第６回日本禁煙学会学術総会

15：00～16：00


プログラム
4月7日（土）

座長 日本禁煙学会理事長 作田



学

全国禁煙推進協議会 宮﨑 恭一
25年にわたるタイのタバコ対策：成功と課題

１日目

A 会場：大ホール
9：00

特別講演Ⅰ



プラキット・バジーサトグキット



The Action on Smoking and Health Foundation 事務局長

16：00～16：40

特別講演Ⅱ



開会式

座長 仙台市医師会長 永井 幸夫
タバコと医療経済

9：15～10：50



緊急シンポジウム「震災と喫煙問題」



座長 盛岡つなぎ温泉病院 小西 一樹



禁煙みやぎ理事長 山本 蒔子

参議院議員 桜井

充

座長 医療法人財団あおば会 介護医療老人保健施設 ハート五橋理事長 大内

博

16：50～17：30


会長講演

震災後における喫煙に関するアンケート調査の結果

禁煙推進活動の20年〜 JR 東日本と禁煙医師連盟・宮城支部と禁煙みやぎ〜





医療法人 金上仁友会 金上病院 禁煙みやぎ理事 安藤由紀子

第６回日本禁煙学会学術総会会長（禁煙みやぎ理事長） 山本 蒔子

震災後における当院の現状


NTT 東日本東北病院 内科 禁煙みやぎ理事 安達 哲也

Ｂ会場：橘

東日本大震災後の石巻地域における医療・環境・喫煙問題


石巻赤十字病院 呼吸器内科 矢内

勝

［一般口演］禁煙推進・喫煙対策



日本禁煙学会「救護班による被災地での禁煙治療の指針」について


9：10～10：00

兵庫県立尼崎病院・塚口病院 藤原 久義

座長 全国禁煙推進協議会（日本禁煙学会理事） 宮﨑 恭一
Ａ－１－１

消化器内視鏡技師の喫煙行動と喫煙に関する意識（第２報）


10：50～11：10

理事会報告・委員会報告

Ａ－１－２

11：10～11：20

無煙映画大賞授与式


Ａ－１－３

11：20～12：00

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 消化器内科 天貝 賢二
当院における職員の禁煙に対する意識調査
三重ハートセンター 循環器内科 鈴木 啓之
人間ドック受診者の禁煙状況の動向～人間ドック内の指導の充実を目指して～



理事長講演



座長 禁煙みやぎ理事長 山本 蒔子

Ａ－１－４

山梨県厚生連健康管理センター 健康増進部 看護科 深澤 早苗
病院職員に対する禁煙推進活動の振り返り



日本禁煙学会が今年やるべき事、やらねばならない事


日本禁煙学会理事長 作田

Ａ－１－５

学

社会医療法人財団 慈泉会 相澤健康センター 小林美華子
愛媛県医師会員の喫煙行動と態度に関するアンケート調査について


13：10～14：50

シンポジウムⅠ「防煙・禁煙の輪を拡げよう」



Ａ－１－６

（医）大橋胃腸肛門科外科医院 大橋 勝英
健康診断の場における禁煙支援介入の有効性評価



座長 東北大学 予防歯科 田浦 勝彦

社団法人宮城県医師会 健康センター 森

益子

青森県内40市町村における喫煙対策の現状


青森県タバコ問題懇談会 鳴海

晃

10：00～10：50


鳥取県の禁煙治療費助成事業について


安陪内科医院 安陪 隆明



座長 弁護士（日本禁煙学会理事） 岡本 光樹
Ａ－２－１

大学生喫煙者のブランド選択理由と購買行動との関係



薬剤師の禁煙支援への取り組み～アンケート結果をふまえて～
日本薬剤師会常務理事 藤原 英憲

Ａ－２－２

北海道薬科大学の入学条件は「入学後、タバコを吸わなことを確約できる者」





Ａ－２－３

北海道薬科大学 田中三栄子

仙台市若林区におけるタバコ対策の取り組みについて


［一般口演］禁煙推進・喫煙対策

仙台市若林区保健福祉センター家庭健康班 菅原 晶子



札幌学院大学 経営学部 経営学科 北田 雅子
啓発～無関心者に切り込む～
社会医療法人 敬愛会 ちばなクリニック 清水 隆裕
敷地内禁煙10年のスポーツ大学における喫煙率
びわこ成蹊スポーツ大学 高橋 正行

