
※ 演題採択通知メールを受け取られた皆様は、こちらから発表日時をご確認ください。 

※ お名前、ご所属、演題名などに不備がございましたら、事務局までご連絡ください。 

※ 大変お手数ですが、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 smoke-free@mbr.nifty.com 

 

 

＜一般口演＞ 
 

第１日目 10 月 29 日（土） 

 

第 4 会場（ルームＡ） 

 

13:40～14:20  一般口演 1  禁煙外来治療 

座長：タバコフリー京都理事  栗岡 成人 

  O1-1  禁煙外来における継続受診未達成要因の構造分析 

～潜在クラス分析によるスクリーニングシステムの開発～ 

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科  内川 一明 

  O1-2  禁煙治療を終えた患者への再喫煙防止に向けた取り組みの検討 

北海道大学病院 医科外来ナースセンター  西川 美香 

  O1-3  禁煙治療成功率の経年変化 ～最近成功率は下がっていないか～ 

帝京大学医学部附属病院 薬剤部  石原 美鈴 

  O1-4  短時間で行なった禁煙支援の効果 

株式会社日立製作所 日立総合病院 検査技術科  山元  隆 

 

14:20～15:10  一般口演 2  喫煙と精神疾患・周術期 

座長：公徳会トータルへルスクリニック院長 / 山形県喫煙問題研究会会長  川合 厚子 

  O2-1  レセプトデータで見る禁煙とうつ病エピソードの関連について  

九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専攻  藤田 貴子 

 

  O2-2  多彩な身体合併症を有する精神疾患患者の多重依存治療 

首都大学東京大学院人間健康科学研究科ヘルスプロモーション学域  村島 善也 

  O2-3  精神科デイケア通所者への禁煙教育による意識継続性の検討  

～認知行動療法を成功させるために～ 

医療法人陽和会 南山病院  山西  誠 

  O2-4  喫煙者のニコチン依存度と関連する因子の検討 

京都女子大学家政学部食物栄養学科  月森 瑞貴 

  O2-5  手術を控えた患者に対する禁煙支援 



～3 週間後に手術を控え禁煙困難と思われた症例の経験～ 

日本大学板橋病院看護部  酒井 厚子 

 

15:20～16:10  一般口演 3  喫煙の影響（循環器疾患） 

座長：岐阜県総合医療センター内科部長 / 岐阜大学循環・呼吸病態学講師  飯田 真美 

  O3-1  喫煙および喫煙量が及ぼす臨床検査値への変動解析 －脂質代謝への影響－ 

東京薬科大学薬学部医薬品安全管理学教室  杉浦 宗敏 

  O3-2  2 型糖尿病患者における無症候性心筋虚血や末梢動脈疾患の頻度と喫煙の関連 

松山市民病院内科  眞鍋 健一 

  O3-3  心筋梗塞後の禁煙成功は心筋梗塞の重症度と比例する 

京都山城総合医療センター生活習慣病センター  堤  丈士 

  O3-4  経皮的冠動脈インターベンションを施行された若年患者の長期予後と喫煙の関連 

順天堂大学医学部順天堂医院循環器内科  和田 英樹 

  O3-5  喫煙者の冠攣縮性有病率は ALDH2（アルデヒド脱水素酵素）不活性遺伝子型で相 

乗的に増大する  －活性アルデヒドの役割－ 

熊本機能病院 循環器内科  水野 雄二 

 

16:10～17:00  一般口演 4  喫煙の影響（呼吸器疾患・その他） 

座長：東京医科大学呼吸器内科学分野教授  瀬戸口靖弘 

  O4-1  胸部ＣＴ検診で気腫性変化を指摘された喫煙者への禁煙支援 

船員保険健康管理センター  高木 重人 

  O4-2  妻は夫からの環境タバコ煙にどの程度暴露すると COPD 発症リスクが上昇する 

か？ 

医療法人保善会 田上病院  陶山 和晃 

  O4-3  かかりつけ医における COPD 発掘・診断の工夫 

医療法人社団 桃医会 小野内科診療所 内科  小野 卓哉 

  O4-4  カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ初回化学療法に対する喫煙歴の影 

      響 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 呼吸器内科  數寄 泰介 

  O4-5  推定下肢筋肉量（脚点）に影響を及ぼす生活習慣 

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科 健康科学  和田 高士 

 

