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《巻頭言》

第９回日本禁煙学会学術総会を終えて

はじめに
2015年11月21～22日に市民会館崇城大学ホー
ル（熊本市民会館）と熊本市国際交流会館で第9回
日本禁煙学会学術総会（JSTC2015熊本大会）を開
催いたしました。全国から900名弱の方に集まって
頂き、熊本のスタッフや市民公開講座の参加者を
加えると1,200名弱の学会となりました。
学術的にすぐれた企画にして、かつ高いレベル
の学会にできるか、参加者の多様なニーズにどう
答えるか、さらに熊本に来てよかったと思って頂け
るにはどうしたらよいかなど、学会開催の企画は、
くまもと禁煙推進フォーラムにとっては大きな課
題でした。しかし熊本のメンバーからでる色々な
企画、学会運営のアイデア、さらに学会役員の方
からの適切な助言で充実した内容にでき、参加の
皆様から大変よい学会だったとお褒めの言葉を沢
山頂きました。学会参加や支援頂いた皆さんに大
変感謝いたしております。2016年10月29～30日
の第10回日本禁煙学会学術総会（JSTC2016東京
大会）へ上手く繋げることができたのではないかと
思っています。

第9回日本禁煙学会学術総会を終えて
―タバコとNCD―

第9回日本禁煙学会学術総会　会長

橋本洋一郎

1. 学術集会のテーマ
学会のテーマは『喫煙と生活習慣病―タバコと

NCD―』としました。2011年9月に国連におい
てNCD（Non-Communicable Disease、非感性疾
患）対策を国際的に推進していくことが採択されて
います（図1、WHO）。①タバコの使用、②不健康
な食事、③身体活動不足、④アルコールの有害使
用の4つのリスクが、①がん、②循環器疾患（脳卒
中や心疾患など）、③糖尿病、④慢性呼吸器疾患
の4つのNCDを引き起こしますが、タバコの使用
はすべてのNCDの発症に関与しています（図2）。
表1に第9回日本禁煙学会学術総会の主なプロ
グラムを示します。理事長講演、会長講演、2つ
の特別講演、4つのシンポジウム、2つの教育講
演、2つの特別企画、5つの共催セミナー、禁煙
治療セミナー、市民公開講座などで禁煙学を多
面的に学んで頂けたと思います。一般演題も過去
最多の143演題があり、活発な議論もなされまし
た。詳細はプログラム・抄録集のWEB版（http://
jstc2015.umin.jp/img/shoroku++++.pdf）を見て頂
ければ幸いです。また認定試験は松山での学会開

図1　4つの危険因子・4つのNCD・2つの状態
（http://www.apact.jp/presentation_data/index.
htmlのPL2-01より引用）

図2　NCD
（non-communicable	disease、非感染性疾患）
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催時の数に及びませんでしたが、101名の方に受験
頂きました。

2. 特別講演（招聘講演）
カリフォルニア大学Stanton Glantz先生の特別
講演Ⅰでは、地域での禁煙活動が最も効果的であ
ると最後にまとめられました。講演スライドを早め
に送って頂いたお陰で、その日本語訳を抄録集に
掲載することができました。熊本県の姉妹州であ
る米国のモンタナ州の州都であるヘレナで、公共の
施設を禁煙にしたら心筋梗塞発症が半減したとい
う報告をされたのがGlantz先生でした。“ヘレナの
奇跡”と言われています。大変お忙しい中、強行ス
ケジュールで熊本にお越し頂きました。作田先生
や宮崎先生に大変お世話になりました。

NCDのシンポジウムではWHOのDongbo Fu先
生が、WHOの仕事で来日中、それも福岡という
ことで、特別に参加頂いて、シンポジウムⅠ｢タバ
コとNCD｣で30分を超える講演を行って頂きまし
た。WHOの考えているNCD対策について明解に

お話し頂き、本学会のテーマ｢タバコとNCD｣の
理解がさらに進んだと思います。Dongbo Fu先生
の招聘の話を持って来て頂きました埴岡 隆先生や
望月友美子先生に感謝いたしております。
朝日新聞の錦光山さんの特別講演Ⅱでは、新聞
記者さんの立場での禁煙対策をどのように考えて、
取材し、記事にされているかががよく分かりました。
以上の3名の方の講演は大きなインパクトを参加
の皆様に与えたと思います。日本禁煙学会学術総
会ならではの企画になったと思います。

3. 理事長講演と会長講演
作田先生による理事長講演では「我々の足跡と

2016年に向けて」と題して、まず2006年の日本禁
煙学会設立と学会の三の柱「3G：Global Science、
Gaiatsu（外国との連携）、Grass Root Power」の話
しをされ、Glantz先生の講演と共通する内容でし
た。日本禁煙学会学術総会の開催、FCTC、禁煙
学の発刊、日本禁煙学会雑誌の発行、世界の動き
と国際的なコラボレーション、日本の動き、今後

表1　第９回日本禁煙学会学術総会（JSTC2015熊本大会）の主な内容

1） 理事長講演「我々の足跡と2016年に向けて」
2） 会長講演「タバコとNCD」
3） 特別講演 
 ①「The cost today of Japanʼ s failure to implement modern tobacco control」 
 　　Stanton Glantz（University of California） 
 ②「タバコと社会  国で違う『空気』」 
 　　（錦光山雅子（朝日新聞東京本社特別報道部））
4） 教育講演 
 ①「電子タバコの危険性」 
 ②「女性のための禁煙支援」
5） シンポジウム 
 ①「タバコとNCD」※Dongbo Fu先生（WHO）来日中のため特別参加 
 ②「防煙教育とタバコ授業」 
 ③「認定看護師による禁煙支援」 
 ④「病院の敷地内禁煙―現状と課題―」
6） 特別企画 
 ①「アフタヌーンセミナー（ナースのための禁煙スイーツセミナー）」 
 ②「防煙授業のノウハウ教えます」
7） 共催セミナー：タバコとNCDの各論 
 ①「タバコとCOPD／がん」 
 ②「タバコと心疾患」 
 ③「タバコと糖尿病／禁煙治療」 
 ④「タバコと高血圧」 
 ⑤「タバコと脳卒中」
8） 禁煙治療セミナー「動機づけ面接」
9） 市民公開講座 テーマ「受動喫煙の防止と健康」（基調講演講師：北村 諭）
10） 一般演題：口演・ポスター：過去最多の143演題
11） 認定試験：101名受験
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行うべきことなどを述べられ、会員へ将来の方向
性を示して頂きました。「日本では、政府は何もし
ていない、それにもかかわらず、喫煙率は着実に
減少している」（Prof Judith Mackay）という“日本の
パラドックス”という言葉は印象的でした。最後に
プレンパッケージの実現について言及されました。
会長講演は、「タバコとNCD」というタイトルに
していましたが、会長講演のあとのシンポジウムⅠ
「タバコとNCD」でトップバッターとして「NCDと
は？」という講演もさせて頂くことになり、くまも
と禁煙推進フォーラムの活動を中心に喋らせて頂
くことにしました。熊本における脳卒中診療ネット
ワークがほぼできあがった2000年頃から「脳卒中 
予防に勝る 治療なし」ということで、予防医学につ
いて急性期病院からも発言し始めました。2008年
11月14日の新居浜医師会学術講演会で『脳梗塞の
一次予防と二次予防』というタイトルで特別講演を
行い、大橋勝英先生と知り合えて日本禁煙学会に
入会し、学会活動を始めました。2009年にくまも

と禁煙推進フォーラムを設立し、色々な活動を展
開しました。第13回全国禁煙推進研究会 2013 熊
本フォーラムの開催、2013年に第2回「健康寿命
を延ばそう！Award」厚生労働省健康局長優良賞
受賞、今回の学会開催まで足跡を喋らせていただ
きました。くまもと禁煙推進フォーラムの活動は
Grass Root Powerそのものであったなと本学術総
会で実感しました。

4. 教育講演
教育講演Ⅰ「電子タバコの危険性」、教育講演Ⅱ
｢女性のための禁煙支援｣では2名ずつの演者の先
生が、かなり掘り下げた内容で講演頂き、今後の
現場の取り組みに対して方向性をしっかりと示し
て頂いたと思います。全体としては中級者向けに
なったでしょうか。

5. シンポジウム
シンポジウムⅠ「タバコとNCD」は、本学術総会

朝日新聞の錦光山雅子さん

カリフォルニア大学のProfessor	Stanton	Glantz、
作田理事長、来馬先生

禁煙治療セミナー

WHOのDr.	Dongbo	Fu
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のメインテーマで十分な時間を取って、私、郷間 
巌先生、Dongbo Fu先生、中村正和先生が講演を
行い、NCDにおけるタバコ対策の重要性を理解頂
けたと思います。
シンポジウムⅡ「防煙教育とタバコ授業」は、稲
本 望先生からの提案でした。特別企画Ⅱと重複
する内容でしたが、初日の午前にシンポジウムⅡ、
午後に特別企画Ⅱを行いました。シンポジウムⅡ
では短時間で7名の演者の先生に各地域の取り組
みを紹介して頂きました。
シンポジウムⅢ「認定看護師による禁煙支援―看
護の視点で検討する―」は、午後の特別企画Ⅰ「ア
フタヌーンセミナー（ナースのための禁煙スイーツ
セミナー）」と一緒に看護師のグループが企画しまし
た。熊本県看護協会の強力なご支援を頂きました。
シンポジウムⅣ「病院の敷地内禁煙の問題点と進
め方」は、学会本部と連携してアンケート調査を行
い、現在の取り組みと合わせて発表・議論して頂
きました。学会において継続的な取り組みが必要
だと思います。
このように4つのシンポジウムでは、現在の禁煙
領域の課題・問題について複数の演者で喋って頂
き多面的な議論ができました。将来の禁煙活動・
治療の発展に繋がる内容でした。

6. 特別企画
特別企画Ⅰ「アフタヌーンセミナー（ナースのた
めのスイーツ禁煙セミナー）」は、会長の強い意向
を基に、熊本の藤本恵子さんが谷口千枝さんと相
談して企画をしてくれました。非常に人気があり、
1か月前に申し込みを中止とせざるをえませんでし
た。ホームページからの申し込みの問題、ナース
以外からの申し込み、受講者数の設定、禁煙治療
セミナーと混乱を生じたことなど多々問題が生じて
大変申し訳ありませんでした。今後、学会で継続
して開催する流れとなっていますので、2016年の
東京大会では問題が生じないように緊密な連携を
とっていきたいと思っています。本セミナーへの参
加者の満足度は大変高かったようですし、スイー
ツも好評でした。
特別企画Ⅱ「防煙授業のノウハウ教えます」は、
熊本で行っている活動をアピールできる企画とし
て立案しました。結果的には初心者向けの企画と
なりました。防煙授業ばかりではなく、職場の受

動喫煙防止の内容も含み、複数のパターンがあっ
たので、熊本のメンバーのみで実施すると決めま
した。フォーラムのメンバー以外では熊本ドライビ
ングスクール社長の永田さんの講演は大変評判が
よかったようです。数名の参加者しか望めないと
思っていましたが、立ち見がでる盛況ぶりで、防
煙授業に関するセミナーへの要望が高いことが分か
りました。

7. 禁煙治療セミナー
禁煙治療セミナー「動機づけ面接」の開催が、2
日目の午前中というのは大変よかったのですが、
会場が狭く（第4会場、最大収容約210席）、2週
間ほど前に募集を締め切らざるを得ませんでした。
もっと大きな会場がよいと思われます。2日目の午
前中開催でしたので一般演題や座長、演者との重
複の調整という課題がでてきました。特別企画Ⅰ
とⅡとともに学術総会参加者のニーズが教育的な
セッションに高いことが分かりました。今後、禁煙
治療セミナーへの参加者が増えてきたら初級編と
上級編と2つに分けるとよいと考えられます。

8. 一般演題（口演・ポスター）
過去最大の143演題の応募がありました。あり
がとうございました。口演とポスター発表の2つの
発表形式としました。濃厚な質疑が行われていた
と思います。

9. 共催セミナー
共催セミナーは、喫煙によってもたらされる疾

くまモン登場
すわんけん、すわんぬ、禁煙戦隊卒煙ジャーと一緒
にくまモン体操



日本禁煙学会雑誌　第11巻第2号　2016年（平成28年）4月26日

19

第９回日本禁煙学会学術総会を終えて

患について学べる各論の教育セミナーと位置付け
ました。タバコの害はだれでも知っているわけで
すが、喫煙関連疾患のトップランナーの先生の
話を聞けるのも学会の醍醐味です。大会テーマの
「NCD」を各論で論じて貰う戦略でした。多くの製
薬メーカーさんがNCDと関連した薬剤を開発・製
造・販売しているわけですので、もっと日本禁煙
学会と協力して、国民の健康寿命の延伸に寄与し
て頂ければと思っています。なおイブニングセミ
ナーでは熊本名産の“いきなり団子”がでて好評でし
た。2日目にもランチョンセミナーが開催できてよ
かったと思っています。

10. 市民公開講座
2日目午後の市民公開講座は、テーマが「受動
喫煙の防止と健康」で、地元テレビのKKTキャス
ター本橋 馨さんの「我が栄光の禁煙ライフ！」（当院
で禁煙治療された話をされました）、前熊本市長の
幸山政史さんの「熊本のよいところ」（お二方は2013
年の第13回全国禁煙推進研究会 2013 熊本フォー
ラムで一緒に講演頂きました）、日本呼吸器財団理
事長の北村 諭先生の「他人の煙が生

いのち

命を削る」とい
うタイトルで講演頂きました。参加者が100名程
度と少なかったのが残念でした。

11. おもてなし
学会の前日は理事会・総会終了後に熊本城を69
名で貸し切っての会長招宴を行いました。18時に
熊本城が一度閉門され、会長招宴参加者のために
再開門前に武将隊の出迎えと口上があり、ライト

アップされた熊本城へ入城しました。武将隊と熊
本城ボランティアガイドによる本丸御殿までの場内
案内とツアー、本丸御殿の2階の大御台所で本丸
御膳（細川藩時代の食事）の会食でした。お酒がだ
せないので、お茶での乾杯でした（赤酒で乾杯の予
定でしたがあとからでてきました）。後半は熊本城
本丸御殿の1階に移り、『ザ・わらべ』による熊本
民謡の披露（踊り）、本丸御殿の内覧会も行われま
した。会場の都合で人数制限をせざるを得ません
でした。
学会初日の教育講演とイブニングセミナーの間に
くまモンが第一会場に来て、熊本の誇る禁煙キャ
ラクターの「すわんけん」、「すわんぬ」、「禁煙戦
隊ソツエンジャー」と一緒にくまモン体操をしまし
た。その後、会場でくまモンとの撮影会が行われ、
facebookの顔写真をくまモンとのツーショットに
変更した参加者が多かったのではないでしょうか。
アフタヌーンセミナーと “くまモンショー”が重なっ
てしまったことも大変申し訳なく思っています。
くまモン体操を1週間練習して頂いた学生ボラ
ンティアさんにも大変感謝いたしております。2日
間固定メンバーで禁煙キャラクターを担って頂き、
随所で学会を盛り上げて頂きました。また2日間で
173名の学生ボランティアさんに手伝って頂き、ま
た学会に参加いただきました。ほとんどが医療系
の学生さんたちであり、将来、禁煙支援や禁煙活
動に関与してくれればと期待しています。
初日にホテル日航熊本で会員懇親会を行い、高
校生による山鹿灯籠を見て頂きました。大変盛り
上がった会員懇親会でした。

閉会式後の記念撮影
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12. 関連事業
学会関連イベントとして以下の事業を実施しま
した。
1） 「Tobacco Free Kids in 熊本」（9月8日）：国立が
ん研究センターと共同で西里小学校の生徒さん
を対象に熊本保健科学大学で開催しました。

2） 「きれいな空気くまもと」まちなかミーティング（9
月27日）を行い、また熊本市内の禁煙飲食店マッ
プを2万部印刷し、ホテルや観光案内所、医療
機関等に広く配布しました。学会参加者にも配
布し、学会期間中に活用頂けたようです。

3） 禁煙サポーター認定講習会（①2014.5.31、②
2014.10.26、③2015.5.31、④2015.8.28）

4） 認定指導者試験直前講習会（2015.11.1）
5） 市民公開講座（2015.5.31午後、午前中認定講習
会）：健康寿命の延伸をテーマに「寝たきり・認
知症を防ぐ―脳卒中やロコモティブ症候群の予
防―」というタイトルで4名の演者で開催しまし
た。これにあわせて「すわんぬ」を作成し、初お
目見えとなりました。開催内容は三井住友海上
あいおい生命保険株式会社の「脳卒中Report」に
掲載されています。

13. 学術総会支援委員会の設立
第9回日本禁煙学会学術総会終了後に「学術総
会支援委員会」が立ち上がり、委員長を拝命いた
しました。2016年の東京から、京都、高松と学術
総会が開催されますが、円滑に学会運営ができる
ように支援するのが役割です。日本禁煙学会学術
総会は通常の学術総会と違って、ボランティア団
体が主催するようなもので、結構大変です。第13
回全国禁煙推進研究会 2013 熊本フォーラムを開
催して、ある程度のノウハウを持って望めたのは
よかったと思います。学術総会は学会にとっては
年1度の最大のイベントですので、常に原点に戻っ
て考え、ミッションを明確にして学術集会の企画・
運営を行う必要があると思います。参加してよかっ
たと思える学術集会になるように委員会で支援で
きればと思っています。次回以降の学会運営が行

いやすいように熊本大会の報告・総括レポート、
学術集会スライド集も作成しました。学会当日の
スタッフの連絡にはLINEの利用が大変便利でし
た。
充実した内容の学会にするためには十分な資金
が必要です。それなりに頑張ったつもりでしたが、
節約しなければならないところが一部でてきまし
た。日本禁煙学会は通常の学会の半額の参加費で
す。2016年の東京大会では参加費を値上げして頂
いて、企画したものが実現し、会員の皆様が学会
に参加してよかったと思えるような学会にして頂け
ればと思います。

