
第8回日本禁煙学会学術総会

プログラム

11 月 15 日（土）  1 日目

第1会場：劇場

10:30 ～ 11:00	 開会式

11:00 ～ 12:00	 理事長講演
座長　沖縄大学人文学部福祉文化学科　山代　　寛

「世界の潮流と日本の現状　　—オリンピックと受動喫煙防止について—」

日本禁煙学会理事長　作田　　学

13:40 ～ 16:10	 シンポジウム1「多重依存」
座長　今帰仁診療所　石川　清和

S1-1	 依存症としての喫煙

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　清水　隆裕

S1-2	 ギャンブル障がいをめぐって

かいクリニック　稲田　隆司

S1-3	 依存症からの回復と成長

NPO法人　琉球GAIA　鈴木　文一

S1-4	 アルコール・ニコチンの多重依存にどう対処するか？

沖縄協同病院　心療内科・精神科　小松　知己

16:30 ～ 17:30	 特別講演
座長　沖縄県立中部病院・ハワイ大学卒後医学臨床研修事業団ディレクター　安次嶺　馨

「日本でタバコ規制推進活動を行う皆様に、私が伝えたい５つのこと」

ハワイ大学ウィリアム・S・リチャードソンロースクール　教授　マーク・A・レヴィン

17:40 ～ 18:40	 会長講演
座長　日本禁煙学会理事長　作田　　学

「めざそうタバコフリー愛ランド」

沖縄大学人文学部福祉文化学科　山代　　寛



第2会場：会議場A1

11:00 ～ 12:00	 一般口演1
座長　中央内科クリニック　村松　弘康

O1-1	 大腸癌手術患者の喫煙状況と禁煙の動機付けに関する前向き調査研究：3年経過報告

東邦大学医療センター大橋病院　外科　斉田　芳久

O1-2	 禁煙外来における患者の心理状態と禁煙成功の関わる因子についての検討

日本大学医学部附属板橋病院　酒井　厚子

O1-3	 双極性感情病障害	患者（BPP）のValeniculin	（VLN）を用いた禁煙治療を支える
	 精神療法と薬物療法標準化への試み

医療法人社団二誠会　メンタルクリニック葛西　精神科/
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

O1-4	 禁煙が強制オシレーション指標に及ぼす短期効果と臨床背景クラスターとの関連

帝京大学医学部　内科学講座　呼吸器・アレルギー学　小泉　佑太

O1-5	 禁煙外来前後でのスパイロメトリー検査及び強制オシレーション法検査（モストグラフ）
結果の比較、検討

医療法人清和会　長田病院　呼吸器内科　外山　貴之

12:20 ～ 13:20	 ランチョンセミナー 1
座長　琉球大学大学院　医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学講座　大屋　祐輔

