
はじめに

「健康日本21」、「健やか親子21」におけるたばこ対策は、未成年の喫煙防止、禁煙支援プ

ログラムの普及等、喫煙による健康への影響を少なくする具体的な目標を設定していま

す。しかし、現状では、若い世代の喫煙率は上昇し、特に妊婦の喫煙は、その害が報告され

ているにもかかわらず、10年の間に5％から10％と倍に増えています。

このような背景の中、多摩立川保健所及び旧村山大和保健所では、平成13年度「地域保

健総合推進事業」において市と共にたばこ対策についての現状と課題を把握し、平成14年

度に課題別地域保健推進プランを立ち上げました。このプランでは、「妊婦の喫煙をゼロ

にする」を目標に、母子保健事業を中心にモデル市を設定し、市の関係者と協働で禁煙、喫

煙防止対策を取り組むための推進体制を整備するとともに、禁煙・喫煙防止のための方策

を開発してきました。

本マニュアルは、この3年間の取り組みの中から、現場で住民を支援する立場にある保

健師、助産師、栄養士、歯科衛生士、看護師などが、相談の際に必要と思われる項目を基礎

知識編として記載し、住民からの質問や困った事例など、現場での対応をQ＆Aや事例形式

で実践編としてまとめました。さらに、資料編には現段階で使える最新情報を掲載し、利用

しやすい構成にしました。

たばこ対策は、多くの人による幅広い支援により効果が上がります。また、健康増進法

25条のように受動喫煙防止のためには、周囲の環境整備も必要になってきます。

たばこ対策に係わるすべての人が、本マニュアルを活用し、「妊婦の喫煙をゼロにする」

を目標に効果的な支援をしていくことを願っています。

最後に、これまで協働でたばこ対策を検討し、実践してきた管内各市(立川市、昭島市、国

分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)の担当部署の皆様に厚くお礼を申し上げます。

平成16年7月

東京都多摩立川保健所長

長野 みさ子
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第１章 

基  礎  知  識  編 
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(1) 喫煙率

若い女性の喫煙率は最近、増加傾向にあり、特に20歳代の増加が著しく、この10

年余りで倍増しています。

男性の喫煙率は、長期的に見ると減少傾向にありますが、依然として高い状態です。

特に、小さい子の父親世代（20歳代・30歳代）で高くなっています。

1 母子をめぐる喫煙の状況

平成13年度の喫煙率

全年齢 20歳代 30歳代

男性 52．0％ 56．9％ 62．0％

女性 14．7％ 24．1％ 19．7％

日本専売公社、日本たばこ産業株式会社による調査より
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(2) 妊婦の喫煙率

平成12年度の乳幼児身体発育調査によると、妊婦の喫煙率は10％で、10年前の5.6％

と比較して大きく増加しています。また、特に若年齢層で喫煙率が高く、15歳～19歳

で34.2％と最も高くなっています。

「わが国における妊産婦の喫煙・飲酒の実態と母子への健康影響に関する疫学的研究」

（大井田隆氏　厚生科学研究）の13年度研究報告書によると、

・妊娠前の喫煙率は25.7％で、妊娠が分かってからの喫煙率は9.9％

喫煙者の6割は妊娠を機に禁煙している

・妊娠中の喫煙者も、その84％は妊娠前に比べ喫煙本数を減らしている

約97％は禁煙、節煙の意志を表している

・回答者の約3分の2は、日常的に受動喫煙しており、その場合の喫煙者は8割が夫

・回答者の9割以上が、妊婦の喫煙あるいは受動喫煙が胎児にとって害があることを

知っている

と回答しています。

女性の喫煙増加に伴い、妊婦の喫煙も増加しています。

特に、年齢の若い妊婦で喫煙率が高くなっています。

妊娠中の喫煙以外にも、妊婦の受動喫煙、出産後の喫煙再開など様々な問題があります。

妊娠中の母親の喫煙率 

年齢別、妊娠中の喫煙に状況 

平成2年 

平成12年 

15－19歳 

20－24歳 

25－29歳 

30－34歳 

35－39歳 

40－46歳 

10.0％ 

5.6％ 

34.2

喫煙あり 

喫煙あり 

18.9

9.9

6.6

6.3

8.5

50％ 40％ 30％ 20％ 10％ 0％ 
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普段行っている保健指導