最後に
第9回日本禁煙学会学術総会（JSTC2015熊本大
会）では、様々なことをやりたいと考え、企画を欲
張り過ぎましたが、結果的に企画倒れにならなくて
よかったと思っています。禁煙活動・支援の初級
者・中級者・上級者のそれぞれにマッチした内容
が必要と思いますし、当然、すべての者が聞いて
役立つ内容もあるのが望ましいと考えます。多々
反省点もありますが、イメージしたような学会にで
きたので大変嬉しく思っています。
第9回日本禁煙学会学術総会宣言文を表2に示
します。現在、｢健康寿命の延伸｣がキーワード
となっています。脳卒中が米国で｢apoplexy｣→ 
｢stroke｣→｢brain attack｣と変わったように、｢成人
病｣→｢生活習慣病｣→｢NCD｣とキーワードを変え
て、疾患の発症予防・再発予防を啓発して健康寿
命の延伸を図りたいと思っています。｢1に運動　2
に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ｣という標語
がかなり根付いてきました。今後、WHOのいう｢4
のリスクと4つのNCD｣（図1、図2）も根付いてい
けるようにと願っています。

2016年の第10回日本禁煙学会学術総会（JSTC 
2016東京大会）で日本禁煙学会の会員の皆様とお
会いできるのを楽しみにしております。全国から東
京に集結してスモークフリーウォークにも参加しま
しょう。
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表2

第9回日本禁煙学会学術総会宣言文

第9回日本禁煙学会学術総会
会長　橋本洋一郎

喫煙や無煙タバコの使用、ならびにそれに伴う受動喫煙は、肺がんをはじめとする様々ながん
だけでなく、脳卒中や心筋梗塞、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病など、多くの疾患の原因
となります。日本では、能動喫煙により年間13万人、受動喫煙により年間6,800人が死亡して
いると報告されています。
世界保健機関（WHO）は、①がん、②脳卒中や心筋梗塞などの心臓血管病、③COPDなどの

慢性呼吸器疾患、④糖尿病を総称し、NCD（Non-Communicable Disease、非感染性疾患）と呼
んでいます。NCDの原因として、①タバコの使用（喫煙）、②不健康な食事、③身体活動不足、
④アルコールの有害使用の4つのリスクを挙げ、2011年国連でNCD対策を国際的に推進してい
くことが採択されています。これらの疾患群は、全世界の死亡の原因の60％（3,500万人）を占
めており、今後も急増すると考えられています。NCDは、禁煙や受動喫煙の防止等を含めた生
活習慣の改善により予防が可能です。
禁煙が困難である理由の1つにニコチン依存症という病態があります。常習的喫煙者の7割は

ニコチン依存症であると報告されています。また、喫煙者の7割はタバコをやめたいと考えてお
り、禁煙を行いやすい環境整備を必要としています。
喫煙は喫煙者本人の健康に影響を与えるだけでなく、周囲の非喫煙者に対しても、受動喫煙
という形で大きな影響を及ぼしています。学校の敷地内禁煙による未成年者の喫煙防止、病院
の敷地内禁煙による医療従事者の禁煙推進とともに禁煙外来設置による禁煙支援などを行う必
要があります。
われわれは、喫煙率の低下と受動喫煙防止が、国民の健康を守るための喫緊の課題であると
認識します。日本は「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約（FCTC）」の締約国となって
いるにも関わらず、その条約の履行を果たせていない現状を憂慮しています。
タバコの消費が健康に及ぼす悪影響から現在及び将来の世代を保護するため、禁煙およびニコ
チン依存症への適切な治療を進めることは、一般社団法人日本禁煙学会が社会に果たす重要な
役割であると認識し、ここに第9回日本禁煙学会学術総会宣言文を宣言し、取り組みを推進し
てまいります。

1. タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約（FCTC）の順守・履行を国へ促します。
2. 喫煙対策を推進する専門職として、すべての医療関係者の禁煙を支援・推進します。
3. 病院敷地内禁煙を通して、病院の利用者が禁煙治療を受けられる機会が増えることを
推進します。

4. 専門職の教育や研修プログラムにおける喫煙対策や禁煙支援教育を推進します。
5. 医療を学ぶ学生の禁煙と喫煙防止教育をより積極的に取り組みます。
6. 学校保健の場を通じて、児童・生徒にタバコの有害性などについての健康および喫煙
防止教育を推進します。

7. 公共施設や職場においては、敷地内禁煙を旨とした受動喫煙防止を関係機関に働きか
け、非喫煙者を守ります。家庭内における受動喫煙防止を推進します。

8. 禁煙を含めたNCD対策を推進し、健康寿命の延伸を図ります。
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自己効力感と禁煙継続との関連

が実施されている。具体的には、保険診療で禁煙治
療を行う患者のスクリーニング方法や、初診から最
終外来までの12週間で計5回の受診日を設け、治療
を行う禁煙プログラムである。喫煙と健康問題に関
する実態調査 1）では、喫煙者の64.2％が禁煙を希望
しているにもかかわらず禁煙できないことが多いと
いう実態があり、依存の影響は大きいと考えられる。
また、対象者の疾患や症状に合わせた支援の工夫を
すること、禁煙プログラムの5回の受診を完遂するこ
とが禁煙成功の要因となることが明らかになってい
る 2）。禁煙成功への患者側の要因としては、ニコチ
ン依存度が低いこと、行動変容ステージのうち「準備
期」にあること 3）、喫煙したいと感じる環境や状況を
回避する指導をすること 4）が明らかにされている。ま
た、これらの先行研究での禁煙成功率・禁煙継続率
は50～80％と報告されており、ニコチン依存症管理
料算定保険医療機関の禁煙成功率実態調査 5）では、
456施設の禁煙外来の全患者のうち、3か月後の禁
煙外来終了時の禁煙成功率は78.5％であった。この
ように、医療機関での禁煙治療に関して様々な研究
が報告されているが、禁煙成功に関する患者の要因
を分析している先行研究は、ニコチン依存度が低い

はじめに
2006年の診療報酬改定時にニコチン依存症管理

料の保険適用が認められ、保険診療で禁煙治療が
可能となった。また経口禁煙治療薬（バレニクリン）
が認可されたことにより、禁煙外来実施施設、禁煙
外来受診者ともに増加した。加えて、喫煙とメタボ
リックシンドロームの病態との関連が示されたことに
より、2008年4月から開始した特定健診・特定保健
指導での問診項目として、喫煙の有無が設定され、
特定保健指導対象者の階層化としても重要な項目と
なった。これらの喫煙対策により、能動喫煙だけで
なく受動喫煙についても情報や知識の普及が進み、
社会的にも禁煙に取り組む風潮は高まっている。
禁煙外来では、保険診療での治療と自費での治療

連絡先
〒 116-8551
荒川区東尾久 7-2-10
首都大学東京大学院 人間健康科学研究科
看護科学域 広域看護学公衆衛生看護学分野
TEL: 03-3819-7418      FAX: 03-3819-7418
e-mail: 
受付日 2015年 10月 6日　採用日 2016年 3月 2日

【目　的】　診療所の禁煙外来受診者の自己効力感と12週間後の禁煙外来終了時での禁煙継続との関連を明
らかにすることを目的とした。
【方　法】　2013年7～11月までの禁煙外来受診者81名を対象に、禁煙に対する動機と自信、自己効力感、
外来受診回数等の治療内容と12週間後の禁煙継続の状況等についてデータ収集した。
【結　果】　禁煙継続者は44名（54.3％）であった。禁煙継続群は非継続群に比較して、「以前よりやめたかっ
た」と回答した人、5回以上受診した人の割合、自己効力感の下位尺度「失敗に対する不安」の中央値が統計
的に有意に高かった。
【考　察】　初診時の禁煙に対する動機や自己効力感の傾向を把握することは、禁煙継続の支援に有用と考える。
【結　論】　禁煙外来受診者の12週間後の禁煙継続者は約50％であった。禁煙継続のためには、定期的な外
来受診を促し、自己効力感を向上させる支援が有用であることが示唆された。

キーワード：禁煙外来、自己効力感、診療所、禁煙継続者

診療所の禁煙外来受診者の自己効力感と 
禁煙継続との関連

板倉葉子 1、斉藤恵美子 2、村松弘康 3

1．元首都大学東京大学院人間健康科学研究科修士課程 
2．首都大学東京大学院人間健康科学研究科、3．医療法人社団栄晴会中央内科クリニック
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こと、行動変容ステージのうち「準備期」にあること
等の報告にとどまり、数少ない。行動変容に関連す
る要因の一つとして、症状改善や健康を維持するた
めに、必要な行動をどのくらい確実に行うことがで
きるかという自己効力感の高低が、症状改善を予測
する要因と考えられている 6）。また、坂野ら 7, 8）は、
一般性自己効力感を「個人が一般的に自己効力をど
の程度高く、あるいは低く認知する傾向にあるか」と
定義しており、禁煙指導での患者の行動変容を促す
支援のために、自己効力感の傾向を測定し把握する
ことは有用と考える。しかし、自己効力感に関する
研究は、臨床心理学や教育学の分野では多いが、看
護学の分野では慢性疾患患者を対象とした研究が主
であり、禁煙外来や禁煙指導に関する研究はほとん
どない。そこで、本研究は、診療所での禁煙外来受
診者の自己効力感と12週間後の禁煙外来終了時で
の禁煙継続との関連について明らかにすることを目
的とした。

方　法
1. 研究対象者
保険診療にて禁煙外来を行う一診療所の禁煙外来

に、2013年7月から11月までに受診したすべての受
診者とした。診療所の選定については、地方厚生局
または都道府県事務所に届け出をしており、ニコチ
ン依存症管理料を算定できる施設基準を満たし、保
険診療で禁煙治療を行う認定施設であり、日本循環
器学会・日本肺癌学会・日本癌学会・日本呼吸器学
会により作成された禁煙治療のための標準手順書 9）

に沿った禁煙プログラムで禁煙治療を行っているこ
とを条件とした。

2. 用語の操作的定義
本研究では、「禁煙継続」を「最終外来時に禁煙を1

か月以上継続していること」とした。また、「自己効
力感」については、Banduraの自己効力感理論 6）をも
とに坂野ら 10）が示した一般性自己効力感の定義「個
人が一般的に行動をうまく行うための自分の能力に
対する信念をどの程度高くあるいは低く認知するか
の傾向にあるか」を用いた。

3. データ収集
1） 調査方法
初診時に質問紙調査を実施し、最終外来終了後に

対象者が記載した問診票の内容と診療録から必要な
情報を転記した。
2） 調査項目
初診時の禁煙外来問診票から、性別、年齢、喫煙
本数、喫煙年数、喫煙開始年齢、朝起きてからタバ
コを吸うまでの時間、Tobacco Dependence Screen-

er（以下、TDSとする）、禁煙経験、今回の禁煙に対
する動機、今回の禁煙に対する自信、今回の禁煙に
対する意欲、家庭内喫煙者の有無、友人喫煙者の有
無、職場内喫煙者の有無、初診時呼気一酸化炭素濃
度の15項目を転記票に転記した。今回の禁煙に対す
る自信と意欲の質問項目は、それぞれ「やめられる自
信は何％？」「やめたい気持ちは何％？」の質問項目
であり0～100％の数字を記入することで評価した。
ニコチン依存度は、「朝起きてから1本目を吸うまで
の時間」とTDSの2種類の方法で評価した。「朝起き
てから1本目を吸うまでの時間」は、禁煙外来問診票
にて起床後の喫煙開始時間を問い、5分以内で「最
強」、5～30分で「強」、30～60分で「中」、60分以
上で「弱」とした 11）。TDSは「自分が吸うつもりより
も、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありまし
たか」「禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかっ
たことがありましたか」等の10項目を「はい・いい
え」の2件法で回答し10点満点で評価した。
また、自己効力感については、初診時に「一般
性自己効力感」尺度に関する自記式質問紙で調査を
行った。この「一般性自己効力感」尺度 8）は信頼性・
妥当性が検証されており、3つの、下位尺度、計16
項目で構成されている。3つの下位尺度は、『行動の
積極性』『失敗に対する不安』『能力の社会的位置づ
け』と命名されており、それらの項目について、「　」
に示す。まず、『行動の積極性』は、「ひっこみじあん
なほうだと思う」「積極的に活動するのは、苦手なほ
うである」「どんなことでも積極的にこなすほうであ
る」「何かを決めるとき、迷わずに決定するほうであ
る」「結果の見通しがつかない仕事でも、積極的にと
りくんでゆくほうだと思う」「人と比べて心配性なほ
うである」「何か仕事をするときは自信を持ってやる
ほうである」の7項目で構成されている。『失敗に対
する不安』は、「仕事を終えた後、失敗したと感じる
ことのほうが多い」「どうやったらよいか決心がつか
ずに仕事にとりかかれないことがよくある」「何かを
するとき、うまくゆかないのではないかと不安になる
ことが多い」「過去に犯した失敗や嫌な経験を思い出
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して、暗い気持ちになることがよくある」「小さな失
敗でも人よりずっと気にするほうである」の5項目で
構成されている。『能力の社会的位置づけ』は、「友
人より優れた能力がある」「友人よりも特に優れた知
識を持っている分野がある」「人より記憶力がよいほ
うである」「世の中に貢献できる力があると思う」の4
項目で構成されている。これらの項目に、「はい」「い
いえ」の2択で回答し、1問1点の配点で得点範囲は0
～16点となっている。得点が高いほど、自己効力感
を高く認知していると評価する尺度である。
呼気一酸化炭素濃度は、タバコの煙に含まれる
一酸化炭素が体内にどのくらい取り込まれているか
を測定するもので、測定結果でノンスモーカー・ラ
イトスモーカー・ミドルスモーカー・ヘビースモー
カー・超ヘビースモーカーの5段階で評価した。
診療録からは、最終外来時の禁煙の状況、使用し

た禁煙治療薬の種類（ニコチン置換療法・経口治療
薬）、禁煙外来12週間中の外来受診回数の3項目を
転記票に転記した。

4. データ分析
禁煙継続群・非継続群の2群に区分し、年齢、喫
煙状況、今回の禁煙に対する自信・意欲、一般性自
己効力感（総合得点、各下位尺度得点）等の項目に
ついては、t検定、またはMann-WhitneyU検定を用
いた。性別、ニコチン依存度4段階評価、周囲の環
境（家庭内喫煙者の有無、友人内喫煙者の有無、職
場内喫煙者の有無）、禁煙経験、今回の禁煙に対す
る動機の各項目、一般性自己効力感5段階評価、外
来受診回数については、χ²検定を用いた。統計ソフ
トウェアにはSPSS ver. 20.0 for Windowsを使用し、
有意水準は5％とした。

5. 倫理的配慮
本研究は、平成25年度首都大学東京荒川キャン

パス研究安全倫理委員会（承認番号13026　2013年
6月27日）の承認を得て実施した。

結　果
禁煙外来受診者96名のうち、自記式質問紙の

回答をもって研究協力に同意を得た81名（回収率
84.4％）を解析対象とした。対象者の属性は表1-1、
1-2に示す。男性75％、平均年齢44.3歳、ニコチン
依存度が強以上80％であった。また、最終外来時の

禁煙状況を表2に示す。禁煙継続は54％であった。
外来中断者を非継続群に含めた場合と含めなかっ

た場合で比較したが、統計的な有意差はみられな
かったため、本研究では、外来中断を非継続群に含
めて、禁煙継続群と非継続群を比較した。その結果
を表3 -1、3 -2に示す。禁煙継続群は非継続群と比
較して、動機の「以前よりやめたかった」（p＝0.014）
に「はい」と答えた人の割合が有意に高かった。また、
一般性自己効力感総合得点の下位尺度「失敗に対す
る不安」（p＝0.005）、では、禁煙継続群は非継続群
と比較して有意に得点が高かった。継続群は非継続
群と比較して、外来を5回以上受診した人の割合が
統計的に有意に高かった（p＜0.001）。

考　察
1. 対象者の特徴と最終外来時の禁煙の状況
先行研究 5）では、禁煙外来を訪れる患者の平均年

齢は52.7歳であり、本研究の対象は若年層が多い
傾向であった。また、全国調査では平均喫煙本数は
16.3本と報告 12）されており、本研究での平均22本は
全国調査と比べて、喫煙本数は多かった。平均喫煙
年数では、30.7年という調査報告 5）があり、本研究
の対象者は24年と先行研究よりも短かった。この理
由として、若年層の対象者が多かったため、喫煙年
数も短くなったということが考えられる。また、先
行研究でのTDS平均点は7.8点 5）であり、本研究と
ほぼ同様の値であった。ニコチン依存度4段階評価
での結果では、「最強」「強」が8割を占めていた。4
段階評価の「最強」「強」と「中」「弱」の禁煙継続率
を比較した先行研究では、「最強」「強」の方が、禁煙
継続率が有意に低かったと報告 11）されており、本研
究では禁煙継続が困難な傾向にある対象者が多かっ
た可能性が考えられる。
本研究の禁煙継続率は54.3％であり、先行研究で

の禁煙外来に通い心理指導を受ける患者の禁煙率50
～55％ 13）とほぼ同様の結果であった。また、選択
した治療薬に関しては、パッチよりも経口薬の方が、
禁煙成功率が高いことが報告 14）されており、本研究
でも1名以外は経口薬という結果であった。外来受
診回数に関しては、初回1回で中断した場合の禁煙
成功率は6.5％、最後まで禁煙治療を受けた場合の
禁煙成功率は49.1％という調査報告 5）もあり、外来
5回の完遂が禁煙成功に影響することが明らかとなっ
ている。研究の対象者のうち、5回以上受診した人
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表1-1　対象者の属性（N＝81）
項目 人   ％
性別

