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１２月１日（土） 

 
１２月１日（土） 会場：一階 能楽ホール 

 

10：00～10：10 オープニング                            

「理事長挨拶」日本禁煙科学会理事長，奈良県立医科大学学長    吉田 修 

 

10：10～11：00 シンポジウム１ 「スポーツと禁煙」                 

座長：畿央大学教授                   東山明子 

 

シンポジスト 

近畿大学健康スポーツ教育センター准教授         津田 忠雄 

立命館大学パンサーズ昨年度主将             橋本 享祐 

つけもの「石井」社長 滋賀県クレー射撃協会所属     石井 隆 

 

11：00～11：15 記念講演                              

座長：第 2回学術総会会長                               高橋 裕子 

 

「脱タバコ社会の実現に向けての日本学術会議の取り組み」 

愛知淑徳大学医療福祉学部教授、愛知県がんセンター名誉総長  大野 竜三 

 

11：15～11：35 会長講演                              

座長：聖路加国際病院 予防医療センター長               平松 園枝 

 

「長期禁煙支援」     

奈良女子大学 保健管理センター教授           高橋 裕子 

 

11：35～12：00 学会賞受賞講演                           

座長：奈良県立医科大学学長                             吉田 修 

 

「わが国のたばこ対策の歩みと将来の課題」 

愛知県がんセンター名誉総裁長              富永 祐民 

 

13：00～13：50 特別講演 1                              

座長：奈良女子大学 保健管理センター教授               高橋 裕子 

 

「保健予防活動の経済学」    

京都大学副学長（経済学）                西村 周三 

 

14：00～14：50 公開市民講座                            

座長：奈良女子大学 保健管理センター教授                高橋 裕子 

 

「たばことお肌の健康」   

名古屋市立大学皮膚科教授                森田 明理 

 

15：00～16：30 特別講演 2                             

座長：愛知県がんセンター名誉総裁長                     富永 祐民 

 

「Promotion on tobacco control, an Austrarian experience」  

 President APACT                            Dr.Harley J Stanton  
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１２月１日（土） 会場：二階 レセプションホール 

 

12：00～13：00 ランチョンセミナー                         

座長：国立成育医療センター                             原田正平 

 

「受動喫煙の客観的評価、生体内指標として何が一番良いか？」 

 神戸薬科大学                      太田 光熙 

「コチニン測定の臨床応用（集団検診でのコチニン測定）」 

 群馬パース大学                           井埜 利博 

 

共催：株式会社コスミックコーポレーション 

 

15：00～16：30 地域・行政分科会                          

コーディネーター：和歌山県議会事務局 調査課 課長      佐本 明 

         和歌山・湯浅保健所                    森岡聖次 

 

「行政と市民の連携～大分と和歌山に学ぶ」 

   

プログラム 

「日本初！タクシー全車禁煙化の１年半  

大分県タクシー協会会長                 漢 二美 

「禁煙健康ネット大分の活動と、大分市長インタビュー  

禁煙健康ネット大分                   伊藤 裕子 

「たばこ問題を考える会・和歌山２０年の歩み   

たばこ問題を考える会・和歌山代表世話人         笠原 悌二朗 

「親子で取り組む禁煙教育ボランテイア   

和歌山県禁煙ボランテイアの会              田畑 奈都子  田畑 宏 

「週刊・たばこの真実ー高校における禁煙教育の試み」   

県立和歌山工業高校                   奥田 恭久 

 

17：00～18：00 イブニングセミナー                         

座長：奈良女子大学 保健管理センター 教授             高橋裕子 

 

「禁煙の評価は、1年禁煙率で！」 

 

演者 

「ニコチネル TTS 使用報告における 1年禁煙率』」 

岩城内科医院 院長                   岩城 紀男 

「当院のニコチネル TTS を使った保険診療の１年禁煙率」 

伊藤内科医院 院長                   伊藤 彰 

「皮膚科医から見たニコチネル TTS の副作用の適切な対処」 

京都大学医学部付属病院 皮膚科             松村 由美 

 

共催： ノバルティス ファーマ株式会社 

 

19：00～20：30 ワンドリンクレセプション                      

優秀演題表彰 
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１２月１日（土） 会場：一階 会議室（１） 

 

13：00～14：30 職域分科会                             

コーディネーター：エア・ウォーター健康保険組合 保健師 富永典子 

 

「実践！職域の喫煙対策マニュアル」 

 

基調講演 「職域における健康支援」  

ワールド健康保険組合専務理事              安倍 孝治 

 

