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日本禁煙学会 委員会（プロジェクト）	 

委員会名     委員長   常任委員 
                                                                                                  
会則改定委員会	 	 作田	 学	 	 岩瀬光、岡本光樹、谷直樹、野上浩志、宮﨑恭一 

総務委員会	 	 	 	 宮﨑恭一	 	 谷直樹 

学術総会実行小	 	 橋本洋一郎 

委員会	  

財務委員会	 	 	 	 岩瀬	 光 

渉外委員会	 	 	 	 大橋勝英	 	 石井芳樹(副)(呼吸器関係合同小委員会委員長)、加藤正隆、中村正和、蓮沼剛、松村誠	 	  

広報委員会	 	 	 	 山岡雅顕	 	 稲本望、清水隆裕、高橋正行、土井たかし、野上浩志（パブコメWG委員長）、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平賀典子、福井俊彦、山代寛、渡辺文学 

編集委員会	 	 	 	 山本蒔子	 	 吉井千春（副）、稲垣幸司、川根博司、川俣幹雄、佐藤功、鈴木幸男、高橋正行、野上浩志、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 蓮沼剛、山岡雅顕 

認定制度委員会	 	 高橋正行	 	 相沢政明、稲垣幸司、加藤正隆、北村諭、久保田聡美、栗岡成人、郷間厳、作田学、瀬在泉、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高野義久、谷口千枝、橋本洋一郎、源川奈穂 

認定更新委員会	 	 作田	 学	 	 宮﨑恭一 

用語・禁煙文献	 	 松崎道幸 

翻訳委員会 

FCTC監視委員会	  野上浩志	 	 川根博司、松崎道幸、山岡雅顕、山代寛、山田修久 

CSR監視委員会    渡辺文学	 	 高野義久、森島真、山田修久 

受動喫煙対策委員	 松崎道幸	 	 北田雅子、来馬明規、齊藤道也、高橋正行、 

会 

禁煙治療と支援委	 藤原久義	 	 安陪隆明、飯田真美、大坪陽子、鬼澤重光、加濃正人、川合厚子、北田雅子、倉本剛史、 

員会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 清水隆裕、高野義久、高畑裕美、土井たかし、長谷川純一、矢野直子、山本蒔子 

禁煙教育委員会	 	 村松弘康	 	 平間敬文（副）、中村正和（副）、宮﨑恭一、森田純二、石井芳樹 

法務委員会	 	 	 	 片山	 律	 	 伊佐山芳郎、太田勝造、岡本光樹、加濃正人、谷直樹、津田敏秀、中田妥、藤原家康、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 松崎道幸、山口紀洋、渡辺文学 

法律改正推進委員	  岡本光樹	  伊佐山芳郎、稲本望、片山律、加濃正人、作田学、谷直樹、中田妥、野上浩志、 

会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 藤原家康、松崎道幸、宮﨑恭一、山岡雅顕、渡辺文学 

GRP委員会	 	 	 	  森田純二   平間敬文（副）、天貝賢二、稲垣幸司、加藤正隆、賀来俊、小西一樹、佐野文男、 

( grass roots                   清水隆裕、津谷隆史、田淵貴大、土井たかし、内藤毅郎、橋本洋一郎、村松博康、 

power )                       安田雄二、山田修久、山本蒔子、吉井千春、渡辺文学 

歯科医師委員会	 	 尾﨑哲則	 	 稲垣幸司(副)、埴岡隆(副)、大高要子、小島美樹、亀倉更人、岸本知弘、児玉秀樹、齊藤裕志、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 島村泰行、外丸雅晴、藤澤幸三郎、藤本和久、細見環、松尾兼幸、両角俊哉、山本馨 

薬剤師委員会	 	 	 高橋勇二	 	 宮﨑恭一(副)、村山勝志(副)、相澤政明、鯉淵忠敬、小瀬英司、小鷹和美、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 鈴木孔子、高須華子、高橋功子、高濱寛、武山和也、谷口美保子、戸張裕子、富永敦子、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 堀田栄治、松井常孝、松久哲章、源川奈穂、宮原富士子 

ナース委員会	 	 	  久保田聡美 今野郁子、瀬在泉、高畑裕美、谷口千枝、藤本惠子、松浪容子、内田久仁子、苅込利衣 

新型タバコ委員会	  望月友美子 中久木一乗 

無煙映画大賞選定	  見上喜美江 

委員会 

（以上、敬称略）	 

                                                   