年齢

男性
女性
20～29歳 
30～39歳 
40～49歳 
50～59歳 
60歳以上   

61
20  
  4
23
30
19
  5

75.3
24.7
  4.9
28.4
37.0
23.5
  6.2

平均年齢 平均値 (標準偏差 ) (範囲 ) 44.3 (9.1) (27～64)

喫煙状況
　喫煙本数 10本 /日未満 

11～20本 /日 
21～30本 /日 
31～40本 /日 
41本 /日以上

  9
46
22
  2
  2

11.1
56.8
27.2
  2.5
  2.5

　平均喫煙本数 平均値 (標準偏差 ) (範囲 ) 22.2 (10.0) (3～70)

　平均喫煙年数 平均値 (標準偏差 ) (範囲 ) 24.4 (8.6) (4～44)

　喫煙開始年齢 20歳未満
20～29歳
30歳以上

30
47
  4

37.0
58.0
  4.9

　平均喫煙開始年齢 平均値 (標準偏差 ) (範囲 ) 19.8 (4.0) (13～36)

　ニコチン依存度
　　4段階評価 最強

強
中
弱

39
26
10
  6

48.1
32.1
12.3
  7.4

　TDS1) 平均値 (標準偏差 ) (範囲 )   7.3  (1.9) (1～10)

　初診時呼気一酸化炭素濃度 平均値 (標準偏差 ) (範囲 ) 28.8 (14.0)(4～68)

ノンスモーカー (0～7 ppm) 
ライトスモーカー (8～14 ppm) 
ミドルスモーカー (15～24 ppm) 
ヘビースモーカー (25～34 ppm) 
超ヘビースモーカー (≧35 ppm)

  3
11
22
19
26

  3.7
13.6
27.2
23.5
32.1

1) TDS：Tobacco Dependence Screener（ニコチン依存度スコア）
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表1-2　対象者の属性（N=81）
項目 人 ％
禁煙経験
　禁煙方法 1)

あり
　パッチ
　経口薬
　我慢・自力
　その他
なし

51
12
15
13
11
30

63.0
23.5
29.4
25.5
21.6
37.0

今回の禁煙に対する
　自信％
　意欲％

平均値 (標準偏差 ) (範囲 )
平均値 (標準偏差 ) (範囲 )

64.9 (23.4) (0～100)
87.8 (15.8) (50～100)

　動機 2) 健康に悪い 
以前よりやめたかった 
節約 
吸える場所が減った 
家族や友人の影響 
その他

61
19
18
14
24
19

75.3
23.5
22.2
17.3
29.6
23.5

一般性自己効力感
　平均得点
　下位尺度
　　行動の積極性
　　失敗に対する不安
　　能力の社会的位置づけ

平均値 (標準偏差 )(範囲 )

平均値 (標準偏差 )(範囲 )
平均値 (標準偏差 )(範囲 )
平均値 (標準偏差 )(範囲 )

10.4 (3.9) (1～16)

  4.6 (2.0) (0～7)
  3.4 (1.6) (0～5)
  2.3 (1.3) (0～4)

　5段階評価 非常に低い 
低い 
普通 
高い 
非常に高い

  6
20
17
32
  6

  7.4
24.7
21.0
39.5
  7.4

周囲の環境
　家庭内喫煙者

　友人内喫煙者

　職場の喫煙環境

あり
なし
あり
なし
全館禁煙
分煙
喫煙自由

20
61
77
  4
  9
62
10

24.7
75.3
95.1
  4.9
11.1
76.5
12.3

1)禁煙経験で「あり」と回答した51名で算出
2)複数回答

表2　最終外来時の禁煙状況（N＝81）
項目 人   ％
禁煙の状況

治療内容
　選択した治療薬
　
　外来受診回数

継続している
継続していない
外来中断

パッチ
経口薬
1～4回
5回以上

44
26
11

  1
80
31
50

54.3
32.1
13.6

  1.2
98.8
38.3
61.7
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表3-1　禁煙継続群と非継続群の比較（N＝81）

項目
継続群
n＝44

人　　％

非継続群
n＝37

人　　％
p値 1)

性別

平均年齢
喫煙状況
　喫煙本数
　喫煙年数
　喫煙開始年齢
　ニコチン依存度
　　4段階評価

　　TDS2)

　初診時呼気一酸化炭素濃度
禁煙経験

今回の禁煙に対する
　自信％
　意欲％
　動機 3)

　　健康に悪い
　　以前よりやめたかった
　　節約
　　吸える場所が減った
　　家族や友人の影響
一般性自己効力感
　5段階評価

周囲の環境
　家族内喫煙者の有無

　友人内喫煙者の有無

　職場の喫煙環境

外来受診回数

男性
女性
平均値 (標準偏差 )

中央値 (四分位偏差 )
平均値 (標準偏差 )
中央値 (四分位偏差 )

最強
強
中
弱
中央値 (四分位偏差 )
平均値 (標準偏差 )
あり
なし

中央値 (四分位偏差 )
中央値 (四分位偏差 )

はい
はい
はい
はい
はい

非常に低い
低い
普通
高い
非常に高い

あり
なし
あり
なし
完全禁煙
分煙
喫煙自由
1～4回
5回以上

33  　75.0
11  　25.0
44.8  ( 9.0)

20.0  ( 5.0)
24.5  ( 8.9)
20.0  ( 2.0)

22     50.0
12     27.3
  7     15.9
  3       6.8
  8.0  ( 3.0)
28.0 (14.4)
28     63.6
16     36.4

67.5 (30.0)
99.5 (20.0)

35     79.5
15  　34.1
10  　22.7
10  　22.7
11  　25.0

  3       6.8
  9     20.5
  8     18.2
19     43.2
  5     11.4

12     27.3
32     72.7
42     95.5
  2       4.5
  5     11.4
35     79.5
  4       9.1
  3       6.8
41     93.2

28      75.7
  9      24.3
43.6   ( 9.3)

20.0  (15.0)
24.3   ( 8.4)
20.0   ( 3.0)

17      46.0
14      37.8
  3        8.1
  3        8.1
  8.0   ( 3.0)
19.7  (13.7)
23      62.2
14      37.8

70.0  (30.0)
100.0  (25.0)

26      70.3
  4      10.8
  8      21.6
  4      10.8
13      35.1

  3        8.1
11      29.7
  9      24.3
13      35.1
  1        2.7

  8      21.6
29      78.4
35      94.6
  2        5.4
  4      10.8
27      73.0
  6      16.2
28      75.7
  9      24.3

0.944

0.561

0.996
0.928
0.743

0.614

0.776
0.584
0.891

0.946
0.894

0.335
0.014
0.905
0.158
0.320

0.482

0.557

0.624

0.623

<0.001

1)χ 2検定、t検定、Mann-Whitney-U検定
2)TDS：Tobacco Dependence Screener（ニコチン依存度スコア）
3)複数回答

表3-2　禁煙継続群と非継続群の比較（N＝81）

項目
継続群
n＝44

人　　％

非継続群
n＝37

人　　％
p値 1)

一般性自己効力感
　総合得点　　　
　下位尺度　　　
　　行動の積極性
　　失敗に対する不安
　　能力の社会的位置づけ

中央値 (四分位偏差 )

中央値 (四分位偏差 )
中央値 (四分位偏差 )
中央値 (四分位偏差 )

11.0   (6.0)

  5.0   (3.5)
  4.0   (2.0)
  2.5   (2.8)

10.0    (6.5)

  5.0    (3.0)
  3.0    (2.5)
  3.0    (2.5)

0.109

0.370
0.005
0.988

1)Mann-Whitney-U検定
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は6割であり、すべての外来中断者が1回だけ受診
した人であった。受診者にとって、禁煙が継続でき
ていないと受診しにくくなり、外来受診を中断する
ことにつながると考えられる。禁煙外来12週間の
間は、途中で継続できなくなっても外来受診を中断
することを防ぐことで、禁煙への再挑戦の機会にな
ることもある。そのため、外来受診者には、禁煙外
来期間中は診察とカウンセリングを繰り返しながら、
喫煙を再開してしまっても再度仕切りなおすことが
できる期間でもあるということを初診時に説明するこ
とは重要である。患者が通院の意味を理解し、外来
受診が継続できるように医療者が支援する必要があ
ると考える。

2. 禁煙継続群と非継続群の比較
禁煙に対する動機については、禁煙継続群は非継
続群と比較して「以前からやめたかった」人の割合が
有意に高かった。このことから、問診等で、患者が
「やめたい」と思ったきっかけを把握することは重要
である。例えば、咳や痰、息苦しいという症状や病
気を発症した等の身体的状況や、家族の勧めや妊娠、
職場の環境変化という周囲の環境の変化等、受診の
動機は様々であり、それぞれの動機にそった情報や
知識を提供することで、最初の動機の強化に役立て
ることができると考える。
外来受診回数については、禁煙継続群の方が非
継続群に比べて、外来を受診した回数が多かった。
AHRQによる禁煙ガイドライン 15）でも、1回の受診
時間や総受診回数に比例して禁煙率が上昇すること
が証明されている。本研究結果でも、禁煙外来の5
回完遂、または5回以上の受診と、それに伴う医療
者との接触頻度の増加によって禁煙率が高まること
が確認された。
次に、対象者の一般性自己効力感尺度平均得点は

10.4点であり、坂野らの報告 10）での9.6点と比較す
ると、やや高い傾向であった。禁煙成功の要因とし
て、「自分の意志の強さ」「決意の強さ」16）、失敗の
要因として、「意志の弱さ」「誘惑に負けた」など 10）、 
患者の意志の強弱との関連が明らかとなっている。
本研究では、自己効力感の高低に有意差はみられな
かったが、自己効力感の平均値は禁煙継続群の方
が高かった。慢性疾患の自己管理について、自己効
力感が高い患者ほど、身体状態が良く自己管理が良

好であったことが報告 10）されており、自己効力感と
健康的な行動の取りやすさについて関連があること
が考えられる。また、一般性自己効力感下位尺度の
「失敗に対する不安」については、低く認知するとき
は失敗に対する不安が高まり、過去に行った自己の
失敗体験にこだわり、暗い気持ちになる傾向がある
と報告されている 10）。本研究での禁煙継続群は非継
続群に比べ、「失敗に対する不安」の中央値が有意に
高かった。この結果は、禁煙継続群が「失敗に対す
る不安」を高く認知することで、過去の失敗経験に
とらわれずに禁煙に取り組むことができたと考えら
れる。経口薬での禁煙治療が開始から7年経ち、失
敗体験を有して再度禁煙治療に挑む患者が増えてき
たと考えられる。行動変容理論では、失敗体験は行
動への自信を弱め、「できないのでは」という不安と
なり、新たな行動変容の障害となるとされている 17）。
また、失敗体験は自己効力感の低下につながるため、
過去の禁煙経験ではなぜ失敗したのか、今回も同じ
問題が起きたときにどのように対応するとうまくいく
か等、過去の失敗を振り返り、活用する働きかけが
必要と考える。自己効力感と禁煙に対する動機や外
来受診回数には有意な関連は見られなかった。
本研究では一診療所の限られた患者を対象として

おり、結果の解釈は限定的で、一般化には限界があ
る。しかし、診療所の禁煙外来を設定した研究は数
が少なく、外来患者の特徴の一端を明らかにするこ
とができたと考える。病院の禁煙外来では、病気の
悪化予防や基礎疾患の治療としての手術や入院のた
め等、いわば必要に迫られて禁煙に取り組む患者が
ほとんどである。一方、診療所では、健康や疾患の
悪化に対する患者自身の予防的な考え方に基づく動
機や、例えば、「受診や薬で禁煙できれば嬉しい」と
いうような動機等、様々な動機から来院する場合も
多い。また、本研究の対象者のように、診療所を受
診する患者は、喫煙状況や職場環境等での禁煙を困
難にする条件も多様である。このように、診療所で
は、病院に比べて様々な状況の患者が受診している
と考えられる。例えば、看護師が問診時等に、患者
のアセスメントとして動機や過去の禁煙経験、自己
効力感等の心理的な状態を確認することは、禁煙継
続の支援に役立つと考える。動機や自己効力感等の
患者の心理的な情報を事前に得ることによって、禁
煙継続の支援に役立てることができると考える。
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Relationships between self-ef ficacy and continuation of smoking cessation 
among outpatients visiting a clinic for smoking cessation

Yoko Itakura1, Emiko Saito2, Hiroyasu Muramatsu3

Abstract
Aim: The purpose of this study was to explore the relationship between self-efficacy and continuation of 
smoking cessation among outpatients visiting a clinic for smoking cessation over the 12 weeks treatment 
period.
Methods: Data was collected for 81 outpatients who provided consent between July and November 2013. 
The data collected included the following: motive for and confidence in smoking cessation, as well as self-
efficacy at the first visit, treatment contents such as the number of a clinic visits, and the status of continuation 
of smoking cessation after 12 weeks. Relationships to confidence in smoking cessation and self-efficacy were 
analyzed between the smoking cessation continuation and non-continuation groups.
Results: A total of 44 individuals (54.3%) had continued smoking cessation. Compared to the non-continu-
ation group, the smoking cessation continuation group had a significantly higher proportion of outpatients 
responded “wanted more strongly than before to quit smoking” of their motive for smoking cessation. Also, 
the group had a significantly higher proportion of outpatients who had more than five visits of a clinic and a 
significantly higher median score for the "anxiety about failure" on the subscale of self-efficacy.
Discussion: Outpatients assessment in motives for smoking cessation and self-efficacy at initial visit was 
considered useful for support for continuation of smoking cessation.
Conclusion: Outpatients who continued smoking cessation 12 weeks after the start of this program was ap-
proximately 50%.  For the smoking cessation continuation of outpatients, it was useful to promote a routine 
visit to a clinic and to support of improving their self-efficacy.

Key words
outpatient clinic for smoking cessation, self-efficacy, medical clinic, 
outpatients who continued smoking cessation

1. Former Department of Nursing Sciences, Graduate School of Human Health Sciences, 
 Tokyo Metropolitan University
2. Department of Nursing Sciences, Graduate School of Human Health Sciences, Tokyo Metropolitan University
3. Central Medical Clinic
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「体育」、中学校・高等学校「保健体育」において喫煙
と健康との関わりについて指導するよう明記がなさ
れている 4～6）。未成年者への喫煙防止教育は、養護
教諭、学校医、保健師、薬剤師等により実施されて
おり、教育前後比較によるタバコに関する認識や知
識の変化 7～10）、喫煙開始を抑制する効果 9）が先行研
究で報告され、効果的な教育方法の検討がされてき
た。しかし、長期的な教育効果の報告は少なく、入
学前に受けた喫煙防止教育の違いによる看護学生の
知識の比較は報告されていない。また、受動喫煙に
関する教育効果は明らかにされていない。
そこで、本研究では、看護学生の受動喫煙に関す

る認識を明らかにし、入学前に受けた喫煙防止教育
の回数や時期の違いに着目して比較検討することを
目的とした。

方　法
A大学看護学科（以下A大学と略す）1～4年生

257人、B病院附属看護学校（以下B校と略す）1～
3年生120人、合計377人を対象として、無記名自
記式のアンケート用紙を用いて調査を実施した。調
査期間は平成25年7月で、調査項目（図1）は、学

目　的
日本看護協会による2013年の報告 1）によると、看
護職の喫煙率は7.9％と国民の喫煙率を下回るもの
の喫煙や受動喫煙の害の認識については不十分と報
告されている。医療従事者は、タバコの害に関する
知識を持ち、社会の手本となる役割を求められる 2）。
そのため、看護学生の認識を高める必要があり、看
護師養成機関における教育が重要である。しかしな
がら、看護師養成機関に入学する前に受けてきた喫
煙防止教育の違いによって、既に看護学生の認識に
差があることが予想される。
健康日本21では、禁煙支援や禁煙教育、受動喫
煙の防止、喫煙の健康影響に関する知識の普及など
に取り組んでいる 3）。学校教育においては喫煙防止
に関する指導が学習指導要領に導入され、小学校

【目　的】　看護学生の受動喫煙に関する認識を入学前の喫煙防止教育受講歴の違いに着目して比較分析する。
【方　法】　看護学生を対象にアンケート調査を実施した。
【結　果】　全体の喫煙率は1.3％、受動喫煙の回避を心がけている者は全体の67.1％であった。受動喫煙の
害の認識別にみると、「妊婦への影響」と「歯周病」を認識している群のほうが認識していない群よりも有意に
受動喫煙の害について学んだ回数が多かった。また、「妊婦への影響」と「歯周病」を認識している群のほうが
認識していない群よりも有意に受動喫煙の害について小学校で学んだ割合が多かった。さらに、小学校で最
初に学んだ群では、受動喫煙の害として認識している項目数が多かった。しかしながら、受動喫煙の回避行
動別にみると、受動喫煙の回避を心がけている群と回避しない群とでは、入学前の受講回数に統計的有意な
差は認められなかった。
【考　察】　入学前の喫煙防止教育受講歴の違いが受動喫煙に対する知識や認識に影響する可能性が示唆された。
【結　論】　受動喫煙に関する認識を高めるためには早期からの継続的で発展的な教育が重要である。

キーワード：喫煙防止教育、受動喫煙、看護学生

入学前に受けた喫煙防止教育の違いに着目した 
看護学生の受動喫煙に関する認識の比較

松浪容子 1、山口美友紀 2、古瀬みどり 1、熱海裕之 3

1．山形大学医学部看護学科、2．山形大学医学部附属病院、3．国立病院機構 山形病院
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年、性別、喫煙状況、受動喫煙による害（妊婦への
影響：早産、新生児の低体重化など、乳幼児突然死
症候群、肺がん、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患：
COPD、歯周病、脳梗塞、心筋梗塞、注意欠陥多動
性障害：ADHD）についての認識、看護師養成機関
入学前にタバコの害と受動喫煙の害について学んだ
回数、受動喫煙の回避を心がけているか否かとした。