話題提供 「製造業工場禁煙プロジェクト」 

プレス工業㈱ 尾道工場                 児玉 美登里 

「組合健保における禁煙支援」    

エア・ウォーター健康保険組合              富永 典子 

 

15：00～16：30 クリニカルパス・保健診療分科会                   

コーディネーター：国立病院機構京都医療センター展開医療研究部長 長谷川 浩二 

 

「保険医療としての禁煙支援－より良い連携のために 

 

話題提供者 

国立病院機構 京都医療センター 外来看護部        寺嶋 幸子 

京都大学医学部付属病院 外来一階看護師         秦 恵美子 

国立病院機構 名古屋医療センター 禁煙外来        谷口 千枝 

コメンテーター 

 （独）国立病院機構 熊本再春荘病院 呼吸器科            清藤 千景 

 

18：00～19：00 シンポジウム２                                                     

座長：名古屋大学総合診療科 教授            伴 信太郎    

 中西内科（広島市）                中西 重清 

  

「田坂佳千メモリアルシンポジウム 家庭医療における禁煙支援」 

 

シンポジスト 

中浜医院（大阪市）                   中浜 力 

奈良市立月ヶ瀬診療所                  藤原 靖士 
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１２月１日（土） 会場：一階 会議室（２） 

 

13：00～14：30 教育分科会Ⅰ                            

コーディネーター：田辺第三小学校            北山 敏和  

                 福住小学校              秋戸 菓紀 

 

「喫煙開始日の力学」 

 

運営方法  ワークショップ形式での参加者全員によるディスカッション 

プログラム  

1.趣旨説明 北山秋戸 

2.グループ活動 

 彼／彼女に喫煙という行動を選択させた力は何か 

 喫煙防止教育を通して育てたい力は何か 

3.全体でのディスカッション 

 新しい喫煙防止教育をデザインしよう 

  

15：00～16：30 教育分科会Ⅱ                            

コーディネーター：大分大学 教育福祉科学部       住田 実 

         のだ小児科医院            野田 隆 

 

「学ぼう！プロの喫煙防止教育術」 

 

プログラム 

「総論 本分科会の目的」  

田辺第三小学校長                      北山 敏和 

「歯科医の『面白くてためになる防煙・禁煙教育』」  

岡山大学 歯学部                     岡崎 好秀 

「薬剤師のする防煙教育（幼稚園児向け）」   

(有)しろやま シスター薬局                杉本 香織 

「小学校 1年生の喫煙防止教育（ビデオ＋本人の解説）」 

奈良教育大付属小教諭                   谷口 明子 

奈良教育大付属小養護教諭                 上田 光枝 

「６年生むけ授業」 

奈良教育大付属小教諭                   森本 寿子 

「Closing Remarks」  

大分大学 教育福祉科学部教授               住田 実 

 

１２月１日（土） 会場：二階 会議室（３） 

 

13：00～13：50 女性の禁煙分科会                          

座長：山梨大学大学院医学工学総合研究部 社会医学講座  山縣然太朗 

 

女性１ 座長講演  妊娠初期の喫煙と思春期の肥満   

山梨大学大学院医学工学総合研究部 社会医学講座     山縣 然太朗 

女性２ 妊婦の面接調査から考案した禁煙ステッカー  

大阪府立大学看護学部                  古山 美穂 

女性３ 当センターにおける敷地内禁煙徹底化計画－禁煙パトロール隊の実施報告を中心に－ 

大阪府立母子保健総合医療センター            和栗 雅子 

女性４ 「20～30 歳代女性喫煙者のニコチン依存状況―web 調査による分析―」 

奈良文化女子短期大学                  松本 泉美 
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15：00～16：30 大学禁煙化分科会                          

座長：岡山大学保健環境センター教授                     戸部 和夫 

     日本歯科大学新潟病院教授                       山口 晃 

 

特別講演 大分大学における大学禁煙化プロジェクト｢大分大学 禁煙ポリシー０７｣  

大分大学 総務担当理事 副学長             前田 明 

大学１ 本学における学生喫煙率と喫煙志向度の経年変化に関する検討  

岡山大学保環境センター 保健部門            堀田 勝幸 

大学２ 男子の多い大学の喫煙率の推移と取り組み  

岐阜経済大学                      三尾 美紀 

大学３ 健康心理学科を有する大学での学舎内禁煙のとりくみ―当事者研究を通して― 

大阪人間科学大学大学院                 山野  洋一 

大学４ 日本歯科大学新潟生命歯学部における禁煙推進 

～敷地内禁煙までの道程と問題点～   

日本歯科大学新潟生命歯学部 禁煙推進委員会       山口 晃  

大学５ 医学部キャンパスにおける禁煙化活動と喫煙率の変化 

慶應義塾大学保健管理センター              藤井 香  

大学６ 敷地内全面禁煙化施行後２年目の学生の喫煙に対する態度・行動の実態と今後の課題 

埼玉県立大学禁煙化プロジェクトチーム          吉田 由紀  

大学７ 鶴見大学における喫煙の実態および愛情卒煙への取り組みー第２報  

鶴見大学歯学部生物学教室                阿部 道生 

                                                    