Ａ－２－４

Ｄ－１－３

飲食店を禁煙化するための作戦



東京女子医科大学附属青山病院 呼吸器内科 鬼澤 重光

Ｄ－１－４

禁煙ジャーナル発刊23年目を迎えて



神奈川県内医療機関におけるタバコに関するアンケート調査結果
IPAG-COPD 問診票とハイチェッカーを用いての COPD 診断

一般社団法人 タバコ問題情報センター 渡辺 文学

Ａ－２－６



プロ野球チームにおける禁煙指導～５年間の段階的取り組み～



神奈川県保険医協会 学術部 鈴木 悦朗

帝京平成大学 多田 久剛

12：00～13：00


Ｃ会場：萩

ランチョンセミナー1
座長 帝京大学医学部内科学 呼吸器・アレルギー学 長瀬 洋之

9：10～10：00

［一般口演］禁煙治療



禁煙治療で知っておきたい COPD の知識～すべての喫煙者のために～




山田菊地医院 山田 修久

Ａ－２－５

ニコチン依存症を合併する睡眠時無呼吸症候群患者の睡眠状態と抑うつ傾向

東北大学 環境・安全推進センター 東北大学大学院 医学系研究科 産業医学分野 黒澤

一

中央内科クリニック（日本禁煙学会評議員） 村松 弘康
Ｃ－１－１

当院禁煙外来における禁煙達成率と禁煙継続率―性差の観点から―


13：10～13：45


［一般口演］禁煙推進・喫煙対策

Ｃ－１－２

座長 医療法人財団 康生会 城北病院（日本禁煙学会理事） 栗岡 成人
Ａ－３－１
Ａ－３－２

京都市内における飲食店の受動喫煙対策

Ｃ－１－４

Ａ－３－４

空港内の喫煙室における喫煙者の受動喫煙

Ｃ－１－５

新古賀病院 禁煙外来 山﨑美由紀

13：45～14：15


［一般口演］禁煙推進・喫煙対策

道北勤医協旭川一条クリニック 坂牧

勉

沖縄大学 人文学部 山代

Ｃ－２－２
Ｃ－２－３
Ｃ－２－４

当院で行った横浜市都筑区民祭りにおける禁煙イベント

Ｃ－２－５

社会保険中京病院 禁煙外来 中道 信代
当院耳鼻咽喉科外来における CES-D 抑うつ尺度の検討
医療法人社団 菅野会 菅野耳鼻咽喉科 内田久仁子
禁煙成功に及ぼす要因の分析―愛知県がんセンター中央病院のデータから―
愛知県がんセンター中央病院 禁煙外来 中村 純江
禁煙治療中の喫煙衝動および禁断症状の時間経過とこれを用いた成功予測