 

第 5 会場（ルームＢ） 

 

13:40～14:30  一般口演 5  禁煙指導と地域の禁煙推進 



座長：自治医科大学名誉教授 / 日本呼吸器財団理事長  北村  諭 

  O5-1  やまがた受動喫煙防止宣言から 1 年 

ＮＰＯ法人山形県喫煙問題研究会  川合 厚子 

  O5-2  脳梗塞患者において、自己申告による喫煙状態と家族同席時における申告との相違 

京都山城総合医療センター  高橋  輝 

  O5-3  「禁煙運動」に関する取り組み ～㈱メニコン禁煙運動の推進～ 

株式会社メニコン 総務法務部総務課総務 2 係  三牧  功 

  O5-4  くまもと禁煙推進フォーラム「きれいな空気くまもとプロジェクト」の活動 

山鹿市民医療センター 循環器内科  名幸 久仁 

  O5-5  地域包括的禁煙支援活動と禁煙指導者・支援者育成 

近江八幡市立総合医療センター  細川 洋平 

 

14:30～15:20  一般口演 6  飲食店禁煙化に向けて 

座長：香川県予防医学協会顧問  森田 純二 

  O6-1  スモークフリーレストランを各地で拡げるためのいくつかの工夫 

香川タバコの害から健康を守る会  森田 純二 

  O6-2  禁煙化または分煙化を実施した飲食店の営業収入の変化 

産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室  姜   英 

  O6-3  ケムランガイド新居浜 2016 

タバコフリー愛媛  加藤 正隆 

  O6-4  山形県における飲食店禁煙化のこれまでとこれから 

ＮＰＯ山形県喫煙問題研究会  山田 修久 

  O6-5  禁煙スナック実施後の影響について 

タバコフリー愛媛  大橋 勝英 

 

15:30～16:10  一般口演 7  受動喫煙症と職場の禁煙化 

座長：たかの呼吸器科内科クリニック院長 / くまもと禁煙推進フォーラム副代表 高野 義久 

  O7-1  「受動喫煙症外来のための標準手順書」作成プロジェクト 

横浜・川崎禁煙外来ネットワーク  倉田 文秋 

  O7-2  受動喫煙症外来の実際と標準手順書作成プロジェクト 

横浜・川崎禁煙外来ネットワーク  今野 郁子 

  O7-3  山陽小野田市の事業所における喫煙に関するアンケート調査 

医療法人社団松岡整形外科  松岡  彰 

  O7-4  精密機械工場労働者におけるアンケートから見た 喫煙者の意識、動向と禁煙対策 

（続報） －継続的活動の必要性－ 

アルプス電気小名浜工場健康管理室  齊藤 道也 



 

16:20～17:00  一般口演 8  医療教育施設における課題 

座長：日本禁煙学会副理事長 / 岩瀬眼科医院院長  岩瀬  光 

  O8-1  長崎大学歯学部学生を対象とした防煙教育効果の学年間比較検討 

長崎大学病院 喫煙問題対策センター  河野 哲也 

  O8-2  大学附属病院敷地内全面禁煙化と呼気中一酸化炭素濃度測定がもたらす喫煙職員

の行動・意識変化 

昭和大学臨床薬理研究所  鈴木 立紀 

  O8-3  医療職を目指す大学生に対する防煙教育 

吉備国際大学保健医療福祉学部  中角 裕治 

  O8-4  北里大学相模原キャンパス敷地内全面禁煙化の前後における在籍教職員の喫煙率 

の推移  

北里大学健康管理センター  松原まどか 

 

 

 

第 2 日目 10 月 30 日（日） 

 

第 3 会場（ホールＣ） 

 

9:00～9:50  一般口演 9  禁煙治療 

座長：日本赤十字広島看護大学前教授  川根 博司 

  O9-1  禁煙補助薬(バレニクリン)による副作用についての検討 

近畿大学医学部堺病院 薬剤部 東 真理子 

  O9-2  禁煙治療を受ける女性に対するバレニクリン減量投与法の長期有効性についての 

検討 

高槻赤十字病院 看護部  谷口まり子 

  O9-3  禁煙治療で使用する渇望感尺度の検討 

椙山女学園大学 看護学部  谷口 千枝 

  O9-4  秋田市における禁煙治療の実態 ～7 年間のアンケート調査結果～ 

秋田市医師会たばこ問題検討委員会  鈴木 裕之 

  O9-5  タバコ目前廃棄試験の有効性についての検討（第 2 報） 

金田病院 内科  水島 孝明 

 