（右図：保健行動のシーソーモデル）

私たちは普段、対象者との会話、行動の観察等を

通じて相手の価値観を知り、その価値観に合わせて

情報提供、調整等をすることで、対象者がより健康

な行動をとれるように支援活動をしています。

たばこに関する保健指導とは

次のページの図は、シーソーモデルにたばこに関する保健指導例を当てはめたもので

す。残念ながら、「こう指導したら禁煙してくれる」というものはありません。対象者

のたばこに対する価値観を知り、それに合わせて情報提供や調整をすることで、対象者

が禁煙や分煙をすることを目指します。対象者が間違った知識を持っていることも多い

ので、母子保健従事者は、まず、正しい知識をもつことが必要です。

2 たばこに関する保健指導とは

たばこに関する保健指導は、特別な方法で行うものではありません。

たばこに関する保健指導を行う際の考え方は、普段行っている保健指導と同じです

が、たばこの知識が不可欠です。



・達成可能な目標を設定

し、着実に達成する

・自己評価により、自信

の高まりを認識する

・もし喫煙しても、学習

のチャンスと捉える

・再開しても、今回の経験

に肯定的な面を見出す

4

たばこに関する保健行動のシーソーモデル

・たばこの害を確認

・禁煙する理由を確認

・禁煙の効果を書きとめる

・自己観察

（喫煙タイプやニコチン依存度など）

・生きがいと禁煙を関係づける

・自己賞罰を行う

・禁煙成功を自己暗示する

・サポートネットワークをつくる

禁煙の負担（禁煙前）

・禁煙に対する不安

・自信の欠如

・禁煙治療のための費用・時間

禁煙の負担（禁煙後）

・離脱症状

・禁煙維持の心理的負担

・肥満

・喫煙のきっかけとなる考え方を変える

・喫煙のきっかけとなる環境を変える

・喫煙と結びついている生活行動パタ

ーンを変える

・ほかの事をして喫煙欲求をコントロ

ールする

・今後の見通しを持ちながら対処する

・気分転換を図る

・禁煙に伴う苦痛を乗り越えることに

プラスを見出す

・肥満防止

動機づけ 負担の軽減

禁煙の動機

・たばこの害についての認識

・健康上の理由

・周囲からの勧め

・経済的な理由

・周囲からの

サポート

・本人の行動特性

・禁煙への自信
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(1) たばこの有害物質

◆ニコチン

体内に吸収されたニコチンは代謝されてコチニンや発がん物質を生成します。

中枢神経系：心拍数を増やし、抹消血管を収縮させ、血圧を上げます。

精神神経系：一時的には精神神経系の働きや知的作業能力を活発にしますが、長期的

には精神神経系の働きを抑え、知的作業能力を低下させます。

血液　　　：ニコチンやそれによって

分泌促進されたカテコラ

ミンは、血小板凝集能を

高めるため、血栓ができ

やすくなります。

依存性　　：喫煙により、一定の血中

ニコチン濃度を保とうと

します。

◆タール

たばこ煙の粒子相の総称で、発がん物質、発がん促進物質、有害物質が含まれます。

呼吸器系　：1日1箱を1年間喫煙すると、コップ半分のタールが肺にたまります。

そのため肺胞が壊れ、肺気腫・慢性閉塞性呼吸不全になります。また、

繊毛の動きが悪くなり、肺からの異物排出が抑えられます。肺に取り込

んだ汚れは、非喫煙者の場合2～3ヶ月で排出されますが、喫煙者の場

合1年経っても5～6割残っています。

美容　　　：タールを分解する時にビタミンCを大量に消費するため、長期に喫煙す

ると肌あれ・しわ・しみ・そばかすが増えます。

◆一酸化炭素

気体であるため、空気清浄機などのフィルターで取り除くことはできません。

酸素運搬　：ヘモグロビンと強力に結びついて、一酸化炭素ヘモグロビンを形成し、

血液の酸素運搬を妨げます。その結果、体内を酸欠状態にします。

◆その他

アンモニア：ニコチンを吸収しやすくするために添加されます。刺激性があります。

ダイオキシン、カドミウム、ニトロソアミンなどの発がん物質が含まれています。

ニコチンが 

ほしくなる 

血液中のニコチン 

量が少なくなる 

たばこを 

吸う 

しばらく 
すると… 

たばこの煙は、ガス相と粒子相に大別され、約4,000種類の化学物質、約200種類

の有害物質、40種類以上の発がん物質が含まれています。

その中でも、ニコチン、タール、一酸化炭素を3大有害物質といいます。

3 たばこに関する基礎知識
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(2) 「軽いたばこ」のしくみ

