
青森県タバコ問題懇談会　開催記録（2004年～2016年） 

● 1998年5月31日（日）　青森県教育会館 
世界禁煙デー青森講演会「無煙世代を育てよう」 
講演「本当に知っていますかタバコの害」　東京都北区王子保健センター所長　斎藤 麗子 
講演「タバコやめましょう・ガン追放漫談」　漫才師　コロムビア・ライト 
会場内イベント　禁煙相談コーナーなど 
主催：青森県保険医協会　後援：青森県、青森市、日本禁煙医師連盟、青森県分煙の会など 

● 1998年10月　青森県喫煙問題懇談会発足 

● 2004年8月28日（土）　青森県教育会館 
青森県タバコ問題懇談会・結成シンポジウム「青森県の喫煙問題を考える」 
シンポジウム 
「薬剤師会の取り組み」　青森県薬剤師会　金田一 成子 
「小泊村の禁煙対策」 小泊村保健センター　三和 真澄 
「妊産婦と子どもをタバコの害から守るために」　青森県看護協会　角田 つね 
「山田高等学校の取り組み」　青森山田高等学校　宮本　正 
「青森県におけるタバコ問題の分析」　弘前大学公衆衛生学　坂野 晶司 
提言「無煙社会に向けて10の提言」 

● 2005年6月18日（土）　青森県観光物産館アスパム 
世界禁煙デー2005「脱タバコ元年　無煙社会を目指して」 
「タバコのない社会をつくるために」　薗はじめクリニック　薗 はじめ 
事業・取り組み報告 
１．青森保健所の取り組み　青森県健康増進課主査　篠崎 朝子 
２．空気もメジャー店「浅めし食堂」の取り組み　「活き粋あさむし」事務局長　三上 公子 
３．スポーツ指導者の取り組み　青森県分煙の会　角金 秀祐 
４．学校での取り組み　深浦町　深浦小学校　柴田 幸子 
５．公立病院での取り組み　青森市民病院副院長　百川 健 

● 2006年6月18日（日）　八戸市公会堂 
2006年世界禁煙デー記念講演会「“禁煙は愛”を伝えたい」 
１．シンポジウム「青森県内の禁煙活動と課題」 
１）青森県の取り組み　上十三保健所長　宮川 隆美 
２）学校敷地内禁煙化の現状と喫煙防止教育　ナルミ医院　鳴海　晃 
３）路上喫煙禁止条例制定に向けて　くば小児科クリニック　久芳 康朗 
２．特別講演「TRUTH IS OUT THERE “禁煙は愛”を伝えたい」　マーク・ギブンズ 
八戸市内禁煙ウォーク 

● 2007年6月17日（日）　青森観光物産館アスパム 
2007年世界禁煙デー記念シンポジウム『無煙世代を育てよう』 
禁煙ウォーク 
基調講演「青森県民の健康寿命とタバコ」　弘前大学医学部社会医学講座教授　中路 重之 
シンポジウム『“健康あおもり21”の未成年喫煙率０％を達成するために』 
１）「“健康あおもり21”中間評価と今後の対策」　青森県健康福祉部保健衛生課　熊谷 崇子 
２）「八戸市における未成年・家族の喫煙状況と喫煙防止対策」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 
３）「地域における禁煙教育」　深浦町　阿部 丈亮 



★ 2007年12月8日（土）～9日（日）　ウェスパ椿山（深浦町） 
第１回『無煙のまちづくりの日』企画 in 深浦町 
「FCTCがアジアを救う～アジアのタバコ対策先進国に追いつけ追い越せ！～」 
　第８回タバコか健康かアジア太平洋会議（APACT）報告　薗 潤・薗 はじめ 
県内のタクシー、ホテル、学校の禁煙化状況について　久芳 康朗 
読み聞かせ活動「たばこ吸うたらあかん」の紹介　天間 田鶴子 