昭和大学横浜市北部病院 耳鼻咽喉科 門倉 義幸

Ｃ－２－６
14：15～14：50

２回目受診時の喫煙行動変化の重要性―より良い禁煙支援へ向けて



近江八幡市立総合医療センター病理診断科 細川 洋平



福井県済生会病院 禁煙外来 吉田真夕紀



豊

点から面へ、地域と連携するスモークフリー活動実践と禁煙指導者養成



禁煙治療開始一週間目に行う電話支援の有効性の検討



寛

市民協働で広がる禁煙の輪～「大崎市市民の禁煙をすすめる会」の取り組み～
（財）宮城厚生協会 中新田民主医院 大窪

［一般口演］禁煙治療



沖縄ニコチン依存症研究会３年間の歩み その展望と課題





当院禁煙外来におけるチャンピックス使用の結果と副作用について

社会医療法人 公徳会 トータルヘルスクリニック（日本禁煙学会評議員） 川合 厚子
Ｃ－２－１



Ａ－４－４

市立堺病院 禁煙外来 高畑 裕美

10：00～10：50

座長 びわこ成蹊スポーツ大学（日本禁煙学会理事） 高橋 正行

Ａ－４－３

バレニクリンを用いた禁煙治療経過中に投与量減量を要した症例についての検討

禁煙外来受診者の失敗の要因～喫煙動機評価尺度と初診時問診による要因調査～


Ａ－４－２

横浜労災病院 耳鼻咽喉科 鈴木 貴裕



医療法人 定生会 谷口病院 鈴木 史明



Ａ－４－１

当院における禁煙外来の検討



びわこ成蹊スポーツ大学 高橋 正行



要町病院 看護部 溝口 真美



弁護士 岡本 光樹


Ａ－３－３

Ｃ－１－３

研

禁煙外来における治療成績と価格引き上げの影響



訴訟の歴史と今後の展望 訴訟によるタバコ対策の実現



東北労災病院 健康診断部 佐藤

帝京大学医学部付属病院呼吸器・アレルギー内科 長瀬 洋之
HIV 感染症の禁煙の特徴―名古屋医療センター禁煙外来のデータから―



［一般口演］タバコ関連疾患

国立病院機構 名古屋医療センター 谷口 千枝

座長 産業医科大学若松病院 呼吸器内科（日本禁煙学会理事） 吉井 千春
Ｄ－１－１

Ｄ－１－２


禁煙外来における COPD の潜在性と肺年齢の有用性

12：00～13：00

―６秒量計ハイチェッカーによるスクリーニング―



要町病院 リハビリテーション科 岩城

基

禁煙により改善が得られた好酸球増多を伴う気管支喘息の１例
独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 呼吸器内科 菊池 教大