たばこのフィルターには穴が開いている

機械が煙を吸い取るときには、フィルタ

ーから空気が混じり、煙が薄まります。し

かし、人が吸うときには、フィルターを指

で塞ぎ、濃い煙を吸い込むことがあります。

人はニコチンを補充したい

喫煙者は、たばこを吸うことによって血

中ニコチン濃度を保とうとします。軽いた

ばこに変えると、たばこを吸っても十分に

血中ニコチン濃度が上がらないため、喫煙

本数を増やしたり、深く吸い込むようになります。

「軽いたばこ」も害がある

「軽いたばこ」も他のたばこと材料は同じなので、有害物質や発がん性物質が含まれ

ています。喫煙本数が増えたり、深く吸い込むようになるため、一酸化炭素等の体内へ

の取り込みが増えます。

周りの人にも害がある

喫煙本数が増えると副流煙も増えます。それにより、周囲への害（受動喫煙）は増え

ます。

低タール・低ニコチンのたばこは、「軽いたばこ」として害が少ないイメージがあ

ります。

しかし実際には、害が少ないということはありません。

空気が混じる 
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喫煙による害（成人）

喫煙は、さまざまな疾患と関連があり、寿命の短縮につながると言われています。

喫煙を始めるということは、「長い導火線に火をつける」ということです。

参考）喫煙と健康、厚生省、1987年を改変

呼吸器系

循環器系

消化器系

皮膚

歯・口腔

中枢神経

感覚器系

がん

全身影響

急性影響／症状

咳・痰などの呼吸器症状

呼吸機能障害（息切れなど）

血圧上昇、心拍数増加

末梢血管収縮、循環障害

手先・足先のしびれ感・冷感

肩こり、首のこり、まぶたの腫れ

食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢

口臭

知的活動能低下

睡眠（就寝）障害

健康水準の低下、体重減少

慢性影響／疾患

慢性気管支炎

肺気腫

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞）

胃・十二指腸潰瘍

しみ、しわ、そばかす、肌荒れ

歯周病、歯肉のメラニン色素沈着、

口臭、歯の黄ばみ、歯の早期喪失

脳梗塞、味覚･臭覚の低下

肺がん、 口腔がん、 咽頭がん

食道がん、胃がん、 肝臓がん

膵臓がん、腎うがん、 膀胱がん

子宮頸がん

寿命の短絡

喫煙による害には、喫煙直後に起こる急性影響と、長期にわたる喫煙の結果に起こ

る慢性影響があります。慢性影響は、さまざまな疾患による寿命の短縮につながり

ます。

4 たばこの害
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(1) 呼吸器系に及ぼすたばこの害

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

たばこを吸うと、タールにより肺が真っ黒になり

ます。このとき肺は黒いだけでなく、腫れており、

収縮が悪く、機能が落ちてきます。そのままたばこ

を続けると、肺胞が溶けて破れ、肺の本来の機能で

あるガス交換ができなくなります。

また、たばこの煙に含まれる刺激物質は、気道に

ある繊毛を壊し、運動を妨げるため、異物の排出を

妨げます。これにより、痰が多くなり、かぜ等の感

染症にかかりやすくなります。

病気に至らなくても、肺活量や持久力が低下する

ため、体力に影響します。

気管支喘息

喫煙による慢性的な刺激は気道を過敏にします。たばこの葉からの抽出物には、アレ

ルギーのもととなるアレルゲンが含まれていることが最近、報告されています。

また、喘息ガイドライン(日本)によると、喫煙（受動喫煙・能動喫煙）は気管支喘息

の寄与因子とされています。

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

たばこを吸うと、タールにより肺が真っ黒になり

ます。このとき肺は黒いだけでなく、腫れており、

収縮が悪く、機能が落ちてきます。そのままたばこ

を続けると、肺胞が溶けて破れ、肺の本来の機能で

あるガス交換ができなくなります。

また、たばこの煙に含まれる刺激物質は、気道に

