MPOWER 2011 要約
WHO は包括的タバコ対策パッケージ MPOWER の最新版を発表しました。
以下はその要点をまとめた文書です。
（翻訳 松崎道幸）

ダウンロード元：

http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/index.html
MPOWER とは、包括的タバコ対策の頭文字をつなげた用語です。
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