ランチョンセミナー2
座長 東北厚生年金病院 名誉院長 藤村 重文

喫煙と肺癌


東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 近藤

丘

13：10～14：00

［一般口演］禁煙治療



東北大学の経験


かとうクリニック（日本禁煙学会理事） 加藤 正隆
Ｃ－３－１

くらた内科クリニック 今野 郁子

11：30～12：30

市民公開講座



禁煙外来終了後の禁煙継続の実態について



座長 一般社団法人 タバコ問題情報センター 渡辺 文学
タバコの害はタバコの害だけではない

北条病院 廣橋 香織

Ｃ－３－３

一

禁煙支援における「事前説明」の効果について（第２報）


Ｃ－３－２

東北大学 環境・安全推進センター 東北大学大学院 医学系研究科 産業医学分野 黒澤



チームで取り組む禁煙指導



作家・国文学者 林

望

長野赤十字病院 関口 光子

Ｃ－３－４

禁煙外来終了後のフォロー追加実施による禁煙継続状況



船員保険健康管理センター 看護科 石井みどり

Ｃ－３－５

12：30～13：00

閉会式

13：30～16：00

禁煙治療セミナー

禁煙治療開始後１年間のフォローアップの取り組み



かとうクリニック 野村 明美

14：00～14：50

［一般口演］禁煙治療



9：00～9：50

（医）大橋胃腸肛門科外科医院（日本禁煙学会理事） 大橋 勝英
Ｃ－４－１

Ｂ会場：橘



禁煙外来における看護師の役割の考察―看護介入が有効であった事例―


Ｃ－４－２



禁煙外来システムの再構築にむけた取り組み



Ｂ－１－２

当院における禁煙治療導入から現在に至るまでの報告およびアンケート調査の結果



Ｂ－１－３

根本外科胃腸科医院 中島 洋子

Ｃ－４－４

3D-CT をもとに作成した肺模型による禁煙支援
木村内科呼吸器科医院 森田 純二
景品と動画を用いた短時間の禁煙啓発街頭キャンペーンの有用性



昭和大学横浜市北部病院 耳鼻咽喉科 滝口 修平

Ｃ－４－５

独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 山田 安希

～東京お台場での禁煙啓発イベント報告～

耳鼻咽喉科外来における禁煙外来の検討



吸いたい気持ちと禁煙関連因子についての検討



岡山大学病院 高樽 由美

Ｃ－４－３

座長 愛知学院大学短期大学（日本禁煙学会 Scientific Advisor） 稲垣 幸司
Ｂ－１－１

岡山大学病院 山上三枝子

［一般口演］禁煙教育

Ｂ－１－４

禁煙外来における禁煙成功と患者の心の健康度と性格分析との関連について



秋田市における禁煙治療の実態―３年間のアンケート調査結果―



中央内科クリニック 村松 弘康

すずきクリニック 鈴木 裕之

Ｂ－１－５

聖路加国際病院 内科・消化器センター 武井 理江
文系総合大学生の追跡調査による喫煙開始に関連する因子の検討：
加濃式社会的ニコチン依存度との関連



4月8日（日）

２日目

9：50～11：40


A 会場：大ホール
9：30～11：10




座長 深川市立病院 松崎 道幸



東北大学 環境・安全推進センター 東北大学大学院 医学系研究科 産業医学分野 黒澤

一



CFAS 禁煙要望チーム 臼田 拓也
産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 大和

浩



Ｂ－２－５


順天堂医院敷地内全面禁煙の経験


順天堂医院禁煙推進委員会 呼吸器内科 瀬山 邦明

看護学科学生の喫煙、社会的ニコチン依存度および受動喫煙の３年間における推移
東邦大学医療センター大森病院 呼吸器内科 高井雄二郎
成人看護学領域のテキストにみる喫煙や禁煙に関する記述の実態



Ｂ－２－４

受動喫煙防止、敷地内全面禁煙の意味


Ｂ－２－２
Ｂ－２－３

施設の喫煙対策に関する要望方法とその効果および実例

［一般口演］禁煙教育
座長 東京女子医科大学付属青山病院 鬼澤 重光

Ｂ－２－１

シンポジウムⅡ「公共の場の敷地内全面禁煙を進めましょう」

札幌学院大学 経営学部 経営学科 北田 雅子

東海大学医療技術短期大学 中田 芳子
北海道薬科大学の喫煙防止教育 その３
北海道薬科大学 基礎教育部 体育学分野 田中三栄子
大学病院看護師の禁煙指導に対する認識と患者へのかかわりについての現状調査
兵庫医科大学病院 看護部 外来 内藤 紀子
思春期後期女子学生の喫煙やギャンブルに対する意識
愛知学院大学 短期大学部 歯科衛生学科 稲垣 幸司

10：40～11：30

［一般口演］禁煙教育



P Ａ－２－２

座長 木村内科・呼吸器科医院（日本禁煙学会評議員） 森田 純二
Ｂ－３－１



P Ａ－２－５


毅

P Ａ－２－６

定時制高校におけるタバコと大麻等違法薬物の意識


13：40～14：10

予防医療研究所 磯村

当院での禁煙推進についてのアンケート結果の検討

10：00～10：30

直前講習

独立行政法人国立病院機構 災害医療センター 濱元陽一郎
全国がん（成人病）センター協議会の禁煙推進行動計画に基づく禁煙推進委員会活動
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 消化器内科 天貝 賢二
喫煙する人間ドック受診者の意識調査―2010年と2011年の比較―



