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学術総会ご参加の皆様へ

１．	各種受付は、高崎健康福祉大学１階ロビーです。	

２．	学会会場内ではネームカードを常時ご着用ください。	

３．	参加手続き	
★事前参加申込み（参加費入金確認済み）された方は、事前に参加証をお送りいたします。
　参加証を持参のうえ、参加受付をしてください。	
★当日参加の方は、下記のとおり当日参加受付をお願いいたします。	
１）	受付日時：	１階ロビー「当日受付」
　　　１１月３日（日）	 	 8 時 30 分～ 17時 30分	
　　　１１月４日（月・祝）　	 8 時 30 分～ 12時 00分	
２）	参加費

区分 参加費 懇親会費一般会員 非会員 学生
事前登録 ￥8,000.- ￥10,000.- 無料 ￥7,000.-
当日参加 ￥10,000.- ￥12,000.- 無料 ￥8,000.-
抄録代 ￥2,000.- ￥500.- －

看護学生・医学生の参加は無料です。（学生証をご呈示ください）
抄録は、一般会員・非会員とも参加費に含まれております。
学生は抄録は含まれておりませんので、必要な場合にはご購入願います。

★会員懇親会の当日申込みは、総合受付でお申し込みください。
　多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。	
　日時：１１月３日（土）　18時 30分～　ホテルメトロポリタン高崎	６階	丹頂の間
３）	ランチョンセミナー
　　　ランチョンセミナー整理券は、事前申込みの方へは参加証と一緒にお送りします。
　　　当日ご希望の方はランチョンセミナー受付にて、配布します。
　　　配布時間　３日（日）・４日（月・祝）　8時 30分～
																																																																											（予定に達し次第、配布を終了します）	

４．各種認定について

■日本医師会生涯教育講座単位
【日本医師会会員の方へ】総合受付の日本医師会生涯教育講座出席者名簿に記名し、日医
生涯教育講座参加証をお受け取りください。＊受付混雑時をさけておいでください。
１日目：日本医師会生涯教育講座５単位
（カリキュラムコード：１、２、３、４、５、６、７、８、９、10）
　２日目：日本医師会生涯教育講座４単位
（カリキュラムコード：11、12、13、14、15、23、70、82）

■日本医師会認定産業医研修認定
今回は認定単位の発行はいたしません。
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■日本薬剤師研修センター認定
【薬剤師の方へ】日本薬剤師研修センターの受講シール（1日目 3点、2日目 3点）をお
渡しします。　配布場所は、１階ロビー「認定受付（薬剤研修）」となります。
　＊受付混雑時をさけておいでください。

■日本禁煙科学会禁煙支援者認定
　日本禁煙科学会禁煙支援者認定に必要な受講証明は、１階ロビー「認定受付（支援者
認定）」にて参加証を確認の上、お渡しします。　＊受付混雑時をさけておいでください。
　なお、日本禁煙科学会禁煙支援者認定試験を１１月３日（日）１６：４０より実施します。
受験をご希望の方は直接会場までお越しください。受験料は無料です。

５．県民公開講座はどなたでも無料で聴講可能です。ご希望の方は直接会場までお越しくださ
い。

	
６．小中学生禁煙ポスターコンクール応募作品を２階学生ホールにて展示しております。

７．禁煙相談コーナーおよび呼気ＣＯ測定は、１１月４日（月・祝）１２時～１４時まで２階
　学生ホールにて行っております。

８．会員総会は１１月４日（月・祝）メイン会場（１０１）8時 35分～

９．企業展示は、１階　１０３講義室で 2日間行います。

10．クローク　１階　総合受付付近
　　　　　　　　３日（日）　　　8時 30分～ 18時
　　　　　　　　４日（月・祝）　8時 30分～ 16時 30分
　　　　　　　　※なお、貴重品・壊れ物はお預かりできませんので、ご了承ください。

11．自販機・休憩コーナー　２階　学生ホールをご利用ください。

12．その他
・駐車場は、敷地内の駐車場をご利用ください。
・会場内での携帯電話のご使用は禁止いたします。会場内ではマナーモードにするか電
源をお切りください。
・呼び出しは原則として行いません。
・参加者への連絡は、１階ロビー総合受付付近に設置する「掲示・伝言板」をご利用く
ださい。拾得物、遺失物につきましても掲示します。
・会場内において日本禁煙科学会以外の団体の紹介やイベントの案内を希望される方は、
事務局に申し出て許可を得てください。それ以外の勧誘行動は禁止しますので、ご了
承ください。
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座長の皆様へ

　一般演題　　　ポスター発表　　　各分科会セッション 
１．１階ロビーにあります「座長・演者受付」にて受付をお願いいたします。	
２．控室の用意はありません。お打合せ等の際には、２階学生ホールの「休憩室」をご利用く
ださい。	

