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《巻頭言》

喫煙と脳卒中・循環器病

医療体制の充実、③登録事業の促進、④予防・国
民への啓発、⑤臨床・基礎研究の強化の5戦略に
よる計画を立案しました。脳卒中と循環器病克服
第二次5ヵ年計画（2021年3月）に掲載されている脳
卒中・循環器病予防対策の図を示します（図1）2）。

2. 循環器病対策基本法（2018年）
2018年12月10日に「健康寿命の延伸等を図るた
めの脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策
に関する基本法」（脳卒中・循環器病対策基本法）
が国会で成立し、12月14日公布（官報掲載号外第
276号、平成30年法律第105号）3）、2019年12月
1日に施行となりました。第12条に「啓発及び知識
の普及、禁煙・受動喫煙の防止の取組の推進等の
循環器病の予防等の推進に係る施策」と法律で初め
て、禁煙が書き込まれました（表1）。

1. 5 ヵ年計画（2016年、2021年）
2015年11月21日（土）～22日（日）に第9回日
本禁煙学会学術集会を大会テーマ「喫煙と生活習
慣病―タバコとNCD―」で熊本において開催させ
ていただきました。
熊本地震（4月14日前震、16日本震）の起こっ
た2016年には、日本脳卒中学会と日本循環器学会
の「脳卒中と循環器病克服5ヵ年計画　ストップ
CVD（脳心血管病）健康長寿を達成するために」の
策定に関与させていただきました（2016年12月に
発表 1））。さらに2021年3月に第2次5ヵ年計画を
発表しました 2）。①脳卒中と循環器病による年齢
調整死亡率を5年間で5％、10年間で10％減少さ
せる、②健康寿命を延伸させる、という2つの大
目標を掲げ、脳卒中、心不全、血管病（急性心筋
梗塞、急性大動脈解離、大動脈瘤破裂、末梢動脈
疾患）の3疾患を克服の対象に、①人材の育成、②

喫煙と脳卒中・循環器病 
―血栓症との戦い―

熊本市民病院 脳神経内科、日本禁煙学会理事

橋本洋一郎

図 1　脳卒中・循環器病予防対策　死亡率の減少と健康寿命の延伸へ向けて
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11．．５５ヵヵ年年計計画画((22001166 年年、、22002211 年年))  

2015 年 11 月 21 日(土)―22 日(日)に第９回日本禁煙学会学術集会を大会テーマ｢喫喫煙煙とと

生生活活習習慣慣病病  ――タタババココとと NNCCDD――｣で熊本において開催させていただきました。 

熊本地震(４月 14 日前震、16 日本震)の起こった 2016 年には、日本脳卒中学会と日本

循環器学会の「脳脳卒卒中中とと循循環環器器病病克克服服５５ヵヵ年年計計画画  スストトッッププ CCVVDD（（脳脳心心血血管管病病））健健康康長長寿寿

をを達達成成すするるたためめにに」の策定に関与させていただきました(2016 年 12 月に発表 1))。さらに

2021 年３月に第２次５ヵ年計画を発表しました 2)。①脳卒中と循環器病による年齢調整死

亡率を 5年間で 5％、10 年間で 10％減少させる、②健康寿命を延伸させる、という 2つ

の大目標を掲げ、脳卒中、心不全、血管病（急性心筋梗塞、急性大動脈解離、大動脈瘤破

裂、末梢動脈疾患）の 3疾患を克服の対象に、①人材の育成、②医療体制の充実、③登録

事業の促進、④予防・国民への啓発、⑤臨床・基礎研究の強化の 5戦略による計画を立案

しました。脳卒中と循環器病克服第二次 5ヵ年計画(2021 年 3 月)に掲載されている脳卒

中・循環器病予防対策の図を示します 2)。 

 
22..  循循環環器器病病対対策策基基本本法法((22001188 年年))  

