
 

 

       

習志野・船橋 地域・職域連携推進協議会  

 

がんから身を守るために 
-あなたとあなたの大切な人へ- 

習志野・船橋地域の死因第１位！…それは「がん」です 

 
 
 

習志野保健所管内（習志野市、

八千代市、鎌ケ谷市）・船橋市

の死因第１位はがんで、全死因

の約３割を占めています。 

すなわち、３人に１人はがん

で亡くなっているのです。  

がんを予防・早期発見できれ

ばもっと元気に長生きできるか

も…？ 
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平成22年 習志野・船橋地域の死因別構成割合
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たばこは喫煙者のがん死亡率を

高めます 
たばこは喫煙者の周りの人のがん発症率も

高めます…受動喫煙*1による害です 

たばこの煙にはニコチン、タール等の

発がん物質や一酸化炭素等の有害物質が

多く含まれています。１日 20本のたば

こを１年間吸い続けると、牛乳瓶 

１本分のタールを採っていること 

になります。 

その結果、非喫煙者に比べ、喫煙者の

がん死亡率は約２倍に増加します。 

出典）平成 23年 習志野保健所、船橋市保健所 事業年報 

出典）2008年厚生労働省研究班（祖父江らによる） 

たばこ編 

副流煙*4は、主流煙*5の 3.4倍のタールを含

みます。また、喫煙した後約３分間は、喫煙者

の吐く息（呼気）にたばこの成分が残ります。 

これらにより、喫煙者をとりまく周囲の人

も、肺がんを始めとする様々な病気になる危険

性が高まります。 
*4 副流煙：点火部から出る煙  

*5 主流煙：喫煙者が直接吸い込む煙 

 
 

詳しくは裏面へ 

がんにならないために     喫煙者の方は禁煙をしましょう。 

非喫煙者の方はたばこの煙を避けましょう。 

がんの早期発見のために    がん検診を受けましょう。 
 

*1 受動喫煙：たばこを吸う本人以外がたばこの煙にさらされること 

*2 出典）米国公衆衛生総監報告 

*3 出典）県リーフレット「たばこのない生活を目指して」 

乳幼児突然死症候群とは、乳幼児に何の前触れもなく、既往歴

もないまま突然死をもたらす病気 

 

夫の喫煙によ

り、妻が肺がん

になる危険性は 

20～30％ 
上昇*2 

子どもが肺炎・気管支炎・

喘息などにかかりやすい*3 

乳幼児突然死症候

群（SIDS）の発

症確率は、非喫煙

者に比し 4.7 倍*3 
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がんから身を守るために… 

 
 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

１ 早期発見、早期治療が可能 

    検診により、早いうちにがんを見つけることができます。早期がんはほとんどが

治り、しかも軽い治療ですみます。 

 ２ 定期的にがん検診を受けましょう 

    胃・肺・大腸がん検診は１年に１回、子宮・乳

がん検診は２年に１回受けることが推奨されてい

ます*2。家族に喫煙者がいるだけでがん発症リス

クが上がることから、家族の恒例イベントとして

がん検診を定着させましょう。 

     

      

自分一人の力で禁煙することは難しいものです。 

禁煙外来や禁煙グッズを活用しましょう。 
 

[禁煙をサポート] 

◎禁煙外来・・・・健康保険等を使って禁煙治療が 

受けられます。*1 

◎禁煙グッズ・・・ニコチンパッチ・ガムはニコチン

離脱症状から生じる辛さを軽減し

てくれます。 

 
 
 

 