３．セッション開始１０分前までに各会場にお越しください。	
４．発表時間	

一般演題：口演７分、質疑２分です。	
＊終了時間 1分前に 1回、終了で 2回、討議時間 2分経過後 3回、ベルを鳴らしお知ら
せいたします。	

ポスター発表：口演１２分、質疑８分です。
計時係はつきません。	

各分科会セッション：各分科会の指示に従ってください。	
座長発言を含め、所定の時間内に終了するようご配慮をお願いいたします。	

演者の皆様へ

一般演題 
１	当日・事前受付を済ませた上で、演者受付ならびに１階「ＰＣ受付（１０３講義室）」で動
作確認をお願いいたします。	
＊「ＰＣ受付」は、発表時間の１時間前までに受付を済ませるようにお願いいたします。
特に２日目１１月４日（月・祝）１０時以前のセッションの方々は、可能な限り前日に「Ｐ
Ｃ受付」を済ませるようにお願いいたします。
	★★＜データ事前送付のお願い＞★★	
PC受付の混雑が予想されますので、データは可能な限り事前の送付をお願いいたします。（当
日もバックアップとしてデータをご持参ください）
【送付先】現地事務局あて	kinen-gunma@mail.gunma.med.or.jp
【送付期限】送付期限 10/30（水）１７時迄	
＊期限に間に合わない方は当日で結構です。	
【送付様式】ファイル名は	「演題番号	演者名」としてください。	
演題番号はホームページメニューの一般演題 /分科会のプログラムを参照してください。	
２	データチェックが終わりましたらセッション開始１０分前までに各会場にお越しください。
またご発表１０分前には左前方の次演者席でお待ちください。	
３	一般演題の発表時間は講演７分、質疑２分です。発表時間の厳守をお願いいたします。
　＊終了時間 1分前に 1回、終了で 2回、討議時間 2分経過後 3回、ベルを鳴らしお知らせ
いたします。	
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４	発表データについて	
★受付可能なデータ形式★	
・	発表データは原則として Power	Point で作成してください。	
　Power	Point の保存形式（ファイルの種類）は「Power	Point2010（もしくは 2010 以前バー
ジョン *.ppt）プレゼンテーション（＊ .pptx）」でお願いします。	

・	Windows で作成した発表データは、CD-R、USB メモリーでデータを持ち込みのうえ、パ
ソコン本体の使用が可能です。Windows ７を用意します。

・	Macintosh で作成した発表データは、原則 PC本体持ち込みのみ対応可能です。Macintosh
で作成した発表データをメディアで持ち込む場合は、前もってWindows のパソコンで動
作確認をお願いします。	
　Macintosh のパソコンを持ち込む場合は、専用の変換コネクター（ミニD－ sub １５ピン）
を各自でご持参ください。	

ポスター発表	
１	当日・事前受付を済ませた上で、演者受付をしてください。その後会場にて、ご自分の演
題番号のパネルにポスターを掲示してください。「ポスター会場（２０１講義室）」
２	ポスター作成規準：パネルのサイズは横 90cm×縦 210cmです。	
演題番号記入のため左上２０cm四方はあけてください。	
「本文スペース」横９０cm×縦１８０cm程度
「演題名・所属・発表者氏名スペース」横８０cm×縦２０cm程度となりますので各自作成
してきてください。	
＊貼付け用の押しピンは各パネル下に準備しております。	
ポスターの掲示	　　１１月３日（日）		 　　９時００分～１７時３０分
ポスターの口演発表	１１月４日（月・祝）	 　　９時００分～１１時４０分
ポスターの撤去	　　１１月４日（月・祝）	 　１２時００分～１５時００分
＊時間までに撤去されない場合には、事務局で撤去処分いたします。	
３	＜口演発表の方へ＞	
　発表時間は口演 12分、質疑８分となります。計時係はつきませんので、座長の指示に従い
発表時間の厳守をお願いいたします。	

一般演題発表、ポスター発表では優秀演題賞の選考が行われ、学会２日目の
閉会式にて表彰されます。	

★優秀演題賞	表彰式	：	メイン会場	１１月４日（月・祝）１３時００分～	

各分科会セッション 
１	初めに演者受付をお願いいたします。受付後一般演題と同様に「PC受付」を行ってください。
発表時間の 1時間前までになるべく済ませるようにお願いいたします。	
２	控室をご用意しております。（１０５セミナー室）
３	その他は各分科会の指示に従ってください。
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会場周辺図
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学会会場：高崎健康福祉大学（群馬県高崎市中大類町 37-1　ＴＥＬ．027-352-1290	）
懇親会会場：JR高崎駅内　６階		ホテルメトロポリタン高崎　丹頂の間
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会場案内図
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◆１日目　11 月 3 日（日）

遠隔医療シンポジウム 「禁煙支援と遠隔医療」
座長：高橋　裕子（奈良女子大学 /日本禁煙科学会）
　　　東福寺　幾夫（高崎健康福祉大学 /日本遠隔医療学会）
基調講演「遠隔診療と禁煙支援」
　　　酒巻　哲夫（高崎市医師会看護専門学校）
演者：三浦　秀史（禁煙マラソン事務局長）
　　　渡辺　俊之（高崎健康福祉大学 )
　　　竹内　裕之（高崎健康福祉大学）

開会式

懇親会（ホテルメトロポリタン高崎　６階　丹頂の間）

移　　動

教育講演１ 「親子保健のタバコ問題」
　　　山縣　然太朗（山梨大学大学院	）
座長：小山　洋（群馬大学大学院）

教育講演２ 「総合的なたばこ対策の推進に向けて」
　　　野田　博之（厚生労働省たばこ対策専門官）
座長：津久井　智（群馬県保健予防課）

ランチョンセミナー１
  「循環器疾患からみる禁煙治療」
	　　朔　啓二郎（福岡大学医学部）
座長：羽鳥　裕（はとりクリニック /神奈川県医師会）

会長講演  「禁煙支援のこころを拡げよう！」
　　　川島　崇（群馬県医師会）
座長：朔　啓二郎（福岡大学医学部）

学会賞授与

特別講演１ 「喫煙の生活習慣病：COPD」
　　　永井　厚志（東京女子医科大学）

座長：土橋　邦生（群馬大学医学部保健学科）

特別講演２ 「禁煙の推進と日本医師会の役割」
　　　羽生田　俊（参議院議員 /前日本医師会副会長）

座長：川島　崇（群馬県医師会）

日韓ジョイントシンポジウム 2013

禁煙マラソン経験者に学ぶシンポジウム
 「ポジティブ禁煙」の実際

受　付

Chairman：Koji	Hasegawa/ 長谷川　浩二（Professor）	
																							Hong-Jun	Cho	（Professor）	

