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第 1回 禁煙推進学術ネットワーク学術会議および 

第 1回 市民で地域禁煙を推進する会（公開講座） 合同学術集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

喫煙は予防できる死亡原因の一つであり、多様な臓器の癌との因果関係が報告されてい

ます。虚血性脳卒中やくも膜下出血、冠動脈疾患、心房細動、糖尿病などの発症リスク

が高くなることも周知の事実です。2016年度、我国での喫煙率は 18.3％（男性 30.2％

、女性 8.2％）とかなり低下してきましたが、先進諸国と比較するとまだまだ高い状況

です。喫煙人口 1,900万人、喫煙による超過死亡数が年間約 13万人、受動喫煙による

それは年間 15,000人と推計されています。医学系・歯学系の 28の参加学会からなる禁

煙推進学術ネットワーク(TCR-Net)は、2014年 7月から現在に至るまで、日本医師会、

日本医学会とともに東京都受動喫煙防止条例制定の要望書を東京都知事及び安部内閣

総理大臣、関連 4大臣に提出してきました。2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の成功に向けて屋内完全禁煙とする包括的受動喫煙防止法・条例制定の要望

書を提出してきました。オリンピック・パラリンピック競技大会は東京だけの問題では

なく、日本全域がその競技場や練習場になるため、先進国としての見識が問われるので

す。従って、本学術集会は、社会禁煙を推進する目的で開催しますが、これまでの研究

成果を踏まえ喫煙の健康被害を様々な視点から学術的に検証します。また、生命の大切

さを追求し、学術のみならず、市民の皆様の意見を拝聴する場としても、市民の皆様と

ともに考える「公開講座」も同時に企画しました。このような集会で、福岡宣言！タバ

コフリー社会をめざす「禁煙しんしゃい！」は私達の心の叫びです。 

 

 

2018年 10月 27日     第 1 回学術集会会長  福岡大学医学部長 朔 啓二郎 

福岡宣言：  
 

タバコフリー社会をめざす     

「禁煙しんしゃい！」 
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理事長からのメッセージ 
 

－ 第1回禁煙推進学術ネットワーク学術会議＆ 

第1回市民で地域禁煙を推進する会 合同集会開催に期待！ － 
 

喫煙はニコチン依存症という病気で、保険診療も可能

となっています。この病気は精神科領域から脳・心・

血管疾患、呼吸器疾患、歯科疾患、さらに小児科領域、

産婦人科領域、麻酔科領域等全身に膨大な健康被害を

もたらします。生活習慣病のリスクファクターの中で、

全死亡に占める割合は喫煙が一番高く、推計死者は約

13万人／年、受動喫煙による死者は約 15,000人／年

です。損失コストはタバコ関連税収の約３倍も多くなっています。これらの被害は禁煙

により防ぐことができるので、WHOは「喫煙は予防可能な単一疾患としては最大の病気

であり、禁煙は、今日最も確実に大量の重篤な疾病を劇的に減らし、国民の健康の維持

と莫大な保険財政の節約に寄与する最大のもの」と指摘しています。 

しかし一般的には、今なお、「タバコは国が認めた合法的商品」「能動喫煙は趣味・嗜

好」「受動喫煙はマナーの問題」「貴重な財源」と考える国民も多くいます。したがっ

て我々医療者は「喫煙は病気、喫煙者は患者」として高血圧症等の生活習慣病と同じよ

うに扱い、また、屋内を全面禁煙化する法律の施行に向けて、正面から取り組むべきで

あると考えます。 

禁煙推進学術ネットワークは「禁煙ガイドライン」（2005年）を作成した９学会とそ

のメンバーが中核となり 2006年に発足しました。その後、参加学会が増え、現在、日

本内科学会等 28学会で構成され、平成 29年 2月、これまでの任意団体から、一般社団

法人「禁煙推進学ネットワーク」へと発展しました。本ネットワークはこれら 28学会

が協力・連携して禁煙を推進するためのさまざまな情報・施策を、あくまで学術的根拠

に基づき、社会に発信するとともに国・自治体・企業・団体等に要望し、さらに喫煙関

連疾患の診療・研究や禁煙教育をサポートするユニークな組織です。 正会員の他にこ

の法人を支援していただける賛助会員も募集しています。 

本年 10月 27日、本ネットワーク理事（日本内科学会代表）で、福岡大学医学部長 朔

啓二郎会長のもとで第一回禁煙推進学術ネットワーク学術会議、「タバコフリー社会を

目指す」を福岡で開催できることになったことは喜びに堪えません。脱タバコ社会が一

日も早く実現することを念願しています。  

 