9:50～10:30  一般口演 10  喫煙心理・動機付け面接法 

座長：産業医科大学若松病院呼吸器内科診療教授  吉井 千春 



  O10-1  当院禁煙外来における喫煙者の心理的特性に関する検討 

鳥取市立病院 総合診療科  廣谷  茜 

  O10-2  禁煙外来における動機づけ支援の有用性  

～禁煙プログラム開始前の介入について～  

日本大学板橋病院 看護部 瀬出井美紀 

  O10-3  禁煙専門指導者・禁煙認定指導者における「動機づけ面接」の認知、及び学習状 

況に関する要因 －禁煙外来に携わる医師・看護職の調査より－ 

防衛医科大学校医学教育部看護学科  瀬在  泉 

  O10-4  禁煙専門指導者・禁煙認定指導者における「動機づけ面接」の活用状況、及び指 

導者自身が感じている効果 －禁煙外来に携わる医師・看護職の調査より－ 

防衛医科大学校医学教育部看護学科  瀬在  泉 

 

10:40～11:20  一般口演 11  様々な禁煙支援・禁煙指導 

座長：洲本市健康福祉部参事 / 洲本市応急診療所長  山岡 雅顕 

  O11-1  精神疾患を有する多血症患者の禁煙支援 

羽島市民病院 看護部  高橋由美子 

  O11-2  敷地内タバコ・フリー化が精神科デイケア通所者の喫煙動向･意識に及ぼす影響に 

ついて 

東京武蔵野病院 禁煙推進チーム  佐藤 雅美 

  O11-3  循環器疾患治療専門病院における医療従事者の禁煙についての認知度アンケート 

調査を実施して ～禁煙支援の重要性～ 

医療法人 三重ハートセンター 看護部  小林 知子 

  O11-4  歯科衛生士による 5A アプローチに基づいた禁煙指導の実態とその関連要因 

 東京さくら病院歯科  山村有希子 

 

 

第 4 会場（ルームＡ） 

 

9:00～9:50  一般口演 12  薬局・薬剤師としての取り組み 

座長：NPO 法人禁煙みやぎ理事長 / 東北大学病院禁煙外来  山本 蒔子 

  O12-1  タバコに関する東京都内薬剤師の意識調査 その 1  －調剤薬局－ 

北海道科学大学  田中三栄子 

  O12-2  タバコに関する東京都内薬剤師の意識調査 その 2  －調剤薬局－ 

ココカラファインヘルスケア  小本 健博 

  O12-3  保険薬局の禁煙教室の取り組み 

(有)ファルマネットぎふ しいのみセンター薬局  吉田 昌樹 



  O12-4  保険薬局における喫煙実態調査 

(有)ファルマネットぎふ しいのみセンター薬局  中澤 千寿 

  O12-5  全国初！市・医師会とコラボした禁煙支援薬局スタート!! 

町の健康ステーションを目指して 

行田市薬剤師会  新井 孝幸 

 

9:50～10:30  一般口演 13  地域や禁煙外来での取り組み 

座長：大橋胃腸肛門科外科医院院長 / タバコフリー愛媛顧問  大橋 勝英 

  O13-1  『香川県禁煙外来ネットワーク』始動 

KKR 高松病院 睡眠・呼吸センター  荒川裕佳子 

  O13-2  当院における禁煙外来の状況および指導方法に関する検討 

たかはし内科・呼吸器内科クリニック  鈴木 綾花 

  O13-3  当院における禁煙外来治療成績とタバコに関するアンケート調査の結果報告 

美田内科循環器科クリニック  伊勢慎之介 

  O13-4  玉川医師会会員における受動喫煙意識調査について 

一般社団法人玉川医師会  池上 晴彦 

 