「沖縄の伝統的食事によって長寿再生は可能か　―チャンプルースタディーから考える―」

琉球大学大学院　医学研究科　衛生学・公衆衛生学講座　等々力英美

13:40 ～ 14:30	 一般口演2
座長　岡本総合法律事務所　弁護士　岡本　光樹

O2-1	 加濃式社会的ニコチン依存度（KTSND）を用いた生活保護者の喫煙状況実態調査

社会医療法人公徳会トータルヘルスクリニック　川合　厚子

O2-2	 口腔細菌影響とMIを導入した禁煙治療教育モデルカリキュラムの開発：
	 歯学・歯科衛生学卒前臨床教育

福岡歯科大学　口腔保健学講座　埴岡　　隆

O2-3	 大学敷地内全面禁煙実施後の喫煙行動の類型

岡山大学大学院　社会文化科学研究科　長谷川芳典

O2-4	 昭和大学横浜市北部病院と連携施設による禁煙啓発活動

昭和大学横浜市北部病院　耳鼻咽喉科　竹内　美緒



14:30 ～ 15:30	 一般口演3
座長　道北勤医協　旭川北医院　松崎　道幸

O3-1	 日本の職場における禁煙化の格差

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

O3-2	 看護学生の受動喫煙の実態と受動喫煙に対する認識　―第1報―　
	 ～教育機関、学年、入学前に受けた教育の違いに着目した分析～

山形大学　医学部　看護学科　松浪　容子

O3-3	 看護学生の受動喫煙の実態と受動喫煙に対する認識　―第2報―
	 ～加濃式社会的ニコチン依存度調査票KTSNDを用いた分析～

山形大学　医学部　看護学科　松浪　容子

O3-4	 脱タバコ社会における電子タバコ登場の意味と攻防

国立がん研究センター　がん対策情報センター　たばこ政策研究部　望月友美子

O3-5	 「子ども×地域＝健康」：タバコフリーキッズ・ジャパンのめざすもの

国立がん研究センター　がん対策情報センター　たばこ政策研究部　望月友美子

15:30 ～ 16:30	 一般口演4
座長　日本禁煙学会評議員　鈴木　隆宏

O4-1	 タバコ病で家族を失うということ―父の入院日記に基づく出版で見えてきたもの―

「喫煙を考える」　荻野寿美子

O4-2	 さらに禁煙を推進していくうえで必要なこと

日本禁煙学会　鈴木　隆宏

O4-3	 職域の狭間で臨床検査技師にも出来る受動喫煙防止支援と市民活動報告
	 ―ひとつひとつコツコツと－

株式会社日立製作所日立総合病院　検査技術科　山元　　隆

O4-4	 受動喫煙防止条例の制定とスモークフリーキャラバンの活動

NPO法人未来塾　関口　正俊

O4-5	 禁煙ジャーナル、発行25周年をふりかえって

一般社団法人　タバコ問題情報センター　渡辺　文学



第3会場：会議場B1

12:20 ～ 13:20	 ランチョンセミナー 2
座長　鵬友会新中川病院　禁煙外来　加濃　正人

「禁煙指導に使える（かもしれない）心理学入門」

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　清水　隆裕

13:40 ～ 15:00	 一般口演5
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　天貝　賢二

O5-1	 禁煙外来におけるやる気と自信と禁煙成功率との関連について

市立堺病院禁煙外来　大田　加与

O5-2	 病棟看護師の禁煙指導の現状～禁煙指導がすすまない理由～

熊本機能病院　看護師　山口　綾乃

O5-3	 禁煙時のうつ状態に対する抗うつ薬の予防的効果の検証

一宮温泉病院/やまなしタバコ問題研究会　松尾　邦功

O5-4	 禁煙外来患者の健康関連QOLについて　-SF36による検討-

医療法人社団愛語会　要町病院/日本大学医学部呼吸器内科学分野　吉澤　孝之

O5-5	 企業禁煙化における動機づけ面接を用いた電話相談の有用性

KUNIX/ゆるーい思春期ネットワーク　松尾　邦功

O5-6	 禁煙外来保険適用期間内に禁煙成功に至らなかった例への継続支援の有効性

市立堺病院　禁煙外来　高畑　裕美

15:10 ～ 16:30	 一般口演6
座長　医療法人財団アドベンチスト会東京衛生病院　健康増進部　佐々木温子

O6-1	 当クリニックにおける禁煙外来の現状