１ がんのリスクが低下（肺がん、咽頭がん、口腔がん） 

２ まわりの人も喜ぶ 

（がんのリスク等の受動喫煙の問題や、たばこの臭いから解放される） 

３ 自分も気持ちいい 

・食べ物がおいしく感じられようになる 

・咳、たんが治まる 

・たばこが吸えなくてもイライラすることがない 

  ・肺の機能が回復。息切れがしない 

４ たばこ代が不要（１日１箱吸っている人は年間約 15 万円の節約！） 

あなたなら、どう使いますか？ 

禁煙で得られる身近なメリット 

*1 一定の条件に該当する場合のみ。詳しくは医療機関にお問合せく

ださい。 

*2 出典）（独）国立がん研究センター  がん情報サービス 

発行 習志野・船橋地域・職域連携推進協議会 

詳しくは、お住まいの市のがん検診担当窓口にお問い合わせください（市外局番 047） 
習志野市：健康支援課健康診査係 451－1151(内線：317・405） 

八千代市：健康づくり課     483－4646   

鎌ケ谷市：健康増進課予防係   445－1141（内線：729・730） 

船 橋 市：健康増進課第３係   436－2419 

 



 

 

   

禁煙治療に保険が使える医療機関*  

 

平成 2６年３月１４日現在              出典元：ＮＰＯ法人日本禁煙学会 他 

 医療機関 住所 電話 

習
志
野
市 

津田沼中央総合病院 習志野市谷津 1-9-17 047-476-5111 

ひらのﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 習志野市谷津 3-1-12 047-409-7800 

谷津保健病院 習志野市谷津 4-6-16 047-451-6000 

幕張インター外科 習志野市袖ヶ浦 5-19-2 047-454-2388 

津田沼駅前クリニック 
習志野市津田沼 1-2-8 
はまゆうパスタビル 2 階 047-455-3290 

習志野第一病院 習志野市津田沼 5-5-25 047-454-1511 
豊﨑循環器内科 
クリニック 

習志野市大久保 1-23-8 
ボヌール大久保 102 047-470-3330 

古川医院 習志野市大久保 2-14-20 047-475-2976 

あんどうクリニック 習志野市実籾 4-6-7 047-476-1111 

八
千
代
市 

 

もと脳神経・内科 
クリニック 

八千代市八千代台西 9-2-9 
メディパーク八千代台 047-405-7005 

さぬいクリニック 
八千代市八千代台南 1-1-2 
第一小池ビル 4 階 047-406-3111 

大高内科整形外科 八千代市勝田台７-４-１ 047-485-2280 

勝田台病院 八千代市勝田 622-2 047-482-3020 

新八千代病院 八千代市米本 2167 047-488-3251 

むらたﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 八千代市大和田新田 99 047-450-8314 

むらた整形外科 八千代市大和田新田 99 047-458-0078 
東京女子医科大学附属 
八千代医療センター 八千代市大和田新田 477-96 047-450-6000 

おかざき外科クリニック 八千代市大和田新田 917-6 047-450-1331 

愛心クリニック 
八千代市緑が丘 2-2-10 
秋葉緑が丘ビル 3F 047-407-3650 

クリニカ de こばやし 
八千代市村上南１－５－２８ 
SYM THE BUILDING2-2 047-405-6503 

さくらがわクリニック 八千代市村上南 5-5-18 047-405-7722 

ゆりのきクリニック 八千代市萱田 2245 047-750-7555 

大和田駅前クリニック 八千代市大和田 305-1 047-481-5006 

楠内科医院 八千代市勝田台５-5-10 047-485-2325 

 
 

 
 

鎌
ケ
谷
市 

 

鎌ケ谷整形外科・内科 鎌ケ谷市南初富 6-5-14 047-444-2236 

白戸胃腸科・外科 鎌ケ谷市初富 924-1844 047-445-8001 

石川整形外科ｸﾘﾆｯｸ 鎌ケ谷市道野辺中央 2-5-16 047-441-8818 

鈴木整形外科 鎌ケ谷市道野辺中央 4-17-10 047-445-5020     

いそのクリニック 鎌ケ谷市南鎌ケ谷 1-5-27 047-498-5500 
のむらファミリークリニ
ック 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 1-18-5 
ディア・ヴェルジュ１F 047-401-3611 

アクロスモール 
新鎌ケ谷クリニック 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-12-1 
アクロスモール新鎌ケ谷３Ｆ 047-401-1171 

  

 