2018 年 12 月 10 日に「健健康康寿寿命命のの延延伸伸等等をを図図るるたためめのの脳脳卒卒中中、、心心臓臓病病そそのの他他のの循循環環器器

病病にに係係るる対対策策にに関関すするる基基本本法法」(脳卒中・循環器病対策基本法)が国会で成立し、12 月 14

日公布（官報掲載号外第 276号、平成 30 年法律第 105号）3)、2019年 12 月 1 日に施行と
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2020年10月27日に政府の「循環器病対策推進
基本計画」が閣議決定されました 4）。基本計画に
は、循環器病の危険因子として喫煙や受動喫煙も
挙げられ、禁煙および受動喫煙の防止に関する取
組については、健康増進法および健康増進法に基
づく基本方針に基づき、喫煙率の減少と受動喫煙
防止を図る施策を着実に進める、と記載されてい

ます。
図2に「循環器病対策推進基本計画案　概要」を
示します 6）。
現在、都道府県の協議会で循環器病対策推進計
画が策定中ですので、皆さんも何らかの形で関与
していただければと思います。

（1） 啓発及び知識の普及、禁煙・受動喫煙の防止の取組の推進等の循環器病の予防等の推進に係る施策（第十二
条）

（2） 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施を図るための体制
の整備、救急救命士・救急隊員に対する研修の機会の確保等に係る施策（第十三条）

（3） 専門的な循環器病医療の提供等を行う医療機関の整備等に係る施策（第十四条）

（4） 循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の生活の質の維持向上に係る施策（第十五条）

（5） 循環器病患者等に対する保健・医療・福祉に係るサービスの提供に関する消防機関、医療機関等の連携協力
体制の整備に係る施策（第十六条）

（6） 循環器病に係る保健・医療・福祉の業務に従事する者の育成・資質の向上に係る施策（第十七条）

（7） 循環器病に係る保健・医療・福祉に関する情報（症例情報その他）の収集・提供を行う体制の整備、循環器病
患者等に対する相談支援等の推進に係る施策（第十八条）

（8） 循環器病に係る研究の促進等に係る施策（第十九条）

表 1　8つの基本的施策
（参議院法制局ウェブサイト　https：//houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105.pdf）

図2　循環器病対策推進基本計画案　概要

なりました。第 12条に｢啓発及び知識の普及、禁禁煙煙・・受受動動喫喫煙煙のの防防止止のの取取組組のの推推進進等の循

環器病の予防等の推進に係る施策｣と法律で初めて、禁煙が書き込まれました。 

88 つつのの基基本本的的施施策策((参議院法制局ウェブサイト. https://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105.pdf)  

(1) 啓発及び知識の普及，禁禁煙煙・・受受動動喫喫煙煙のの防防止止の取組の推進等の循環器病の予防等の

推進に係る施策（第十二条） 

(2) 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切

な実施を図るための体制の整備，救急救命士・救急隊員に対する研修の機会の確保等に

係る施策（第十三条） 

(3) 専門的な循環器病医療の提供等を行う医療機関の整備等に係る施策（第十四条） 

(4) 循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の生活の質の維持向上に係る施策

（第十五条） 

(5) 循環器病患者等に対する保健・医療・福祉に係るサービスの提供に関する消防機

関，医療機関等の連携協力体制の整備に係る施策（第十六条） 

(6) 循環器病に係る保健・医療・福祉の業務に従事する者の育成・資質の向上に係る施

策（第十七条） 

(7) 循環器病に係る保健・医療・福祉に関する情報（症例情報その他）の収集・提供を

行う体制の整備，循環器病患者等に対する相談支援等の推進に係る施策（第十八条） 

(8) 循環器病に係る研究の促進等に係る施策（第十九条） 

2020 年 10 月 27日に政府の｢循循環環器器病病対対策策推推進進基基本本計計画画｣が閣議決定されました 4)。基本

計画には、循環器病の危険因子として喫煙や受動喫煙も挙げられ、禁煙および受動喫煙の

防止に関する取組については、健康増進法および健康増進法に基づく基本方針に基づき、

喫煙率の減少と受動喫煙防止を図る施策を着実に進める、と記載されています。 

以下に｢循環器病対策推進基本計画案 概要｣を示します 6)。 
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喫煙と脳卒中・循環器病

なお2017年7月には厚生労働省から「脳卒中、
心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在
り方」5）がだされ、立法府、行政府、学会が脳卒中
と循環器病の対策を協力して行う体制ができてき
ています。

