機材関係費 3,500,000

4 ライブ・オンデマンド配信費 600,000

5 運営人件費 1,900,000

6 講師謝金 800,000

7 諸雑費 350,000

III. 事後処理費 350,000

IV. 運営委託業者業務管理費 900,000

Ⅳ. 予備費 342,000

合  計 18,342,000
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共催セミナー募集要項  

 

【開催日時、設定一覧】 

開催日 時間 セミナー 共催費 申込枠 

10月29日（土） 12:00-13:00 共催セミナー１ 1,１00,000円 1 

 

10月30日（日） 

10:30-11:50 共催セッション 1,210,000円 1 

12:00-13:00 共催セミナー２ 1,１00,000円 １ 

15:40-16:40 共催セミナー３ 1,１00,000円 1 

※ 開催日・会場につきましては、貴社開催希望日をもとに、主催者側にて決定させていただき

ます。 予めご了承ください。 

※ プログラム編成の状況により、セミナー数、開催日・時間、名称について変更する場合があり

ます。 

※ 配信を自社で行われる場合はご相談ください。 

※ 上記金額は消費税 10％込みで算出しております。 

 

【配信仕様について】  

Zoomを使用した配信となります。 

事前説明から配信終了までオペレーターが対応いたします。 

 

【当日手配関係について】 

開催１週間前を目途に登壇者用ＵＲＬをお知らせいたします。 

また、座長・演者への謝礼・交通費・宿泊費、セミナーチラシ等印刷費も共催費に含まれておりませ

ん。共催費とは別に各社にてご負担ください。  

 

【セミナーテーマ、座長・演者の選定について】 

原則として協賛企業様にお任せいたしますが、座長・演者への依頼にあたっては、必ず事前に運営

事務局にご確認ください。内容・座長・演者の人選につきましては事務局にて 調整をさせていただ

き、場合によっては変更をお願いする場合もございます。 

 

【申込締切】 2022年 8月 10日（水） 

 

【申込方法】 

別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、運営事務局へ Fax または Emailにてお申込ください。 

ご希望枠が重なる可能性がございますので、必ず第 2希望、第 3希望までご記入ください。 

枠決定後に請求書をお送りいたします。記載の期日までに指定口座までお振り込みください。振込

手数料は、お申込者負担でお願いいたします。金融機関発行の振込書控えを持って、領収書に代

えさせていただきます。  

 

【申込先】 

第 16回日本禁煙学会学術総会 運営事務局 

Fax: 072-807-3898  Email: jstc2022@atalacia.com 
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広告募集要項  

 

【媒体名】 第 16 回日本禁煙学会学術総会 抄録集 

 

【発行部数】 PDFをホームページに掲載 印刷 200部（予定） 

 

【配布先】 第 16回日本禁煙学会学術総会参加者、日本禁煙学会会員、他 

 

【製作費用】 1,700,000円 

 

【広告料総額】 1,232,000円 

 

【掲載要領・広告掲載料】 

 サイズ A4版 

種類 形状 料金（税込） 募集数 

表 4 （裏表紙） A4縦 カラー1頁 110,000円  1   

表 2 （表紙裏） A4縦 カラー1頁 110,000円  1  

表 3 （裏表紙裏） A4縦 カラー1頁 110,000円  1  

後付 1頁 A4縦 モノクロ 1頁 88,000円  4  

後付 1/2頁 A4縦 モノクロ 1/2頁 55,000円  4  

 ※消費税は 10％で算出しております。 ※ページ割付は主催者に一任願います。 

 

【申込締切】 2022年 9月 15日（木） 

 

【申込方法】 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、運営事務局まで E-mailまたは Faxにてお送りください。 

 

【ご請求について】 

掲載枠決定後に請求書をお送りいたします。請求書に記載の期日までに指定口座までお振り込みく

ださい。誠に勝手ながら、振込手数料はお申込者負担でお願いいたします。金融機関発行の振込

書控えを持って、領収書に代えさせていただきます。  

 

【原稿作成・提出期日】  

・原稿提出期日： 2022年 9月 15日（木） 

・完全版下データを Email添付もしくは郵送にて、運営事務局までお送りください。 

・データ形式は、Adobe Illustrator（文字のアウトライン化済）または、PDF（フォント埋め込み済）デー

タにてお願いいたします。  印刷確認用に PDF もしくは出力紙を添付してください。 

 

【申込先】 

第 16回日本禁煙学会学術総会 運営事務局 

Fax: 072-807-3898  Email: jstc2022@atalacia.com 
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バナー広告募集要項  

 

【媒体名】 第 16 回日本禁煙学会学術総会 ホームページ バナー広告 

 

【発行部数】 トップページ 

 ※ 掲載箇所につきましては、事務局に一任願います。 

 

【閲覧対象】 第 16回日本禁煙学会学術総会参加者、日本禁煙学会会員、他 

 

【掲載期間】  2022年 12月末まで（予定）  

 

【掲載料・募集数】 66,000円（税込） 5枠 

 

【広告仕様】 バナー広告データは貴社にて以下の仕様を満たすようご準備ください。 

・ サイズ 横 150×縦 40ピクセル 

・ 容量 15KB以下 

・ インターレース GIF89aフォーマットに限ります 

・ GIFアニメーション可能 

 

【申込締切】 2022年 9月 30日（金） 

 

【申込方法】 

別紙「バナー広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局まで E-mail もしくは Faxに

てお申し込みください。 

 

【ご請求について】 

掲載完了後に請求書をお送りいたします。請求書に記載の期日までに指定口座までお振り込みくだ

さい。誠に勝手ながら、振込手数料はお申込者負担でお願いいたします。金融機関発行の振込書

控えを持って、領収書に代えさせていただきます。  
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寄付金募集要項  

 

【名  称】  第 16回日本禁煙学会学術総会 寄付金  

  

【募集期間】 2022年 4月～ 2022年 10月 28日(金)  

  

【寄付金の使途】  第 16回日本禁煙学会学術総会の開催費用に充当します。  

  

【寄付金目標総額】  １,５00,000円  

  

【募集対象先】 関係医療団体、企業等  

  

【開催・配信期間】 会期： 2022年 10月 29日（土）・ 30日（日） ライブ及びオンデマンド配信 

     2022年 11月 5日（土）～12月 15日（木）オンデマンド配信 

   

  

【申 込 先】 本会の趣旨にご賛同いただきましたました方には、寄付金申込書にご記入

の上、下記事務局へお送り願います。 

 第 16回日本禁煙学会学術総会 運営事務局 

  株式会社Ａｔａｌａｃｉａ内 

  〒573-1116 大阪府枚方市船橋本町 1-775   

  Tel: 072-807-3890 Fax: 072-807-3898 Email: jstc2022@atalacia.com 

 

【振込銀行口座】  銀行名： 三菱 UFJ銀行 中もず支店（店番号：456）  

  口座番号： 普通 0455063 

  口座名義： 日本禁煙学会 大阪総会 郷間厳  

   （ニホンキンエンガッカイ オオサカソウカイ ゴウマイワオ）     

 

 

本会では、寄付金に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン に関する

指針」に基づいて情報公開することに同意します。 

 