● 2008年6月1日（日）　弘前文化センター 
2008年世界禁煙デー記念シンポジウム「タバコの煙のない環境を」 
禁煙ウォーク 
基調講演「たばこと肺の病気」　弘前大学医学部循環器内科・呼吸器内科・腎臓内科 准教授　高梨 信吾 
シンポジウム 
1) 「キヤノンプレシジョンの禁煙対策と問題点」　キヤノンプレシジョン株式会社　齋藤 正克 
2) 「喫煙の現状と課題」　青森県健康福祉部医療衛生課　楠美 祥行 
3) 「受動喫煙ゼロにほど遠い青森県内の喫煙規制 －タクシー・ホテル・飲食店－」　久芳 康朗 

★ 2008年12月13日（土）　青森市民ホール 
第２回「無煙の町づくりの日」企画 
「SRNT参加報告～タイのタバコ対策を中心に～」　薗はじめクリニック　薗 はじめ 
「小、中、高等学校における喫煙の状況について」　青森県健康福祉部保健衛生課　楠美 祥行 
「学校・庁舎の禁煙状況調査について」　ナルミ医院　鳴海　晃 
「銭湯・朝市の禁煙化と衆院選・深浦町長選アンケート」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 
「県内のタクシー禁煙化について」　生協さくら病院　山崎 照光　 

● 2009年5月31日（日）　青森市・アウガ 
世界禁煙デー記念シンポジウム in 青森 
受動喫煙ゼロの青森をめざして～タクシー全面禁煙化を達成しよう～」 
記念講演「タクシー全車禁煙化への取り組み」　大森交通株式会社（東京）代表取締役　郭　成子 
指定発言「わが社の禁煙タクシーの取り組み」　中央タクシー株式会社（むつ市）代表取締役　舘岡 清貴 
シンポジウム　 
1）「県内の喫煙対策の現状と課題」　青森県健康福祉部保健医療政策推進監　大西 基喜 
2）「受動喫煙防止に向けて取り組んできたこと、取り組みたいこと」　青森県議会議員　安藤 晴美 
3）「受動喫煙から県民を守る懇談会の取り組みと提言」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 

★ 2009年12月5日（土）　青森市民ホール 
第３回「無煙のまちづくりの日」企画・禁煙指導者セミナー 
【第一部　禁煙指導者セミナー】 
１）禁煙外来ー実践的なこと、コツや工夫について　おひさまクリニック　富山 月子 
２）学校など防煙教育の実践について　小嶋デンタルクリニック　山本 若子 
【第二部　青森県の禁煙化状況2009】 
３）学校・庁舎の禁煙状況調査について　ナルミ医院　鳴海　晃 
４）医療機関の禁煙化状況と県内外の最新知識　くば小児科クリニック　久芳 康朗 

● 2010年5月30日（日）　八戸市公会堂 
2010年世界禁煙デー記念シンポジウム in 八戸 
基調講演「女性とタバコ」　むつ総合病院院長　小川 克弘 
シンポジウム「女性とこどもをタバコの害から守るために」 



「八戸市における妊産婦の禁煙支援について」　八戸市健康増進課母子保健グループリーダー　木村 亮子 
「青森県看護職の禁煙活動」　八戸市立高等看護学院　黒坂 満智子 
「八戸市薬剤師会が行っている禁煙活動について」　すずき薬局　鈴木 雅雄 
「未成年の喫煙防止と受動喫煙ゼロをめざした取り組み」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 

★ 2010年12月11日（土）　青森市民ホール 
第４回「無煙のまちづくりの日」受動喫煙のない青森をめざして － 神奈川県の受動喫煙防止条例に学ぶ － 
特別講演「神奈川県受動喫煙防止条例の実現までの道のりと今後の課題」　神奈川県議会議員　関口 正俊 
シンポジウム「青森県から受動喫煙をなくすために」 
「学校・庁舎の喫煙対策状況－脳卒中などの生活習慣病を減らすために－」　ナルミ医院　鳴海　晃 
「受動喫煙の深刻な被害－屋内全面禁煙にしなければいけない理由」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 
 「青森県の現状と取り組み」　青森県健康福祉部保健衛生課健康あおもり２１推進グループ　野呂 敏夫 