10:40～11:20  一般口演 14  禁煙推進に向けた取り組み 

座長：京都岡本記念病院 副院長  高橋 正行 

  O14-1  日本禁煙学会の認定制度について ～資格を取ることの意義～ 

日本禁煙学会 認定制度委員会  高橋 正行 

  O14-2  受動喫煙防止条例の制定を求める東京キャラバンを終えて 

東京キャラバン事務局  関口 正俊 

  O14-3  タバコ対策は優先順位第一位！研究してタバコ対策を進めよう！  

大阪府立成人病センター がん予防情報センター 疫学予防課  田淵 貴大 

  O14-4  WHO 東南アジア地域の 13～15 歳の能動喫煙と受動喫煙の実態 

～WHO 本部 タバコ・フリー・イニシアチブ インターン報告～ 

大阪大学大学院医学系研究科 社会医学講座 公衆衛生学教室  廣瀬 園子 

 

 

第 5 会場（ルームＢ） 

 

9:00～9:50  一般口演 15  幼小児の喫煙防止教育 

座長：平間病院院長 / 無煙世代を育てる会代表  平間 敬文 

  O15-1  「タバコフリー・キッズ＠新居浜」を開催して 

タバコフリー愛媛  中川 夏美 



  O15-2  幼少期からの禁煙教育 

内科おひさまクリニック  北川 直美 

  O15-3  アンケート調査を用いた 行政と協働した小学校における喫煙防止教室の効果に 

ついての検討 

香川タバコの害から健康を守る会  青江  基 

  O15-4  行田市に無煙世代を育てよう！４７２９人の想いとともに 

～教育委員会・市・薬剤師会と連携して～ 

行田中央総合病院 内科  川島  治 

  O15-5  行政との連携による防煙授業の取り組み ～防煙授業の講師育成を試みる～ 

熊本機能病院 看護部  藤本 恵子 

 

9:50～10:40  一般口演 16  様々な喫煙防止教育 

座長：沖縄大学人文学部福祉文化学科教授 / 沖縄 ANDOG ネットワーク会長  山代  寛 

  O16-1  特別支援学校の喫煙防止教育のあり方について 

沖縄大学人文学部福祉文化学科  山代  寛 

  O16-2  沖縄の健康寿命延伸のための喫煙防止教育を含む健康教育のあり方に関する研究 

沖縄大学大学院現代沖縄研究科地域経営専攻  柴田 忠佳 

  O16-3  新入職員に対する喫煙防止教育の実施についての検討 

聖マリアヘルスケアセンター国際保健センター  溝江 花織 

  O16-4  多種連携型喫煙防止教室の成果 

山形県喫煙問題研究会  加藤  淳 

  O16-5  職業訓練校における禁煙教室の前後で喫煙に対する意識の変化 

内科おひさまクリニック  冨山 月子 

 

10:40～11:20  一般口演 17  行政との連携に向けた取り組み 

座長：子どもに無煙環境を推進協議会 理事  野上 浩志 

  O17-1  ＡＴＯ協会の取組 

ATO 協会  鈴木 隆宏 

  O17-2  ちょうふタバコ対策ネットワークの取組み 

ちょうふタバコ対策ネットワーク  鈴木 隆宏 

  O17-3  行政とコラボした、禁煙、防煙、受動喫煙などの出前講演の試み 

香川タバコの害から健康を守る会  森田 純二 

  O17-4  ～未来へきれいな空気を～  

禁煙サポートチーム ～Fresh Air Team～発足および活動報告 

医療法人社団清幸会 行田中央総合病院  吉田久美子 

 



 

＜ポスター発表＞ 
 

ポスター会場（2Ｆホワイエ） 

 

特別発表  熊本大会報告（ポスター） 

    第９回日本禁煙学会学術総会開催報告 

熊本市民病院首席診療部長 / くまもと禁煙推進フォーラム代表  橋本洋一郎 

 