分析方法
量的変数の2群間の比較にはMann-Whitney-U検
定、3群間の比較にはKruskal-Wallis検定、質的変
数の分析にはPearsonのカイ2乗検定、変数間の相
関の検定にはSpearmanの順位相関係数を用い、統
計的有意水準は5％未満とした。統計解析用ソフト
は、統計パッケージSPSS 19.0 J for Windowsを使
用した。

倫理的配慮
アンケート調査は無記名で行い個人が特定されな
いこと、研究の結果は学会等で発表する以外の目的
では使用しないこと、アンケートは任意であり、ア
ンケート調査への協力を断ることによって不利益は

生じないことを書面と口頭で説明し、同意する者の
み記入するよう依頼した。アンケート用紙は、施設
内に回収ボックスを設置し記入後任意で提出しても
らった。なお、調査に際しては、各教育機関の長に
よる許可を得た。

結　果
377人にアンケート用紙を配布し、228人から回答

が得られた（回収率A大学61.5％、B校58.3％、合
計60.5％）。性別と喫煙状況が無回答の者を除外し、
225名を有効回答とした（有効回答率59.7％）。なお、
対象の喫煙者・過去喫煙者・試し喫煙者が極端に少
なかったため、1度も喫煙経験がない喫煙未経験者
だけを比較分析の対象とした。

1. 対象の属性（表1）
対象者の性別は女性が全体の91.1％を占めた。調
査時点での喫煙者は3人で、全体の喫煙率は1.3％、
過去に喫煙経験がある者は4人（1.8％）であった。一
度も喫煙経験がない喫煙未経験者が205人（91.1％）、
試し喫煙13人（5.8％）で、合わせて非喫煙者218人
（96.9％）であった。

図1　アンケート用紙

図	 アンケート用紙	 

各質問について当てはまるものを〇で囲み、[	 ]内には数字・語句を記入してください。	 

問１	 学年：	 １年生	 ・	 ２年生	 ・	 ３年生	 ・４年生 
問２	 性別：	 女性	 ・	 男性	 	 	 	 	  
問３	 あなたはタバコを吸いますか。	 

(1)現在吸っている	 	 (2)していたが、やめた	 	 (3)試しに吸ってみたことがある 
(4)いいえ 

問４	 小学校から高校までの期間にタバコの害と受動喫煙の害について学ぶ機会が	 

ありましたか。覚えている範囲で、それぞれの回数をお答えください。	 

タバコの害	  (1)小学校［	 	 	 回］	 (2)中学校［	 	 	 回］	 (3)高校［	 	 	 回］ 
受動喫煙の害 (1)小学校［	 	 	 回］	 (2)中学校［	 	 	 回］	 (3)高校［	 	 	 回］ 

問５	 受動喫煙を避ける行動を普段からしていますか。	 

	 	 	 (1)はい	 	 	 	 	 (2)いいえ 
問６	 他人のタバコの煙を吸うことで、かかりやすくなると思う病気・症状全てに	 

〇をつけてください。	 	 

妊婦への影響(早産、新生児の低体重化など)	 	 乳幼児突然死症候群	 	 肺がん 
気管支喘息	 	 慢性閉塞性肺疾患(COPD)	 	 歯周病	 	 脳梗塞	 	 心筋梗塞 
注意欠陥多動性障害 (ADHD) 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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受動喫煙を回避する行動を普段からしていると回
答した者は151人（67.1％）であった。
看護師養成機関入学前に害について学んだ回数

は、タバコの害については、小学校・中学校・高校
いずれにおいても1回が最も多かった。受動喫煙の
害については、小学校では0回、中学校･高校では1
回が最も多かった。害について最初に学んだ時期は、
タバコと受動喫煙のいずれについても小学校が最も
多かった。受動喫煙の害について最初に学んだ時期
は、タバコの害についての時期よりも遅い者が多く、
受動喫煙の害について受講歴なしの割合も、タバコ
の害について受講歴なしの割合よりも多かった。

2. 教育機関・性別にみた入学前に学んだ回数、最初
に学んだ時期の比較（表2-1、2-2）
入学前にタバコ・受動喫煙の害について学んだ回

数を教育機関・性別に比較した結果、統計的な有意
差は認められなかったが、小学・中学・高校・合計
のいずれの回数も、A大学よりもB校のほうが、女
子学生よりも男子学生のほうが、学んだ平均回数が
多かった（表2-1）。
タバコ・受動喫煙の害について最初に学んだ時期
を教育機関・性別に比較した結果、統計的な差は認
められなかった（表2-2）。

表1　対象者の属性
全体 (N＝225) A大学 (n＝156) B校 (n＝69)

学年
人（％）

1 48 (21.3) 18 (11.5) 30 (43.5)

2 73 (32.4) 49 (31.4) 24 (34.8)

3 51 (22.7) 36 (23.1) 15 (21.7)

4 53 (23.6) 53 (34.0) ―

性別
人（％）

男 20 (  8.9) 14 (  9.0)   6 (  8.7)

女 205 (91.1) 142 (91.0) 63 (91.3)

喫煙状況
人（％）

現在喫煙   3 (  1.3)   2 (  1.3)   1 (  1.4)

過去喫煙   4 (  1.8)   3 (  1.9)   1 (  1.4)

非喫煙 218 (96.9) 151 (96.9) 67 (97.1)

試し喫煙 13 (  5.8)   9 (  5.8)   4 (  5.8)

喫煙経験なし 205 (91.1) 142 (91.0) 63 (91.3)

受動喫煙
人（％） 回避する 151 (67.1) 104 (66.7) 47 (68.1)

害について学んだ回数　平均、中央値（最小－最大）
タバコの害 　　　小学 1.21, 1.0 (0-4) 1.18, 1.0 (0-3) 1.29, 1.0 (0-4)

　　　中学 1.37, 1.0 (0-3) 1.34, 1.0 (0-3) 1.43, 1.0 (0-3)

　　　高校 1.11, 1.0 (0-3) 1.08, 1.0 (0-3) 1.17, 1.0 (0-3)

　　　　計 3.69, 3.0 (0-9) 3.60, 3.0 (0-9) 3.90, 3.0 (0-9)

受動喫煙の害 　　　小学 0.96, 1.0 (0-4) 0.92, 1.0 (0-3) 1.06, 1.0 (0-4)

　　　中学 1.19, 1.0 (0-3) 1.17, 1.0 (0-3) 1.23, 1.0 (0-3)

　　　高校 1.00, 1.0 (0-3) 0.98, 1.0 (0-3) 1.03, 1.0 (0-3)

　　　　計 3.15, 3.0 (0-9) 3.07, 3.0 (0-9) 3.32, 3.0 (0-9)

害について最初に学んだ時期　人（％）
タバコの害 　　　小学 159 (70.7) 108 (69.2) 51 (73.9)

　　　中学 32 (14.2) 23 (14.7)   9 (13.0)

　　　高校 10 (  4.4)   7 (  4.5)   3 (  4.3)

受講歴なし 24 (10.7) 18 (11.5)   6 (  8.7)

受動喫煙の害 　　　小学 130 (57.8) 89 (57.1) 41 (59.4)

　　　中学 44 (19.6) 31 (19.9) 13 (18.8)

　　　高校 16 (  7.1) 11 (  7.1)   5 (  7.2)

受講歴なし 35 (15.6) 25 (16.0) 10 (14.5)
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3. 受動喫煙の害の認識別にみた入学前に学んだ回
数、最初に学んだ時期の比較（表3-1、3-2、3-3）
入学前に受動喫煙の害について学んだ回数を害の

認識別に比較した結果、妊婦への影響を受動喫煙の
害として認識している群のほうが小・中学校で受動
喫煙の害について学んだ回数が多く（小：p＝0.038、
中：p＝0.031）、小・中・高校合計回数においても
統計的有意差が認められた（p＝0.030）。また、歯周
病を受動喫煙の害として認識している群のほうが小
学校で学んだ回数が有意に多かった（p＝0.035）。そ
の他の項目では統計的有意差は認められなかったも
のの、すべての項目で受動喫煙の害として認識して
いる群のほうが、受動喫煙の害について学んだ平均
回数が多い結果であった（表3-1）。なお、受動喫煙
の害として認識している項目数（0～9）を対象者ご
とに算出し、学んだ回数との順位相関を検定した結
果、統計的に有意な相関は認められなかった（小学 rs
＝0.170（p＝0.015）、中学 rs＝0.109（p＝0.120）、

高校 rs＝0.064（p＝0.361）、合計 rs＝0.152（p＝
0.030））。
タバコ・受動喫煙の害について最初に学んだ時期
を受動喫煙の害の認識別に比較した結果、妊婦への
影響を受動喫煙の害として認識している群のほうが
小学校で最初に学んだ者の割合が多い結果であった
（p＝0.005）。同様に、歯周病を受動喫煙の害として
認識している群のほうが小学校で最初に学んだ者の
割合が多い結果であった（p＝0.011）。その他の項目
では統計的有意差は認められなかったものの、すべ
ての項目で受動喫煙の害として認識している群のほ
うが、小学校で最初に学んだ者の割合が多い結果で
あった（表3-2）。
受動喫煙の害として認識している項目数（0～9）を
対象者ごとに算出し、受動喫煙について最初に学ん
だ時期別に比較した結果、小学校で最初に学んだ群
で受動喫煙の害として認識している項目数が有意に
多い結果であった（p＝0.031）。

A大学
(n＝142)

B校
(n＝63) p 男

(n＝13)
女

(n＝192) p

タバコの害
人 (％ )

　　　小学 99 (69.7) 46 (73.0)

0.902

10 (76.9) 135 (70.3)

0.176
　　　中学 21 (14.8)   9 (14.3)   0 (  0.0) 30 (15.6)

　　　高校   6 (  4.2)   3 (  4.8)   0 (  0.0)   9 (  4.7)

受講歴なし 16 (11.3)   5 (  7.9)   3 (23.1) 18 (  9.4)

受動喫煙の害
人 (％ )

　　　小学 82 (57.7) 38 (60.3)

0.984

  8 (61.5) 112 (58.3)

0.268
　　　中学 28 (19.7) 12 (19.0)   1 (  7.7) 39 (20.3)

　　　高校   9 (  6.3)   4 (  6.3)   0 (  0.0) 13 (  6.8)

受講歴なし 23 (16.2)   9 (14.3)   4 (30.8) 28 (14.6)

p: Pearson のカイ2乗検定

表2-1　教育機関・性別にみた入学前に害について学んだ回数の比較

表2-2　教育機関・性別にみた害について最初に学んだ時期の比較

A大学 (n＝142) B校 (n＝63)
p

男 (n＝13) 女 (n＝192)
p

　 平均
(回 )

中央値
（最小︲最大）

平均
(回 )

中央値
（最小︲最大）

平均
(回 )

中央値
（最小︲最大）

平均
(回 )

中央値
（最小︲最大）

タバコの害

小学 1.20 1.0 (0-3) 1.29 1.0 (0-4) 0.659 1.38 1.0 (0-3) 1.21 1.0 (0-4) 0.583
中学 1.36 1.0 (0-3) 1.41 1.0 (0-3) 0.752 1.69 2.0 (0-3) 1.35 1.0 (0-3) 0.237
高校 1.13 1.0 (0-3) 1.14 1.0 (0-3) 0.681 1.31 1.0 (0-3) 1.12 1.0 (0-3) 0.630
　計 3.68 3.0 (0-9) 3.84 3.0 (0-9) 0.666 4.38 4.0 (0-9) 3.69 3.0 (0-9) 0.330

受動喫煙
の害

小学 0.95 1.0 (0-3) 1.06 1.0 (0-4) 0.595 1.08 1.0 (0-3) 0.98 1.0 (0-4) 0.767
中学 1.20 1.0 (0-3) 1.21 1.0 (0-3) 0.955 1.38 1.0 (0-3) 1.19 1.0 (0-3) 0.584
高校 1.01 1.0 (0-3) 0.98 1.0 (0-3) 0.993 1.00 1.0 (0-3) 1.01 1.0 (0-3) 0.973
　計 3.16 3.0 (0-9) 3.25 3.0 (0-9) 0.856 3.46 3.0 (0-9) 3.17 3.0 (0-9) 0.785

p: Mann-Whitney-U検定
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害として認識している 害として認識していない
pn

(人 )
平均
(回 )

中央値
(最小－最大 )

n
(人 )

平均
(回 )

中央値
(最小－最大 )

妊婦への影響

小学

189

1.03 1.0 (0-4) 

16

0.50 0.0 (0-2) 0.038
中学 1.24 1.0 (0-3) 0.75 0.5 (0-3) 0.031
高校 1.02 1.0 (0-3) 0.81 1.0 (0-3) 0.322
　計 3.29 3.0 (0-9) 2.06 1.5 (0-8) 0.030

乳幼児
突然死症候群

小学

106

1.10 1.0 (0-4) 

99

0.88 1.0 (0-3) 0.103
中学 1.24 1.0 (0-3) 1.16 1.0 (0-3) 0.328
高校 0.95 1.0 (0-3) 1.06 1.0 (0-3) 0.491
　計 3.29 3.0 (0-9) 3.09 3.0 (0-9) 0.295

肺がん

小学

203

0.99 1.0 (0-4) 

2

0.50 0.5 (0-1) 0.552
中学 1.20 1.0 (0-3) 1.00 1.0 (1-1) 0.897
高校 1.00 1.0 (0-3) 1.00 1.0 (1-1) 0.846
　計 3.20 3.0 (0-9) 2.50 2.5 (2-3) 0.790

気管支喘息

小学

155

1.06 1.0 (0-4) 

50

0.76 0.0 (0-3) 0.055
中学 1.26 1.0 (0-3) 1.02 1.0 (0-3) 0.097
高校 1.05 1.0 (0-3) 0.88 1.0 (0-3) 0.272
　計 3.36 3.0 (0-9) 2.66 2.0 (0-9) 0.052

COPD

小学

126

1.03 1.0 (0-3) 

79

0.91 1.0 (0-4) 0.422
中学 1.21 1.0 (0-3) 1.18 1.0 (0-3) 0.525
高校 1.01 1.0 (0-3) 1.00 1.0 (0-3) 0.763
　計 3.25 3.0 (0-9) 3.09 3.0 (0-9) 0.413

歯周病

小学

80

1.15 1.0 (0-3) 

125

0.88 1.0 (0-4) 0.035
中学 1.25 1.0 (0-3) 1.17 1.0 (0-3) 0.251
高校 1.03 1.0 (0-3) 0.99 1.0 (0-3) 0.642
　計 3.43 3.0 (0-9) 3.04 2.0 (0-9) 0.134

脳梗塞

小学

106

1.09 1.0 (0-3) 

99

0.87 1.0 (0-4) 0.105
中学 1.25 1.0 (0-3) 1.15 1.0 (0-3) 0.361
高校 1.09 1.0 (0-3) 0.91 1.0 (0-3) 0.136
　計 3.34 3.0 (0-9) 2.93 2.0 (0-9) 0.103

心筋梗塞

小学

110

1.10 1.0 (0-3) 

95

0.86 1.0 (0-4) 0.077
中学 1.23 1.0 (0-3) 1.17 1.0 (0-3) 0.579
高校 1.05 1.0 (0-3) 0.95 1.0 (0-3) 0.307
　計 3.38 3.0 (0-9) 2.97 2.0 (0-9) 0.111

ADHD

小学

21

1.10 1.0 (0-3) 

184

0.94 1.0 (0-4) 0.625
中学 1.29 1.0 (0-3) 1.19 1.0 (0-3) 0.696
高校 1.10 1.0 (0-3) 0.99 1.0 (0-3) 0.646
　計 3.48 4.0 (0-9) 3.16 3.0 (0-9) 0.503

p: Mann-Whitney-U検定

表3-1　受動喫煙の害の認識別にみた入学前に受動喫煙の害について学んだ回数の比較
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認識しているn（%） 認識していないn（%） p

妊婦への影響

小学 115 (60.8)   5 (31.3) 0.005
中学 37 (19.6)   3 (18.8)
高校   9 (  4.8)   4 (25.0)

受講歴なし 28 (14.8)   4 (25.0)

乳幼児 
突然死症候群

小学 63 (63.6) 57 (53.8) 0.225
中学 18 (18.2) 22 (20.8)
高校   3 (  3.0) 10 (  9.4)

受講歴なし 15 (15.2) 17 (16.0)

肺がん

小学 119 (58.6)   1 (50.0) ―
中学 39 (19.2)   1 (50.0)
高校 13 (  6.4)   0 (  0.0)

受講歴なし 32 (15.8)   0 (  0.0)

気管支喘息

小学 96 (61.9) 24 (48.0) 0.152
中学 28 (18.1) 12 (24.0)
高校   7 (  4.5)   6 (12.0)

受講歴なし 24 (15.5)   8 (16.0)

COPD

小学 76 (60.3) 44 (55.7) 0.203
中学 28 (22.2) 12 (15.2)
高校   7 (  5.6)   6 (  7.6)

受講歴なし 15 (11.9) 17 (21.5)

歯周病

小学 55 (68.8) 65 (52.0) 0.011
中学 14 (17.5) 26 (20.8)
高校   0 (  0.0) 13 (10.4)

受講歴なし 11 (13.8) 21 (16.8)

脳梗塞

小学 67 (63.2) 53 (53.5) 0.345
中学 21 (19.8) 19 (19.2)
高校   5 (  4.7)   8 (  8.1)

受講歴なし 13 (12.3) 19 (19.2)

心筋梗塞

小学 70 (63.6) 50 (52.6) 0.419
中学 20 (18.2) 20 (21.1)
高校   6 (  5.5)   7 (  7.4)

受講歴なし 14 (12.7) 18 (18.9)

ADHD

小学 13 (61.9) 107 (58.2) 0.635
中学   4 (19.0) 36 (19.6)
高校   0 (  0.0) 13 (  7.1)