18：00 ～ 19：00 未成年喫煙防止分科会                                 

座長：のだ小児科                    野田 隆  

 奈良県奈良市保健所                松本 善孝  

 

未成年１ 白老町における小学校１年生への喫煙防止教育の試み  

奈良女子大学 大学院人間文化研究科 博士前期課程     打田 千絵子  

未成年２ 「グッバイ！モクモク王様」を用いた小学校低学年の防煙教育の進め方について  

岩手県 雫石町立南畑小学校                村上 真知子 

未成年３ 就学前からの喫煙防止教育における保健所の役割について 

～紙芝居の配布を通じて～  

奈良市保健所                       水原 慶美  

未成年４ 幼児を持つ親の喫煙と喫煙防止教育に対する意識調査 

姫路薬剤師会こども未来の会                杉本香織 

未成年５ 子どもの“喫煙ゼロ”をめざした取り組みについて第２報 

奈良県郡山保健所                     吉村 晴代  

未成年６ 奈良市立小・中・高校における禁煙・分煙状況及び喫煙状況と児童・生徒に対する 

             喫煙防止教育についての調査  ―敷地内禁煙化実施前の現状― 

奈良女子大学大学院博士前期課程              井谷 百合  
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１２月１日（土） 会場  二階  会議室（４） 

 

13：00～13：30 小児科１                              

座長：神奈川県小田原保健福祉事務所長                   鈴木 仁一  

 

小児科１－１ 乳児健診から禁煙外来へ   

のだ小児科医院                       野田 隆 

小児科１－２ のだ小児科医院における禁煙支援外来（2） 

のだ小児科医院                       野田 隆  

小児科１－３ 薬物乱用防止授業の中の喫煙防止授業～学校薬剤師として～ 

伊藤内科医院                            伊藤 裕子 

 

13：30～14：00 小児科２                              

座長：鹿児島県大口保健所                               徳留 修身  

 

小児科２－１ 高校における防煙・禁煙教育の経験  

のだ小児科医院                        野田 隆 

小児科２－２ 高校１年生の喫煙経験と関連する因子について  

神奈川県小田原保健福祉事務所                 鈴木 仁一 

小児科２－３ 親の禁煙意思に関連する因子の検討 

国立病院機構 下志津病院 小児科・アレルギー科        鈴木 修一 

 

14：00～14：40 禁煙治療１                               

座長：シャープ株式会社 人事本部総務部         藤原 裕和  

 

禁煙治療１－１ 入院患者の疾患別喫煙状況の検討  

国立病院機構 名古屋医療センター 禁煙外来           谷口 千枝 

禁煙治療１－２ 喫煙者におけるうつ状態調査  

国立病院機構京都医療センター 展開医療研究部          長谷川 浩二 

禁煙治療１－３ 喫煙に関する知識と関心度調査―喫煙者と非喫煙者比較  

国立病院機構京都医療センター 展開医療研究部          和田 啓道 

禁煙治療１－４ 当院における禁煙支援後のアンケート調査結果 

佐久間内科小児科医院                      佐久間 秀人 

 

14：40～15：20 禁煙治療２                              

座長：和歌山労災病院 禁煙外来             山本 康久  

 

禁煙治療２－１ 当院における禁煙外来 

伊藤内科医院                          伊藤 彰 

禁煙治療２－２ 総合病院における術前禁煙指導の有効性  

沖縄県立中部病院 呼吸器内科                  玉城 仁  

禁煙治療２－３ 禁煙プログラムによる保険診療の有用性―性別・自己負担別 検討― 

和歌山労災病院 禁煙外来                    山本 康久  

禁煙治療２－４ 内田クリニックの禁煙外来の状況と禁煙成功率の検討、女性の禁煙 成功率が低

い理由  

医療法人内田会 内田クリニック                 内田 和宏  
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15：20～16：00 職域                                 

座長：岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授    坂田 清美 

 