毅


14：30～15：30

日生協健康保険組合 永島登茂美



愛

中学における喫煙と大麻など違法薬物に関する意識調査
予防医療研究所 磯村

購買生協における禁煙支援の取り組みによる喫煙率、喫煙環境改善の経過

―周辺２次医療圏の禁煙外来の現状を踏まえて―

中学生の違法薬物入手可能性に関する医療・教育関係者の意識


Ｂ－３－５

P Ａ－２－４

社会保険高岡病院健康管理センター 禁煙外来 長澤 千和
予防医療研究所 渡辺

山形大学 医学部 松浪 容子



小中学生を対象にした防煙教育の検討 講演活動を実施して


Ｂ－３－４

P Ａ－２－３

香川県立がん検診センター 山下紀久代


Ｂ－３－３

―加濃式社会的ニコチン依存度調査票を用いて―

喫煙防止教育の取り組みと今後の課題


Ｂ－３－２

企業の健康診断担当責任職員の喫煙に対する意識調査

認定試験

四谷メディカルキューブ 健診センター 宇治裕美子
［ポスター］禁煙推進・喫煙対策
座長 一般社団法人タバコ問題情報センター（日本禁煙学会理事） 渡辺 文学

P Ａ－３－１

人間ドックで行う、市販のニコチンガム製剤を用いた禁煙介入


P Ａ－３－２

ポスター展示会場：桜２
9：00～9：30



［ポスター］禁煙推進・喫煙対策



P Ａ－３－３

リセット禁煙を利用したウェブ禁煙マンガによる

P Ａ－３－４

社会的ニコチン依存度（KTSND）の変化




P Ａ－１－２

予防医療研究所 磯村

P Ａ－１－４

P Ａ－１－５





禁煙推進チームによる

10：30～11：05

地域に根ざしたスモークフリーホスピタルニュース定期的発行の試み



近江八幡市立総合医療センター診療部病理診断科 細川 洋平
禁煙外来担当スタッフとして「大崎市市民の禁煙をすすめる会」の活動に関わって
（財）宮城厚生協会 古川民主病院 只埜 則恵



タバコに関する新聞記事内容の推移
北里大学東病院 薬剤部 相沢 政明
2010年10月のタバコの値上げ（税率上げ）による販売収益と税収の増加について
子どもに無煙環境を推進協議会 野上 浩志
薬剤師が禁煙推進活動を継続的に行う為に
むらやま薬局 村山 勝志



（日本禁煙学会評議員） 天貝 賢二
P Ｂ－１－１

P Ｂ－１－２

女性のたばこ問題解決のための情報共有プラットフォームの形成と今後の展望



国立がん研究センター がん対策情報センター 望月友美子
［ポスター］禁煙推進・喫煙対策

P Ｂ－１－３
P Ｂ－１－４

喫煙対策―総合的労働衛生機関としての取り組み
財団法人 佐賀県産業医学協会 後藤 英之

［ポスター］禁煙教育
座長 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 消化器内科

Tobacco Free Women. TV：ソーシャルメディアを活用した

座長 山田菊地医院（日本禁煙学会監事） 山田 修久
P Ａ－２－１

子どもに無煙環境を推進協議会 野上 浩志

沖縄大学大学院現代沖縄研究科 大城 弘子


9：30～10：00

禁煙の数値目標の実現に向けた具体策についての論考



沖縄の高校生の禁煙行動変容を促す方法の検証


P Ａ－１－６

P Ａ－３－６

NPO 法人山形県喫煙問題研究会 大竹 修一



香川県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科 小林 秋恵



山形県禁煙サポーター認定講習会の活動報告


P Ａ－１－３

P Ａ－３－５

毅

涼

日本と英国の医療系大学における教職員の喫煙に関する意識



座長 光潤会 平間病院（日本禁煙学会理事） 平間 敬文
P Ａ－１－１

株式会社 日立製作所 日立健康管理センタ 草野


P Ｂ－１－５


当センターにおける禁煙支援の有用性
中国労災病院 勤労者予防医療センター 篠藤ひとみ
人間ドック受診者の禁煙（第二報）
国立病院機構埼玉病院 内科 大谷すみれ
禁煙外来における患者指導の取り組み
三重ハートセンター 禁煙外来 小林 知子
肺がんおよび自然気胸術後患者に対する禁煙指導の検討
東邦大学医療センター大橋病院 外科 桐林 孝治
禁煙外来受診後の禁煙継続者の行動療法からみた分析
札幌社会保険総合病院 前田

