第２回日本禁煙学会総会
プログラム
８月２５日（土）第一日
8:30 開場 受付開始
ポスター貼付 開始
8:50 開会式 管理棟 １階 特別会議室
9:00 一般演題 禁煙外来（１）

座長 亀田総合病院 金子 教宏

１．禁煙外来を活用した精神障害者のグループ禁煙について

恵寿健康管理センター 根上 昌子

２．禁煙外来における呼気 CO 濃度変化と喫煙成功率の相関研究

長岡技術科学大学 福本 一朗

３．Ａ病院禁煙外来受診者の禁煙促進要因― 問診票と質問紙の分析を通して―
千葉労災病院 薄 美恵子
9:30 一般演題 禁煙外来（２）

座長 愛媛県小児科医会みかわクリニック 豊田 茂樹

４．当院における｢併診型禁煙外来｣の検討

岡山赤十字病院 平井 由紀恵

５．保険適用後の禁煙外来の現状と課題

城北病院 栗岡 成人

６．禁煙治療で患者が感じる効果的支援と今後の課題
～当院での保険適用の禁煙成功者へのアンケートより～

福井県済生会病院 前川 委久子

10:00 一般演題 市民運動・総論
座長 NPO 法人 子どもに無煙環境を推進協議会 野上 浩志
７．タバコ問題のパブリックコメント応募の意義と評価の考察
ＮＰＯ法人 子どもに無煙環境を推進協議会 野上 浩志
８．タバコ問題の解決をめざして～市民としての立場から～
９．都道府県における喫煙対策の実際
10:30 一般演題 施設禁煙

Smoke-Free-World 丸山 恵梨子
都道府県喫煙対策委員会 委員長 加藤 一晴

座長 深川市立総合病院 松崎 道幸

１０．栃木県新庁舎の喫煙室問題

森島医院 森島 真

１１．Tobacco-Ｆree Hospital (TFH) の提唱
10:50 一般演題 喫煙状況

兵庫県喫煙問題研究会 薗 潤
座長 南栃木病院 北村 諭

１２．日本呼吸器学会総会（１９９６－２００７年）参加者に対する喫煙アンケート調査
南栃木病院 北村
１３．広島県医師会員の喫煙率調査 2007

諭

広島県医師会禁煙推進委員会 松村 誠

１４．歯学部学生の喫煙状態と喫煙に対する意識，食習慣および主観的ストレス源認知について
愛知学院大学短期大学 稲垣 幸司
11:20 一般演題 禁煙防煙教育

座長 タバコ問題を考える会千葉 大谷美津子

15．
『健康教育県ＳＡＧＡ「全ての中学生に防煙教育を！」
』の取り組み

さとうクリニック 佐藤 智丈

16．職員採用健康診断時における禁煙教育の効果

井口会総合病院落合病院 山代 寛

17．健診施設職員に対する禁煙支援活動について

船員保険健康管理センター 小形 智恵

18．千葉県委託「喫煙防止出前健康教室」事業 への取り組み実践報告

タバコ問題を考える会・千葉
大谷美津子

12:10 昼食：
ポスター展示供覧 管理棟１階 ホール
13:00 一般演題 喫煙意識調査

座長 城北病院 栗岡 成人

19．
．加濃式社会的ニコチン依存度調査票 (KTSND)を用いた前喫煙者における
心理的ニコチン依存度の評価

産業医科大学呼吸器内科 吉井 千春

20．
．加濃式社会的ニコチン依存度質問票（KTSND）は半年後の禁煙成功者を予測しえるか？
（初回面接時の KTSND 差分の有用性について

東葛病院呼吸器内科 星野 啓一

21．中学生の喫煙行動と喫煙に関する意識調査：喫煙防止講話前後に
加濃式社会的ニコチン依存度調査票を用いて

茨城県立中央病院 天貝 賢二

13:30 理事会報告・委員会報告
14:00 理事長講演

座長 国立がんセンター中央病院 金子 昌弘

たばこ枠組み条約第 2 回締約国会議 FCTC COP2 に出席して
14:30 特別講演 I

日本禁煙学会 理事長 作田 学

座長 全国禁煙分煙推進協議会 会長

平間 敬文

わが国におけるたばこ対策について
国立保健医療科学院 研究情報センター たばこ政策情報室 吉見 逸郎
15:00 特別講演 II

座長 日本禁煙学会 理事長 作田 学

Tobacco control in US and Japan

NIH

15:30 特別講演 III

D.Lawrence

座長 大橋胃腸肛門科外科医院 大橋 勝英

我が国の禁煙対策について

前参議院議員 武見 敬三

16:00 休憩
ポスター展示供覧 管理棟１階 ホール
16:30 パネルディスカッション
全国に広がる禁煙の輪

座長 西宮市保健所 薗 潤
座長 札幌社会保険総合病院 秦 温信

今後の禁煙タクシーの普及について
「禁煙タクシー訴訟」の取り組みと今後の展望
ＪＲ・鉄道
空港

浜名医師会 加藤医院
タクシー全面禁煙をめざす会代表
かもめ歯科医院
ミヤモトクリニック フォア ウーメン

18:30 参加者懇親会 国立がんセンター中央病院１９階 喫茶 ル・サンク
参加費 3,000 円 あらかじめお振り込み頂きますが
当日でも余裕があれば受け付けます。