● 2011年5月29日（日）　青森観光物産館アスパム　（開催中止） 
世界禁煙デー記念フォーラム2011 in 青森 
基調講演「受動喫煙の害　敷地内禁煙が必要な理由（仮題）」　深川市立病院内科　松崎 道幸 

★ 2012年1月28日（土）　青森市・ワラッセ 
第５回 「無煙のまちづくりの日」記念・第１回定例会 
1）「青森県内40市町村における喫煙対策の現状」　ナルミ医院　鳴海　晃 
2）「タバコをめぐる最近の情勢」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 
3）ディスカッション（今後の活動について） 

● 2012年6月17日（日）　青森市民ホール 
世界禁煙デー記念フォーラム2012 in 青森　「健康寿命アップ　タバコのない青森を」 
基調講演「分煙は遅延策～タバコフリーが命を救う」薗はじめクリニック（大阪府豊中市）　薗 はじめ 
シンポジウム「タバコのない青森をつくるために」 
１）「未成年の喫煙状況調査結果について」青森県健康福祉部がん生活習慣病対策課　山田 淑子 
２）「県庁知事部局で建物内全面禁煙始まる」青森県議会議員　安藤 晴美 
３）「受動喫煙ゼロからタバコのない青森へ　懇談会の取り組みと新たな提言」くば小児科クリニック　久
芳 康朗 

★ 2013年2月9日（土） 　青森市民ホール 
第６回「無煙のまちづくりの日」記念・第１回定例会 
日時　2013年2月9日（土）17:00～ 
第一部　「無煙のまちづくりの日」記念シンポジウム 
１）「青森県内40市町村における喫煙対策の現状」　ナルミ医院　鳴海 晃 
２）「当院の禁煙外来」　内科おひさまクリニック　北川 直美　 
３）「禁煙外来６年間305例の治療経験から　特にバレニクリンの副作用と新たな用量設定について」　く
ば小児科クリニック　久芳 康朗 
（薗はじめ先生の講演は都合により中止）　 
第二部　定例会「2013年の活動について」 

● 2013年6月2日（日）　弘前市・コミュニケーションプラザ 
世界禁煙デー記念フォーラム2013 in 弘前 
「禁煙で健康なまちづくりを　タバコの煙のないお店でおいしく食べたい」 
一般演題 
1) 「妊婦の夫に対する禁煙支援事業について」青森県薬剤師会理事　河原木 智 



2) 「タバコのない青森へ　懇談会の取り組みと喫煙率ゼロへの展望」くば小児科クリニック　久芳 康朗 
特別講演 
「タバコを吸って変わる事 ー豊かさ、心と体、寿命ー」東北大学環境・安全推進センター教授　黒澤 一 
シンポジウム「タバコの煙のないお店でおいしく食べたい」 
　対談　「飲食店の禁煙について」　和料理なかさん　中村 伸子 
　指定発言　弘前料理飲食業組合・理事長　今 与視博 

★ 2013年12月7日（土） 　青森市民ホール 
第７回「無煙のまちづくりの日」記念企画 
「タバコフリーで最短命県返上を～受動喫煙ゼロと喫煙率低下で健康寿命アップ」 
シンポジウム「青森県におけるタバコ対策の停滞を打ち破るために」 
1) 「青森県内40市町村における喫煙対策の現状」　ナルミ医院　鳴海 晃 
2) 「青森県のタバコ対策の取り組み」　青森県健康福祉部がん生活習慣病対策課 主査 森田 拓郎 
3) 「青森市のタバコ対策の取り組み」　青森市保健所健康づくり推進課 主査 種市 靖子 
4) 「自治体におけるタバコフリー政策 私たちの求める方向性とステップ」くば小児科クリニック 久芳康朗  