職域１ 医科大学職員の喫煙健康影響の知識の現状  

岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学講座          坂田 清美 

職域２ - 喫煙率の高い製造業工場で - 現場主導の喫煙室廃止に至るまで 

プレス工業㈱ 尾道工場 事務グループ診療所          児玉 美登里 

職域３ 職場の受動喫煙防止対策の取り組みについて  

奈良県健康増進課                       福井 恵美子  

職域４ 職域における喫煙習慣と抑うつ度の関連性  

シャープ株式会社 人事本部総務部                      藤原 裕和 

 

16：00～16：40 薬剤師他                                 

座長：県立静岡がんセンター脳神経外科 診療管理監兼部長 中洲 庸子 

  

薬剤師他１ 病院薬剤師による禁煙支援への取り組み 

静岡県立静岡がんセンター                    中垣 繁 

薬剤師他２ 北海道薬剤師会会員に対する禁煙アンケート調査結果について  

北海道薬剤師会 健康づくり委員会 禁煙グループ         中村 峰 

薬剤師他３ 白老町における禁煙支援の取り組み  

奈良女子大学 大学院人間文化研究科                打田 千絵子 

薬剤師他４ 受動喫煙モニタリング用高感度コチニン測定キットの開発  

株式会社コスミックコーポレーション技術部           花田 祥子 

薬剤師他５ 看護学生への禁煙教室後の感想文を分析して  

大阪府堺市医師会 耳鼻咽喉科医会               山家 康嗣 

 

18：00～19：00 教育講演                              

「禁煙科学の EBM」 

京都大学大学院医学研究科 教授                 中山 健夫  

 
 
 

１２月２日（日） 

 
１２月２日（日） 会場：レセプションホール 

   
9：00～10：50  禁煙支援講習会Ⅰ 禁煙支援に必要な基礎知識            

講師：のだ小児科医院・日本禁煙科学会理事         野田  隆 
   禁煙マラソン・日本禁煙科学会理事          三浦 秀史  
   エア・ウォーター健康保健組合・日本禁煙科学会理事  富永 典子  
 

11：00～11：45  長期禁煙支援   禁煙成功者の声                 
コーディネーター：のだ小児科医院・日本禁煙科学会理事     野田 隆      

エア・ウォーター健康保健組合・日本禁煙科学会理事 富永 典子 
 
話題提供 

大阪府八尾市保健センター  
禁煙マラソン参加者のみなさん 
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12：00～13：00 ランチョンセミナー                           
座長：沖縄県総合保健協会理事長             金城幸善 

 
「ニコチン代謝の個人差と CYP2A6の遺伝的多型」 

金沢大学大学院医学系研究科（薬学部兼任）薬物代謝化学研究室  中島 美紀 

 
共催：ジョンソン･エンド・ジョンソン株式会社 

 
13：10～14：00  特別講演３                               

座長：愛知県がんセンター名誉総長  富永 祐民 
 
「今後の生活習慣病対策と特定健診・保健指導について」  

厚生労働省 健康局 生活習慣病対策室  室長補佐     石井 安彦  
  
14：10～15：00 教育講演３                                      

座長：（財）柏戸記念財団 ポートスクエア柏戸クリニック  瀧澤 弘隆 
 
「呼吸器疾患と喫煙」  

奈良県立医科大学 第二内科学（呼吸器・血液内科）     木村 弘  
 
15：10～15：45 禁煙支援講習会Ⅱ  エキスパートナースに聞く、禁煙支援のコツ      
  
15：45～16：00 クロージング                              
 
 

１２月２日（日） 会場：一階 会議室（１） 
  
9：00 ～11：50  小児科分科会Ⅰ・Ⅱ こどもたちをタバコから守る           

コーディネーター：のだ小児科                野田 隆 
  福智町立方城診療所             牟田 広実 

 
「乳児健診での禁煙支援」 

宮地クリニック                      宮地 佐和子 
「保護者の禁煙指導の重要性を痛感した失敗談」 

独立行政法人国立病院機構下志津病院            鈴木 修一 
「小児科診療所でもできる禁煙支援外来」 

ぽよぽよクリニック                                    田草 雄一 
「親への禁煙支援」 

佐久間内科小児科医院                         佐久間秀人 
「学校禁煙化への体制作り」 

たかだこども医院                               高田  修 
「未成年への禁煙支援」  

明和会中通総合病院                            松田  淳 
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１２月２日（日）  会場：二階 会議室（３） 