受講歴なし   4 (19.0) 28 (15.2)

p:Pearsonのカイ2乗検定

平均 (個 ) 中央値（最小－最大） p
　　　小学 (n＝120) 5.62 6.0 (1-9) 0.031
　　　中学 (n＝  40) 5.22 5.5 (0-9)

　　　高校 (n＝  13) 3.85 3.0 (1-7)

受講歴なし (n＝  32) 4.88 5.0 (1-9)

p：Kruskal Wallis 検定

表3-2　受動喫煙の害の認識別にみた受動喫煙の害について最初に学んだ時期の比較

表3-3　受動喫煙の害について最初に学んだ時期別の害についての認識項目数の比較
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回避する 回避しない
p

　 平均
(回 )

中央値
(最小－最大 )

平均
(回 )

中央値
(最小－最大 )

全体
(n＝205)

小学 1.06 1.0 (0-4) 0.82 0.0 (0-3) 0.137
中学 1.22 1.0 (0-3) 1.15 1.0 (0-3) 0.669
高校 1.01 1.0 (0-3) 0.98 1.0 (0-3) 0.756
　計 3.29 3.0 (0-9) 2.95 2.0 (0-9) 0.456

A大学
(n＝142)

小学 1.01 1.0 (0-3) 0.81 0.0 (0-3) 0.137
中学 1.17 1.0 (0-3) 1.26 1.0 (0-3) 0.669
高校 0.98 1.0 (0-3) 1.09 1.0 (0-3) 0.756
　計 3.16 3.0 (0-9) 3.16 3.0 (0-9) 0.456

B校
(n＝63)

小学 1.16 1.0 (0-4) 0.83 1.0 (0-2) 0.137
中学 1.33 1.0 (0-3) 0.89 1.0 (0-2) 0.669
高校 1.09 1.0 (0-3) 0.72 1.0 (0-2) 0.756
　計 3.58 3.0 (0-9) 2.44 2.0 (0-6) 0.456

p: Mann-Whitney-U検定

回避するn (%) 回避しないn (%) p

全体
(n＝205)

　　　小学 89 (61.8) 31 (50.8) 0.231
　　　中学 23 (16.0) 17 (27.9)

　　　高校 10 (  6.9)   3 (  4.9)

受講歴なし 22 (15.3) 10 (16.4)

A大学
(n＝142)

　　　小学 62 (62.6) 20 (46.5) 0.183
　　　中学 15 (15.2) 13 (30.2)

　　　高校   6 (   6.1)   3 (  7.0)

受講歴なし 16 (16.2)   7 (16.3)

B校
(n＝63)

　　　小学 27 (60.0) 11 (61.1) 0.607
　　　中学   8 (17.8)   4 (22.2)

　　　高校   4 (   8.9)   0 (  0.0)

受講歴なし   6 (66.7)   3 (16.7)

p: Pearsonのカイ2乗検定

表4-1　受動喫煙の回避行動別にみた入学前に害について学んだ回数の比較

表4-2　受動喫煙の回避行動別にみた害について最初に学んだ時期の比較

4. 受動喫煙の回避行動別にみた入学前に学んだ回
数、最初に学んだ時期の比較（表4-1、4-2）
受動喫煙の害について入学前に学んだ回数を受動

喫煙の回避行動別に比較した結果、統計的な有意差
は認められなかったものの、受動喫煙を回避すると
答えた群の方が、受動喫煙の害について小学校で学
んだ回数が多かった（表4-1）。
受動喫煙の害について最初に学んだ時期を受動喫
煙の回避行動別に比較した結果、統計的な有意差は
認められなかったものの、受動喫煙を回避すると答
えた群の方が受動喫煙の害について小学校で最初に
学んだ者の割合が多かった（表4-2）。

考　察
1. 看護師養成機関入学前の害についての学習の実態
看護師養成機関入学前に害について学んだ回数

は、小学校・中学校・高校いずれにおいても約1回
であったが、最小0回、最大9回とその分布にばら
つきが認められた。このばらつきの背景には、対象
の出身地の地域差が関係していると考えられるが、
今回の調査では出身地を調査していないため詳細は
明らかにできなかった。また、今回の調査では、過
去に学んだ回数を思い出し法により回答してもらう調
査形式を採用しており、対象者の記憶の正確さが保
証できないことが本調査の限界でもある。
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また、害について最初に学んだ時期は、タバコと
受動喫煙のいずれも小学校が最も多かったが、受動
喫煙の害について最初に学んだ時期は、タバコの害
についての時期よりも遅い者が多く、受動喫煙の害
について受講歴なしの割合も、タバコの害について
受講歴なしの割合よりも多かった。青少年の喫煙は
小学校高学年以降に急増することから、遅くとも小
学校からの喫煙防止教育が必要で、小学校から喫煙
による有害な健康影響を伝え、中学・高校ではニコ
チンに依存性があることや喫煙行動形成に関わる要
因から自分を守るライフスキルの形成にも焦点を当
てた教育を行い、継続的に教育することが必要 11）と
言われている。一方、受動喫煙の害についての教育
については、先行文献では十分な検討がなされてお
らず、学習指導要領にも明記されていない。今後、
受動喫煙の害についての教育時期や教育内容につい
て検討が必要と考える。

2. 受動喫煙の害の認識、回避行動と入学前の受講
歴との関係
入学前に受動喫煙について学んだ回数を害の認識

別に比較した結果、妊婦への影響、歯周病を受動喫
煙の害として認識している群のほうが義務教育で害
について学んだ回数が有意に多かった。また、受動
喫煙について小学校で最初に学んだ群で、受動喫煙
の害として認識している項目数が有意に多い結果で
あった。これらの結果から、義務教育の早い段階で
受動喫煙の害について学んだことが、知識の定着に
関与している可能性が示唆された。
一方で、入学前に受動喫煙について学んだ回数や

時期と受動喫煙の回避行動に有意な関連は認められ
ず、受動喫煙を回避すると回答した者も7割以下で
あった。このことから、受動喫煙の害について学ん
だ回数が必ずしも受動喫煙を回避する行動に結びつ
いていない可能性が示唆された。この背景として、
教育内容の違いや受動喫煙を回避するための具体的
な手段が分からない者が多いとが予想される。高井
ら 12）は受動喫煙を防止するための教育として受動喫
煙について具体的な副流煙のシミュレーションを提
示することで、看護学生に受動喫煙に対する正確な
認識を植え付ける必要があるとしている。また、大
窄ら 8）は、入学したばかりの1年生に対して喫煙防
止に関する授業をすることは非常に有意義であると
報告している。看護学生の受動喫煙に対する認識を

高めるためには、入学後の早い時期に喫煙防止教育
と同時に受動喫煙防止に関する教育を実施し、受動
喫煙を回避するための具体的方法についてもシミュ
レーション等を取り入れて、教育する必要があると
考える。

この研究の限界と今後の課題
今回の調査では、喫煙状況や受動喫煙の状況、タ

バコや受動喫煙の害について過去に学んだ回数をア
ンケートに回答してもらう調査形式を採用しており、
喫煙状況や受動喫煙の状況、過去に学んだ回数は正
確に評価できなかった。特に、過去に学んだ回数に
関しては思い出し法による回答であるため、対象者
の記憶の正確さが保証できないことが本調査の限界
である。また、本調査の対象は1地域の2施設とい
う限られた地域における調査であり、今後さらなる
検討が必要である。
本論文の一部は、第8回 日本禁煙学会学術総会に

て発表した。
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Comparison of the relationship between recognition of the issue of secondhand 
smoke among student nurses and the level of anti-smoking education received 
before college entry

Yoko Matsunami1, Midori Furuse1, Miyuki Yamaguchi2, Hiroyuki Atsumi3

Abstract
Aim: We compared recognition of the issue of secondhand smoke among student nurses according to the lev-
els of anti-smoking education they had received before nursing school entry.
Method: We analyzed student nurses’ self-reported questionnaires.
Results: The smoking rate among all subjects was 1.3%. Overall, 67.1% of all subjects were trying to avoid 
secondhand smoke. In terms of recognition of the harm caused by secondhand smoke, students who under-
stood “the influence on pregnant women” and the relationship between secondhand smoke and “bronchial 
asthma” and “periodontal disease” had received significantly more education sessions about secondhand 
smoke than had those who did not understand these issues. Moreover, among students who had first received 
education sessions at elementary school about secondhand smoke, significantly more students understood 
“the influence on pregnant women” and the relationship between secondhand smoke and “periodontal dis-
ease” than did not understand these issues. Furthermore, students who had first received education sessions at 
elementary school about secondhand smoke understood significantly more harmful effects of passive smok-
ing than did students who had not received such education. However, there were no significant differences in 
rates of avoidance of secondhand smoke and the number of times anti-smoking education had been received 
before nursing school entry.
Discussion: The anti-smoking education received before entry to nursing school may influence a student 
nurse’s knowledge and recognition of the issues associated with secondhand smoke.
Conclusion: To raise student recognition of secondhand smoke issues, continuous and developmental educa-
tion from an early stage is important.

Key words
Anti-smoking education, Secondhand smoke, Student nurse

1. School of Nursing, Yamagata University, Faculty of Medicine, Yamagata, Japan
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　「Smoking Still Kills」は、Cancer Research UK（世界最大のがん撲滅のための研究と資金援助を行う事前援
助団体）と英国心臓財団の援助を受けてAction on Smoking and Health（ASH）が作成し発表した報告書である。
　イングランド政府が策定したタバコ規制5か年計画は、2015年に最終年度を迎える。この報告書の目的は、
今後10年間に喫煙率の大幅な低下を実現するうえで必要な新たな目標とイングランド政府の戦略を提案する
ことにある。提案された諸勧告は、郡レベルの4回の会合で国と地方のタバココントロール専門家の意見を勘
案したうえ、様々な分野の学者、専門家への諮問結果を編集委員会がまとめたものである。

［第1部］Smoking Still Kills
タバコはまだ人を殺し続けている

Protecting children, reducing inequalities
子どもを守り、格差を減らそう

Cancer	Research	UK,	Action	on	Smoking	and	Health（ASH）

翻訳：松崎道幸

《資　料》
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本報告書を支持承認した組織団体
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要 約 と 勧 告

新たなビジョン
喫煙という伝染病は、まさしく近代の現象である。
紙巻きタバコは、技術的精緻とビクトリア王朝時代
の企業家精神の産物であり、紙巻タバコ製造機械と
大衆販売戦略によって生み出された。その後100年
以上を経る中で、タバコ産業の創業者達は、紙巻き
タバコ市場の拡大した地域に巨大な死者と病者の津
波をもたらした。そうであればこそ、我々には、彼
らがこのような膨大な「収穫」を入手するために活
用した技術力と資金力を、逆に活用して、この膨大
な犠牲を食い止めることが要請されているのである。
人が作り出した厄災は、人の力で終わらせることが
できる。
この35年間、イギリスの喫煙率は半減した。今や
大人の喫煙者は5人中1人に満たない。この目覚まし
い変化は、主に喫煙者の禁煙をサポートすることと、
喫煙を非常識とする社会通念を広げる政府の政策に
よってもたらされた。1998年に全国的タバコ規制戦
略Smoking Killsが発表された後、禁煙者が増えた
ために、7万人以上の命が救われた。
しかしながら、喫煙はいまだに人を殺しつづけて
いる。イングランドで数百万人の喫煙者が今なお喫
煙関連疾患と早死の危険にさらされ、毎日何百人も
の若者が喫煙を始め、タバコが健康格差をもたらす
主要な原因となっているからには、タバココントロー
ルの事業が完了したと言えないことは自明である。
子どもたちが、多くの喫煙者が陥っている「タバコ依
存症」にならないように守る義務が我々に課されてい
る。この義務を果たすためには、喫煙を減らし喫煙
率を今まで以上に速いスピードで減らすための新た
な総合的活動を強化することが必要である。
イングランドにおけるタバココントロール対策が成
功し広範な市民社会がさらにこの対策の前進を支持
するようになったことによって、喫煙という厄災を
最終的に押さえつけることが可能となる見通しが生
まれている。我々は、2035年までに成人喫煙率をす
べての社会階層で5％以下に抑えることを目標とする
ことを提起したい。
この目標は、豪胆かつ極めて挑戦的なものであ
る。イングランドの喫煙率が劇的に低下してきたと
は言え、低い社会経済階層の人々、精神疾患を持つ
人々や慢性の疾病に苦しんでいる人々、犯罪を犯し

た人々においては引き続き高い喫煙率となっている。
2013年の調査では、定型手作業業務（訳注：農林
水産業、製造業など、あらかじめ定められた基準の
正確な達成が求められる身体的作業：手作業あるい
は機械を操縦しての規則的・反復的な生産作業）従
事者層の喫煙率は28.6％であり、プロフェッショナ
ル・マネージメント業務層の12.9％の喫煙率を2倍
以上上回っていた。今後のタバココントロールは、
この職種間の喫煙率の差をなくすことが核心的に重
要な課題となる。

新たな戦略
イングランドでは、直近の政府が実行してきた五
か年計画に替わる新たなタバココントロール戦略が
緊急に必要である。「Healthy Lives, Healthy People: 
a tobacco control plan for England」は意欲的なプラ
ンであり、この間の前進には見るべきものがあるが、
タバコのパッケージの表示をジェネリックにする、子
どもの乗車する自動車内の喫煙禁止、欧州連合タバ
コ製品規制指令（訳者注：2014年2月；欧州議会
は改訂タバコ製品指令を公式に承認する：欧州議会
は、タバコ製品指令改訂に関して欧州連合参加国
が政治的に合意したことを確認した。これは、欧州
連合におけるタバコ規制における大きな成果である。
新たな指令では、タバコおよびその関連製品に関す
る規制はさらに厳格となる。公衆の健康を守るため
に、本指令は、とりわけ若者に対するタバコ製品の
アピール力を削ぐことに重点を置いた。本指令は、
タバコ製品の含有物表示、電子タバコの使用、タバ
コの密輸・不法取引、ハーブ喫煙に関するより厳格
な規制を行うことにより、欧州連合におけるタバコと
その関連市場がより円滑に機能することを目指すも
のである）の実施など多くの事業が未達成である。
イングランドにおけるタバコ規制専門家集団の活
動は、市民社会、NHS、地方行政機関、地域ごとの
タバココントロール市民組織等の活動との協働、政
府が実施した包括的タバコ規制対策の後押しによっ
て、国際的な名声と称賛を得てきた。喫煙率を継続
的に下げるためには、包括的なタバコ対策を実施す
ることが必要であることが、これまでの各国の経験
から明らかになっている。このようなアプローチなし
には、一度下がった喫煙率が再増加することは必至
である。
本報告書は、全国的な戦略が目指す新たな方針を



日本禁煙学会雑誌　第11巻第2号　2016年（平成28年）4月26日

43

［第1部］Smoking Still Kills　タバコはまだ人を殺し続けている 

提起する。それは、前に述べた長期的ビジョンと一
致するものであり、タバココントロール活動に関与
するすべての人々に、今後10年間に見るべき喫煙率
の低下を勝ち取るための努力を強化することを求め
ている。とりわけ以下に示す目標の実現が望まれる。
・ 成人喫煙率13％（2020年）、9％（2025年）
・ 肉体労働者層喫煙率21％（2020年）、16％（2025年）
・ 妊娠女性喫煙率8％（2020年）、5％（2025年）
・ 15歳喫煙率9％（2020年）、2％（2025年）

新たな資金獲得戦略
タバココントロールの費用対効果は極めて良好であ
る。しかし、国と地方のタバコ対策と禁煙支援サー
ビスの予算は充足にはほど遠い。それどころか、予
算が減り始めている地方もある。タバコ厄災を終わら
せるという長期目標を実現するためには、資金をしっ
かり確保することが不可欠である。公的資金の窮乏
状態に関係なく、資金を公正かつリーズナブルな手
段で獲得する方法がある。それはタバコ厄災を引き起
こした張本人に金を出させることである。
タバコ産業は、その製品の消費者と違って、きわ
めて「健康」である。従って、タバコ産業が自ら引
き起こした損害を償うべきだと主張することは、き
わめて理にかなっている。イギリスでは、日常の企
業活動が引き起こした汚染を減らす費用を負担して
いる大企業がすでに存在する。それはエネルギー会
社である。 政 府はEnergy Companies Obligation
（ECO）という法律を定めて、エネルギー会社に対し
て、エネルギー利用効率を改善させて、二酸化炭素
という環境汚染物質を減らすことを義務付けている。
それならば、Tobacco Companies Obligationとい
う仕組みを作ることになんの異存もないはずである。
タバコ産業は、その売り上げに応じて、喫煙者が禁
煙するための支援と若者の防煙を進めるための費用
を負担すべきであろう。

Tobacco Companies Obligationという仕組みは、
市民の健康を守るための新たな武器と言える。この
仕組みによる資金が、極めて高い透明性のもとで管
理、配分、支出されるように運営することが本質的
に重要である。しかし、管理コストが増えることは
避けなければならない。イングランドであれば、こ
の仕組みは、保健省が管理し、全国あるいは地域
レベルで承認されたタバココントロールプランに資
金支出を行うようにすべきである。タバコ規制国際

枠組み条約第5条3項に従い、Tobacco Companies 
Obligationの運営と資金の配布に、タバコ産業のい
かなる関与も許すべきでない。

包括的対策
本書が提案している対策の多くはすでに実施され

ているが、格差の解消という新たな目標への取り組
みを強める必要がある。このことは、喫煙者の禁煙
支援の分野で特に必要である。地方の専門家が担っ
てきた喫煙者に最上の禁煙サポートを提供するStop 
Smoking Serviceは、禁煙支援事業の中心を担って
いる。地方政府の予算不足が続いている現在、こ
れらの禁煙支援サービスが病気や貧困を抱えた層
（disadvantaged groups）に行き届くようにすること
が重要である。NHS（ナショナルヘルスサービス）全
体にわたり、できるだけ多くの喫煙者にアクセスし、
タバコ依存から抜け出すためのサポートを行う必要
がある。現在のところ、喫煙者にアクセスする機会
を十分活用しているとは言えない。これは、禁煙サ
ポート専門家のトレーニングが不十分であり、また、
NHSの提供主体が、NICEが推奨する基本的禁煙サ
ポートサービスを承認していないためである。
禁煙したいがニコチン依存から自力で脱出できな