● 2014年6月1日（日）　青森市・アウガ 
世界禁煙デー記念フォーラム2014 in 青森 
「禁煙で健康なまちづくりを　タバコの煙のないお店でおいしく食べたい」 
特別講演「従業員のための禁煙～分煙に意味はない」ハングリータイガー取締役相談役　中田 有紀子 
シンポジウム 
1) 「A-FACTORY飲食店における禁煙について」　A-FACTORY キャプテン　平岡 和也 
2) 「青森市における市民運動と条例化の経験」　青森県企業振興協同組合　古川　斉 
3) 「弘前市タバコ対策基本条例の制定に向けて」　ナルミ医院　鳴海　晃 
4) 「禁煙飲食店マップによる淘汰戦略　懇談会の活動と世界の動向」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 

★ 2014年12月6日（土） 　青森市・ワラッセ 
第８回「無煙のまちづくりの日」記念シンポジウム 
『タバコフリーで最短命県返上を - 2　受動喫煙ゼロと喫煙率低下で健康寿命アップ』 
特別講演「受動喫煙防止条例にむけた山形県での取り組みの現状」　山形県立新庄病院　大竹 修一 
シンポジウム「青森県で受動喫煙ゼロを実現するために」 
1) 「青森県内40市町村における喫煙対策の現状」　ナルミ医院　鳴海 晃 
2) 「青森県の現状と取組　青森県健康福祉部保険医療政策推進監　大西 基喜 
3) 「飲食店の全面禁煙化を加速するために　禁煙店ネットワークの提案」くば小児科クリニック 久芳 康朗 

● 2015年5月31日（日）　青森市・アウガ５階 AVホール 
世界禁煙デー 2015 記念フォーラム in 青森 『タバコにサヨナラ  健康長寿』 
基調講演 
1) 「青森県の現状と課題」　青森県健康福祉部 がん対策推進官　齋藤 和子 
2)  「禁煙レストラン，大学の禁煙化，知事選アンケート～ タバコフリー世代を育む懇談会の取り組み」 
　　　　　　　　　　　　　　　八戸市 くば小児科クリニック　久芳 康朗 
特別講演「♪禁煙は愛♪」を歌にのせて　とげぬき地蔵尊 高岩寺　住職・医師　来馬 明規 
パネルディスカッション「タバコのない青森で最短命県脱出を」　来馬・齋藤・久芳・山崎・鳴海 

★ 2015年12月5日（土） 　青森市民ホール 
第９回「無煙のまちづくりの日」記念企画 
シンポジウム 
1) 「青森県内40市町村における喫煙対策の現状とランキング」　ナルミ医院　鳴海 晃 



2) 「青森県の現状と取り組み」　青森県健康福祉部がん生活習慣病対策課　葛原　彩 
3) 「中泊町の健康対策の取り組み　成人式喫煙実態調査より」　中泊町中里保健センター　古川三枝子 
4) 「青森銀行の健康への取り組み」　青森銀行　保険師　釜石あずさ 
5) 「運動＋禁煙が短命の悪循環脱出のカギ」　くば小児科クリニック　久芳 康朗 

● 2016年5月29日（日）　弘前市文化センター大会議室 
世界禁煙デー 2016 記念フォーラム in 弘前 『タバコ０（ゼロ）社会を実現するために　タバコフリー世代
を育てよう』 
フォーラム 
1) 「若者の喫煙と健やか力の現状（学生の健康度意識調査結果から）」弘前学院大学社会福祉学部３年　
折井史仁、盛生弥 
2) 「弘前市内小学校における喫煙予防教室の取り組み」マエダ調剤薬局　前田峻輔 
3) 「弘前市におけるタバコの健康被害防止対策の取り組みについて」弘前市健康づくり推進課　山内恒 
4) 「スポーツと禁煙が短命県脱出のカギ」八戸市　くば小児科クリニック　久芳康朗 
5) 「弘前発　歌とダンスのパフォーマンス～津軽ノンスモーキング～」政策秘話と上映　弘前大学医学部社
会医学講座ビデオレター 

★ 2016年12月3日（土）　第10回「無煙のまちづくりの日」記念企画（詳細未定） 

（敬称略）