2018年10月27日 一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク理事長 藤原 久義 
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～・～ 組織委員（氏名、所属機関、役職） ～・～ 

 

 

 会長：          （朔 啓二郎、福岡大学医学部長、教授、 

一般社団法人 日本内科学会の代表として） 

 会頭：          （藤原 久義、一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク理事長、 

                 兵庫県参与・兵庫県立尼崎総合医療センター名誉院長）        

 プログラム委員： （三浦 伸一郎、福岡大学医学部、教授） 

 プログラム委員： （埴岡 隆、一般社団法人 日本口腔衛生学会の代表として） 

プログラム委員： （野上 昭彦、一般社団法人 日本循環器学会の代表として） 

 プログラム委員： （加治 正行、公益社団法人 日本小児科学会の代表として） 

プログラム委員： （飯田 真美、一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク理事） 

 庶務担当：    （今泉 聡、福岡大学医学部、准教授） 

 事務担当：    （高木 淳子、福岡大学医学部心臓・血管内科学・秘書） 

 事務担当：    （占部 かおり、福岡大学病院循環器内科・秘書） 

 

 

 

＜主催＞   一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク、 

福岡大学医学部、NPO法人 臨床応用科学 

 

 

＜後援＞   厚生労働省、福岡大学エクステンションセンター、 

福岡大学基盤研究機関「心臓・血管研究所」 

福岡大学寄付研究連携「心血管疾患先進治療研究講座」 

福岡大学寄付研究連携「心臓病未来医療開発講座」 

福岡大学寄付研究連携「分子循環器病治療学講座」 

福岡大学寄付研究連携「地域・救急医療学講座」 

 

    

 

＜場所＞   福岡大学病院メディカルホール、多目的室 

 

 

＜会費＞   3,000円（会員のみ） 
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～・～ 組織委員（氏名、所属機関、役職） ～・～ 

 

 

 会長：          （朔 啓二郎、福岡大学医学部長、教授） 

 会頭：          （藤原 久義、一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク理事長、 

                 兵庫県参与・兵庫県立尼崎総合医療センター名誉院長）        

 プログラム委員： （三浦 伸一郎、福岡大学医学部、教授） 

 プログラム委員： （埴岡 隆、一般社団法人 日本口腔衛生学会の代表として） 

プログラム委員： （野上 昭彦、一般社団法人 日本循環器学会の代表として） 

 プログラム委員： （加治 正行、公益社団法人 日本小児科学会の代表として） 

プログラム委員： （飯田 真美、一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク理事） 

 庶務担当：    （今泉 聡、福岡大学医学部、准教授） 

 事務担当：    （高木 淳子、福岡大学医学部心臓・血管内科学・秘書） 

 事務担当：    （占部 かおり、福岡大学病院循環器内科・秘書） 

 

 

 

＜主催＞   一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク、 

福岡大学医学部、NPO法人 臨床応用科学 

 

 

＜後援＞  厚生労働省（学術会議のみ後援）、福岡大学エクステンションセンター、 

福岡大学基盤研究機関 心臓・血管研究所 

    

 

＜場所＞   福岡大学病院メディカルホール、多目的室 

 

 

＜会費＞   5,000円（会員のみ） 
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第 1回禁煙推進学術ネットワーク学術会議 

第 1回市民で地域禁煙を推進する会（公開講座）合同学術集会 

後援・協賛団体一覧（50音順） 

 

開催するにあたり、下記の皆様よりご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 
 

＜後援＞ 

厚生労働省 

福岡大学エクステンションセンター 

福岡大学基盤研究機関「心臓・血管研究所」 

福岡大学寄付研究連携「心血管疾患先進治療研究講座」 

福岡大学寄付研究連携「心臓病未来医療開発講座」 

福岡大学寄付研究連携「分子循環器病治療学講座」 

福岡大学寄付研究連携「地域・救急医療学講座」 

 

私たちはいつもこのような学術研究を行っています 
 

1）タバコ価格引き上げについて考える。 

2）受動喫煙を減らす取り組みを考える。 

3）新型タバコに対する様々な見解やエビデンスを考える。 

新型タバコには大きく分けて電子タバコと非燃焼・加熱式タバコがある。紙巻

きタバコに比較して健康に害が少ない（ハームリダクション）か、紙巻きタバ

コを禁煙する手段（助け）となりうるか、この 2点が議論の中心になる。電子

タバコの場合、ニコチンが含まれたものは薬機法（旧薬事法）による規制対象

になり日本国内では販売ができないが、海外から通販で手に入る。非燃焼・加

熱式タバコはタバコの葉を使用しているため、タバコ事業法によって守られて

おり、前述の電子タバコとは異なり、パイプタバコに分類される。よって日本

では後者の普及が懸念されているし、すでに 300万人超が使用している報告も

ある。新型タバコの長期使用による健康被害の明確なエビデンスはまだない

が、討論の中心となる。 

４）禁煙治療分野における新しい試みと現状分析を考える。 

６）東京オリンピック・パラリンピックに向かって禁煙推進を加速する。 

 