Speaker １　Hong-Jun	Cho		（Professor）
Speaker ２　Yun	Hee	Kim		（Professor）
Speaker ３　Hiroki	Yasui/ 安井　浩樹	（Associate	Professor）
Speaker ４　Hiroko	Ito/ 伊藤	裕子（Pharmacist)
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サブ会場２（213 講義室） サブ会場３（212 講義室） ポスター会場 (201 講義室）

シンポジウム１（治療分科会）
 「禁煙成功・不成功の要因解析とその解決法」
座長：長谷川　浩二（京都医療センター）
　　　勝山　彰（老年病研究所附属病院）
演者：小見山　麻紀（京都医療センター）
　　　浦　修一（京都医療センター）
　　　金坂　学斗（千葉医療センター外科）
　　　大澤　恵美子（みどり市国民健康保険診療所）
　　　守　正浩（千葉医療センター）

ポスター
貼付・閲覧

リレー報告（小児科・教育分科会）
 「失敗から学ぶ喫煙防止教育のコツ」
座長：野田　隆（のだ小児科医院）
　　　牟田　広実（飯塚市立病院）
演者：牟田　広実（飯塚市立病院）
　　　加藤　淳（山形喫煙問題研究会）
　　　鈴木　修一（下志津病院）
　　　野田　隆（のだ小児科医院）
　　　高橋　裕子（奈良女子大学）
　　　小宮　加代（久留米大学）

一般演題「看護」（A-1 ～ A-2）
座長：吉原　文代（古賀総合病院）
　　　大西　洋子（群馬県保健予防課）

スキルアップ講習（ナース分科会）
「禁煙支援は楽しい～実際の禁煙外来を

　　　　　　　見てみよう、やってみよう～」
座長：石田　あや子（さいたま市立病院）
	　　　寺嶋　幸子（京都医療センター）

シンポジウム２（健康心理分科会）
「禁煙外来における健康心理士の役割

　　　　　～アセスメントと禁煙サポート～」
座長：山田　冨美雄（大阪人間科学大学）
演者：山田　冨美雄（大阪人間科学大学）
　　　山野　洋一（大阪人間科学大学）
　　　島井　哲志（日本赤十字豊田看護大学）
指定討論：高橋　裕子（奈良女子大学）

認定試験

シンポジウム３（行動心理分科会）
 「心理面から禁煙・喫煙や禁煙成功
　　　　　　　　　　　　　・失敗の違いを考える」
座長：東山　明子（畿央大学）
　　　津田　忠雄（近畿大学）

一般演題「心理サポート」（B-1 ～ B-3）
座長：東山　明子（畿央大学）
　　　津田　忠雄（近畿大学）

展示会場（103 講義室） 学生ホール

ＰＣ受付
企業展示供覧

小中学生禁煙ポスターコンクール応募作品展示

休憩コーナー

14:10-

16:15-

9:00-

17:00-
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8:30-
メイン会場（101 講義室） サブ会場１（206 講義室）
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◆２日目　11 月 4 日（月・祝）

一般演題「薬剤師 1」（C-1-1 ～ C-1-3)
座長：萩田　均司（薬局つばめファーマシー）
　　　高橋　一之（群馬県薬剤師会）

会員総会

シンポジウム４（薬剤師分科会）
 「薬剤師目線での禁煙アプローチ」
座長：原　文子（群馬県薬剤師会）
　　　原　隆亮（薬剤師分科会・和歌山県薬剤師会）
演者：亀井　美和子（日本大学薬学部）
　　　永田　朗　（群馬県薬剤師会）
　　　萩田　均司（薬局つばめファーマシー）
　　　高橋　良徳（群馬県薬剤師会）

ランチョンセミナー２
座長：伊藤　公泰（三菱電機健康保険組合）
　　　國府田　かほり（リクルート健康保険組合）
演者：石井　久弓（TDK 健康保険組合）
　　　佐藤　紀子（日本航空健康保険組合）
　　　宮川　美帆（ソニー健康保険組合）

小中学生禁煙ポスター優秀作表彰式

閉会式　　優秀演題賞表彰

県民公開講座
座長：岡崎	　好秀（モンゴル医科大学）

「禁煙した！食べ物おいしい！でも太らない！
　～ガッテン流・ラクして得する！！健康術～」

演者：北折　一
　　　（ＮＨＫ放送研修センター	研修事業部）

一般演題「大学 1」（D-1-1 ～ D-1-3） 	
座長：眞﨑　義憲（九州大学）
　　　大山　良雄（群馬大学医学部附属病院）

シンポジウム５（学生・教員分科会）

		「学生と教員のための禁煙支援の基礎講座	

	　－エビデンスを知り、禁煙支援に参加しよう－」

シンポジウム６（ポジティブ心理学分科会）

	「精神科医と学ぶウェルビーング
　　　　ワクワク楽しい毎日とはこれだ！」
座長：須賀　英道（龍谷大学保健管理センター）

16:15-

一般演題「薬剤師 2」（C-2-1 ～ C-2-2)   
座長：東　千鶴（塩原薬局）
　　　岩瀬　茂（群馬県薬剤師会）

14:15-

一般演題「大学 2」（D-2-1 ～ D-2-3） 
	座長：野村　桃子（九州大学）
　	　　大家　千枝子（高崎健康福祉大学）
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サブ会場２（213 講義室） サブ会場３（212 講義室） ポスター会場 (201 講義室）

