■日程

1 日目

10 月 28 日（土）
A 会場

B 会場

（3F 国際会議場）

（5F 501 大会議室）

受付開始
9：00

開会式

8：00～
8：45～9：00

公開講座

9：00～10：00
座長：山﨑 一幸（島根県健康福祉部健康推進課）
健康経営の視点から～禁煙対策
岡田 邦夫（NPO 法人健康経営研究会）

日本禁煙科学会認定禁煙支援士試験

9：00～9：30

10：00
10：00～11：00
特別講演
座長：高橋 秀寿（島根労働局労働基準部）
会社の発展は社員の幸せから～社員第一主義経営のすべて
樋口 友夫（株式会社天彦産業）
11：00

教育講演 1
座長：長谷川 純一（鳥取大学）
世界のたばこ事情
吉村 健清（救急救命九州研修所）
12：00

13：00

12：00～13：00
ランチョンセミナー 1
座長：春木 宥子（松江記念病院）
禁煙支援のエビデンス Up-to-date
～日本発のエビデンスと電子タバコを含めて～
舘野 博喜（さいたま市立病院）
共催：株式会社キュア・アップ

会員総会

14：00

15：00

16：00

11：00～11：50

10：00～12：00
禁煙治療分科会
治療分科会 −禁煙が困難とされる患者さんの支援−
担当者：長谷川 浩二（国立病院機構京都医療センター）

13：00～13：30

13：30～14：15
会長講演
座長：高橋 裕子（京都大学）
リスク管理と感動のたばこ対策
～仲間とともに歩んだ 10 余年、そしてこれから～
春木 宥子（NPO 法人しまね子どもをたばこから守る会）

学会賞授賞式

14：15～14：30

公開シンポジウム

健康心理学分科会／行動科学分科会 14：30～15：30
行動科学・健康心理ジョイント分科会
「心理・行動科学は禁煙支援にどのような貢献ができるのか」
14：30～17：00
座
長：東山 明子（大阪商業大学）
話題提供：津田 忠雄（近畿大学）
山野 洋一（岡山大学）

座長：大和 浩（産業医科大学）
野津 立秋（松江市医師会）
受動喫煙のない職場達成への取組み
片寄 敏朗（株式会社真幸土木）
小川 賢二（石見交通株式会社）
森田 哲也（株式会社リコー H&S 統括部）
彌冨 美奈子（株式会社 SUMCO 健康管理センター）
恩田 恵子（中国電力株式会社島根支社 健康管理センター）
細田 典子（雲南市役所 総務部人事課）
大和 浩（産業医科大学）

17：00

懇親会（ホテル一畑  1F サンシャイン）

18：00～20：00

C 会場

（6F 601 大会議室）

D 会場

（4F 401 会議室）

ポスター会場
（5F ロビー）

9：00

10：00

11：00

一般演題

未成年

一般演題

受動喫煙

10：20～10：40

一般演題

地域

10：40～11：20

一般演題

歯科

11：20～11：50

9：30～10：20

10：00～12：00
遠隔医療分科会
遠隔医療分科会開催にあたり
担当者：東福寺 幾夫（高崎健康福祉大学）

12：00

ポスター
貼付・閲覧
8：00～17：00

13：00

14：00

一般演題

治療Ⅰ

14：30～15：10

一般演題

治療Ⅱ

15：10～15：50

一般演題

治療Ⅲ

15：50～16：30

15：00

16：00

17：00

15：00～16：30
看護師保健師分科会
明日から実践できる禁煙支援
コーデネーター：
石田 あや子（南溟会宮上病院）
寺嶋 幸子（国立病院機構京都医療センター）

■日程

2 日目

10 月 29 日 ( 日 )
A 会場

B 会場

（3F 国際会議場）

（5F 501 大会議室）

9：00

市民公開講座 1
座長：浅野 茂充（島根労働局）
受動喫煙対策の徹底について
正林 督章（厚生労働省健康局 健康課）

9：00～10：00

10：00

11：00

10：00～11：50
シンポジウム 1
座長：東福寺 幾夫（高崎健康福祉大学）
堀 浩太郎（産業医部会）
各組織で取組む禁煙推進・受動喫煙防止の連携
10：00～12：00
教育・小児分科会／薬剤師分科会
羽鳥 裕（日本医師会）
うまくいく喫煙防止教育のコツはこれだ !! −実演付き−
中瀬 勝則（中瀬医院）
担当者：野田 隆（のだ小児科医院）
大塚 正明（全国健康保険協会 島根支部）
山﨑 一幸（島根県健康福祉部 健康推進課）
樋野 和夫（日本労働安全衛生コンサルタント会 島根支部）

12：00

ランチョンセミナー 2
座長：室原 豊明（名古屋大学）
タバコ病としての COPD とその問題点
礒部 威（島根大学）
13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

優秀演題賞表彰式
次期会長挨拶

12：00～13：00

13：00～13：30

13：00～14：30
健康教育分科会
「禁煙するぞ」というモチベーション向上のための最大の武
13：30～14：30 器はこれだ！
教育講演 2
ウェルビーング思考を日常生活への取り入れるコツの実践
座長：中山 健夫（京都大学）
担当者：須賀 英道（龍谷大学短期大学部）
エコチル調査からみたタバコの健康影響
黒沢 洋一（鳥取大学）
14：30〜16：00
シンポジウム 2
座長：紀川 純三（松江市立病院）
室原 豊明（名古屋大学）
14：30〜16：00
市民公開講座 2
各科で取組む禁煙支援
座長：中村 令（島根県立中山間地域研究センター）
田邉 一成（東京女子医科大学）
きれいな空気を深呼吸！食べ物おいしい！でも太らない !!
白根 誠（白根耳鼻咽喉科）
～幸せへの道、しっかり歩もう～
加治 正行（静岡市保健所）
北折 一（元ＮＨＫ「ためしてガッテン」専任ディレクター）
小林 孝文（島根県立こころの医療センター）
八田 告（八田内科医院）
中澤 芳夫（江津総合病院）

閉会式

16：00～

C 会場

（6F 601 大会議室）

D 会場

（4F 401 会議室）

ポスター会場
（5F ロビー）

9：00

一般演題

治療Ⅳ

9：30～10：00

一般演題

治療Ⅴ

10：00～10：40

10：00

11：00

一般演題

大学

10：40～11：20

一般演題

その他

11：20～12：00

ランチョンセミナー 3

12：00～13：00
座長：安次嶺 馨（沖縄県中部病院）
未成年に対する防煙教室から始める禁煙社会
の実現 ～外科医の視点で～
中村 廣繁（鳥取大学）
13：00

15：00

16：00

17：00

10：00～11：30
座長：安次嶺 馨（沖縄県立中部病院）
高橋 裕子（京都大学）
演者：野田 隆（のだ小児科医院）
Sungkyu Lee（漢陽大学校大学院）

ポスター口演発表
10：10～11：00

ポスター撤去

12：00

14：00

日韓ジョイントミーティング in 松江

13：00～14：30
歯科分科会
歯科医療における禁煙支援
座長：多田 寛子（多田歯科医院）
演者：大町 健介（島根県歯科医師会）
鐘築 剛（島根県歯科医師会）
王 宝禮（大阪歯科大学）

11：00～13：00