 
8：30～9：00 会員総会                               
 
9：40～10：00 専門学校                                     

座長:：学校法人物療学園 大阪物療専門学校              春井 章吾 
 
専門学校１ 「大阪物療専門学校での禁煙推進」   

学校法人物療学園 大阪物療専門学校 第一放射線学科    野村 健司 
専門学校２ 「医療系専門学校における喫煙実態調査」  

学校法人物療学園 大阪物療専門学校 第一放射線学科    本田 拓海 
 
10：15～11：45 シンポジウム３ 「各種疾患における喫煙の影響―いまなぜ禁煙か？」  

座長：奈良県立医科大学第一内科学（循環器・腎臓内科）  斉藤 能彦 
 奈良県立医科大学第二内科学（呼吸器・血液内科）  木村  弘 

 
「循環器疾患と喫煙」 
   奈良県立医科大学第一内科学（循環器・腎臓内科）         上村 史朗 
「慢性閉塞性肺疾患（COPD）と喫煙」   
   奈良県立医科大学第二内科学（呼吸器・血液内科）         吉川 雅則 
「喫煙と肺癌の関係」  
   千葉大学大学院医学研究院 加齢呼吸器病態制御学講座       多田 裕司 
「喫煙と糖尿病」 

和歌山労災病院                      山本 康久  

 

13：00～14：00 精神科分科会「精神・神経科における禁煙化の諸問題と解決法について」 
コーディネーター：鹿児島大学 保健管理センター      河村  裕 
コメンテーター：奈良県立医科大学精神医学講座講師      法山 良信  

 
「禁煙ワーキンググループの再出発 ～SMMC 構想と実践」 

医療法人社団宗仁会 奥村病院                    荻野 佳代子 
「全敷地内禁煙３年を超えての状況」 

宇治おうばく病院                                   村井 俊彦 
「精神科病院における全敷地内禁煙への取り組み」  

医療法人宮本会 紀の川病院                    樺山  勝 
 
14：15～15：30 薬剤師分科会  「今、社会の期待に応える薬剤師になる！」     

コーディネーター：和歌山県薬剤師会常務理事             原 隆亮 
 
「全国の薬剤師会へのアンケート調査結果の報告」  

和歌山県薬剤師会                     原 隆亮 
「鹿児島県薬剤師会における「認定禁煙支援薬剤師」養成活動」  

鹿児島県薬剤師会 健康かごしま 21 委員会  副委員長、鹿児島市薬剤師会 副会長 
                山王 奈穂子 

「特定健診・特定保健指導における薬剤師参加を有意義にするために」 
大分県薬剤師会                     伊藤 裕子 
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１２月２日（日） 会場：二階 会議室（４） 

 
9：00～10：00  教育講演２                              
「禁煙推進のための法的整備」 

和歌山市パークアベニュー法律事務所 弁護士        中川 利彦 
 
10：15～11：45  シンポジウム４ 「歯科医療における禁煙活動の潮流」        

座長：松本歯科大学歯科薬理学大学院口腔内科学教授       王 宝禮 
コメンテーター：日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学教授  山口 晃 

 
「歯科分科会への期待と抱負」  

日本禁煙科学会副理事長                   高橋 裕子  
「シンポジウム主旨説明」  

松本歯科大学歯科薬理学講座教授               王  宝禮 
「歯科における禁煙治療の経済評価について」 

福岡歯科大学口腔保健学講座教授              埴岡  隆  
「奈良県歯科医師会の禁煙支援の取り組み」  

奈良県歯科医師会会長                   森本 清治  
「歯科診療所での禁煙指導の取り組みと日本ヘルスケア歯科研究会での啓発事業」 

兵庫県神戸市開業                     藤木 省三  
兵庫県神戸市開業                     高木 景子  

「歯科大学、歯科衛生士学校の禁煙教育の重要性」 
松本歯科大学歯科薬理学講座教授             王  宝禮 

 
総合討議 「次年度にむけて」 
 
13：00～14：00  心理学分科会「たばこを吸わない社会づくり：心理学からの貢献」  

コーディネーター：大阪人間科学大学           山田冨美雄 
 
「ステージ理論による喫煙習慣の予防とその課題」  

健康心理学研究所                        島井 哲志 
「大学禁煙化プログラムの現状と課題」 

大阪人間科学大学                        山田 冨美雄 
「職場のメンタルヘルスにおける禁煙の位置づけ」 

関西福祉科学大学                        大野 太郎 
 
14：15～15：45 コラボレーション分科会(遠隔医療学会)「保健指導に関するテレメンタリング」 

コーディネーター：国際医療福祉大学                     長谷川高志 
 
「遠隔医療の概要と今後の展望」   

国際医療福祉大学                         長谷川 高志 
「特定保健指導と IT の活用」 

群馬大学院医学系研究科（情報医療学）                岩澤 由子 
「IT によるコミュニケーションのワーク」 

群馬大学医学部附属病院                     酒巻 哲夫 
 