ある繊毛を壊し、運動を妨げるため、異物の排出を

妨げます。これにより、痰が多くなり、かぜ等の感

染症にかかりやすくなります。

病気に至らなくても、肺活量や持久力が低下する

ため、体力に影響します。

気管支喘息

喫煙による慢性的な刺激は気道を過敏にします。たばこの葉からの抽出物には、アレ

ルギーのもととなるアレルゲンが含まれていることが最近、報告されています。

また、喘息ガイドライン(日本)によると、喫煙（受動喫煙・能動喫煙）は気管支喘息

の寄与因子とされています。

喫煙による害といえば肺がんが有名ですが、それ以外にも、慢性気管支炎、肺気腫、

喘息等とも関係があると言われています。

〈たばこを吸わない人の肺〉

〈たばこを吸い続けている人の肺〉
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(2) 循環器系に及ぼすたばこの害

虚血性心疾患になる仕組

たばこの煙に含まれるニコチン

には、心拍数の増加、血圧上昇、

末梢血管の収縮などをもたらす作

用があります。また、ニコチンや、

ニコチンによって副腎髄質からの

分泌を促進されたカテコラミン

は、血小板凝集能を高めるため、

血栓が出来やすくなります。

一酸化炭素は、ヘモグロビンと

大変強い結合力を持ち、両者が結

びついたカルボキシヘモグロビン

は血管内皮を酸欠状態にし、内皮

を傷つけます。

そして、血中の脂質についても、

善玉コレステロールを減らし、悪玉コレステロールを増やすので、動脈硬化はますます

起こりやすくなります。

虚血性心疾患に関する研究の中には、1日20本を超える喫煙者は非喫煙者に比べて、

虚血性心疾患の発生率が3.2倍という報告もあります。また、喫煙を開始した年齢

と、動脈硬化に起因する心疾患の間にも関連性があると指摘されています。

●喫煙によって吸収されたニコチンおよび一酸化炭素が、 

虚血性心疾患の進展に関与する作用機序を示す模式図 

一酸化炭素 

喫煙 

ニコチン 

脂質代謝障害 
↑血管透過性 

↓O2運搬 

血小板凝集、 
凝固促進 

粥状硬化 

心筋O2供給減少 

心筋O2需要増加 

心筋虚血、心筋梗塞 

不整脈、突然死 

〈Benowitz, NL, 1986〉 

血管収縮、 
冠血管攣縮 

↑心拍、 
心筋収縮能 

↑循環血中 
カテコールアミン類 

↑FFA＞↑VLDL, LDL

出典）五島雄一郎監修、目で見る喫煙のリスクと

禁煙指導法、朝日ホームドクター社、1993

非喫煙者を1とした場合の、1日20本喫煙する者の相対危険度

出典）1980-90年の循環器病基礎調査、

いわゆる「NIPPON DATE」30歳以上の約10,000人を対象

男性 女性

総死亡 1.2 1.2

循環器病総死亡 1.4 1.5

虚血性心疾患 1.7 -

脳卒中 1.7 1.7
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(3) たばこががんのリスクを高める

男女別部位別の悪性新生物による死亡（相対危険度）

たばこを吸わない人の死亡を1とした場合、喫煙者の相対危険度は下の図のようにな

ります。ほとんどのがんで、女性よりも男性の相対危険度が高くなっています。これは、

男性の方が女性よりも先に喫煙率が高くなったため、たばこの慢性影響であるがんによ

る死亡も先に現れたと考えられます。

喫煙は、肺がん以外にも、ほぼ全てのがんのリスクを高めます。

昭和56年以来、悪性新生物は死因の第1位になっています。部位別に見ると、大

腸・肺・結腸・膵臓・胆のう及びその他の胆道の悪性新生物は、男女とも上昇傾向

にあります。

口腔・咽頭：

喉頭癌：

食道癌：

肺癌：

肝癌：

胃癌：

膵臓癌：

膀胱癌：

♂2.9倍 ♀1.4倍

♂32.5倍♀3.3倍

♂2.2倍 ♀1.8倍

♂4.5倍 ♀2.3倍

♂1.5倍 ♀1.7倍

♂1.5倍 ♀1.2倍

♂1.6倍 ♀1.4倍

♂1.6倍 ♀2.3倍

がんの主要部位別年齢調整死亡率の推移

資料）国立がんセンター（1966～1981年）
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(4) 歯と口に及ぼすたばこの害