シンポジウム７（歯科分科会）（公開）
 「禁煙支援のできる歯科医院の創り方」
座長：神戸　千惠（群馬県歯科医師会）

演者：岡崎　好秀（モンゴル医科大学）　

　　　石田　覚也 ( 石田歯科医院 )

　　　王　宝禮（大阪歯科大学）

一般演題「治療 1」（G-1-1 ～ G-1-3）    
座長：舘野　博喜（さいたま市立病院）
　　　川島　理（渋川地区医師会）

一般演題「職域」（E-1 ～ E-3）								
座長：春木　宥子（松江記念病院）
　　　松本　達彦（渋川地区医師会）

ポスター発表 1 （P-1-1 ～ P-1-2）
座長：志野　泰子
　　　（天理医療大学）
　　　浅沼　美香
　　　（群馬県歯科医師会）

展示会場（103 講義室） 学生ホール

９：００～１２：００

ＰＣ受付

企業展示供覧

９：００～１４：３０

小中学生禁煙ポスターコンクール応募作品展示

休憩コーナー

一般演題「治療 2」（G-2-1 ～ G-2-3）
座長：山本　康久（那智勝浦町立温泉病院）
　　　中屋　光雄（前橋市医師会）

一般演題「小児 2」（I-2-1 ～ I-2-2）
座長：鈴木　修一（下志津病院）
　　　今泉　友一（群馬県医師会）

一般演題「治療 3」（G-3-1 ～ G-3-2）   					
座長：玉城　仁（すながわ内科クリニック）
　　　萩原　修（高崎市医師会）
一般演題「基礎研究 1」（H-1-1 ～ H-1-3） 
座長：長谷川　浩二（京都医療センター）
　　　磯村　寛樹（群馬大学大学院）
一般演題「基礎研究 2」（H-2-1 ～ H-2-2）     
座長：小見山　麻紀（京都医療センター）
　　　月岡　鬨夫（群馬県医師会）
一般演題「小児 1」（I-1-1 ～ I-1-2）      				
座長：牟田　広実（飯塚市立病院）
　　　中野　正幸（渋川地区医師会）

一般演題「地域」（F-1 ～ F-3） 
座長：譜久山　民子（オリブ山病院）
　　　田中　義（群馬県医師会）

ポスター発表 4 （P-4-1 ～ P-4-2）
座長：森岡　聖次
　　　（南和歌山医療センター）
　　　佐藤　圭
　　　（佐藤呼吸器科医院）

ポスター発表 2 （P-2-1 ～ P-2-2）
座長：石田　あや子
　　　（さいたま市立病院）
　　　下平　きみ子
　　　（高崎健康福祉大学）

ポスター発表 3（P-3-1 ～ P-3-3）
座長：永井　真由美
　　　（宇都宮大学）
　　　有坂　拓
　　　（群馬県医師会）

ｰ 9:40

-10:20

-11:20

１２：００～１４：００

禁煙相談（医師・体験者）

呼気 CO 濃度測定
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プログラム

教育講演
特別講演

学会長講演
日韓ジョイントシンポジウム 2013

遠隔医療シンポジウム
禁煙マラソン体験者に学ぶシンポジウム

ランチョンセミナー
県民公開講座

分科会提供セッション
一般演題

ポスター発表
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教育講演

教育講演１　　11 月 3 日（日）　10：30 ～ 11：15　メイン会場（101 講義室 )
座長：小山　洋（群馬大学大学院医学系研究科医学部医学科
　　　　　　　　　社会環境医療学講座公衆衛生学分野教授）

親子保健のタバコ問題
　山縣　然太朗（山梨大学大学院医学工学総合研究部教授）

教育講演２　　１１月３日（日）　11：15 ～ 12：00　メイン会場（101 講義室 )
座長：津久井　智（群馬県保健予防課課長）

総合的なたばこ対策の推進に向けて
　野田　博之（厚生労働省健康局がん対策・健康増進課ばこ対策専門官）

特別講演

特別講演１　　11 月 3 日（日）　14：00 ～ 15：00　メイン会場（101 講義室 )
座長：土橋　邦生（群馬大学保健学研究科医学部保健学科教授）

喫煙の生活習慣病：COPD
　永井　厚志（東京女子医科大学統括病院長）

特別講演２　　１１月３日（日）　15：00 ～ 16：00　メイン会場（101 講義室 )
座長：川島　崇（群馬県医師会理事）

禁煙の推進と日本医師会の役割
　羽生田　俊（参議院議員 /公益社団法人日本医師会前副会長）

学会長講演

学会長講演　　11 月 3 日（日）　13：30 ～ 14：00　メイン会場（101 講義室 )
座長：朔　啓二郎（福岡大学医学部心臓・血管内科学教授）

禁煙支援のこころを拡げよう！
　川島　崇（群馬県医師会理事）
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日韓ジョイントシンポジウム 2013

日韓ジョイントシンポジウム　　11 月 3 日（日）　16：15 ～ 17：45　メイン会場（101 講義室 )
Chairman：Koji	Hasegawa	/ 長谷川　浩二 (Director,		Division	of	Translational	Research,
　　																			　　　　	Kyoto	Medical	Center,		National	Hospital	Organization)	[Japan]
																			Hong	-Jun	Cho		(Professor,	Ajou	University	Hospital	family	medicine)	[Korea]