＜協賛＞ 

グラクソ・スミスクライン株式会社 

総合メディカル株式会社 

ファイザー株式会社 

福岡大学医学部同窓会 

フクダ電子株式会社 

ogura_t




6 

 

 

ogura_t




7 

 

 

 

 

 

理事会、定例会議、各種委員会 

日時： 2018年 10月 27日(土) 午前 9時 00分より 

場所： 福岡大学病院多目的室 （会員中心） 

  

 

学術会議 特別シンポジウム（10時 30分より） 
 

1) 10：30～ 座長：藤原 久義先生、西脇 公俊先生 

「タバコ関連企業からの資金による研究について」 

演者：矢野 栄二先生（日本衛生学会を代表して） 

            

2) 11：00～ 座長：埴岡 隆先生、姜 英先生 

「加熱式タバコへの対応」 

演者：大和 浩先生（日本呼吸器学会を代表して） 

 

3) 11：30～ 座長：長尾 徹先生、高木 重人先生  

「健康増進法の一部を改正する法律の概要について」 

演者：平野 公康先生 

（厚生労働省 健康局 健康課、たばこ対策専門官） 

           

ランチョン  

4) 12：00～ 座長：野上 昭彦先生、川井 治之先生 

「禁煙治療とニコチン依存症管理料の今後」  

演者：中村 正和先生 （日本公衆衛生学会を代表して） 
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合同学術集会（一般市民も参加） 

日時： 2018 年 10 月 27 日(土) 午後 13 時 10 分より 

場所： 福岡大学病院メディカルホール 

参加予定人数： 400 名 

 

 「2020 東京オリンピック・パラリンピックにむけて、 

           禁煙社会を実現しよう!!」 
●セッション（13：10～） 

座長：藤原 久義先生、福田 実先生、朔 啓二郎先生 

1) わが国の受動喫煙に対する法的規制の問題点： 藤原 久義先生 

2) 世界の喫煙・禁煙事情：      飯田 真美先生 

3) 喫煙関連疾患: 歯科の立場から：     埴岡 隆先生 

4) 小児科医の立場から：      加治 正行先生 

5) 受動喫煙を減らす方略：      大和 浩先生 

6) 新型タバコに対する様々な見解とエビデンス：  中村 正和先生 

7)「福岡宣言」：                     三浦 伸一郎先生 

  

●特別講演（14：30～） 

座長：朔 啓二郎先生、原 眞純先生、三浦 雅彦先生 

  「J-リーガーの健康管理：サッカーと禁煙」 

    永島 昭浩氏（サッカー解説者・スポーツキャスター）  

  

●総合討論（15：10～） 

「永島さんと座長の先生方のディスカッション」  

  

●閉会（15：30～16：00）  朔 啓二郎先生 
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2018年 5月 31日 西日本新聞掲載 

2018年 6月 28日 西日本新聞掲載 
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2018年 8月 26日 西日本新聞掲載 

2018年 9月 30日 西日本新聞掲載 

ogura_t




第1回 禁煙推進学術ネットワーク学術会議および 
第1回 市民で地域禁煙を推進する会（公開講座） 合同学術集会 

会期：平成30年10月27日（土）時間： 13:10～ 

場所：福岡大学病院メディカルホール 

シンポジウム 

総合討論 

主催：一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク、福岡大学医学部、NPO法人 臨床応用科学 
後援：福岡大学エクステンションセンター、福岡大学基盤研究機関心臓・血管研究所 

1)  受動喫煙の法的規制の問題点 

2) 世界の喫煙・禁煙事情 

3)  喫煙関連疾患: 歯科の立場から 

4)  小児科医の立場から 

5) 受動喫煙を減らす方略  

6) 新型タバコに対する様々な見解とエビデンス 

7)  「福岡宣言」 

 

会長： 朔 啓二郎 福岡大学医学部長 
会頭： 藤原 久義 一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク理事長 
             兵庫県参与・兵庫県立尼崎総合医療センター名誉院長               

2020 東京オリンピック・パラリンピックにむけて、禁煙社会を実現しよう !! 

禁煙推進学術ネットワーク加盟団体 

特別講演 

「J-リーガーの健康管理：
サッカーと禁煙」 
 

サッカー解説者・スポーツキャスター  

永島 昭浩 氏 

 