ポスター発表  喫煙の影響・調査 

  P-1  腱板断裂患者における喫煙状況と気流閉塞に関する検討 

産業医科大学若松病院 呼吸器内科  吉井 千春 

  P-2  洲本市における妊婦の喫煙問題の現状と対策（第８報） 

兵庫県淡路島 洲本市応急診療所  山岡 雅顕 

  P-3  横浜薬科大学生の喫煙状況と喫煙に関する意識調査 

横浜薬科大学  柘植 敬子 

  P-4  未成年の喫煙開始と禁煙に係る因子の検討 

 ～熊本県民の喫煙に関するアンケート調査から～ 

一般社団法人くまもと禁煙推進フォーラム  高野 義久 

  P-5  加熱式タバコ（iQOS 等）の禁煙意識への影響について 

医療法人 三重ハートセンター 循環器内科  鈴木 啓之 

  P-6  「喫煙者」「非喫煙者」の動脈硬化疾患関連データと服薬状況 

 －人間ドック受診者データ－から－ 

亀田メディカルセンター幕張  岡田  実 

  P-7  A 市路上での喫煙状況の推移 

医療法人定生会谷口病院  鈴木 史明 

  P-8  乳児･児童へのタバコに関連した虐待 ～近年の報道による暴行事件より～ 

日本赤十字社医療センター付属乳児院  矢野 直子 

  P-9  眼圧値の変動に関連する因子と緑内障一次予防対策解明のための分析疫学的研究 

          ～喫煙習慣が眼圧値の変動に及ぼす影響～ 

杏林大学 医学部 衛生学公衆衛生学教室  吉田 正雄 

  P-10  千葉県・県内全市町村の庁舎・議会の無煙環境調査 

          ～2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて～ 

タバコ問題を考える会・千葉  利根川豊子 

 

  ポスター発表  禁煙支援・指導 



  P-11  患者の期待している保険薬局の薬剤師による禁煙支援 

昭和大学薬学部 生体制御機能薬学講座 生理・病態学部門  下手 葉月 

  P-12  医師が望む保険薬局薬剤師による禁煙支援に関する調査 

昭和大学薬学部 生体制御機能薬学講座 生理・病態学部門  長野明日香 

  P-13  薬学生による身近な喫煙者への禁煙勧奨に関する実態調査 

相模台病院 薬剤部  小松 裕里 

  P-14  薬学部における禁煙支援者の育成を目指して 

神戸薬科大学 臨床薬学研究室  谷口美保子 

  P-15  当科における術前禁煙指導について 

焼津市立総合病院 外科  北  雄介 

  P-16  禁煙集団指導の効果 ～社内看護職の特性を発揮するために～ 

三菱重工業（株）名古屋誘導推進システム製作所小牧北健康管理科  中村 綾香 

  P-17  薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業好事例 ～薬局での禁煙サポート～ 

愛媛県薬剤師会  村山 勝志 

  P-18  しいのみセンター薬局の禁煙活動 

(有)ファルマネットぎふ しいのみセンター薬局  山田菜央実 

  P-19  結核患者の禁煙支援の試み 

結核予防会結核研究所対策支援部保健看護学科  永田 容子 

  P-20  横浜市薬剤師会 禁煙支援薬局の現状と課題 

株式会社日吉堂薬局  相沢  淳 

 

  ポスター発表  禁煙治療 

  P-21  バレニクリンおよび向精神薬による自動車運転等禁止について、わが国と諸外国の 

比較 

大生病院  臼井 洋介 

  P-22  当院禁煙外来で禁煙達成が困難な 6 症例の検討 

地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター 呼吸器内科  一本松英恵 

  P-23  当院禁煙外来における禁煙成功者と不成功者の治療経過の分析 

独立行政法人国立病院機構南京都病院 看護部  井上江美子 

  P-24  整形外科医院における禁煙治療の成績と問題点 

医療法人社団松岡整形外科  松岡  彰 

  P-25  当院の禁煙外来の実績と課題 ～10 年間を振り返って～ 

医療法人 健生会 井上内科クリニック  井上由加利 

  P-26  当院禁煙外来における糖尿病患者の禁煙成功率と HbA1c の経過について（続報） 

松山市民病院看護部  吉本香代子 

  P-27  三回の禁煙指導で卒煙できた一例 



京都山城総合医療センター 呼吸器外科  伊藤 和弘 

 

  ポスター発表  喫煙防止教育 

  P-28  小・中学校における喫煙防止教育の拡大を目的とした取組みの成果 

ＮＰＯ法人山形県喫煙問題研究会  松浪 容子 

  P-29  山形市内の小・中学校における喫煙防止教育の現状 

ＮＰＯ法人山形県喫煙問題研究会  熱海 裕之 

  P-30  看護学生における進路を意識した喫煙防止教育の成果 

山形大学医学部 看護学科  松浪 容子 

  P-31  幼児教育科にける進路を意識した喫煙防止教育の成果 

山形大学医学部 看護学科  松浪 容子 

 