い喫煙者のために、電子タバコを始め、様々なニコ
チン代替製品が作られ、タバコの害から抜け出す機
会が増やされてきた。電子タバコを長い間使うこと
が本当に安全で禁煙に有効か懸念する声があるのは
理解できる。また、電子タバコ製品の適切な管理制
度は必要である。しかし、これらの製品が喫煙者の
禁煙に果たす可能性を考えるなら、利用を進める試
みを否定する必要はないだろう。一般の人々が、既
存のタバコ製品と、これらのニコチン供給製品の健
康被害の違いがあまりないと誤解していることを正
すことも必要であろう。
イングランドでは、タバコ製品販売業者に対する
規制の枠組みが弱い。これは、タバコ販売免許が不
要なためである。しっかりした規制の枠組みを作っ
たなら、地方行政当局は小売業者と先を見越した対
策を相談する関係を作ることができ、法律の遵守と
営業の改善を進めることが可能となる。また、地方
当局が、子どもにタバコを販売した等の違法な販売
を行ったことが発覚した際、業者にタバコ販売停止
措置を勧告することが容易となる。
一時減っていた非合法的なタバコ販売が最近増
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加する状況があるため、地域だけでなく全国的行動
の強化が必要である。この現象は、タバコ価格の値
上げとは関係がない。タバコ製品出荷の追跡を行う
WHOの非合法タバコ販売防止政策の徹底化がこの
問題解決のキーポイントとなっている。
タバコ価格を上げることはタバコ消費を減らす最

も有効な対策である。したがって、毎年物価上昇率
を2％上回ればよいのではなく、5％以上上回るタバ
コ価格値上げを実行することが当然の対策となろう。
それだけでなく、タバコ販売市場の不公正を正す必
要がある。すなわち、紙巻きタバコ1本当たりの最
低税額を、税率に関係なく高めに設定する措置を導
入するべきである。この措置によって、超廉価タバ
コ製品が市場に流通することを抑制できる。製品と
して流通している紙巻きタバコ製品と税金の安い自
分で巻いて紙巻きタバコとして使用するタバコ製品
間の税額の差を減らす対策も必要である。
喫煙率を減らすうえで、タバコを売り込むマスメ

ディアとソーシャルマーケティング・キャンペーンの
活用は政府にとって、極めて重要である。なぜなら
ば、これらの活用が喫煙率を減らすうえで極めて大
きな役割を果たすからである。ただし、これらの手
段は、持続的に活用する努力が必要であり、その効
果の確認も注意深く行う必要がある。
受動喫煙防止法の推進によって、喫煙率が効果的

に低下してきた。この対策は是非とも継続すべきで
ある。ニコチン代替製品が数多く市場に出てくるよ
うになった今、刑務所や演劇表現、タバコの商業的
海上輸送についても、喫煙規制を強化すべきであろ
う。何故なら、自動車内の喫煙が、子どもたちだけ
でなく、健康にハンディを持つすべての人々に悪影
響を及ぼし、交通事故の原因となるという理由で規
制が必要であるという世論が強まっており、子ども
が同乗する自動車での喫煙を法律で禁止する動きが
あるからである。屋外施設、特に子どもが立ち入る
施設の禁煙を歓迎する世論が高まっている今、屋外
での受動喫煙から子どもを守るための対策を再検討
する時期にきている。家庭の受動喫煙防止は、自主
的規制に頼らざるを得ないだろうが、家庭以外の受
動喫煙防止対策を推進すると、家庭での受動喫煙防
止も前進するため、家庭の受動喫煙状況をモニタリ
ングする価値がある。
子どもと若者は、映像メディア（映画やビデオ等）

で喫煙シーンを見ると喫煙を始めやすくなるという

確実な証拠がある。映像で喫煙シーンを見る機会が
多いほど喫煙者になる率が増える。これに対しては、
子どもの視聴許諾作品上演の直前に禁煙CMを流す
ことが有効とされている。
以上に示した広範なタバコ規制対策が実施される

には、政治家、地方行政府、NHS、タバココント
ロールオフィス、市民組織など、広範な人々の賛同
が必要である。下に示したこの報告書の勧告は、密
輸、課税、製品規制などイギリス全体の政策にかか
わるものと、イングランドに限った対策からなる。
保健対策の責任が政府から移譲され、また、連合王
国（イギリス）を構成する各国がタバコ対策の独自の
戦略と目標を持つようになるため 1～3）、保健政策に
関する勧告は基本的にイングランドの政府と関係者
に向けたものとなる。ここに示した勧告は、ウェー
ルズ、スコットランド、北アイルランドの希求するも
のと共通であり、イングランドのすべての社会層に
おいて喫煙厄災を終わらせるという長期展望に基づ
いた強力なビジョンを示したものである。

勧　告

1．戦略とデータ
1.1 イングランドにおける新たな包括的タバコ規制計

画を作り発表すべきである。それには、根本的
に、格差をなくすための計画を含むべきである

1.2 喫煙の厄災を終わらせる長期的ビジョンを定め
るべきである。すべての社会階層の成人喫煙率
を2035年までに5％以下に減らすことを目標と
すべきである

1.3 イギリス全体で実現可能性のある新たな中期的
目標を定めること
・ 成人喫煙率を2020年までに13％、2025年ま
でに9％に減らす

・ 定型手作業業務層の喫煙率を2020年までに
21％、2025年までに16％に減らす

・ 妊娠女性の喫煙率を2020年までに8％、
2025年までに5％に減らす

・ 15歳の若者の毎日および時々喫煙率を2020
年までに9％、2025年までに2％に減らす

1.4 タバコのパッケージの表示のジェネリック化（訳
注：製品名と有害警告をモノトーンで表示し、
他の色とデザインを禁止する）、子どもの乗車す
る車両における喫煙禁止、子どもや若者のため
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のタバコ製品の代理購入禁止、欧州連合のタバ
コ製品に関する指令の完全実施

1.5 各地域のタバココントロールチームが、その地
域政府が提供するあらゆる禁煙推進機会を活用
できるように、喫煙率を減らすための戦略的ア
プローチを推進するように支援すること

1.6 格差の是正、不正取引の根絶、マスメディアの
活用、調査と評価など、イングランドにおける
適切性が証明されたところの地域の枠を超えた
タバココントロール対策を進展させること

1.7 低、中所得国に対して、WHOタバコ規制枠組
み条約（FCTC）とそのガイドラインを実施する
ための専門的サポートを行うこと

1.8 喫煙率に関する最新の信頼に足るデータを全国
統計として収集すること。すべての社会経済階
層別、慢性疾患を持つ人々、精神疾患を持つ
人々、少数民族、LGBTなどの社会的身体的ハ
ンディを背負った人々などの喫煙率も収集する

1.9 死亡の主因と考えられた場合、死亡診断書に喫
煙歴を記載させ、死亡に対する喫煙のインパク
トをより正確に反映させること

2．タバコ産業とタバココントロール活動のコスト
2.1 Tobacco Companies Obligationとして、毎年タ
バコ会社から資金を徴収する新たな制度を作り、
効果が証明されたタバココントロール対策とイ
ングランドにおけるStop Smoking Servicesの資
金とすべきである

2.2 全国あるいは地方レベルで効果が証明されたタ
バココントロール対策を実施するために必要な
費用に基づき、Tobacco Companies Obligation
制度への明解な拠出額算定方法を設定すべきで
ある。拠出額は、タバコによる被害の大きさに
比例するように、タバコ会社のシェアに応じて
定めるべきである

2.3 Tobacco Companies Obligation制度の運営にあ
たっては透明性と説明責任を確保すること

2.4 タバコ会社が、喫煙者の禁煙を進めるための
Tobacco Companies Obligation制度の費用負担
を逃れることを防ぐために、欧州連合のタバコ
税指令の改訂を追求すべきである

2.5 タバコ会社に対して、販売データ、販売促進戦
略、ロビー活動の全容を開示するよう求めること

2.6 FCTC第5条3項とその施行ガイドラインを遵守

するために、以下の事項を実行する必要がある：
・ いかなる行政レベルにおいても、公衆保健の
方針決定に際して、タバコ産業の参加、意見
聴取、介入を禁ずること

・ タバコ産業とその関連団体、および代理人が
タバコの売上増を図る、あるいは、そのため
に政策の変更を勝ち取るために広告宣伝ある
いは「企業の社会的責任活動」を行うことを禁
止すること

2.7 地方レベルのすべての担当部局がFCTC第5条
3項とその施行ガイドラインに合致した活動を行
うよう督励すること

3．喫煙者の禁煙支援
3.1 すべての喫煙者、とりわけ低社会経済階層と
身体的社会的ハンディを背負っている人々に対
する有効性の証明された良質のStop Smoking 
Servicesを提供すること

3.2 医療従事者のあらゆる教育プログラムに、超短
時間禁煙アドバイスのトレーニングを組み込む
こと

3.3 精神疾患を患っている人々と慢性疾患を患って
いる人々の標準的治療に、禁煙プログラムを組
み込むこと

3.4 タバコに関するNICEガイダンス（http://www.
nice.org.uk/guidance/ph10）に常に準拠するこ
と。とりわけ以下の事項が重要である：
・ 短時間の禁煙アドバイスと禁煙外来への紹介
・ 二次的ケアとしての禁煙：急性疾患罹患時、
妊娠、精神疾患

・ 妊娠中と出産後の禁煙
3.5 助産師がすべての妊婦に禁煙支援、呼気中一酸

化炭素測定ができるようにすべきである
3.6 Stop Smoking Servicesとすべての医療従事者
が、喫煙者に対して、ニコチンとニコチン供給
商品の健康被害の大小（訳注：喫煙の害が最大、
ニコチン代替製品の健康影響はそれよりもはる
かに小さいということ等）について、正確かつ質
の高い知識とアドバイスができるようにすべき
である

3.7 禁煙できない喫煙者に対して、タバコのハーム
リダクションに関するNICEガイダンスに沿っ
た、より害の少ないニコチン摂取手段への転換
を勧めるためのサポートと情報提供を増やすこと
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3.8 喫煙者の禁煙推進に役立ち、非喫煙者への害が
少なくなるように、電子タバコおよび非タバコ
由来ニコチン摂取商品市場を規制すること

3.9 電子タバコおよび非タバコ由来ニコチン摂取商
品の品質、安全性、有効性を向上させること

3.10 電子タバコおよび非タバコ由来ニコチン摂取商
品市場が喫煙行動にもたらす影響、（若者の）喫
煙開始にもたらす影響、喫煙に対する社会的許
容度に対する影響を詳細にモニターすること

4．タバコ製品の購入容易度（価格水準）および販売
4.1 タバコ税率を消費者物価増加率よりも5％高く
なるように設定する仕組みを作ること

4.2 工場製造タバコと手巻きタバコの税率の差をな
くすこと

4.3 最低価格銘柄の価格を上げて、安い銘柄へのス
イッチを防げるように、国レベルの課税体系を
変更すること。そして、欧州連合のタバコ税指
令を改訂して、すべてのタバコ製品の単価に下
限を設けること

4.4 WHOのタバコ不法取引防止プロトコールを全
面的に実施して、タバコ製品の国際的追跡を担
当する仕組みを作ること

4.5 不法取引に連携して対処できる国と地方の共同
の仕組みを強化すること

4.6 タバコ密貿易をなくすための新たな目標を設定
すること：
・ 2020年までに、不法取引紙巻きたばこのシェ
アを5％以下にすること

・ 不法な手巻きタバコのシェアを、2020年まで
に22％以下、2025年までに11％以下にする
こと

4.7 タバコ製品の小売と卸売業者にpositive licens-

ing schemeを導入すること。その費用はタバコ
産業の負担とする

4.8 licensing schemeを用いて、タバコ販売を法律
に基づいて行わせ、小売業者と疎通を図り、タ
バコ製品供給チェーンをコントロールできるよ
うに、実行ガイドラインを改善すること

5. マスメディアキャンペーンとソーシャルマーケ
ティング＊

5.1 社会経済的に恵まれない層、ハンディキャップ
のある層をターゲットとしてマスメディアキャン
ペーンとソーシャルマーケティングを行い、先
進事例に匹敵する広がりと、期間と、頻度が確
保できるようにすること

5.2 すべてのマスメディアキャンペーンが地域の
Stop Smoking Servicesを宣伝すること

 （＊従来の経営サイドのマーケティングとは異な
り、社会全体の利益を考慮したマーケティング）

6．受動喫煙防止
6.1 子どものいる喫煙者家庭の住宅内禁煙率を2020
年までに80％、2025年までに90％にする

6.2 刑務所を受動喫煙防止法の除外とすることをや
め、受刑者が社会復帰するまでに、タバコなし
でいられるようにサポートする

6.3 舞台での喫煙を受動喫煙防止法の例外とするこ
とをやめる

6.4 海上と運河を航行する船舶に受動喫煙防止法を
適用する

6.5 すべての自動車内の禁煙についてレビューを行
い喫煙禁止に向けた検討を行う

6.6 NHSの完全禁煙化のためのNICEガイダンスの
全面的遵守を推進し、プライマリケア、セカン
ダリーケア、マタニティサービス、メンタルヘ
ルスサービスの各施設の完全禁煙化を進める

6.7 公衆の保健増進に寄与する証拠が十分にある場
合、屋外区域を法令あるいはそれ以外の手段で
禁煙とすることが可能かについて、検討を行う

7．映画などの映像メディア
7.1 子どもや若者が見る可能性のある喫煙シーンを

含んだ映画、テレビ番組、有料インターネット
チャンネルの上映前に短い禁煙フィルムを放映
することを義務付けること

7.2 映像メディアにおける喫煙シーンが子どもと若
者に及ぼす悪影響に関して、政策決定者が認識
するように働きかけ、映画、インターネット、
ミュージックビデオ、コンピュータゲームにお
ける喫煙シーンの規制対策について検討をはた
らきかける
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第1章　人間が作り出した厄災は我々 
　　　　の力で終わらせることができる

ビクトリア朝時代に都市の大改造、すなわち下水
道と上水道の建設、住みやすく衛生的な住宅建設が
行われたことにより、近世の公衆衛生の土台が作ら
れたと言われている。しかし、公共財の充実を追い
求めた人間の集団的熱意は、悲劇によってその価値
を減じた。20世紀に人類を襲った最大の健康災害
は、19世紀に発明された商品がもたらしたものであ
る。1880年に製作された紙巻きタバコ製造機は、タ
バコ市場を全世界に広げた。それは同時に、幾百万
の喫煙関連死亡をもたらすことになった。
イングランドでは、これらは過去の病気だが、肺
がんをはじめとする喫煙関連疾患は、今まさに我々
の時代で最大の流行状態となっている。しかしこの
タバコ病の蔓延は、避け難い人類の運命などではな
い。人間が作り出した災難なのだから、人間の力で
終わらせることができる。我々には、そのための武器
がある。ビクトリア朝時代の公衆衛生改革を実行す
るビジョン、能力、意志を持つことができるなら、未
来の世代が称賛する大いなる遺産を遺すことができ
る。20世紀中期以降、歴代の政府は50％だったイン
グランドの喫煙率を今日の20％まで低下させてきた。
タバコの禁止令でなく、包括的で効果的な規制対策
によってもたらされたこの変化は実に目覚ましいもの
だが、今なおなすべきことが多く残されている。
ここ20年の間に、喫煙に対する公衆の考えはドラ
マチックに変化した。これは、政府の実施した対策
と市民の間の議論の望ましい相互作用の結果である。
タバコ宣伝の禁止と受動喫煙防止法の導入の両方と
も、当時、大衆の支持を受けたが、その後、公衆の
意識変化を促進し、喫煙が「社会通念に反する」行
為であるとする認識が主流となった。その結果、喫
煙場所を制限する政府の新たな対策に対する市民の
支持がさらに大きくなった。いつものことだが、タ
バコ会社は、新たなタバコ規制は予想外の望ましく
ない結果を社会にもたらすと主張してきた。しかし、
実際にはまさしく逆の結果となった。例えば、公衆
の場での喫煙禁止で家庭内喫煙が増えると言われた
がそのようなことはなく、受動喫煙防止法の施行後、
自分の家を自発的に完全禁煙とする動きが大きく巻
き起こった。個人の選択と政府の行動に後押しされ
たこの変革の勢いを持続させる必要がある。

タバココントロールのゴールは、喫煙者の禁煙を
進め、受動喫煙ばく露を減らし、若者が喫煙を始め
ることを防ぐことによって、タバコの被害を減らすこ
とであり、喫煙者を非難することではない。注意深
くバランスを取ることが必要である。若者の喫煙開
始を減らし、喫煙者の禁煙を進めるためには、一般
の人々に喫煙の健康影響の深刻さをリアルに認識し
てもらうことが必要である。しかしながら、そのこ
とが喫煙者をいたずらに非難することにならないよう
にすることが必要である。何故なら、喫煙者は、こ
の喫煙という厄災を長期的に終焉させる運動におけ
るカギとなる同伴者だからである。
タバコ厄災をなくす戦いの最大の妨害者は、喫煙
者ではなく－彼らの大部分は禁煙を望んでいる－タ
バコ産業である。タバコ産業は、公衆保健の向上と
いう目標を支持せず、常にタバコの害を減らすため
の政府と国際社会の取り組みに反対し妨害を行って
きた。タバコ産業が、国民の健康を犠牲にして、巨
利をむさぼりつづけてきたからには、我々は、タバ
コ会社の妨害を排除するだけでなく、彼らに自らが
もたらした損害を償わせるという新たな要求を突き付
けることが必要である。
ビクトリア朝時代以前に、タバコ関連疾患で命を
奪われた者は一人もいなかった。この遠い過去の事
実を、近い将来再現することができる。何故なら、
今日、タバコ厄災の終息が射程に入ってきたからで
ある。喫煙者と喫煙関連疾患が、ほとんどゼロにな
る社会が近づいている。この文書は、そのような未
来への確かな道筋を作るための、今後10年間のタバ
コ規制の新たな戦略である。