歯のヤニ・黄ばみ

歯のヤニ・黄ばみの原因は、歯の表面にタ

ールが沈着するためです。歯ブラシだけでは、

なかなか落ちません。

歯肉・口唇の変色

ニコチンの作用で、血管が収縮し、血流が

悪くなると、口唇や口腔粘膜にもさまざまな

影響が現れます。歯肉にはメラニン色素が沈

着し、黒変してくることがあります。色素沈

着は喫煙者だけでなく、親が喫煙している家

庭の子どもの歯肉にも現れることがあります。

これらの症状は、喫煙をやめると軽減、消失

します。

独特の口臭

歯周ポケット（歯と歯肉の間にできた隙間）や舌表面の嫌気性菌がつくる臭いの成分と、

歯や気道に付着したタールの臭気が混ざって、喫煙者の口臭は独特の臭いを放ちます。

唾液の減少と自浄作用の低下

喫煙は、唾液の分泌を抑制します。その結果、口の中の自浄作用が低下し、細菌の繁

殖により歯石も付きやすく、歯周病等が進行しやすくなります。

喫煙による歯・口の害には、歯のヤニ・黄ばみなど美容上の問題に加え、口臭、味

覚の鈍化、歯周病や口腔がんなど、さまざまな健康上の問題があります。

歯の表面にこびり付いたタール（ヤニ）

出典）大竹修一、たばこと健康、

公立学校共済組合東北中央病院

家族の副流煙の影響で、メラニン色素沈着したと思

われる小学生の歯肉
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舌表面の変化と味覚の鈍化

喫煙者の舌表面には、細菌やカンジダ（右

写真）などの微生物が繁殖しやすくなります。

そのため、舌表面の味蕾等が影響を受け、味

覚が鈍ってきます。その結果、喫煙者は日頃

から濃い味付けを好みがちになります。

歯周病の進行、歯の早期喪失

ニコチンの作用で、歯周組織への血流が悪

くなると、細菌等に対する抵抗力が落ち、歯

周病にかかりやすくなります。また、歯周ポ

ケットは深いにもかかわらず、歯周病の初期

症状（歯肉炎：下表参照）が目立たないため、

歯周病の早期発見がしにくくなります。また、

歯周病の治療を受けても、効果が現れにくい

といわれています。そのため、喫煙者は非喫

煙者に比べ、早期に歯を失う傾向があります。

舌表面のカンジダ症

出典）雫石聰ほか、喫煙に関連した口腔疾患の

スクリーニングガイド、二紀出版

歯周病が進行して、歯槽骨が吸収し、多数の歯が抜

けた状態のレントゲン写真

出典）平間敬文、子供たちにたばこの真実を、

かもがわ出版

表）歯肉を比べてみましょう

健康な歯肉 歯肉炎

・ピンク色

・厚みはうすく、歯と歯の間に三角形に

入りこんでいる。

・引き締まってしっかり歯についている。

・出血しない。

・赤色、赤紫色

・腫れて丸くふくらみ、厚さが増す。

・ブヨブヨして引き締まっていない。

・軽い刺激で出血しやすい。
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(1) 妊娠までの影響

5 妊娠期の影響

資料）イギリス王立一般医協会、経口避妊薬研究、1981年

不妊との関わり

妊娠したら禁煙しようと考えている女性もいますが、妊娠以前から喫煙の害は及んで

います。たばこの成分は、女性ホルモンを作るのに重要な酵素の働きを抑制し、卵巣機

能不全を引き起こし、月経不順にも密接に関わってきます。

喫煙期間の長さに比例して、卵子や胎芽の数も少なくなります。また、喫煙本数が多

いほど卵子の質が低くなることが指摘されています。卵子の質が低くなると受精率が悪

くなるため、喫煙女性は非喫煙女性に比べて妊娠に至る期間が1～5年以上遅延すると

の報告もあります。また、喫煙男性の精子には未熟精子の率が多く、喫煙は男女とも不

妊の原因の一つになります。

ピルとの関わり

日本産科婦人科学会など学際的6団体は、喫煙者（一日15本以上、特に35歳以上の場