Collaboration between doctors and nurses : An experience of inpatient smoking 
cessation program in hospital
Hong-Jun	Cho	(Professor,		Ajou	University	Hospital	family	medicine)	[Korea]

Interdisciplinary approach to smoking cessation clinics at public health centers in South 
Korea
Yun	Hee	Kim	（Professor,			Pukyoung	Nationail	Univesity,	College	of	Murs)	[Korea]

A practice of smoking cessation assistance as a strategy of interprofessional education 
for collaborative practice
Hiroki	Yasui/ 安井	浩樹	(Associate	Professer,		Department	of	Education	for	Community-
　　　　　Oriented	Medicine	Nagoya	University,	Graduate	school	of	Medicine)	[Japan]

Team Support Provide High Rates of Long-term Smoking Cessation
Hiroko	Ito/ 伊藤	裕子	(Pharmacist,		Ito	Clinic	of	Internal	Medicine)		[Japan]

遠隔医療シンポジウム

遠隔医療シンポジウム　　11 月 3 日（日）　9：00 ～ 10：30　メイン会場（101 講義室 )
座長：高橋　裕子（奈良女子大学／日本禁煙科学会会長）
　　　東福寺　幾夫（高崎健康福祉大学／日本遠隔医療学会事務局長）

基調講演「遠隔診療と禁煙支援」
酒巻　哲夫（高崎市医師会看護専門学校副校長／群馬大学医学部名誉教授）

禁煙マラソンの仕組みと成果
三浦　秀史（禁煙マラソン事務局長）

遠隔医療のメンタルヘルスへの応用
渡辺　俊之（高崎健康福祉大学健康福祉学部社会福祉学科学科長）

インターネットを用いた個人健康情報の蓄積と健康管理
竹内　裕之（高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科学科長・教授）
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー１　　11 月 3 日（日）　12：15 ～ 13：15　メイン会場（１０１講義室 )
座長：羽鳥　裕（はとりクリニック院長 /神奈川県医師会理事）

循環器疾患からみる禁煙治療
朔　啓二郎（福岡大学医学部心臓・血管内科学教授）

ランチョンセミナー 2　　11 月 4 日（月・祝）　12：00 ～ 13：00　メイン会場（１０１講義室 )
座長：伊藤　公泰（三菱電機健康保険組合常務理事）
　　　國府田　かほり（リクルート健康保険組合保健師）

実践報告１：健康保険組合だから出来ること
　　　　　　～禁煙ロードマップとコンテンツ作りのその先に～
石井　久弓（TDK健康保険組合）

実践報告２：日本航空健康保険組合における禁煙対策の取組み
佐藤　紀子（日本航空健康保険組合）

実践報告３：ソニー健康保険組合における禁煙支援活動
宮川　美帆（ソニー健康保険組合）

禁煙マラソン経験者に学ぶシンポジウム

「ポジティブ禁煙」の実際　　11 月 3 日（日）　16：15 ～ 17：45　サブ会場１（２０６講義室 )
主宰：禁煙マラソン経験者一同
　　　高橋　裕子（奈良女子大学／日本禁煙科学会会長）

県民公開講座

県民公開講座　　11 月４日（月・祝）　14：15 ～ 16：15　メイン会場（１０１講義室 )
	　座長：岡崎	　好秀（モンゴル医科大学客員教授）

禁煙した！食べ物おいしい！でも太らない！～ガッテン流・ラクして得する！！健康術～
　	　北折　一（NHK放送研修センター	研修事業部チーフディレクター
　　　　　　　　　　　/NHK「ためしてガッテン」元専任ディレクター）
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分科会提供セッション

シンポジウム１　　11 月 3 日（日）　９：00 ～ 10：30　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：長谷川　	浩二（国立病院機構京都医療センター　展開医療研究部長）

　　　勝山　彰（老年病研究所附属病院内科）

「禁煙成功・不成功の要因解析とその解決法」
（治療分科会提供）

禁煙後体重増加と心血管バイオマーカー
小見山　麻紀（京都医療センター	　総合内科　大阪医科大学大学院）

禁煙不成功の最強の独立規定因子であるうつ状態の指標 SDS スコア
浦　修一（京都医療センター　展開医療研究部）

当院禁煙外における来禁煙失敗症例の失敗要因に関する検討
金坂　学斗（千葉医療センター　外科）

禁煙治療不成功者の要因について　～治療 12 週間と 1 年後の検討～
大澤　恵美子（みどり市国民健康保険診療所）

経口禁煙補助薬バレニクリンの副作用発現に関する検討
守　正浩（国立病院機構　千葉医療センター外科）

シンポジウム２　　11 月 3 日（日）　16：15 ～ 17：45　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：山田　冨美雄（大阪人間科学大学大学院人間科学研究科）

「禁煙外来における健康心理士の役割～アセスメントと禁煙サポート～」
（健康心理学分科会提供）

禁煙外来での健康心理士の役割
山田　冨美雄（大阪人間科学大学大学院人間科学研究科）

禁煙場面における自己効力感の査定法～ JSASEQ の禁煙外来での適応に向けて～
山野　洋一（大阪人間科学大学健康支援センター , 専門健康心理士・禁煙支援士）

海外の健康心理学領域における禁煙研究
島井　哲志（日本赤十字豊田看護大学 ,	指導健康心理士）

指定討論：禁煙外来における健康心理士の役割に期待する
　高橋　裕子（奈良女子大学・京都大学病院禁煙外来　内科医師）
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シンポジウム３　　11 月 3 日（日）　9：00 ～ 10：00　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：東山　明子（畿央大学）
　　　津田　忠雄（近畿大学）