医療法人社団　友愛会　鎌田クリニック　内田久仁子

O6-2	 禁煙治療継続のためのバレニクリン減量の試み

しんクリニック　野々山真樹

O6-3	 医療機関、地域薬剤師会、大学との地域連携による禁煙治療CDTM（共同薬物治療管理）

茨城県立中央病院　消化器内科　天貝　賢二

O6-4	 看護職の喫煙実態調査報告－所属する機関の禁煙対策とその遵守状況－

防衛医科大学校　医学教育部　看護学科　瀬在　　泉

O6-5	 小学生への防煙教育のアプローチ方法の提案

やまなしタバコ問題研究会/ゆるーい思春期ネットワーク/一宮温泉病院　松尾　邦功

O6-6	 禁煙外来のある当院職員における喫煙状況調査の検討

東京アレルギー・呼吸器疾患研究所/聖隷富士病院内科　渡邉　直人



11 月 16 日（日）  2 日目

第1会場：劇場

			9:30 ～ 11:00	 シンポジウム2「COPD」
座長　日本禁煙学会　GRP委員会委員長（讃陽堂松原病院）　森田　純二

S2-1	 タバコとCOPD-乱立する吸入剤に向けて，我々からのメッセージ

日本禁煙学会　GRP委員会委員長（讃陽堂松原病院）　森田　純二

S2-2	 COPDの予防としての喫煙対策

東北大学環境・安全推進センター　黒澤　　一

S2-3	 喫煙者特有の疾患、肺気腫を再認識しましょう

香川県立保健医療大学　佐藤　　功

S2-4	 COPDとタバコ

盛岡つなぎ温泉病院　小西　一樹

11:00 ～ 12:30	 シンポジウム3「タバコと貧困」
座長　大生病院　禁煙外来・精神科　精神保健指定医　臼井　洋介

S3-1	 ニコチン依存性生活保護症候群

大生病院　禁煙外来・精神科　精神保健指定医　臼井　洋介

S3-2	 喫煙と犯罪～コンビニ強盗におけるタバコ盗～

琉球大学医学部附属病院　地域医療教育開発講座　又吉哲太郎

S3-3	 福祉事務所を窓口にした生活保護受給者に対する禁煙支援の可能性

山形大学医学部看護学科（山形県喫煙問題研究会）　松浪　容子

S3-4	 定時制高校での喫煙防止教育

京都府立医科大学　大学院医学研究科　地域保健医療疫学
（京都府　中丹西保健所）　渡邉　　功

12:30 ～ 13:00	 閉会式

14:00 ～ 15:00	 市民公開講座
司会　沖縄大学人文学部福祉文化学科　山代　　寛

「子どもの貧困と沖縄の将来」

沖縄大学前学長/作家　野本三吉　加藤　彰彦



第2会場：会議場A1

			9:30 ～ 10:30	 一般口演7
座長　かとうクリニック　加藤　正隆

O7-1	 禁煙治療後の長期追跡結果

かとうクリニック（愛媛県新居浜市）　三宅　洋子

O7-2	 禁煙外来の9年間を振返って

独立行政法人　地域医療機能推進機構　高岡ふしき病院　禁煙外来　長澤　千和

O7-3	 統合失調症を有する禁煙希望者に対するOTC	（Over-the-counter）禁煙補助薬と
	 小冊子を用いた動機づけ

藤田保健衛生大学　医学部　精神神経科学　趙　　岳人

O7-4	 妊婦の喫煙、受動喫煙の状況と社会的ニコチン依存度との関連

大和郡山病院　産婦人科　山下　　健

O7-5	 バレニクリン副作用チェックシートの有用性についての検討

東京衛生病院　健康増進部　宮城　嗣善

10:30 ～ 11:30	 一般口演8
座長　済生会滋賀県病院　糖尿病代謝内科　稲本　　望

O8-1	 特定健康診査・特定保健指導領域における禁煙支援資材作成の取り組み

熊本市立熊本市民病院　藤本　恵子

O8-2	 糖尿病患者において禁煙が及ぼす効果・影響に関する解析

朝日生命成人病研究所附属医院　糖尿病代謝科　禁煙外来　菊池　貴子

O8-3	 当院糖尿病外来に通院加療中の糖尿病患者における喫煙者の頻度と禁煙外来への期待

松山市民病院　高石　彩子

O8-4	 禁煙外来受診時に発見できなかった進行肺癌の１例

長岡赤十字病院救命救急センター　江部　佑輔

O8-5	 モチベーション維持で卒煙しインスリン抵抗性が改善し，
	 内服薬なしで糖尿病が改善した一例

済生会滋賀県病院　糖尿病代謝内科　稲本　　望



11:30 ～ 12:20	 一般口演9
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　兼城　邦昭

