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１階１号室　ポスター・展示会場案内図
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プ　ロ　グ　ラ　ム

■前日関連行事　2月17日（土）■
14：00～17：00	 サテライトセミナー「動機づけ面接法入門」	 （２階６号室）

講師：磯村　毅　予防医療研究所代表
　　　川合厚子　公徳会トータルヘルスクリニック院長
共催：禁煙心理学研究会

15：00～17：00	 日本禁煙推進医師歯科医師連盟　運営委員会	 （２階９号室）
18：30～20：30	 懇親会（会費6,000円）　ホテル メルパルク横浜 7階 Bohyoh

■学術総会　2月18日（日）■
 9：30	 受付開始	 （１階ロビー）
10：00	 開会挨拶　齋藤麗子　日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長	 （講堂）

来賓挨拶　羽鳥　裕　日本医師会常任理事	 （講堂）

10：10～10：40	 大会長講演「神奈川における禁煙・受動喫煙防止活動の推進」	 （講堂）
　　　長谷　章　禁煙・受動喫煙防止活動を推進する神奈川会議理事

10：40～12：20	 シンポジウム「新型タバコを根絶する」	 （講堂）
座長：吉見逸郎　国立がん研究センターがん対策情報センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　たばこ政策支援部主任研究員
シンポジスト：
　　　欅田尚樹　国立保健医療科学院生活環境研究部部長
　　　大和　浩　産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室教授
　　　原田　久　医療法人森と海	メンタルホスピタルかまくら山精神科医師

12：30～13：30	 ランチョンセミナー	 （２階６号室）
「禁煙外来での疑問を解決します－脳科学と心理学の進歩より」
座長：村田千里　野村総合研究所大手町健康管理室/
　　　　　　　　　　　　　　 東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科
講師：川井治之　岡山済生会総合病院診療部長/がん化学療法センター長
共催：ファイザー株式会社

13：30～14：00	 日本禁煙推進医師歯科医師連盟　総会（会員のみ）	 （２階６号室）
13：40～14：30	 一般演題発表（ポスター）	 （１階１号室）
14：00～14：30	 一般演題発表（ポスター）・質疑応答
10：00～15：00	 禁煙推進団体・協賛企業展示	 （１階１号室）

14：40～16：30	 市民公開講座「あらゆるタバコの根絶を目指して！」	 （講堂）
（13：30より受付）　参加費用無料

来賓挨拶：松沢成文　参議院議員/元神奈川県知事
合唱団「セ・ラ・ヴィ」演奏　―懐かしの映画音楽―
指　　揮：稲垣惠子　ピアノ：松木あゆみ
講　　演　「笑って卒煙できるといいネ！　－新型タバコも吸い込めサギ！－」
講　　師：来馬明規先生（東京巣鴨とげぬき地蔵尊髙岩寺　住職・医師）

16：30	 閉会挨拶　齋藤麗子　日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長
　　　　　長谷　章　第27回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会大会長
　　　　　　　　　　禁煙・受動喫煙防止活動を推進する神奈川会議理事
　　　　　　　　　　神奈川県内科医学会禁煙推進委員会委員長
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タイムテーブル　平成30（2018）年2月18日（日）

１階 ２階

講堂・メイン会場
１階283席/２階135席

１号室
ポスター・
展示会場

６号室
100席

 9：00
～
10：00

9：00　開場・受付準備
9：30　一般受付開始（ロビー） 9：30～10：00

ポスター掲示
10：00
～
12：30

10：00
開会挨拶　齋藤麗子
　（日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長）
来賓挨拶　羽鳥　裕
　（日本医師会常任理事）

10：00～14：30
ポスター閲覧

10：10～10：40　大会長講演
　「神奈川における禁煙・受動喫煙防止
　　　　　　　　　　　　 活動の推進」
長谷　章（禁煙・受動喫煙防止活動を
　　　　　　 推進する神奈川会議理事）
10：40～12：20
シンポジウム「新型タバコを根絶する」
座長：吉見逸郎（国立がん研究センター）
シンポジスト：
　欅田尚樹（国立保健医療科学院）
　大和　浩	（産業医科大学）
　原田　久	（メンタルホスピタルかまくら山）

12：30
～
13：30

12：30～13：30
ランチョンセミナー

「禁煙外来での疑問を解決します
　　　　－脳科学と心理学の進歩より」
座長：村田千里
　　　（野村総合研究所大手町健康管理室）
講師：川井治之
　　　（岡山済生会総合病院診療部長）
共催：ファイザー株式会社