「心理面から禁煙・喫煙や禁煙成功・失敗の違いを考える」
（行動心理学分科会提供）

喫煙者と非喫煙者の心理面の違い
喫煙者と非喫煙者の運動面の違い
禁煙における成功者と失敗者の心理面の違い
禁煙過程での心理面の変化

シンポジウム４　　11 月４日（月・祝）　10：00 ～ 12：00　メイン会場（１０１講義室 )

座長：原　文子（群馬県薬剤師会）

　　　原　隆亮（薬剤師分科会会長・和歌山県薬剤師会常務理事）

「薬剤師目線での禁煙アプローチ」
（薬剤師分科会提供）

地域連携による禁煙治療－笠間モデルの取り組み紹介－

亀井　美和子（日本大学薬学部）

「薬剤師のための禁煙支援実践ガイド」を活用した禁煙支援について

永田　　朗　（群馬県薬剤師会）

「禁煙支援ワールドカフェ」の試み

　～第 139 回全国禁煙アドバイザー育成講習会 in 宮崎薬剤師分科会にて～

萩田　均司（薬局つばめファーマシー）

医歯薬禁煙支援ネットワークでの薬剤師会の試み

高橋　良徳（群馬県薬剤師会）
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シンポジウム６　　11 月４日（月・祝）　14：15 ～ 15：45　　サブ会場１（２０６講義室 )
座長：須賀　英道（龍谷大学保健管理センター）

「精神科医と学ぶウェルビーング　ワクワク楽しい毎日とはこれだ！」
（ポジティブ心理学分科会提供）

シンポジウム７　　11 月４日（月・祝）　10：00 ～ 12：00　　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：神戸　千惠（群馬県歯科医師会）

「禁煙支援のできる歯科医院の創り方」
（歯科分科会提供）

クイズで語るおもしろ防煙教育最前線
岡崎　好秀	（モンゴル医科大学客員教授）　

歯科開業医での禁煙支援の取り組み方
石田　覚也 ( 石田歯科医院院長 )

歯科医師、歯科衛生士は禁煙支援の適任者
王　宝禮（大阪歯科大学教授）

シンポジウム５　　11 月 4 日（月・祝）　10：00 ～ 12：00　サブ会場１（２０６講義室 )

「学生と教員のための禁煙支援の基礎講座
　　　　　　　　　　　　－エビデンスを知り、禁煙支援に参加しよう－」
（学生・教員分科会提供）

タバコの健康リスク；そのエビデンス
医師による禁煙支援
歯科医師による禁煙支援
薬剤師による禁煙支援
看護師の禁煙支援
コメディカル職と禁煙支援活動
究極の禁煙支援（タバコを吸い始めないために）
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リレー報告　　11 月 3 日（日）　10：30 ～ 12：00　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：野田　隆（のだ小児科医院）
　　　牟田　広実（飯塚市立病院　小児科）

「失敗から学ぶ喫煙防止教育のコツ」
（小児科・教育分科会提供）

たとえ話をする前には担任と打ち合わせを
牟田　広実（飯塚市立病院　小児科）

防煙、禁煙講話の再検討
加藤　淳（山形県喫煙問題研究会）

中学生を対象とした、プリントと音声による受動喫煙防止教育の改善点について
鈴木　修一（国立病院機構　下志津病院　小児科）

定時制高校での授業で考えたこと
野田　隆（のだ小児科医院）

大学での禁煙教育～受動喫煙の伝え方についての一考察
高橋　裕子（奈良女子大学保健管理センター）

体育系サークルの新入部員に対する喫煙防止のための取り組み
小宮　加代（久留米大学　学生課）

スキルアップ講習　　11 月３日（日）　14：30 ～ 16：00　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：石田　あや子　（さいたま市立病院）
　　　寺嶋　幸子　（独立行政法人国立病院機構京都医療センター）

「禁煙支援は楽しい　～実際の禁煙外来を見てみよう、やってみよう～」
（ナース分科会提供）

開会挨拶、趣旨説明、ビデオ視聴
こんなに楽しい禁煙支援ワーク 1：初回面談
こんなに楽しい禁煙支援ワーク：2 回目面談
こんなに楽しい禁煙支援ワーク：3 ～ 4 回目面談
こんなに楽しい禁煙支援ワーク：5 回目面談
まとめ
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一般演題「看護」　　11 月 3 日（日）　14：10 ～ 14：30　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：吉原　文代（古賀総合病院）
　　　大西　洋子（群馬県保健福祉部保健予防課）

A-1　禁煙支援士による糖尿病教室での禁煙講義を始めて
湯浅　陽子（公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院　人工透析室）

A-2 　千葉県看護協会「たばこ対策事業」活動報告
西牧　奈津恵（公益社団法人　千葉県看護協会　事業第一課）

一般演題

一般演題「心理サポート」　　11 月 3 日（日）　10：00 ～ 10：30　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：東山　明子（畿央大学）
　　　津田　忠雄（近畿大学健康スポーツ教育センター）

