一般演題（口演）
未成年

10月28日（土）9：30〜10：20
座長：永吉
田草

I-01

週刊
奥田

I-02

恭久（和歌山県立和歌山工業高等学校）

園子（大阪大学大学院医学系研究科

公衆衛生学教室）

年度別評価

奈央子（医療法人清心会徳山クリニック）

中学生における喫煙への罰則による禁煙支援への影響
永吉

I-05

タバコの正体

当院における未成年禁煙外来の現状
永吉

I-04

奈央子（医療法人清心会 徳山クリニック）
雄一（ぽよぽよクリニック）

WHO 西太平洋局の 23 の国と地域の調査をもとにした若年層への禁煙教育と情報提供の
一考察
廣瀬

I-03

奈央子（医療法人清心会徳山クリニック）

保育園における禁煙教育継続のための分析と考察
仲佐

菜生子（医療法人社団創健会松江記念病院／しまねこどもをたばこから守る会）

受動喫煙

10月28日（土）10：20〜10：40
座長：鈴木

A-01

修一（国立病院機構下志津病院
雄輔（静岡県立大学薬学部
静岡県立総合病院）

10月28日（土）10：40〜11：20
座長：野田
永江

C会場（6F 601大会議室）

隆（のだ小児科医院）
尚美（ＮＰＯ法人しまね子どもをたばこから守る会）

有希子（あいち健康の森健康科学総合センター）

成人式アンケート結果と受動喫煙防止法案に関する石川県の取り組み
遠藤

將光（金沢医療センター

心臓血管外科／ NPO 法人禁煙ねット石川）

禁煙健康ネット宮崎の活動報告 2016-17（5）
野田

B-04

臨床研究センター／

妊産婦の喫煙状況調査から得た現状と今後の課題
村上

B-03

小児科）

小児科）

分子病態学分野／京都医療センター

地域

B-02

修一（国立病院機構下志津病院

静岡県立大学における受動喫煙状況の調査
宮崎

B-01

C会場（6F 601大会議室）

室内喫煙する家族のニコチン依存度は高いのか：中学校における調査
鈴木

A-02

C会場（6F 601大会議室）

隆（のだ小児科医院）

静岡での禁煙支援活動 ～静岡県立大学の取り組み～
岩崎

祐子（静岡県立大学薬学部

分子病態学講座）
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歯科

10月28日（土）11：20〜11：50
座長：大草
鐘築

C-01

歯科法医学室）

雅之（医療法人緑風会ハロー歯科）

新型タバコ（アイコス）を使用するある妊婦に対する禁煙支援 ～歯科および産科での禁煙
支援の取り組み～
小野

C-03

亘孝（大阪歯科大学
剛（ベル歯科医院）

妊娠期間中の妊婦ならびにパートナーの禁煙に関する意識調査 ～岡山市「妊婦・パート
ナー歯科健診」のアンケート調査から～
滝川

C-02

C会場（6F 601大会議室）

和歌子（医療法人緑風会ハロー歯科）

歯肉炎と喫煙・動脈硬化因子との関連
船本

雅文（静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府分子病態学講座／
国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター）