13：30
～
14：00

13：30　市民公開講座受付開始（ロビー） 13：30～14：00
日本禁煙推進医師歯科医師連盟
総会（会員のみ）

14：00
～
14：30

14：00～14：30
質疑応答

14：40
～
16：30

市民公開講座
「あらゆるタバコの根絶を目指して！」 	
来賓挨拶：松沢成文
　　　　　（参議院議員/元神奈川県知事）
合唱団「セ・ラ・ヴィ」演奏
　　　　　―懐かしの映画音楽―
指揮：稲垣惠子、ピアノ：松木あゆみ
講演 「笑って卒煙できるといいネ！
　　－新型タバコも吸い込めサギ！－」
講師：来馬明規先生
　　　（とげぬき地蔵尊高岩寺　住職・医師）

14：30～15：30
ポスター撤去

16：30
～
16：40

閉会挨拶
齋藤麗子
　（日本禁煙推進医師歯科医師連盟会長）
長谷　章　
　（第27回日本禁煙推進医師歯科医師
　　　　　　　　 連盟学術総会大会長）

※16：55迄に会場から完全に退室していただきますようご協力をお願いいたします。
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疫　学
演題番号 演　者 所　　属 演　　　題

01 森岡　聖次 夢眠クリニック名張 有名女性喫煙者の死因－1876－2017年－

02 齋藤　麗子 十文字学園女子大学健康管
理センター 若い女性の嫌煙意識の経年変化

03 水嶋　春朔 禁煙・受動喫煙防止活動を
推進する神奈川会議

健診受診者1万人を対象とした喫煙・断煙・禁煙状況
調査報告

04 大森みさき 日本歯科大学新潟病院総合診療科 歯科医院におけるスタッフの喫煙に対する意識について

加熱式タバコ
演題番号 演　者 所　　属 演　　　題

05 姜　　　英 産業医科大学　産業生態科学
研究所　健康開発科学研究室

男性労働者における非燃焼・加熱式タバコIQOS（ア
イコス）の使用者の実態

06 稲葉　洋平 国立保健医療科学院　生活
環境研究部

加熱式たばこ3製品から発生する多環芳香族炭化水素
類の比較

教　育
演題番号 演　者 所　　属 演　　　題

07 江藤　敏治 宮崎県立看護大学　看護学
部　看護学科

健康施策立案を目指す宮崎県立看護大学地域貢献事業
「ひむかヘルスリサーチセミナー」～ EVIDENCEと
NARATIVE ～

08 柴田　忠佳 沖縄大学大学院　現代沖縄
研究科　地域経営専攻

教員志望の学生を対象に喫煙防止教育と飲酒防止教育
を同時に行った場合の効果とCS分析による授業の満
足度の検証

09 松浪　容子 山形大学　医学部　看護学科 防煙教育と禁煙支援法の同時講義による看護学生の
KTSNDと禁煙支援への自信・意欲の変化

禁煙支援・教育
演題番号 演　者 所　　属 演　　　題

10 松浪　容子 山形大学　医学部　看護学
科

福祉事務所現業員による生活保護者への禁煙支援と
KTSND

11 中村　正和
公益社団法人　地域医療振
興 協 会　 ヘ ル ス プ ロ モ ー
ション研究センター

最新のエビデンスに基づいた病院職員を対象にした禁
煙治療の試み

12 谷口　千枝 椙山女学園大学　看護学部 禁煙治療で使用する渇望感尺度の開発

13 川合　厚子 社会医療法人公徳会トータ
ルヘルスクリニック 自力で禁煙できる人とできない人の違い

14 増居志津子 公益社団法人　地域医療振
興協会

大学の管理栄養士養成課程におけるeラーニング
（J-STOP）を活用した禁煙教育

15 森田　純二 香川県予防医学協会 喫煙者には積極的に胸部CTを撮る事を薦める訳
16 大竹　修一 山形市立病院済生館　放射線科 『面白い』と言われる喫煙防止教育のためのTeaching Tips

17 埴岡　　隆 福岡歯科大学　口腔保健学
講座

世界標準歯科簡易タバコ介入プログラムの日本向け
e-learningへの導入ウェブコンテンツ開発

啓　発
演題番号 演　者 所　　属 演　　　題

18 清水　隆裕 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 マスコミを通じた啓発活動の報告

19 紅谷　　歩 スモークフリーキャラバンin
千葉

受動喫煙防止条例の制定を求める「スモークフリー
キャラバンin千葉」の中間報告

20 望月友美子 公益財団法人日本対がん協会参
事（禁煙推進・対がん事業戦略）

Tobacco Free Japan 2020～現世代と次世代をタバコ
の害から守る3つの戦略