O9-1	 非心原性虚血性脳卒中患者におけるクロピドグレルの反応性と喫煙との関係

埼玉医科大学国際医療センター　神経内科・脳卒中内科　丸山　　元

O9-2	 喫煙者の冠動脈疾患の特徴

厚木市立病院　循環器内科　八木　秀憲

O9-3	 当センターにおける禁煙支援と喫煙状況の推移

群馬県立心臓血管センター　健康指導局　健康相談課　萩原江里子

O9-4	 2型糖尿病患者における喫煙と無症候性心筋虚血との関連

松山市民病院　内科　眞鍋　健一

O9-5	 禁煙外来における長期的調査結果　ー心理的要因に焦点をあててー

三育学院大学　看護学部　看護学科　宮城　眞理

14:00 ～ 17:00	 第12回禁煙治療セミナー

第3会場：会議場B1

			9:30 ～ 10:40	 一般口演10
座長　熊本市民病院　神経内科・地域医療連携部　橋本洋一郎

O10-1	 看護学生が希望する飲食店の受動喫煙防止対策と飲食店選択基準

群馬パース大学　保健科学部　看護学科　馬醫世志子

O10-2	 飲食店の禁煙化を進める--受動喫煙防止条例制定をめざして

山田菊地医院　山田　修久

O10-3	 受動喫煙対策前後の微小粉じん濃度（PM2.5）の数値変化（実態報告）

北海道中央労災病院　治療就労両立支援センター　小宅千恵子

O10-4	 アミューズメント施設での受動喫煙対策

びわこ成蹊スポーツ大学　高橋　正行

O10-5	 受動喫煙症の職場環境改善例

くらた内科クリニック　今野　郁子

O10-6	 A町における受動喫煙防止対策の取り組み

医療法人社団　緑水会　山口医院　春高　徳子



10:40 ～ 11:50	 一般口演11
座長　KUNIX/一宮温泉病院　松尾　邦功

O11-1	 医学部医学科教育過程における防煙教育の効果の検討

長崎大学病院　第二内科　河野　哲也

O11-2	 日本と中国の薬学生の喫煙状況

北海道薬科大学　田中三栄子

O11-3	 「禁煙指導の法学的考察」・・・特に公共の福祉とLegal	Paternalismを中心として・・・

長岡技術学大学　生物系　医用生体工学教室　福本　一朗

O11-4	 大学生の喫煙状況と小・中・高等学校・大学における
	 喫煙防止教育の受講経験に関する学部間の比較

東京薬科大学　薬学部　薬学実務実習教育センター /
筑波大学　医学医療系　社会健康医学研究室　戸張　裕子

O11-5	 大学の喫煙対策が大学生の喫煙行動に与える影響

札幌学院大学　人文学部　子ども発達学科　北田　雅子

O11-6	 看護職の喫煙実態調査報告（第2報）－上司の関わりと環境整備に焦点をあてて－　

高知県立大学看護学研究科　久保田聰美

14:30 ～ 15:15	 認定指導者・専門指導者　講義

15:30 ～ 16:30	 認定指導者・専門指導者　試験

ポスター会場：会議場B5・6・7

			9:30 ～ 10:30	 ポスターディスカッション1
座長　医療法人弘仁会　苓北クリニック/NPO法人つなぐ　倉本　剛史

PO1-1	 職場受動喫煙に基づく心的外傷後ストレス障害（PTSD：ICD-10	F43）の実例報告
	 ～慰謝料100万円～

医療法人尚寿会　大生病院　精神科/
医療法人社団圭仁会　ぎんなんクリニック　臼井　洋介

PO1-2	 大学医学部における受動喫煙に対する意識調査

琉球大学医学部附属病院地域医療教育開発講座　又吉哲太郎

PO1-3	 医学部における社会的ニコチン依存度調査

琉球大学　医学部　医学科　松浦　　翔

PO1-4	 依存症治療施設における多重依存の実態調査

沖縄大学　大学院　現代沖縄研究科　修士課程　地域経営専攻　福山　　翔

PO1-5	 当院における敷地内禁煙実施前後の医師の喫煙行動の変化

鳥取県市立病院　内科　武田　洋正

PO1-6	 禁煙開始後の喫煙衝動と社会的ニコチン依存度との関連の検討

予防医療研究所/手稲渓仁会クリニック禁煙外来　谷口　治子



10:30 ～ 11:30	 ポスターディスカッション2
座長　安陪内科医院　安陪　隆明

PO2-1	 米国の禁煙支援トレーニングプログラム“Rx	for	Change”の使用評価

相模台病院　薬剤部　相澤　政明