B-1　スポーツメンタルトレーニング指導士の立場からの運動施設における禁煙支援の試み
山内　愛（NPO法人神戸アスリートタウンクラブ）

B-2 　禁煙外来における健康心理士の役割の模索 - 禁煙外来の見学から -
山野　洋一（大阪人間科学大学健康支援センター・国立病院機構京都医療センター）

B-3 　日本語版禁煙セルフエフィカシー尺度 (JSASEQ) の開発と行動変容ステージを用いた
　　妥当性の検証　～再喫煙予防ために～

濵田	咲子	 大阪人間科学大学大学院人間科学研究科

一般演題「薬剤師１」　　11 月 4 日（月・祝）　9：00 ～ 9：30　メイン会場（１０１講義室 )
座長：萩田　均司（薬局つばめファーマシー）
　　　高橋　一之（群馬県薬剤師会）

C-1-1　防煙教育指導者養成の試み
加藤　淳（山形県喫煙問題研究会）

C-1-2 　町内会で開催する防煙教室の取り組みについて
小松　卓也（山形県　あすなろ薬局）

C-1-3 　薬剤師が行った未成年への禁煙支援介入事例
　　　 ‐ ２名の定時制高校生徒への支援の事例について ‐

笠原　大吾（一般社団法人　沖縄県薬剤師会学校薬剤師部会）
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一般演題「薬剤師２」　　11 月 4 日（月・祝）　9：30 ～ 9：50　メイン会場（１０１講義室 )
座長：東　千鶴（塩原薬局）
　　　岩瀬　茂（群馬県薬剤師会）

C-2-1　ＯＴＣニコチンパッチ 1 枚分割販売を活用した禁煙教室と健康まつりでの禁煙相談
原　隆亮（ヒカタ薬局）

C-2-2 　保険薬局薬剤師によるマインドマップを用いた禁煙支援
髙橋　直子（奈良女子大学大学院・南薬剤師会センター薬局・南薬剤師会）

一般演題「大学１」　　11 月 4 日（月・祝）　9：00 ～ 9：30　サブ会場１（２０６講義室 )
座長：眞﨑　義憲（九州大学　基幹教育院　学修・健康支援開発部）
　　　大山　良雄（群馬大学医学部附属病院総合診療部）

D-1-1　大学における吸い殻拾いの意義に関する一考察
                －高崎健康福祉大学女子バスケットボール部の取り組みから－

大家　千枝子	 高崎健康福祉大学　健康福祉学部　健康栄養学科
D-1-2 　A 大学における禁煙キャンペーンの継続効果

山野　洋一	 大阪人間科学大学	健康支援センター
D-1-3 　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－第 8 報

阿部　道生	 鶴見大学　歯学部　生物学

一般演題「大学２」　　11 月 4 日（月・祝）　9：30 ～ 10：00　サブ会場１（２０６講義室 )
座長：野村　桃子（九州大学　キャンパスライフ・健康支援センター）
　　　大家　千枝子（高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科）

D-2-1　群馬大学昭和地区キャンパスにおける禁煙推進プロジェクトの成果と課題
大山　良雄（群馬大学昭和地区キャンパス　禁煙推進プロジェクトチーム）

D-2-2 　喫煙者に禁煙を促すために効果的な禁煙啓発イベントの検討
眞﨑　義憲（九州大学　基幹教育院　学修・健康支援開発部）

D-2-3 　学生の喫煙に与える親の喫煙について
東福寺　幾夫（高崎健康福祉大学　健康福祉学部　医療情報学科）
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一般演題「職域」　　11 月４日（月・祝）　9：00 ～ 9：30　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：春木　宥子（松江記念病院　健康支援センター）
　　　松本　達彦（渋川地区医師会理事）

E-1　敷地内禁煙前後の病院職員喫煙意識変化～職員アンケートを実施して～
庄野　剛史（独立行政法人　労働者健康福祉機構　和歌山労災病院　禁煙外来）

E-2 　職域勤労者における禁煙後 10 年間の血糖変化
入谷　智子（滋賀医科大学医学部看護学科、奈良女子大学大学院）

E-3 　禁煙挑戦の有無に関する要因の検討
辻　佳代子（奈良女子大学大学院博士前期課程）

一般演題「地域」　　11 月 4 日（月・祝）　9：30 ～ 10：00　サブ会場２（２１３講義室 )
座長：譜久山　民子（オリブ山病院 /小児保健協会）
　　　田中　義（群馬県医師会理事）

F-1　禁煙健康ネット宮崎の活動報告
野田　隆（のだ小児科医院）

F-2 　小学校およびその校区全域を対象にした無煙化社会推進プロジェクトの活動報告
砂川　大樹（財団法人沖縄県総合保健協会）

F-3 　ニコチン依存症管理料算定医療機関の動向
川島　理（医療法人　川島医院）

一般演題「治療１」　　11 月 4 日（月・祝）　9：00 ～ 9：30　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：舘野　博喜（さいたま市立病院禁煙外来）
　　　川島　理（渋川地区医師会長）

G-1-1　禁煙中の欝傾向に対する漢方薬の効果
瀧沢	努（タキザワデンタルクリニック）

G-1-2 　禁煙治療における睡眠時間の影響
小見山　麻紀（国立病院機構	京都医療センター	総合内科
　　　　　　　, 大阪医科大学	医学部	衛生学・公衆衛生学）

G-1-3 　禁煙外来受診者における性差の影響と禁煙成功率の検討
小見山　麻紀（国立病院機構	京都医療センター	総合内科
　　　　　　　, 大阪医科大学	医学部	衛生学・公衆衛生学）
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一般演題「治療２」　　11 月 4 日（月・祝）　9：30 ～ 10：00　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：山本　康久（那智勝浦町立温泉病院　院長）
　　　中屋　光雄（前橋市医師会長）