3. COVID-19と改正健康増進法（2020年）
2019年7月1日から、改正健康増進法で医療機
関を含む第一種施設は、原則敷地内禁煙となりま
した 7）。屋内は完全禁煙であり、屋内に喫煙所を
設けることはできません。

2020年は東京オリンピック開催のすばらしい年
になると思っていましたが、新型コロナウイルス
（severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2：SARS-CoV-2）感 染 症（coronavirus disease 
2019：COVID-19）の年になってしまいました。肥
後の疫病退散の妖怪「アマビエ」が脚光を浴びるこ
とになりました。厚労省のアイコン（2020年 8））と
江戸の瓦版（1846年に肥後の国の不知火海に出現、
京都大学付属図書館蔵 9））を示します（図3）。
喫煙とCOVID-19に関する情報が錯綜し、喫煙
者は新型コロナウイルスに感染しにくい 10）、喫煙
は重症化とは関係ないといった論文も出たりしまし
た 11）。喫煙歴は重症化のリスクになる（約2倍）12）、
イギリス成人53,002名の調査で生涯非喫煙者に比
して現在喫煙者は新型コロナウイルス感染者が有
意に多い（他の変量の調整前2.14倍、調整後1.79
倍）13）ことが示されています。

COVID-19では深部静脈血栓症や脳梗塞の合
併率が高いことが中国や欧米で報告されました。
2020年4月に日本脳卒中学会で「COVID-19対
応 脳卒中プロトコル（日本脳卒中学会版Protected 

Code Stroke ： JSS-PCS）」を策定し 14）、2021年5
月に日本血栓止血学会とともに「アストラゼネカ社
COVID-19ワクチン接種後の血小板減少症を伴う
血栓症の診断と治療の手引き」を作成しました 15）。
コロナ禍でも血栓症との戦いが続いています。

2020年4月1日から改正健康増進法の完全実
施によって第二種施設（事務所、工場、ホテル、
旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等）
が原則屋内禁煙となり 7）、受動禁煙対策が法律
で進められ、禁煙活動には強い追い風になってい
ます。

4. 5疾病・5事業と在宅医療
21世紀もがんと血栓症との戦いが続いているな
か、2006年がん対策基本法、2018年生育基本法
と脳卒中・循環器病対策基本法が成立しました。
5疾病の中のがん、脳卒中、急性心筋梗塞の3疾
病、5事業の中の小児医療と周産期医療の2事業が
カバーされることになりました（表2）。5疾病並び
に5事業および在宅医療では禁煙対策は大変重要
と考えられます。

図3　左：厚労省のアイコン（2020年）、右：1846年肥後の国不知火海（京都大学附属図書館）

 現在、都道府県の協議会で循環器病対策推進計画が策定中ですので、皆さんも何らかの

形で関与していただければと思います。 

なお 2017年 7月には厚生労働省から｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供

体制の在り方｣5)がだされ、立法府、行政府、学会が脳卒中と循環器病の対策を協力して行

う体制ができてきています。 

  

33．．CCOOVVIIDD--1199とと改改正正健健康康増増進進法法((22002200 年年)) 

2019年７月１日から、改正健康増進法で医療機関を含む第一種施設は、原則敷地内禁

煙となりました 7)。屋内は完全禁煙であり、屋内に喫煙所を設けることはできません。 

2020年は東京オリンピック開催のすばらしい年になると思っていましたが、新型コロナ

ウイルス(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2：SARS-CoV-2)感染症

(coronavirus disease 2019：CCOOVVIIDD--1199)の年になってしまいました。肥後の疫病退散の妖

怪｢アアママビビエエ｣が脚光を浴びることになりました。厚労省のアイコン(2020年8))と江戸の瓦

版(1846年に肥後の国の不知火海に出現、京都大学付属図書館蔵9))を示します。 

喫煙とCOVID-19に関する情報が錯綜し、喫煙者は新型コロナウイルスに感染しにくい
10)、喫煙は重症化とは関係ないといった論文も出たりしました11)。喫煙歴は重症化のリス