PO2-2	 単科精神科病院の特性を利用した禁煙対策の試み

成精会　刈谷病院　菅沼　直樹

PO2-3	 精神科病棟主体の病院における施設内禁煙活動の流れと今後の課題

医療法人タピック　宮里病院　下地　正夫

PO2-4	 精神疾患を伴う患者の一度はあきらめた禁煙治療　
	 －COPD・狭心症を併存している統合失調症患者の４年禁煙継続の要因－

愛媛大学　医学部　附属病院　看護部　川上真理子

PO2-5	 精神科病院における職員のタバコに関するアンケート結果

天草病院　薬局　青柳浩太郎

PO2-6	 複数回禁煙にチャレンジした禁煙困難例患者の傾向を探る

康生会　北山武田病院　師岡　康江

11:30 ～ 12:30	 ポスターディスカッション3
座長　管工業健康保険組合健康管理センター　高山　重光

PO3-1	 コメディカル主体の禁煙外来クリニカルパスの成績

医療法人アンビシャス　坂の上野　田村太志クリニック　及川　　燈

PO3-2	 当科禁煙外来における，バレニクリン（チャンピックスR	）による12週治療成績の推移

湘南藤沢徳洲会病院　神経内科　伊藤　　恒

PO3-3	 日常診療における禁煙支援

船員保険健康管理センター /横浜保土ヶ谷中央病院　呼吸器内科　高木　重人

PO3-4	 禁煙再治療で漢方方剤の併用が副作用軽減に有効であった１例

しんクリニック　看護師　蜷川　杏子

PO3-5	 高松協同病院における禁煙外来の2年間のまとめ

香川医療生活協同組合　高松協同病院/
香川医療生活協同組合　高松平和病院　北原　孝夫



			9:30 ～ 10:30	 ポスターディスカッション4
座長　土井内科医院　土井たかし

PO4-1	 より広い視野をベースにした喫煙防止教育

NPO　京都禁煙推進研究会/土井内科医院/
京都府立医科大学大学院医学研究科　地域保健医療疫学　土井たかし

PO4-2	 小、中学生を対象とした禁煙教育の経験から

鈴鹿回生病院　松島　　康

PO4-3	 当センターにおけるコースの充実による特定保健指導利用者の変化　
	 ～喫煙者・非喫煙者の利用率を比較して～

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　長濱　亮太

PO4-4	 当院における禁煙教室の取り組み

京都市立病院　糖尿病代謝内科/京都禁煙推進研究会　近藤有里子

PO4-5	 当院での禁煙啓発活動の取り組み～完全禁煙飲食店ガイドブックを作成して～

医療法人アンビシャス　坂の上野　田村太志クリニック　菊池　美里

PO4-6	 心理的ニコチン依存症に対してのスマートフォンを介した禁煙指導ITシステムと
	 その臨床研究介入デザインについて

東北大学　医学系研究科　バイオメディカル情報解析分野　鈴木　　晋

10:30 ～ 11:30	 ポスターディスカッション5
座長　洲本市健康福祉部サービス事業所/洲本市応急診療所　山岡　雅顕

PO5-1	 全身麻酔の手術患者に対する病棟看護師の禁煙支援の認識

友愛記念病院　看護部　中澤由紀子

PO5-2	 洲本市における妊婦の喫煙問題の現状と対策（第6報）：
	 喫煙を続けた妊婦と禁煙した妊婦のその後

洲本市応急診療所　山岡　雅顕

PO5-3	 禁煙を継続できる要因についての検討～禁煙継続者の追跡調査から～

船員保険健康管理センター　看護科　石井みどり

PO5-4	 禁煙外来を途中で中断する要因について

綾部市立病院　斉藤　真希

PO5-5	 禁煙成功者の禁煙治療終了後の心理状況の把握　～今後の禁煙支援にむけて～

鳥取市立病院　内科外来　西尾　理絵

PO5-6	 亀田京橋クリニックの禁煙外来と禁煙サポートの現状

亀田京橋クリニック　内科　郭　　友輝



11:30 ～ 12:30	 ポスターディスカッション6
座長　岡山済生会総合病院　内科　がん化学療法センター　川井　治之

PO6-1	 世界禁煙デーに開催した禁煙啓発イベントでの成果

医療法人アンビシャス　坂の上野　田村太志クリニック　昆野　円香

PO6-2	 まず”ASK”から！　～受付事務員による、喫煙問診票を用いた短時間支援～

かとうクリニック（愛媛県新居浜市）　野村　明美