 ＊ 一定の条件に該当する場合のみ、禁煙治療に健康保険が使えます。 

   詳しくは、各医療機関にお問合せください。 
 

禁煙がうまく 

いかないと 

悩んだら、相談 

してみてください。 
 



 

 

 病院 住所 電話 

船

橋

市 

やぐち内科クリニック 船橋市宮本 2-1-18 047-460-5107 

安西クリニック 船橋市東船橋 4-29-6 047-422-5036 

やすまクリニック 
船橋市本町 1-5-3 
マルホンビル３Ｆ 047-407-2111 

加藤医院 船橋市本町 2-22-9 047-434-3232 

佐野医院 船橋市本町 3-3-7 047-422-2278 

高木医院 船橋市本町 2—26-24 047-431-2256 

ほり内科クリニック 船橋市湊町 2-5-6 047-495-5110 

きのしたクリニック 船橋市前貝塚町 549-1G.G.C1F 047-401-6881 

法典クリニック 
船橋市上山町 1-128-1 
ルーラル拾弐番館２Ｆ 047-337-7896 

なかむら内科消化器 
クリニック 船橋市海神 6-7-12 047-433-4976 

まつもと内科クリニック 船橋市海神 6-8-25 047-495-2541 

野上医院 船橋市西船 4-18-10 047-431-3352 

総合ｸﾘﾆｯｸﾄﾞｸﾀｰﾗﾝﾄﾞ船橋 船橋市山手 1-1-8-101 047-437-6868 

つかさクリニック 
船橋市山手 3-1-12 
新船橋クリニックファーム 1F 047-431-9010 

新船橋耳鼻咽喉科・ 
アレルギー科 

船橋市山手 3-1-12 
新船橋クリニックファーム２階 C 047-402-3387 

加藤内科クリニック 船橋市本中山 2-10-1 
ミレニティ中山 4F 047-302-6881 

下総中山駅前 
クリニック 

船橋市本中山 2-16-１ 
プラザなかやま 2 階 047-302-3800 

平安堂内科 船橋市前原西 2-11-11 047-475-2629 

神経内科津田沼 
船橋市前原西 2-14-5 
榊原ビル 7F 047-470-0500 

吉田医院 船橋市前原西 6-1-23 047-472-2905 

薬園台さかいクリニック 船橋市薬園台 6-6-2 2F 047-490-1515 

千葉徳洲会病院 船橋市習志野台 1-27-1 047-466-7111 

北條内科クリニック 船橋市習志野台 6-15-16 047-468-7336 

しまね内科クリニック 船橋市坪井東 1-2-25 047-456-5252 

ちとせクリニック 船橋市坪井東 2-13-27 047-465-8876 
船橋二和病院附属 
ふたわ診療所 船橋市二和東 3-16-1 047-448-7660 

とよさわクリニック 
船橋市二和東 6-12-2 
ドクターズ・モール二和向台 2Ｆ 047-407-7155 

船橋二和病院 船橋市二和東 5-1-1 047-４48-7111 

まる内科クリニック 
船橋市本中山 2-18-3 カタンクロー
バービル１F 047-302-3777 

横掘胃腸科外科 船橋市西習志野 4-20-16 047-463-9731 

とやま内科 船橋市本中山 5-9-20 ｸﾞﾚｲｽｳﾞｨﾗ 1F 047-316-0055 

はしもとクリニック 
船橋市咲が丘 3-25-3 ミツヨシビル
２F 047-448-5175 

船橋駅前内科クリニック 
船橋市本町 7-6-1 船橋ツインビル 

東館６F 047-406-5515 

西船医院 船橋市西船 2-21-1 047-495-3633 

東京ベイサイドクリニック 
船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと 
TOKYO-BAY 西館３F 047-495-0013 

最新の情報や病院の地図は、 

http://www.kinen-map.jp/hoken/list.php?pref_id=12 まで  

 
携帯電話で QR コードから 

アクセスしてください。 

日本禁煙学会 千葉県 医療機関 検索 

http://www.kinen-map.jp/hoken/list.php?pref_id=12