第2章　成功の経験に学ぶ

2.1 長期展望
この35年間でイングランドの喫煙人口は半減し
た。1980年成人喫煙率は39％（5人中2人）だった。
2013年には18.4％（5人中1人未満）となった（図
2.1）。
しかし、イングランドの18.4％（男21％、女16％）

という喫煙率は、800万人以上の喫煙者が存在し、
禁煙できなければ、その半数が喫煙関連疾患で早死
することを示している 4）。喫煙はイングランドにおけ
るとびぬけて最大の予防可能な病気と死亡の原因と
なっている。
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イングランドにおける喫煙率の低下は決して自然
に起きたものではない。喫煙者個人が自主的に禁煙
を選択しただけでなく、そのように選択することを
促進した積極的なタバコ規制政策の賜物なのである。
「Smoking Kills」と題した政府の包括的喫煙対策戦略
は1998年に発表された。この戦略によって、1990
年代半ばに足踏み状態だった喫煙率のトレンドが再
び低下に転じた。1998年以降の喫煙率の低下によっ
て7万人の早死と数十万人の健康悪化が食い止めら
れた 5）。
喫煙率を低下させるためにはタバコ規制対策が重
要であることは、世界各地の経験から明らかになっ
ている。図2.2に最近30年間の6つの国と地域－イ
ングランド、フランス、統一ドイツ、オーストラリ
ア、カナダ、カリフォルニアの喫煙率のトレンドを
示した。
喫煙率の定義や調査法が国、地域によって異なる

ので、図2.2がある時点での正確な喫煙率の差を示
しているとは言えないが、諸地域での喫煙率の変遷
を示す良い資料と言える。
イングランドの喫煙率低下速度は、オーストラリ

ア、カナダ、カリフォルニアと同じである。それら
の政府はすべて、一致して健康に有害な喫煙を減ら
すための戦略的包括的タバコ規制プログラムを実行
してきた。一方、フランスとドイツの喫煙率は最近
20年間横ばいである。
これらの国々にも重要な変化が生まれている。欧
州連合がタバコの宣伝と後援活動の禁止に踏み出し
た。しかし、イングランド、北アメリカ、オースト
ラリアが実行した包括的対策を実施するには至って
いない。
イングランドの喫煙率が今後も順調に低下すると
いう保証はない。喫煙率が下げ止まったり、フラン
スのように再び増加するおそれもある 7）。包括的な喫

図2.1　イングランドの成人喫煙率　1980〜2013年6）

図2.2　フランス、ドイツ、イングランド、オーストラリア、カナダ、	
カリフォルニアの成人喫煙率　1980〜2012年

2.1 1980 2013 6

2.2
1980 2012
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煙対策が実行されなければ、喫煙率のさらなる低下
を実現することはできない。

2.2 最近の5年
2011年、新しく成立したイングランドの連立政権

は、「Healthy Lives, Healthy People: a tobacco con-

trol plan for England（健康な人生、健康な人々；イ
ングランドのタバコ規制計画）」を発表した。この戦
略は、以下に述べる包括的なアプローチを取り入れ
ていた。
・ タバコの販売促進活動を禁止する
・ タバコの価格を物価上昇率以上に上げる
・ タバコ製品の効果的な規制を実施する
・ 禁煙支援
・ 受動喫煙防止
・ タバコ規制の前進に寄与する効果的な対話活動
5年後、いくつかの重要な課題での未達成がある

という問題はありつつも、この対策の枠組みによっ
てかちとられた前進には目覚ましいものがあった。

タバコのプロモーションの禁止
・ 以前スーパーマーケットに掲示されていた大きな
タバコの広告は2012年までに撤去された。小規模
の店舗では2015年4月までに、タバコの広告が撤
去された。タバコの自販機は、2011年に廃止され
た。タバコ製品は、小売店ではほとんど見えない
場所に置いてある。

・ 2015年3月に議会はタバコ製品を「Standardised 
packaging＊」とすることに同意した。この法律は
2016年5月に施行される（＊銘柄名、有害警告表示
だけを印刷したパッケージ。プレインパッケージ
ングともよばれる）。この対策の実施により、イギ
リスにおけるタバコ会社からタバコ製品販売促進
活動の主要手段をすべて取り上げたことになる。

・ 2014年に改訂された欧州連合タバコ製品指令に
よって、紙巻きタバコのラベルやパッケージの表
と裏に65％以上の面積を占める有害警告表示を印
刷することが義務づけられた。前面には画像によ
る有害警告を表示しなければならない。

タバコの値段を上げる
・ 2008年以降、政府は物価上昇率を上回るタバコ税
増税を実施してきた。イギリスの高級タバコの価
格はヨーロッパではノルウェーに次いで2番目に高

い 8）。しかし、タバコ会社は巧妙に価格を操作し
て、最も安いブランドの価格ができるだけ上がら
ないようにしてきた 9）。

・ 2012～13年に、イギリスの不法タバコの市場占有
率は、紙巻きタバコで7％、手巻きタバコで36％
と過去最低を更新した。しかし不法市場はその
2年後シェアを拡大し始めた。密貿易をなくすた
めの取組みと資金支出が引き続き必要なことを示
している 10）。イギリスはまだWHOの不法取引プ
ロトコールに参加していない。このプロトコール
はタバコ製品についても国際的追跡を行うことに
なっている。

・ 2014年に改訂された欧州連合タバコ製品指令で
は、工場製造紙巻きタバコ1箱の最低本数を20
本、手巻きタバコでは40 gと定めた。これらの対
策により、タバコ製品の購入容易性が低下した。

タバコ製品とニコチン含有製品の規制
・ 2011年11月以降、イギリスで販売されるすべての
紙巻きタバコには、難発火性基準への適合が義務
付けられた。この欧州連合全体の基準は、紙巻き
タバコによる火災と死亡を減らすために作られた。
しばらく吸煙しないと消火する仕組みである。

・ 2014年に改訂された欧州連合タバコ製品指令で
は、電子タバコ規制の枠組みも定められた。医薬
品として免許を受けない限り、病気の治療や予防
に効果があると宣伝したり、1 ccあたり20 mg以
上のニコチンを含む溶液を使うことを禁止するも
のである。タバコ製品指令には、タバコ製品をよ
り魅力的に見せるための添加物やフレーバーの使
用を禁止している。また3％以上のシェアを持つ銘
柄の販売を4年間に限ることも規定された。

・ イングランドでは、2015年10月1日から18歳以
下の者に電子タバコを販売することが法律で禁止
される。

禁煙（タバコ使用離脱）のサポート
・ 2011～14年の3年間に、200万人以上の喫煙者
がStop Smoking Services＊で禁煙開始日を決めて
禁煙に挑戦している 11）。禁煙開始日を決めた人の
半数（51％）が4週後も禁煙を続けている。しか
し最近2年間は、このサービスへの参加者が減っ
ている（＊イギリスのNHSのサービスの一つ。禁
煙カウンセリングと処方箋料負担のみで禁煙治療
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薬の処方がなされる。http://www.nhs.uk/smoke 
free/help-and-advice/local-support-services-

helplines）。
・ 2013年にNICEは、タバココントロール対策にお
ける「ハーム・リダクション」に関する新たなガイ
ドラインを発表した。それは、喫煙者が紙巻きタ
バコ以外の認可されたニコチン含有製品を使って、
タバコの有害物質へのばく露量を減らすことを可
能とするものである。一時的使用あるいは期間を
限定しない使用のいずれでも良いが、最終的には
ニコチン摂取から離脱することを目標とする 12）。

受動喫煙防止
・ 受動喫煙防止法令の順守度は高く、タバコの煙の
ない環境を支持する世論は年々増大している 13）。
2011年に発表されたイングランドにおける受動喫
煙防止法のインパクトに関するレビューによれば、
心臓病による入院数の減少を始め大きな健康状態
改善効果がもたらされたことが明らかにされてい
る 14）。

・ イングランドでは、18歳以下の子どもが乗る自動
車内の喫煙を禁止する法律が2015年10月1日か
ら施行される。

タバコ規制活動のための効果的なコミュニケーション
・ 政府は、タバココントロールのためのメディアによ
る広報を通じた禁煙推進キャンペーンを進めてき
た。それは、Stoptober（訳注：家族や友人と一緒
に禁煙にチャレンジするキャンペーン）やQuit Kit
（禁煙のための自助アイテム提供サービス）などの
薬局が中心となって禁煙サービスを行うシステム
である。しかし、このような取り組みの年間予算
は、2004～10年期の1,650万ポンド（約30億円）
から、2010～13年期の430万（約6億円）ポンドに
大きく減った 15）。

「Healthy Lives, Healthy People」プランは、イング
ランドのタバコ規制活動の三大目標を示している
・ イングランドの18歳以上の喫煙率を2015年末ま
でに18.5％以下に減らす

・ イングランドの15歳児の常習喫煙率を2015年末
までに12％以下に減らす

・ 妊娠中の喫煙率を2015年末までに11％以下に減
らす（出産時点で）

この目標の一番目は2013年にイングランドの成人
喫煙率が18.4％に低下したことにより達成された。
二つ目の目標は、この戦略方針が発表された2011年
にすでに達成されている。15歳の喫煙率は11％まで
低下し、2013年には8％になった。三番目の目標は、
達成ぎりぎりの状況である。妊娠中の喫煙率は毎年
0.5％ずつ減少し、2013～14年度第四四半期には、
11.5％となった。

勧　告
・ すでに実施中の法的対策－プレインパッケージ、
子どもの乗る自家用車での喫煙禁止、未成年者の
代理と称する者によるタバコ購入禁止、を全面的
に実施すること、そして欧州連合のタバコ製品規
制指令を十分に順守すること。

2.3 野心的な新戦略
イングランドにおけるタバコ規制の成功的前進に

より、将来タバコ厄災が収束に向かう見通しを持つ
ことができるようになった。この見通しの実現には、
もう一世代の時間が必要かもしれないが、それが実
現した場合の様相は極めて斬新なものになるだろう。
タバコ規制の運動は、タバコ厄災を食い止めて、タ
バコの害を減らすだけでなく、タバコによる健康被
害の根絶に直結する成果をもたらす可能性がある。
従ってこの未来像は、力強く、とびぬけて挑戦し

甲斐のあるものとなる。何故なら、タバコの煙のな
い社会を待望するということは、（訳者注：喫煙者
を含む）すべての人々がタバコの煙のない社会を享
受することを意味するからである。イングランドの
喫煙率は、急速に低下してきたが、低社会経済層と
ハンディキャップを持つ階層の喫煙率は高止まりが
続いている。2013年の定型手作業業務層の喫煙率
は28.6％であり、専門管理業務層の12.9％よりも高
かった 16）。（第三章参照）この喫煙率の格差を解決す
ることが､今後のタバココントロールの核心的課題で
ある。
図2.3にイングランドの喫煙率が2035年までに

5％以下になる過程を示した。実際のところ、成人人
口の4分の1を占める定型手作業業務層以外の喫煙
率はゼロに近くなる。
イングランドの最近10年間の喫煙率を図2.3に
示したが、毎年0.66％の減少である。図2.3の青
線で示した目標トレンドを実現するためには、毎年
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0.8％の低下が必要である。このトレンドが続くなら、
2035年には、成人喫煙率が1％を切るだろう。緑線
は定型手作業業務層の喫煙率を2035年までに5％以
下にするという目標を達成するために必要な喫煙率
低下の道筋である。毎年1.1％の喫煙率低下は、最
近10年間の低下率の2倍の速度である。
社会階層別の喫煙率の全国データはあるが、慢性

の病気を抱えた層、精神疾患を抱えた層、少数人種
層、LGBT層の喫煙率は不明であり、これらの層に
ついても喫煙率を追跡する必要がある。これまで行
われてきた喫煙率調査についても、調査時期と規模
について見直しが必要である。
図2.3に示した喫煙率低下速度から、次のような

中期目標が導き出される：
・ 成人喫煙率を2020年までに13％、2025年まで
に9％に減らすこと

・ 定型作業業務層の喫煙率を2020年までに21％、
2025年までに16％に減らすこと

これらの目標の根拠となる線形モデルは、図2.1

に示した成人喫煙率の長期的トレンドと合致する。
しかし、これらの目標を実現するためには、喫煙率
の低下速度を対前年比でより増やす必要がある。成
人喫煙率が9％まで低下した場合、次の年に0.8％低
下させることは、喫煙率が18％の時よりも困難なは
ずである。しかし、多くの人々の間で喫煙がより一
層片隅の存在となるほど、喫煙が社会通念上やめる
べき行為であるという圧力は強くはたらくようになる
はずである。タバコを吸う姿が人々の面前から減る
につれて、喫煙行動を促進し、維持する強化作用も
どんどん減るようになる。最近若者の喫煙がドラマ
チックに減ってきたことを考えると、喫煙人口を直
線的に減少させることは可能であると思われる。
新たな中期的目標を実現するためには、妊娠女性

と子ども、若者の喫煙を減らすことも必要である。
図2.4は妊娠女性の出産時の喫煙率の推移と、2025
年までのトレンドの予測を示したものである。
毎年0.4％ずつ低下してきたトレンドから推測する

と、2025年の妊娠女性喫煙率は7％となる。青線で

図2.3　2035年にすべての社会経済階層の喫煙率5％以下を実現する場合の喫煙率の軌跡

図2.4　2025年までの妊娠女性の出産時喫煙率トレンド
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示した毎年0.6％というより意欲的な低下目標を設定
すると、以下のようになる：
・ 妊娠女性の喫煙率を2020年に8％、2025年に

5％とすること
これまで妊娠女性の喫煙率は出産時における自己
申告に基づいて調査されていた。バイオマーカ測定
なども取り入れたより正確な調査方法に改善するこ
とが望まれる。
最近若者の喫煙率が減っていることは実に注目す
べき現象である。2004年から2013年の間に、15歳
の若者の喫煙率（訳注：regular smoking 週に1本以
上喫煙する者の率）は21％から8％に減った。これは
毎年1.44％ずつ減少したことになる。しかし regular 
smokingという定義で喫煙率を予測すると、2019年
までにこの年齢の若者の喫煙率はゼロになってしま
う（図2.5）。
残念なことに、週に1本以下タバコを吸う15歳の

若者の率（occasional smoking）は、この間ほとんど
横ばいである。したがって、regular smokerとoc-

casional smokerを合計した数字をこの世代の喫煙率
として、対策を立てなければ意味がないことになる。
この数字は2013年で18％だった。

15歳の喫煙率（regular smoking＋occasional smo-

king）の今後のトレンドを、最近の年間1.33％の低下率
をもとにして図2.5に示した。しかし、この喫煙率減
少トレンドは、現在までの regular smokingのトレン
ドに基づいて予測したものであり、15歳の「総」喫煙率
がこの予測通り低下するかどうかは、予断を許さない。
以上の検討に基づき以下の目標を提起する：
・ 15歳の regular smoking＋occasional smoking

率を2020年に9％、2025年に2％に減らす
これらの目標とそれらの基礎となるビジョンを実
現するためには、すべてのレベルの行政機関、NHS
および市民社会全体の共同行動が不可欠である。国
としてのリーダーシップは、地方レベルから国際レ
ベルの協力援助があって初めて効果的なものとなる。
直近のイングランドとしてのタバココントロール
戦略が発表されたのは2011年だが、それ以来、郡
行政府は、2013年に郡下の自治体にパブリックヘル
スチームを派遣するなどのより戦略的活動を果たし
てきた。この活動を通じて、タバココントロール専
門集団は、従来から結びつきのあった trading stan-

dards部門（訳注：商品取引の法令順守監視機関の
ようなもの。食品衛生、消費者保護、酒タバコの違
法販売規制などを担う）や公衆衛生スタッフとの協
力だけでなく、ソーシャルケア、ソーシャルプランニ
ング、レジャー、教育、公園担当部門のスタッフと
の協働の機会も増えてきた。しかし、地方の行政当
局は、深刻な予算不足に直面しており、また、タバ
ココントロールに対する政治的サポートが弱い地域
も見られる 17）。したがって、これらのタバココント
ロールチームへのできるだけの支援が必要である。
イングランド国内では地域によって、タバココン

トロール活動のレベルが大きく異なっている。現在
タバココントロールオフィスを持つ地域（訳注 :日本
の県にあたる）は北東部、北西部、南西部の3地域だ
けである。しかし、これ以外にも、郡レベルなど下
級行政府にタバココントロールを担う機関が設置さ
れており、これらのオフィス間の協働によって、喫
煙率格差解消、不正取引、マスメディアキャンペー

図2.5　2025年までの15歳児の喫煙率トレンド
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ン、調査と評価などの事業が前進していることがひ
ろく明らかになっている。
国際的にみると、イギリスはWHO FCTCとその
実施ガイドラインの締約国であり、宣伝、課税、タ
バコ製品規制の分野で欧州連合のタバコ指令の策定
に貢献してきた。イギリスはこれからもタバコ規制
の国際的枠組みを科学的かつ意欲的に推進する指導
的役割を果たすことが求められる。

WHO FCTCの締約国として、イギリス政府はタ
バコ使用の被害を減らす国際的対策をサポートする
義務を負っている。タバコの宣伝と販売促進活動が
効果的に規制されてきたイギリスは、タバコ産業に
とって「dark market」化しつつあるため、タバコ産
業は他の地域での販売を増やす必要に迫られてきた。
このようなイギリスの経験、知識、政治的対策は世
界中の低～中所得国の喫煙厄災をコントロールする
長期的な取り組みに対して重要な役割を持っている。