渚

P Ｂ－１－６

P Ｃ－２－５

禁煙開始半年後の禁煙継続と再喫煙に関する実態調査とその解析・検討



10：00～10：30

［ポスター］禁煙教育



座長 新中川病院（日本禁煙学会評議員） 加濃 正人
P Ｂ－２－１



社会医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念クリニック 鈴木 麻希

11：05～11：30



Varenicline の心臓自律神経活動に対する影響の検討
―心拍変動解析による自律神経活動の日内変動―



防煙教育を進めるためのピア教育と地域連携

P Ｃ－３－２

山形県立荒砥高等学校 片桐麻希子
京都タバコフリーキャラバン（第２報）



～自治体、大学、諸団体が協同する喫煙防止授業～

P Ｃ－３－３




小野内科診療所内科 小野 卓哉
保険適応禁煙外来有用性の検討（ニコチン製剤とバレニクリン製剤の比較から）
鈴鹿回生病院 呼吸器外科 松島

P Ｃ－３－４

康

経口禁煙補助薬の認知度上昇が禁煙治療に及ぼした影響



土井内科医院 土井たかし

P Ｂ－２－４ 「未成年者喫煙防止教育プログラム事業」取り組みと今後の展開
P Ｂ－２－５

（日本禁煙学会評議員） 清水 隆裕

千葉労災病院 呼吸器内科 国友 史雄


P Ｂ－２－３

［ポスター］禁煙治療
座長 社会医療法人敬愛会ちばなクリニック 健康管理センター

P Ｃ－３－１

～加濃式社会的ニコチン依存度調査票小児版（KTSND-youth）を用いて～
P Ｂ－２－２

箕面市立病院 看護局 大城 佳之



小学校防煙教育の短期および長期的効果の検討



禁煙外来における行動療法の効果

東京歯科大学 水道橋病院 内科 仁科 牧子
チャンピックス錠の使用上の注意改訂発表の前後における
当院禁煙外来受診者の変化についての検討

大阪府四條畷保健所 山口 和子


小中学生への禁煙出前講座を実施しての一考察

津久井赤十字病院 内科 伊藤

俊

座長 たかだこども医院 高田

修

～大崎市民の禁煙をすすめる会の事業から～


氏家 玉枝

11：00～11：30

［ポスター］タバコ関連疾患


9：00～9：30


［ポスター］禁煙治療

P Ｄ－１－１


座長 岐阜県総合医療センター内科・循環器内科（日本禁煙学会評議員） 飯田 真美
P Ｃ－１－１

P Ｄ－１－２

当院における禁煙治療の現状


P Ｃ－１－２
P Ｃ－１－３
P Ｃ－１－４

P Ｄ－１－３

木沢記念病院における禁煙外来について



医療法人厚生会木沢記念病院 健康管理センター 山本 里果

P Ｄ－１－４

禁煙治療時の CES-D の推移





磐田市立総合病院呼吸器内科 安田 和雅
京都橘大学 看護学部 井上

郁

10：30～11：00


［ポスター］禁煙治療
座長 安陪内科医院 安陪 隆明
佐々木病院 内科 渡邉 直人
当院禁煙外来患者を対象とした事前スクリーニング検査の意義



市立奈良病院 総合診療科 米本 千春
認知行動療法（人生哲学感情心理療法；REBT）を実施した禁煙外来の一例



新中川病院 禁煙外来 加濃 正人
禁煙外来におけるリセット禁煙式面接および
認知行動療法（人生哲学感情心理療法； REBT）の効果



福井県済生会病院 耳鼻咽喉科 頭頸部外科 田中 妙子
喫煙者に対する下部消化管手術時の周術期合併症に関する検討
国立病院機構 千葉医療センター 外科 守

正浩

新中川病院 禁煙外来 加濃 正人

［ポスター］公衆衛生・疫学調査
神奈川県内医療機関におけるタバコに関するアンケート調査結果 受動喫煙について
神奈川県保険医協会 学術部 倉田 文秋
熊本県民の受動喫煙に関するアンケート調査