加藤
渡辺
清水
宮本

一晴
文学
央雄
順伯

８月２６日（日）第二日
8:00 禁煙指導の実際

座長 赤松赤十字病院 森田 純二

精神疾患を有する患者への禁煙治療

公徳会トータルへルスクリニック 川合 厚子

8:50 ポスターディスカッション１． 特別会議室

座長 尾張健友会千秋病院 村手 孝直

Ｐ１．内科専門病院における禁煙外来診療～保険適応６ヶ月の経過と治療成績～
渡部内科病院 高橋 久江
NTT 東日本札幌病院 本田 泰人

Ｐ２．保険適用後の当院禁煙外来の受診状況
Ｐ３．再喫煙防止対策

医療法人定生会 谷口病院

鈴木 史明

Ｐ４．職域および地域での禁煙・防煙にかかわる臨床検査技師の役割
大網白里町白里公民館 鈴木 厚子
Ｐ５．GC-MS 法を用いた尿中ニコチン・コチニンの分析と禁煙外来への応用
島根大学医学部
Ｐ６．卒煙外来の現況と禁煙達成因子の検討

稗田 洋子

東京女子医科大学 西條 亜利子

9:20 ポスターディスカッション２． 特別会議室

座長 日本大学歯学部 尾崎 哲則

Ｐ７．シティホテルにおける受動喫煙対策の現状と課題
～札幌市内の主要なホテルへの聞き取り調査から～

札幌学院大学 北田 雅子

Ｐ８.スモークフリーキャンパスとサッカー部
Ｐ９．大学生の喫煙影響 ～口腔内の状況から～
Ｐ１0．精神科看護者の喫煙状況とその意識調査

びわこ成蹊スポーツ大学 高橋 正行
中部大学 青石 恵子
愛媛大学大学院医学系研究科看護学 井上 仁美

Ｐ１1．看護学生の禁煙に関する研究の動向

東海大学医療技術短期大学 中田 芳子

Ｐ１2．両親の喫煙状況が青年期男女の喫煙経験及び心理特性に与える影響
筑波大学大学院 瀬在 泉
8:50 ポスターディスカッション３． 第１会議室

座長 岩瀬眼科医院 岩瀬 光

Ｐ１3．小学校での医師による出前禁煙指導の効果

金沢医療センター 遠藤 將光

Ｐ１4．小学校高学年生および中学生における禁煙教育の効果について
―千葉県健康福祉部主催「防煙出前教室」における調査―

東葛病院 星野 啓一

Ｐ１5．この 10 年間の小中学生に対する嫌煙教育とタバコアンケートのまとめ
古河市福祉の森診療所 赤荻 栄一
Ｐ１6．喫煙をしている病院職員の禁煙に対する自己効力感

龍ケ崎済生会病院 北澤 仁美

9:15 ポスターディスカッション４． 第１会議室
座長 新居浜市医師会 かとうクリニック 加藤 正隆
Ｐ１7．禁煙への組織的アプローチ ―職員の喫煙ゼロを目指してー
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 中村亜弓美
Ｐ１8．会員制肺がん検診組織における入会後の禁煙状況について
（財）東京都予防医学協会 渡辺 聡子

Ｐ１9．喫煙による肺 CT に対する画像工学的評価法の基礎研究

長岡技術科学大学 阿部 正之

Ｐ２0．野球アニメ主題歌に見る目標達成までの意識の違い－禁煙支援における有用性―
中国電力㈱中電病院 平賀 裕之
Ｐ２1．各医学関連団体における「禁煙宣言」の実態とその後の取り組み
国立がんセンター中央病院 金子 昌弘
9:50 一般演題 喫煙の人体への影響

座長 山形県医師会 山田菊地医院 山田 修久

22．
．ＭＣファンを用いた禁煙前後の血液流動性の変化

みかわクリニック 豊田 茂樹

23．
．科学的根拠に基づいた禁煙支援に向けて～ニコチン性アセチルコリン受容体α4 サブユニット（CHRNA4）
多型のニコチン依存性に及ぼす影響～

大阪大学大学院薬学研究科 東 純一

10:10 要望演題 検診と禁煙の有機的結合

座長 東京農工大保健センター 阿部 真弓

24．
．脳ドック・肺ドック希望者のタバコ使用状況と禁煙率

京都府立医大 繁田 正子

25．人間ドックでの患者動機付けの重要性 ー習慣性喫煙症候群と循環器病ー
医誠会ソフィア健康増進センター 都島 基夫
26．小児の生活習慣病検診と喫煙検診の有機的結合

群馬パース大学保健科学部 井埜 利博

10:40 シンポジウム
禁煙と検診の有機的結合
座長 東北大学大学院医学研究科 山本 蒔子
座長 香川県立保健医療大学 佐藤 功
すべての喫煙者に禁煙導入を！すべての受動喫煙者に啓発を！
～禁煙専門外来からのお願い～
総合病院における禁煙外来
医師・看護職連携による健診時禁煙支援の有効性

薗はじめクリニック 薗 はじめ
国立国際医療センター 有岡 宏子
京都第一赤十字病院 山門 桂

当健診センター受診者の喫煙状況 ～禁煙指導の重要性と今後の取り組み～
札幌社会保険総合病院 和田 直子
12:00 閉会式 特別会議室
12:10 ポスター撤去
昼食
13:00～14:00

認定専門指導者・認定指導者試験受験者むけ講義

薗はじめクリニック 薗はじめ

試験に出る部分を中心に講義します。
あらかじめ申し込まれた方のみ参加可能です。
講習受講及び受験希望者はあらかじめ学会ホームページからお申込下さい。
原則として、会場での受新規付はいたしません。
14:30～15:30

認定専門指導者・認定指導者試験
講習を受けない方は受験できません。