  ポスター発表  受動喫煙の影響・対策 

  P-32  保険薬局機能を活用して受動喫煙を防止する手段としての肺年齢測定実施報告 

一般社団法人山形県薬剤師会 禁煙対策・薬物乱用防止委員会  赤尾  眞 

  P-33  コンビニエンスストアに対する灰皿撤去訴訟の 1 例 

          ～訴訟による受動喫煙防止の試み～ 

名古屋健康禁煙クラブ  水島 早苗 

  P-34  美唄市受動喫煙防止条例成立に至る医師会活動の経験 

 ～市民の健康被害を防ぐために～ 

美唄市医師会  井門  明 

  P-35  関東地方 A 県の高校生における家庭内受動喫煙実態調査結果 

          －家族（同居人）に喫煙者のいる場合－ 

NPO 法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所  渡邊 直人 

  P-36  関東地方群馬県渋川市の高校生における家庭内受動喫煙実態調査結果 

          －家族（同居人）に喫煙者のいる場合－ 

NPO 法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所  渡邊 直人 

  P-37  子どもが自家用車で曝露されるタバコ煙濃度の評価 

産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室  姜   英 

  P-38  医学部生における、受動喫煙の現況とその要因 

東邦大学医学部 医学科 内科学講座 呼吸器内科学分野（大森）  高井雄二郎 

 

  ポスター発表  禁煙推進・タバコ対策 

  P-39  タバコ対策のパブリックコメントへの応募の意義と評価について 

子どもに無煙環境を推進協議会  野上 浩志 

  P-40  世界禁煙デーイベント、第 16 回全国禁煙推進研究会の運営に関わって 



タバコフリー愛媛  宮武真佐恵 

  P-41  非燃焼・加熱式タバコに関する大学１年生の認識および使用実態調査 

相模台病院 薬剤部  相澤 政明 

  P-42  タバコ業界からの政治献金の実態調査（第三報）（2010～2014 年） 

子どもに無煙環境を推進協議会  野上 浩志 

  P-43  一般書から読み解く、ストレス学説に対するタバコ会社の影響 

岡山済生会総合病院  川井 治之 

  P-44  2016 年千葉県船橋市における無煙環境調査 

～歩行喫煙者数、ポイ捨て、飲食店調査の結果報告～ 

タバコ問題を考える会・千葉  紅谷  歩 

  P-45  タバコ問題情報センター30 年を振り返って ～平山雄博士の遺志を受け継いで 

一般社団法人タバコ問題情報センター代表理事  渡辺 文学 

  P-46  日本禁煙学会大阪支部の設立と意義について 

子どもに無煙環境を推進協議会  野上 浩志 

  P-47  市町村レベルのたばこ対策の実施状況と推進体制との関連 

岐阜医療科学大学保健科学部看護学科  道林千賀子 

  P-48  タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）のこれまでの活動と今後の課題 

タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）  紅谷  歩 

 

  ポスター発表  ニコチン依存・禁煙心理 

  P-49  タバコの購入方法とニコチン依存症の心理的依存の関係 

かさい睡眠呼吸器クリニック  菊池 浩美 

 

  ポスター発表  その他 

  P-50  禁煙により改善した肺ランゲルハンス細胞組織球症 

焼津市立総合病院 外科  北  雄介 

  P-51  一人の受動喫煙症患者としての行動紹介 ～安心して暮らせる明日の為に～ 

受動喫煙症患者  堀内  卓 

  P-52  糖尿病患者における歯周病のアンケート調査結果と高感度 CRP、HbA1c の関係 

三越厚生事業団 三越診療所  小原 啓子 

  P-53  世界で一番喫煙率の高い国 ～東ティモールのタバコ事情報告～ 

田那村内科小児科  田那村雅子 

  P-54  NPO 法人山形県喫煙問題研究会 NPO 化の検証 

ＮＰＯ法人山形県喫煙問題研究会  髙橋 功子 

  P-55  医療用医薬品添付文書における喫煙と薬剤の相互作用の記載について 

一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院  佐藤 雅美 