PO6-3	 YouTube（禁煙センセイチャンネル）	を利用した禁煙啓発活動について

岡山済生会総合病院　内科　川井　治之

PO6-4	 タバコ業界からの政治献金の実態調査の試み（2010 ～ 2012年）

子どもに無煙環境を推進協議会　野上　浩志

PO6-5	 2010年10月のタバコの税率上げは販売収益と税収を増加させた

子どもに無煙環境を推進協議会　野上　浩志

PO6-6	 映画とタバコ
	 2013年度無煙映画大賞と受賞理由

さがみ無煙社会をめざす会　見上喜美江



ポスター会場：会議場B5・6・7

【ポスター】

PN01	 当院での禁煙外来8年間の受診者296名の報告

医療法人出水クリニック　出水　　明

PN02	 国立病院機構埼玉病院における禁煙治療の検討

国立病院機構埼玉病院　統括診療部内科　大谷すみれ

PN03	 禁煙外来受診者の社会経済的背景としての医療保護の適用の有無と治療効果の関連

市立堺病院　禁煙外来　郷間　　厳

PN04	 喫煙器具のライターを預かり管理した禁煙成功率の効果

かさい睡眠呼吸器クリニック　高橋久美子

PN05	 呼吸器内科病棟における禁煙指導の取り組み

独立行政法人　国立病院機構　長良医療センター　看護部　吉村　香織

PN06	 禁煙のための保健指導における医師と保健師のテキストマイニングによる会話構造の比較

北里大学　看護学部　大野　佳子

PN07	 精神疾患患者の禁煙支援の検討～禁煙成功者を振り返って～

独立法人那覇市立病院　喜納　裕子

PN08	 冠攣縮性狭心症には薬よりも禁煙を！

木沢記念病院　循環器病センター　宮田　周作

PN09	 京都市内中学生のタバコに関する実態調査報告

京都府立医科大学　大学院医学研究科　地域保健医療疫学/
NPO法人京都禁煙推進研究会　渡邉　　功

PN10	 日本のゴルフ場における喫煙環境と受動喫煙対策

武蔵野美術大学　身体運動文化　北　　徹朗

PN11	 間接胃集団検診の陽性判定率に対するそれまでの喫煙習慣の影響

共立蒲原総合病院　谷若　弘一

PN12	 「喫煙者」と「非喫煙者」の生活習慣の特徴
	 ―特定健診結果から

亀田メディカルセンター幕張　岡田　　実

PN13	 東日本大震災による避難にともなう環境変化と喫煙率に関する報告：県民健康調査から

福島県立医科大学　医学部　疫学講座/
大阪大学大学院　医学系研究科　社会環境医学講座　公衆衛生学　中野　裕紀

PN14	 妊娠中の喫煙および家族の喫煙状況と周産期合併症の発生について
	 ～妊娠中喫煙者からSGA（small　for　gestational　age）児出生が多い～

沖縄協同病院　産婦人科　嘉陽　真美



PN15	 A市路上における喫煙状況の推移

医療法人　鈴木　史明

PN16	 看護学部および医学部生の喫煙状況と社会的ニコチン依存度

東邦大学医療センター　大森病院　呼吸器内科　高井雄二郎

PN17	 熊本県内の中学1年生を対象とした喫煙に対する意識と喫煙防止教育の評価

熊本市薬剤師会　くまもと中央薬局/くまもと禁煙推進フォーラム　後藤　美和

PN18	 当院における禁煙支援のあり方を考える　　
	 ～自信の強化を図り禁煙成功できた症例を通して～

敬愛会　ちばなクリニック　看護部　東　　雅之

PN19	 A事業所における禁煙支援の取り組み

日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　河野富美香

PN20	 第10回アジア太平洋タバコ対策会議（APACT）　報告

日本禁煙学会　宮崎　恭一

PN21	 精神疾患合併／非合併例の成功率の比較と特徴の抽出

帝京大学　医学部　附属病院　看護部　早川ひろみ

PN22	 沖縄県北部管内における小児う蝕症の発症要因に関する検討	
	 -仕上げ磨き、食事の規則性および両親の喫煙に関する経年的変化	-

沖縄県北部福祉保健所　狩野　岳史

PN23	 全国がん（成人病）センター協議会禁煙推進行動計画に基づく当院の活動

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　看護局　佐伯香代子

PN24	 新たに禁煙外来を担当して

医療生協わたり病院　柳沼　光代