P Ｅ－１－３

たかの呼吸器科内科クリニック 高野 義久
妊娠中と産後における母親の喫煙像


P Ｅ－１－４

P Ｃ－２－３ 【事例報告】

P Ｃ－２－４

禁煙、発声指導にて嗄声、喉頭所見の改善を認めたポリープ様声帯の一例


P Ｅ－１－２

禁煙外来治療後の禁煙状況に関する追跡調査結果


P Ｃ－２－２

愛媛大学大学院 病態情報内科学 西村 和久

座長 洲本市応急診療所・洲本市健康福祉部（日本禁煙学会理事） 山岡 雅顕
P Ｅ－１－１


P Ｃ－２－１

パチンコでの受動喫煙を契機に発症した急性冠症候群の１例

４病院の禁煙外来を受診した患者の背景および達成因子の調査


9：30～10：00

山田菊地医院 山田 修久



原土井病院 石倉 英樹



禁煙治療前後の中心動脈血圧の変化



たかの呼吸器科内科クリニック 高野 義久
2011年無煙映画大賞と日本映画の現状
さがみ無煙社会をめざす会 見上喜美江

10：30～11：00


［ポスター］公衆衛生・疫学調査
座長 タバコ問題首都圏協議会（日本禁煙学会評議員） 中久木一乗

P Ｅ－２－１

柔道整復師医療専門学校学生の喫煙状況と
加濃式社会的ニコチン依存度調査票を用いた検討


P Ｅ－２－２

東京女子医科大学東医療センター 内科 西條亜利子
歯学部学生の喫煙状況と心理的ニコチン依存度―東日本大震災前後の状況―


P Ｅ－２－３

奥羽大学 歯学部 口腔衛生学講座 瀬川

洋

歯科医療技術学生（衛生士科および技工士科）に対する喫煙状況と
タバコへの認識について


11：00～11：30


NPO 法人 京都禁煙推進研究会 岩崎 茉実
［ポスター］公衆衛生・疫学調査
座長 子どもに無煙環境を推進協議会（日本禁煙学会理事） 野上 浩志

P Ｅ－３－１

特定健診男性受診者において喫煙・飲酒がある者の生活習慣の傾向と
保健指導の有効性の検討


P Ｅ－３－２

京都第一赤十字病院看護部 石川 信仁
定期健康診断にみる喫煙行動動態の推移と2010年たばこ税増税の効果の検証


P Ｅ－３－３

（財）近畿健康管理センター 礒島 康史
当院職員の喫煙状況、禁煙意欲および禁煙外来への関心に対する意識調査


P Ｅ－３－４

東京都保健公社 多摩北部医療センター 植松 庄子
洲本市における妊婦の喫煙問題の現状と対策（第４報）
：喫煙する男女は惹かれあう？


P Ｅ－３－５

洲本市応急診療所・洲本市健康福祉部 山岡 雅顕
応急診療所受診者の喫煙率から全国の喫煙率を推定する（第２報）


11：00～11：30


洲本市応急診療所・洲本市健康福祉部 山岡 雅顕
［ポスター］公衆衛生・疫学調査
座長 国立病院機構 名古屋医療センター（日本禁煙学会評議員） 谷口 千枝

P Ｅ－４－１

禁煙プログラム終了後の再喫煙に関与する因子の検討


P Ｅ－４－２

日本大学 医学部附属板橋病院 看護部 矢作 祥子
当院回復期リハビリ病棟における入院患者の喫煙歴の実態調査及びその現状と課題


P Ｅ－４－３

香川生活協同組合 高松協同病院 北原 孝夫
統合失調症患者には喫煙は必要か？
～禁煙した同症通院患者への喫煙・禁煙に関する意識調査から～


P Ｅ－４－４

医療法人耕仁会 札幌太田病院 医局 太田 健介
日本人 HIV 感染症患者の喫煙率および喫煙が脂質代謝に及ぼす影響


P Ｅ－４－５


兵庫医科大学病院 薬剤部 日笠 真一
パーキンソン病患者の喫煙状況
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神経内科 伊藤

恒