勧　告
・ イングランド政府は、喫煙率格差解消を中心的課
題とした新たな包括的タバココントロールプランを
策定すべきである

・ 喫煙厄災を終結に導く長期的ビジョンを決定する
こと：2035年までにすべての社会階層の成人喫煙
率を5％以下にすること

・ 実現可能な中期的目標を目指す新たな全国的ター
ゲットを定めること：
⃝ 成人喫煙率を2020年に13％、2025年に9％ま
で減らす

⃝ 定型的手作業業務層の喫煙率を2020年に21％、
2025年に16％まで減らす

⃝ 妊娠女性の喫煙率を2020年に8％、2025年に

5％まで減らす
⃝ 15歳の喫煙率（週1本以上＋週1本以下）を2020
年に9％、2025年に2％まで減らす

・ 喫煙率に関する最新の信頼に足るデータを全国統
計として収集すること。すべての社会経済階層別、
慢性疾患を持つ人々、精神疾患を持つ人々、少
数民族、LGBTなどの社会的身体的ハンディを背
負った人々などの喫煙率も収集する

・ 地方行政府のタバココントロールチームが、その
地域における喫煙率を減らす戦略的アプローチを
推進できるようサポートすること。地方行政が提
供するあらゆる機会を活用できるようにすること

・ イングランド全体で、適切な対策と認められたタ
バココントロールのための試され済みの地域対策
を推進すること。喫煙率格差の是正、不正取引の
取り締まり、マスメディア対策、調査、評価など
がその内容

・ 低～中所得国に専門的援助と激励を与えて、
WHO FCTCとそのガイドラインの実施を推進す
ること

第3章　喫煙がもたらす被害の大きさ

3.1 喫煙の健康被害
毎日イングランドでは200名以上が喫煙関連疾患で
死亡している。2013年には、35歳以上の死亡の6人
に1人（17％）は喫煙によるものである18）。喫煙は、肥
満、アルコール、交通事故、非合法ドラッグ、HIV
による死亡の合計よりも多くの人命を奪っている19）。
図3.1に2013年に、喫煙がイングランドの35歳以
上の成人の死亡にどれほど関与しているかを示した。
この年齢層では、男性死亡の5分の1以上（21％）、

図3.1　イングランドの35歳以上男女の死因　2013年
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女性死亡の8分の1以上（13％）が喫煙に原因があ
る。男女ともがんが最も多くの死亡疾患となってい
る。しかし、呼吸器疾患死に占める喫煙の割合は、
さらに大きい。喫煙は呼吸器疾患死の35％、がん死
の28％、心臓病死の13％の原因となっている。
残念なことに、死亡診断書に喫煙の有無の記入が

必須とされていないため、喫煙関連疾患死について
これ以上のデータは不明である。全国統計を改善す
るためにも、死因が喫煙によると考えられる場合、
死亡診断書に喫煙歴の有無の記入を義務付けること
が必要である。
世界では2011年現在、受動喫煙による死亡60万

人を含め、600万人が毎年タバコ使用によって命を
奪われていると推定されている。タバコによる死亡
の80％は低～中所得国で発生している。タバコによ
る死亡は、2030年には年間800万人に達すると推定
されている 20）。
このようなタバコによる死亡の大きさは、病気と
障害の大きさにつながる。喫煙による死亡者一人の
うしろには、20人の喫煙関連疾患に苦しむ喫煙者
がいる 21）。先に述べた様々な病気のほかに、喫煙者
は、喫煙によって引き起こされ悪化する数多くの深
刻な病気に襲われている。それらには、アルツハイ
マー病、甲状腺機能亢進症、気管支喘息、インフル
エンザ、クローン病、胃十二指腸潰瘍、齲歯、歯槽
膿漏、骨粗鬆症、関節リウマチ、白内障、黄斑変性
症、乾癬、不妊、インポテンス、うつ病、難聴、多
発性硬化症、糖尿病などがある 22）。
毎年、イングランドでは数十万人が喫煙関連疾患

によって入院している。2012～13年には、35歳以
上の男性287,900人と女性173,000人が喫煙関連疾
患で入院した。うち4分の1（24％）が呼吸器疾患に
よるものである 23）。

勧　告
・ 喫煙関連死に関する全国統計を改善するためにも、
死因が喫煙によると考えられる場合、死亡診断書
に喫煙歴の有無の記入を義務付けることが必要で
ある

3.2 子どもと若者
子どもと若者は、喫煙厄災の最前線に立っている。

毎年数万人の乳幼児、子ども、若者がタバコによっ
て被害を受けている。未だ法的規制の行われていな

い家庭と自動車内での受動喫煙にさらされている。
喫煙による健康と家族の経済的安定の悪化が彼らを
襲っている。さらに、子どもと若者は、喫煙に手を
出すことで、喫煙者になって健康を害する人生への
入口に立つ。若者の喫煙は、喫煙厄災の「原動力」で
ある：成人喫煙者の80％は20歳以前に喫煙を始め
ているからである 24）。これはタバコ産業が否定でき
ない事実である。
誕生前からタバコの害に見舞われる子どもは少

なくない。2013～14年に、妊娠女性の8人に1人
（12％）は、出産時点で喫煙者だった。妊娠中の喫煙
により、流早産、死産、低体重出生が増える。妊娠
中の喫煙は胎児に悪影響をもたらす：乳児死亡、気
管支喘息、ADHDのリスクが高まる 25）。
タバコを吸う家族がいる家庭の子どもは、受動喫
煙の害にさらされる。しかし、実は大部分の子ども
が受動喫煙にさらされている：2012年、11～15歳
児の3分の2（67％）が受動喫煙にさらされていると
答えた。43％は家庭、55％は他家における受動喫煙
だった 26）。この年齢層の子どもは自動車での受動喫
煙にもさらされている：26％は自家、30％は他家の
車においてである 26）。
小児期の受動喫煙は、肺炎、気管支炎、気管支喘

息、中耳炎、侵襲性髄膜球菌感染症などの多くの重
い病気をもたらす。受動喫煙は、メンタルヘルス不
調、学校の欠席をももたらすという証拠もある 27）。
低所得家庭の子どもと若者は、喫煙による経済的

困難にも見舞われる。現在イギリスの120万人の子
どもが親の喫煙する貧困家庭で暮らしている。もし
大人が禁煙をして、タバコ代が生計費に向けられた
なら、36万5千人の子どもが貧困ラインから脱出で
きる（図3.2）28）。
家族にタバコを吸う大人や兄弟がいると、若者は

喫煙を始め常習喫煙者となる危険が増える 29）。友人
に喫煙者がいるとやはりタバコを吸い始めやすくな

図3.2　紙巻きタバコ喫煙がイギリスの家庭、子ど
も、大人の貧困に及ぼす影響
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る。また、紙巻きタバコを手に入れやすくなる環境
にある、タバコの販売促進キャンペーンにさらされ
る、映画やテレビドラマなどの映像メディアで喫煙
シーンを多く見る者ほど喫煙開始率が増加する 30）。
喫煙行動が社会的、経済的、文化的に若者に「受け
継がれる」ことは、社会経済層別の若者喫煙率の「勾
配」をみれば明らかである。その勾配は大人と同じで
ある（第3章第3節参照）。
タバコを吸う子どもと若者は、急性と慢性の肺・
気管支の病気にかかりやすい。タバコを吸うと､咳、
痰、喘鳴、息切れが2～6倍に増える 31）。喫煙は肺
の成長を阻害し、呼吸機能を低下させ、中高年期に
なってからの慢性閉塞性肺疾患のリスクを増やす。
喫煙開始が早いほど肺がんと心臓病のリスクが増え
る 32）。
幸いなことに、最近20年間で子どもと若者の喫煙

率が大きく減少してきた。イングランドの11～15歳
児の喫煙率（週1本以上喫煙）は、1996年の13％を
ピークとして2013年には3％まで激減した 33）。とり
わけ最近10年間の減少が著明だった（図3.3）。タバ
コの宣伝禁止と受動喫煙防止法などの重要なタバコ
規制対策がこの世代の喫煙率低下に大きく寄与した
と考えられる。
しかし15歳の時点の週1本以上喫煙率は、8％
のままである。もし週1本以下喫煙者（occasional 
smoking）を含めると､18％となる（図2.5）。残念な
ことに、ニコチンの依存性形成作用は強力なので、
週1本以下喫煙者は、すぐに毎日喫煙者になってし
まう 34）。まだ小さな子どもの時に1本タバコを吸っ
た子どもは、17歳の時点で毎日1本以上喫煙者に

なるおそれが倍増する 35）。従って､小さな子どもの
喫煙を大目にみて放置することはできないのである。
イングランドに今育ちつつある若者が､喫煙をノーマ
ルな行為ではないと認識し、受動喫煙にさらされず、
面前でタバコを吸う大人をみたり､テレビや映画で喫
煙シーンを見たり､タバコの広告を見たり、店頭販売
のタバコ製品を見たりしないようにさらに対策を講ず
ることが必要である。

3.3 喫煙は格差を広げる
イングランドにおいて、「定型的手作業業種」に属
する社会経済層の早死率は「管理的専門業種」層の3
倍である。近年、すべての社会経済層を総計した死
亡率は低下しているが、各層間の差異は驚くほど拡
大してきた（図3.4）。
この社会経済条件が悪化すると死亡率が増えると
いう関係は主に喫煙によってもたらされている。社
会経済的に最上層と最下層の早死率の違いは、喫煙
率の違いによるものである 36）。社会経済格差をもた
らす要因は数多くあるが、喫煙の影響は極めて大き
いため、経済的に恵まれているがタバコを吸う者よ
りも、貧乏だがタバコを吸わない者の方が長生きす
る可能性が大きい 37）。
社会経済層別が違うと喫煙率も大きく違う。2013

年の調査では、定型的手作業層の喫煙率は、28.6％
で、専門的管理業務層の12.9％の喫煙率の2倍以上
だった。この（社会経済状態の）違いは、次の世代に
引き継がれる：社会経済的最下層の妊娠女性の喫煙
率は高く、この経済層に属する若者の喫煙開始率も
高い（図3.5）。

図3.3　イングランドの11〜15歳児の週1本以上喫煙率　1982〜2013年
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喫煙と様々な社会的ハンディが関連することを示
したデータはたくさんある。図3.6に手作業職種、
資格を持たない人々、離婚・別居した人々、失業
中の人々、借家に住む人々、生活保護を受けている
人々、幸福な生活をおくれていないと考える人々の
喫煙率が全体よりも高いというデータを示した。こ
のような人々の喫煙率の高いことは、これらの人々
の属性と独立に関連していた。
精神疾患を抱える人々の喫煙率も高い。長い間不

安を抱えたり、うつ病などを患っている人々は精神的
問題を抱えていない人々の2倍喫煙率が高かった 41）。
精神疾患が重くなるほど喫煙率が高くなっていた。
摂食障害を持つ人々の喫煙率は25％だが、重い精神
疾患を抱える人々の喫煙率は56％にのぼっている42）。

最近の20年間、精神疾患を抱える人々の喫煙率はほ
とんど変わらなかった 43）。
最も喫煙率の高い層は、経済的貧困層である 44）。

生計費が足りず、生活費を得るための力や機会を
持たない人々は高い率で喫煙者となりやすく、禁煙
をしようとしても失敗することが多い。ちなみに、
2013年の調査では、ロンドンの聖Mungo教会が支
援するホームレス単身者の喫煙率は73％だった 45）。
刑務所の受刑者など刑事司法システムの収容者の喫
煙率はさらに高く、およそ80％だった 46）。
このような困窮層は喫煙率が高いうえに、喫煙量

も多い。社会経済的下層の人々は、起床後すぐに喫
煙を始め、1日あたりの喫煙本数が多く 48）、経済的
上層の人々よりも、喫煙1本当たりのニコチン摂取

図3.4　イングランドとウェールズの生産年齢男性の年間死亡率　社会経済階層別	
2005〜2010年（イギリス国家統計局）

図3.5　社会経済層別喫煙率　イングランド：妊娠中喫煙率（2010年）38）、	
16〜19歳喫煙率（2006〜2012年）39）、18歳以上喫煙率（2013年）40）
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量が多い 49）。このような人々が専門的管理業務層の
人々よりも禁煙成功率が低いのは、ニコチン依存が
重いためと思われる（第5章参照）。
マイケル・マーモット氏のチームが発表した社会
格差に関する報告書「Fair Society, Healthy Lives」
は、公衆保健専門家に対して、社会的格差全体とり
わけもっとも格差の大きな層に対する対策を進める
必要があると述べている 50）。
（訳注：http://www.local.gov.uk/health/-/journal_
content/56/10180/3510094/ARTICLE）
実践的には、格差全体をなくす取り組みとともに、
最も下層の人々の状況を改善することに重点を置い
て対策を進める必要があるということを意味する。
このアプローチをタバココントロール活動全体にも貫
く必要がある。経済的に貧しく社会的に疎外されて

いる人々の喫煙率を減らすことが、これらの人々の
格差改善に大きな効果をもたらすという点を押さえ
ることが必要である。
タバココントロールの活動を「下流層」の問題行動

としての喫煙に焦点を絞って進めることが必要であ
る。タバココントロール専門家は、禁煙を効果的に
推進するためには、喫煙者の生活を規定する社会経
済的背景を十分考慮に入れる必要があることを認識
している。さらに、タバココントロールの成功自体
が、マーモット氏の提唱する6つの目標実現のため
に欠かせない要素である（表3.1）。したがって、タバ
ココントロールは、格差を減らしてすべての人々の
健康と福祉を改善するより広い公衆保健戦略の不可
欠の部分であるということができる。

図3.6　喫煙者になるリスク（年令・調査年度調整）

表3.1　健康的な人生実現におけるタバココントロールの意義
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体Kingston-upon-HullとLondon Borough of Houn-

slowにおける喫煙による経済的損失を示した。こ
れらの自治体はほぼ同じ人口である（257,589人、
262,407人）が喫煙率は大きく異なる 53）。2013年の喫
煙率は、Hull 29.4％（イングランドで最高）、Houn-

slowで13.2％（イングランドで5番目に低い）54）。
喫煙率が異なると、喫煙関連医療費とヘルスケ

アコストの額も異なる。NHSの喫煙関連疾患の
年間ソーシャルケア費は、Hullで1,910万ポンド、
Hounslowで760万ポンドである。しかし、早死に
よる労働力損失額は両自治体間でそれほど違いがな
かった。これは、Hounslowの労働者数がHullより
も多いためである。
この比較結果は、地方の喫煙率を引き下げること
がイングランド全体の喫煙問題解決にもつながるこ
とを示している。喫煙率の低い地域であっても、喫
煙者の絶対数が多ければ、地方自治体の財政と地域
の経済に大きな影響がもたらされる。地域の視点に
立てば、喫煙者が国にタバコ税を払うことが新たな
負担となるのである。タバコ製品を買ったお金は地
域経済を潤すことはない。ごくわずかがタバコ小売
店の収入となるだけで、のこりはすべてタバコ産業
の関係者の懐に入ってしまうから、地域の生活を向
上させることはないのである。

参考文献［第1部］
1) Scottish Government Creating a smokefree gen-

eration: a tobacco control strategy for Scotland, 
2014.

2) Department for Health and Social Services, Wales, 
Tobacco Control Action Plan for Wales, 2012.

3) Department of Health Social Services and Public 
Safety, Northern Ireland Ten-year tobacco control 
strategy for Northern Ireland, 2012.

3.4 経済と社会にもたらす被害
喫煙が社会に与える経済的損害は巨額である。イ

ングランドにおける喫煙による経済的損失は、控え
めに見積もって年間138億ポンド（1ポンド186円と
して、2兆5,668億円）である 51）。これは、喫煙関連
疾患の直接医療費およびソーシャルケア費、労働力
損失、火災による損失を合計したものである。費目
別に示す：
・ 喫煙関連疾患医療費のNHS年間負担：20億ポ
ンド

・ 受動喫煙関連医療費のNHS年間負担：2億
4,200万ポンド

・ 喫煙関連疾患による医療ケア費の個人および地
方自治体負担分：11億ポンド（地方自治体分6億
600万ポンド、個人負担分4億5,100万ポンド）

・ 労働力損失：喫煙による職場離脱：65億ポンド
・ 労働力損失：喫煙による早死：30億ポンド
・ 労働力損失：喫煙による欠勤：10億ポンド
・ 喫煙による火災（イングランドでは毎年2,700件
以上発生）：2億5,900万ポンド

・ タバコの吸い殻の投げ捨て：毎年320億本
（5,494トン）：損害額不明
これらの損害額は、適切な計算方法に基づき、控
えめに見積もられたものである 52）。算定モデルには
それなりの限界があるとはいえ、全体として、イング
ランドにおける喫煙のもたらす社会的損失額は巨大
であるという結論はゆるぎないものである。2013～
14年に、イングランドの喫煙者は大蔵省に95億ポン
ドの税金を払ったが、社会にもたらした損害額はそ
の1.5倍である。
喫煙は、イングランドの各地域にも経済的損失をも

たらしている。図3.7にイングランドの二つの地方自治

図3.7　Kingston-upon-Hull	およびLondon	Borough	of	Hounslow	地域における喫煙の経済的損失　2015年
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日本禁煙学会の対外活動記録
（2016年2月〜3月）

 2月 25日 「映画とタバコ：喫煙シーンが子どもと若者の喫煙開始を促進している」を作成しました。
 2月 29日 WHOが提唱した「スモークフリームービー」の和訳を掲載しました。
 3月 1日 「2016年世界禁煙デー：プレーン・パッケージをめざそう」の和訳を掲載しました。
 3月 15日 禁煙治療の保険適用で要件緩和に厚生労働大臣に感謝状を送付しました。
 3月 23日 平成28年4月1日からの35歳未満の喫煙指数要件の廃止などのニコチン依存症管理料改定情報と

Q&Aを追加しました。
 3月 25日 2015年度無煙映画大賞を掲載しました。
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