クになる(約2倍)12)、イギリス成人53,002名の調査で生涯非喫煙者に比して現在喫煙者は

新型コロナウイルス感染者が有意に多い(他の変量の調整前2.14倍、調整後1.79倍)13)こと

が示されています。 

COVID-19では深部静脈血栓症や脳梗塞の合併率が高いことが中国や欧米で報告されまし

た。2020年４月に日本脳卒中学会で「CCOOVVIIDD--1199対対応応  脳脳卒卒中中ププロロトトココルル（日日本本脳脳卒卒中中学学会会

版版PPrrootteecctteedd  CCooddee  SSttrrookkee  ::  JJSSSS--PPCCSS）」を策定し14)、2021年5月に日本血栓止血学会とと

もに｢アアスストトララゼゼネネカカ社社CCOOVVIIDD--1199ワワククチチンン接接種種後後のの血血小小板板減減少少症症をを伴伴うう血血栓栓症症のの診診断断とと治治

療療のの手手引引きき｣を作成しました15)。コロナ禍でも血栓症との戦いが続いています。 

2020年４月１日から改正健康増進法の完全実施によって第二種施設(事務所、工場、ホ

テル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等)が原則屋内禁煙となり7)、受動禁煙対

策が法律で進められ、禁煙活動には強い追い風になっています。 

 

 
厚労省のアイコン(2020 年)         1846 年肥後の国不知火海(京都大学附属図書館) 

  

44．．５５疾疾病病・・５５事事業業とと在在宅宅医医療療  

21世紀もがんと血栓症との戦いが続いているなか、2006 年がん対策基本法、2018 年生

育基本法と脳卒中・循環器病対策基本法が成立しました。5疾病の中のがん、脳卒中、急

性心筋梗塞の 3疾病、5事業の中の小児医療と周産期医療の 2事業がカバーされることに

なりました。5 疾病並びに 5事業および在宅医療では禁煙対策は大変重要と考えられま

す。 

表2　5疾病・5事業と在宅医療

5疾病 5事業

①がん ⑥小児医療 在宅医療

②脳卒中 ⑦周産期医療

③急性心筋梗塞 ⑧救急医療 感染症医療

④糖尿病 ⑨災害医療

⑤精神疾患 ⑩へき地医療
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5. 脳卒中対策
5ヵ年計画も対策基本法も「健康寿命の延伸」を
目標としています。2000年に回復期リハビリテー
ション病棟と介護保険が開始され、脳卒中は急性
期・回復期・維持期（生活期）の診療対体制構築が
進みました。
第1次5ヵ年計画では「脳卒中センター」の提唱
を行い、2019年と2020年に日本脳卒中学会は974
施設の1次脳卒中センター（primary stroke center：
PSC、rt-PA静注療法が24/7で可能）の認定を行い
ました。PSCに救急車で1時間以内に到着できる
人口カバー率98.9％、PSCのコア施設（機械的血
栓回収療法が24/7可能、231施設）の人口カバー
率93.3％で、脳卒中急性期医療の均てん化は、ほ
ぼ達成されています（図4）。
第2次5ヵ年計画では日本脳卒中学会は「脳卒中
相談窓口」の設置を目標にしています。また日本

図4　左：第2次5ヵ年計画（2021年）、右：1次脳卒中センターの人口カバー率（2020年）

図5　2015年11月20日のライトアップされた熊本城（80名貸し切りの熊本城内で著者撮影）

 

５５疾疾病病  ５５事事業業   

①①ががんん 

②②脳脳卒卒中中 

③③急急性性心心筋筋梗梗塞塞 

④④糖糖尿尿病病 

⑤⑤精精神神疾疾患患 

⑥⑥小小児児医医療療 

⑦⑦周周産産期期医医療療 

⑧⑧救救急急医医療療 

⑨⑨災災害害医医療療 

⑩⑩へへきき地地医医療療 

在在宅宅医医療療  

 

感感染染症症医医療療  

  