治療Ⅰ

10月28日（土）14：30〜15：10
座長：舘野
絹見

C会場（6F 601大会議室）

博喜（さいたま市立病院 禁煙外来）
佳子（元岡山大学 安全衛生部 保健衛生管理課）

H-01 精神疾患を併存したニコチン依存症患者の禁煙治療はなぜ難しいのか？
平林

智子（国立病院機構千葉医療センター）

H-02 禁煙補助薬ニコチン置換療法とバレニクリンの禁煙成功率に関する検討
五十嵐

悠大（国立病院機構千葉医療センター）

H-03 ニコチン依存症治療用スマホアプリ“CureApp 禁煙”の有効性に関する検討（多施設共同
単群介入研究の中間報告）
舘野

博喜（さいたま市立病院

禁煙外来／慶應義塾大学病院

禁煙外来）

H-04 禁煙補助薬の副作用は禁煙成功に影響を与えるか？
高橋

友也（国立病院機構千葉医療センター）

治療Ⅱ

10月28日（土）15：10〜15：50
座長：富永
大庭

C会場（6F 601大会議室）

典子（エア・ウォーター健康保険組合）
信行（高津オオバ薬局）

H-05 透析患者に対する禁煙支援事例報告
山田

由美子（医療法人清心会徳山クリニック附属血液浄化センター）

H-06 調剤薬局薬剤師による禁煙支援 −企業における卒煙サポートプログラムに薬剤師が関
わった事例−
笠原

大吾（一般社団法人沖縄県薬剤師会）

H-07 認知症患者の禁煙支援
後藤

美加（独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター

H-08 再喫煙事例から学ぶ禁煙対策
上村

尚子（医療法人社団創健会松江記念病院）
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禁煙外来）

治療Ⅲ

10月28日（土）15：50〜16：30
座長：矢野
嘉数

C会場（6F 601大会議室）

修一（国立病院機構松江医療センター 呼吸器内科）
直樹（島根大学医学部 環境保健医学講座）

H-09 悪性腫瘍術前患者における SDS-Score の特徴
坂崎

仁美（国立病院機構千葉医療センター）

H-10 国立病院機構所属の外科医に対する術前禁煙についての意識調査（中間報告）
守

正浩（国立病院機構千葉医療センター）

H-11 受診者特性によるスクリーニングシステムを活用した遠隔禁煙外来プログラムの創造
内川

一明（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）

H-12 演題取り下げ
治療Ⅳ

10月29日（日）9：30〜10：00

C会場（6F 601大会議室）

座長：堀江 貴（堀江耳鼻咽喉科医院）
東 千鶴（福岡市薬剤師会）

H-13 喫煙は胃癌手術における術後合併症の強い危険因子である
粕谷

雅晴（国立病院機構千葉医療センター）

H-14 胃癌患者における術前禁煙治療の入院医療費削減効果に関する検討
山中

崇寛（国立病院機構千葉医療センター）

H-15 悪性腫瘍手術は最も強い禁煙成功因子である
杉山

治療Ⅴ

友啓（国立病院機構千葉医療センター）
10月29日（日）10：00〜10：40
座長：齊藤
村下

C会場（6F 601大会議室）
喜久子（高の原中央病院）
伯（松江保健所）

H-16 禁煙成否と禁煙早期における抑うつ状態変化の関連について
小見山

麻紀（国立病院機構京都医療センター）

H-17 禁煙後変化における白血球分画に関する検討
小見山

麻紀（国立病院機構京都医療センター）

H-18 禁煙後早期に、鋭敏な腎機能マーカーであるシスタチン C が有意に減少していた
清水

果奈（静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府分子病態学講座／
京都医療センター 臨床研究センター）

H-19 禁煙 1 年後の禁煙継続群と再喫煙群における比較検討
嶋田

清香（国立病院機構京都医療センター
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展開医療研究部）

大学

10月29日（日）10：40〜11：20
座長：斎藤
米原

E-01

陽子（神戸国際大学）

禁煙アンケートにみる禁煙支援方策のヒント
星

E-03

春乃、神蔵

理奈、志田

夏美（高崎健康福祉大学健康福祉学部

医療情報学科）

社会環境の変化および大学の喫煙対策が大学生の喫煙率に与える影響
眞﨑

E-04

照代（国際医療福祉大学保健医療学部 公衆衛生看護学領域）
久恵（医療法人社団創健会松江記念病院）

K 大学生の喫煙開始に影響を与えた要因 − 2012 年入学生の経時的変化から−
森田

E-02

C会場（6F 601大会議室）

義憲（九州大学基幹教育院／九州大学キャンパスライフ・健康支援センター）

鶴見大学における喫煙の実態調査－第 12 報
阿部

その他

道生（鶴見大学歯学部

生物学）
10月29日（日）11：20〜12：00
座長：遠藤
仲佐

C会場（6F 601大会議室）

將光（国立病院機構金沢医療センター 心臓血管外科）
菜生子（松江記念病院 健康支援センター）

M-01 外来診療における入院予定者に対する禁煙推奨についての調査
嶋田

清香（国立病院機構京都医療センター

展開医療研究部）

M-02 入院患者の禁煙支援における看看連携について
若松

悦子（聖マリアンナ医科大学東横病院

当院での取り組み

看護部）

M-03 タバコ・コントロールにおけるソーシャル・マーケティングの役割 ～ WHO 本部 タバコ・
フリー・イニシアチブでの勤務とオーストラリア政府の取り組み事例をもとに～
廣瀬

園子（大阪大学大学院医学系研究科

公衆衛生学教室）

M-04 建物内禁煙実施後の事業所従業員の反応と今後の方向性 〜産業医・衛生管理者と連携し
た取り組み～
永田

真理（医療法人社団創健会松江記念病院）
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一般演題（ポスター）
ポスター発表口演

10月29日（日）10：10〜11：00
座長：多田
藤田

P-01

聖次（夢眠クリニック名張）
悠也（国立病院機構千葉医療センター）

ascure 禁煙プログラム（専用禁煙支援アプリと看護師によるオンライン指導）による禁煙
支援と禁煙継続率の評価
徳永

P-05

歯科法医学室）

外科外来受診者を対象とした禁煙意識に関するアンケート調査の検討
船津

P-04

亘孝（大阪歯科大学

女性はいかにたばこ病で逝ったか − 1876 年～ 2017 年−
森岡

P-03

寛子（多田歯科医院）
悦子（社会福祉法人敬仁会）

平成 28 年度大阪歯科大学生の生活実態調査アンケートから得た喫煙状況
大草

P-02

ポスター会場（5F ロビー）

なぎさ（日本橋スマートクリニック／株式会社キュアアップ）

禁煙による UA 値と BMI，腹囲および血液検査値の変化の検討
尾崎

裕香（国立病院機構京都医療センター
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展開医療研究部）