G-2-1　当院における禁煙外来の現状と課題
新垣　智代（すながわ内科クリニック）

G-2-2 　悪性腫瘍に対する全身化学療法を施行中の患者への禁煙補助薬使用経験
市川　英樹（国立病院機構　千葉医療センター　外科）

G-2-3 　喫煙が結腸癌周術期の医療経済に与える影響
加藤　洋人（国立病院機構　千葉医療センター　外科）

一般演題「治療３」　　11 月 4 日（月・祝）　10：00 ～ 10：20　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：玉城　仁（すながわ内科クリニック）
　　　萩原　修（高崎市医師会理事）

G-3-1　精神疾患増悪を認めたが集中的カウンセリングにより禁煙に成功した一例
寺嶋　幸子（独立行政法人国立病院機構　京都医療センター）

G-3-2 　当院禁煙外来における子供たちの現状
永吉　奈央子（医療法人清心会　徳山クリニック）

一般演題「基礎研究１」　　11 月 4 日（月・祝）　10：20 ～ 10：50　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：長谷川　浩二（国立病院機構　京都医療センター）
　　　磯村　寛樹（群馬大学大学院医学系研究科分子予防医学）

H-1-1　禁煙による血清 Lp-PLA2 mass レベルの低下
浦　修一（京都医療センター）

H-1-2 　喫煙と唾液酸化還元電位値の関連についての検討
小見山　麻紀（国立病院機構	京都医療センター	総合内科 , 大阪医科大学	医学部	衛生学・公衆衛生学）

H-1-3 　喫煙は体に有害だが精神保健に無関係，但し大量喫煙はうつと関係
鈴木　庄亮（NPO法人国際エコヘルス研究会）
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一般演題「基礎研究２」　　11 月 4 日（月・祝）　10：50 ～ 11：10　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：小見山　麻紀（京都医療センター /大阪医科大学）
　　　月岡　鬨夫（群馬県医師会副会長）

H-2-1　禁煙後血液流動性の経時的変化について
嶋田　清香（国立病院機構京都医療センター　臨床研究センター）

H-2-2 　膀胱癌と喫煙
菅原　翔（国立病院機構　千葉医療センター）

一般演題「小児１」　　11 月 4 日（月・祝）　11：10 ～ 11：30　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：牟田　広実（飯塚市立病院）
　　　中野　正幸（渋川地区医師会理事）

I-1-1　児童の尿中コチニン濃度と喫煙する両親の行動変容との関係
黒沢　和夫（いるか薬局 /（特例社）熊谷薬剤師会）

I-1-2 　中学生における希望寿命および予測寿命、金銭欲求と、受動喫煙との関連
鈴木　修一（国立病院機構　下志津病院　小児科）

一般演題「小児２」　　11 月 4 日（月・祝）　11：30 ～ 11：50　サブ会場３（２１２講義室 )
座長：鈴木　修一（下志津病院小児科）
　　　今泉　友一（群馬県医師会理事）

I-2-1　喫煙と虐待などの小児期逆境体験の関連について
井田　久仁子（済生会前橋病院小児科）

I-2-2 　両親の喫煙状況と子どもに対する健康行動
牟田　広実（飯塚市立病院　小児科）
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ポスター発表１　　11 月 4 日（月・祝）　9：00 ～ 9：40　ポスター会場（２０１講義室 )
座長：志野　泰子（天理医療大学）
　　　浅沼　美香（群馬県歯科医師会）

P-1-1　薬局における禁煙支援ポスターコンテスト
秋山　恵美子（株式会社　ファーコス）

P-1-2 　：Ａ大学の看護学科・他学科の喫煙状況と喫煙知識・禁煙意識に関する調査
久保田　夏奈（髙﨑健康福祉大学　保健医療学部　看護学科　（学生））

ポスター発表

ポスター発表２　　11 月 4 日（月・祝）　9：40 ～ 10：20　ポスター会場（２０１講義室 )
座長：石田　あや子（さいたま市立病院）
　　　下平　きみ子（高崎健康福祉大学）

P-2-1　看護師の喫煙行動とインシデントの関係
野々口　陽子（大阪人間科学大学大学院人間科学研究科）

P-2-2 　精神障害者と一般禁煙者の禁煙継続の背景からの考察
志野　泰子（天理医療大学）

ポスター発表３　　11 月 4 日（月・祝）　10：20 ～ 11：20　ポスター会場（２０１講義室 )
座長：永井　真由美（宇都宮大学）
　　　有坂　拓（群馬県医師会理事）

P-3-1　職場の喫煙対策の実態と推進に関する研究 　第２報
斎藤　照代（（独）労働者健康福祉機構　東京労災病院勤労者予防医療センター）

P-3-2 　運動が禁煙継続に及ぼす影響に関する検討　第一報
尾崎　裕香（奈良女子大学大学院）

P-3-3 　バレニクリンからニコチネルへの変更治療の成績
森岡　聖次（南和歌山医療センター・禁煙外来）

ポスター発表４　　11 月 4 日（月・祝）　11：20 ～ 12：00　ポスター会場（２０１講義室 )
座長：森岡　聖次（南和歌山医療センター）
　　　佐藤　圭（佐藤呼吸器科医院）

P-4-1　禁煙外来における禁煙の成否に影響する患者要因の探索
後藤　美加（国立病院機構　信州上田医療センター　禁煙外来）

P-4-2 　週刊タバコの正体
奥田　恭久（和歌山工業高校）