55．．脳脳卒卒中中対対策策  

5 ヵ年計画も対策基本法も｢健康寿命の延伸｣を目標としています。2000 年に回復期リハ

ビリテーション病棟と介護保険が開始され、脳卒中は急性期・回復期・維持期(生活期)の

診療対体制構築が進みました。 

第 1次 5ヵ年計画では｢脳卒中センター｣の提唱を行い、2019年と 2020 年に日本脳卒中

学会は 974施設の１１次次脳脳卒卒中中セセンンタターー(primary stroke center：PSC、rt-PA静注療法が

24/7で可能)の認定を行いました。PSC に救急車で１時間以内に到着できる人口カバー率

98.9％、PPSSCC ののココアア施施設設（機械的血栓回収療法が 24/7可能、231施設）の人口カバー率

93.3％で、脳卒中急性期医療の均てん化は、ほぼ達成されています。 

第 2次 5ヵ年計画では日本脳卒中学会は｢脳脳卒卒中中相相談談窓窓口口｣の設置を目標にしています。

また日本脳卒中協会は｢脳脳卒卒中中ササロロンン｣ (脳卒中患者のピアサポート)の設置について検討

を開始しています。 

 

 
第 2 次 5 ヵ年計画(2021 年)        1 次脳卒中センターの人口カバー率(2020 年) 

 

66．．熊熊本本大大会会（（22001166 年年））かからら大大分分大大会会（（22002211 年年））へへ  

 2015 年の熊本大会終了後に予想もしないようなことが次々に起こりましたが、脳卒

中・循環器病のフィールドでの禁煙活動は地道に、コツコツと続けています。 

2020 年は COVID-19のために県外出張ができず、福島大会に参加できませんでした。

2021 年 10 月 16 日と 17日の大分大会では皆さんとお会いできることを大変楽しみにいた

しております。 

 2016 年の熊本地震で傷ついた熊本城の天守閣が 2021 年に復活しました。2021 年 6 月

28 日から天守閣内部公開が開始されました。コロナ禍が収まりましたら熊本へ是非、お

越しください。2022 年には日本禁煙学会熊本県支部で認定試験を行えればと考えていま

す。 

 2015 年 11 月 20 日(会長招宴で 2時間熊本城を貸し切り)のライトアップされた熊本

城、二の丸公園より撮影した修復中の 2018 年 1 月 3 日、復活した 2021 年 4 月 30 日の熊

本城(天守閣)を最後に示します。 

 

 
2015 年 11 月 20 日のライトアップされた熊本城(80名貸し切りの熊本城内で著者撮影) 

 

 
2018 年 1 月 3 日(二の丸公園より著者撮影) 2021 年 4 月 30 日(二の丸公園より著者撮影) 

 

    

脳卒中協会は「脳卒中サロン」（脳卒中患者のピア
サポート）の設置について検討を開始しています。

6. 熊本大会（2016年）から大分大会（2021年）へ
2015年の熊本大会終了後に予想もしないような
ことが次々に起こりましたが、脳卒中・循環器病
のフィールドでの禁煙活動は地道に、コツコツと
続けています。

2020年はCOVID-19のために県外出張ができ
ず、福島大会に参加できませんでした。2021年10
月16日と17日の大分大会では皆さんとお会いでき
ることを大変楽しみにいたしております。

2016年の熊本地震で傷ついた熊本城の天守閣が
2021年に復活しました。2021年6月28日から天
守閣内部公開が開始されました。コロナ禍が収ま
りましたら熊本へ是非、お越しください。2022年
には日本禁煙学会熊本県支部で認定試験を行えれ
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ばと考えています。
2015年11月20日（会長招宴で2時間熊本城を貸
し切り）のライトアップされた熊本城（図5）、二の
丸公園より撮影した修復中の2018年1月3日、復
活した2021年4月30日の熊本城（天守閣）を最後
に示します（図6）。
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図6　左：2018年1月3日（二の丸公園より著者撮影）、右：2021年4月30日（二の丸公園より著者撮影）

 2015 年 11 月 20 日(会長招宴で 2時間熊本城を貸し切り)のライトアップされた熊本

城、二の丸公園より撮影した修復中の 2018 年 1 月 3 日、復活した 2021 年 4 月 30 日の熊

本城(天守閣)を最後に示します。 

 

 
2015 年 11 月 20 日のライトアップされた熊本城(80名貸し切りの熊本城内で著者撮影) 

 

 
2018 年 1 月 3 日(二の丸公園より著者撮影) 2021 年 4 月 30 日(二の丸公園より著者撮影) 

 

    