合）がピルを使用する際には慎重を要するので、医師に尋ねるようガイドラインで定め

ています。これは、喫煙者がピルを服用した場合、喫煙者やピル服用者と比べて心筋梗

塞での死亡率が高いとされているからです。

喫煙は、受精能力の減少と関係があると言われています。外国では、喫煙者は妊娠

しにくいという調査もあり、不妊との関わりがあるのではないかと言われています。

妊娠を希望しない場合も、喫煙者が経口避妊薬(ピル)を内服すると、虚血性心疾患

の発生率が高まると言われています。

喫煙、経口避妊薬使用経験、または双方に起因して増加する 
循環器疾患の死亡率 

喫煙者 

ピル使用者 

喫煙・ピルの両用者 

喫煙者 

ピル使用者 

喫煙・ピルの両用者 

喫煙者 

ピル使用者 

喫煙・ピルの両用者 

喫煙者 

ピル使用者 

喫煙・ピルの両用者 

15～24歳 

25～34歳 

35～44歳 

45歳～ 

0

０ 

10.5

1.5

1.7

10

8.8

15.2

48.2

16.5

40.9

178.8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

女性10万人対死亡率 
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(2) 影響のメカニズム

低酸素状態になるしくみ

ニコチンの血管収縮作用により、臍帯

の血管が収縮します。それにより、胎

児・胎盤に運ばれる血液量が減少します。

そこには、一酸化炭素が強力に結びつい

た一酸化炭素ヘモグロビン（CO-Hb）が

流れているため、胎児・胎盤の成長・発

達に必要な酸素・栄養が十分補給されな

くなります。

胎盤・胎児への影響とそのしくみ

胎盤は酸素・栄養が十分補給されないと、多くの血液を得ようと子宮と接触する面積

を増やします。その結果胎盤は広い形になり、子宮口を塞ぐ前置胎盤になる可能性が高

くなります。

また、胎盤自体が十分発達できないため、薄くてもろく、胎児を十分支えることがで

きません。その結果、流産・早産が起こりやすくなります。

胎児についても、十分な酸素・栄養が補給されないため成長・発達が不十分で、妊娠

週数に比べて体重が軽くなるなどの発育障害が起こりやすくなったりします。

まだ解明されていないメカニズム

影響は出生後にも及び、母親の喫煙と注意欠陥多動性障害（ADHD）との関連がいわ

れています。ニコチンが発達過程の決定的な時期に胎児の脳に損傷を与えているのでは

ないかという仮説があります。

ADHD以外にも乳児突然死症候群（SIDS）や精神遅滞のリスクを増大させることが認

められています。

妊娠中の喫煙や受動喫煙により、胎児や胎盤が低酸素状態となるため、自然流産、

早産、前置胎盤、胎児奇形、胎児死亡等が増加します。また、出産後の成長や発達

にも影響します。

しかし、影響のメカニズムは解明されていないものもあります。

臍帯・胎盤では 

ニコチン 

血管の収縮 

血流量の減少 

一酸化炭素 

CO-Hbが増加 

酸素不足 

低酸素状態 
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(3) 胎児への影響

喫煙妊婦を非喫煙妊婦と比べると

・早産の頻度は1.4～1.5倍高く、喫煙本数が増えるほど頻度が高くなる。

・自然流産の頻度は1.5倍前後高く、喫煙本数が増えるほど頻度が高くなる。

・周産期死亡の頻度は1.2～1.4倍高い。

・妊娠合併症の危険性を高める（図参照）。

・出生児の体重は、喫煙本数が増えるほど少なくなる（ある報告では平均200g）。

・言語機能は2～5％低下する。喫煙量とこの低下度は相関する。年長になるに従い、

有意な関連が見られる。

・行動障害（多動的で注意持続時間が短い）をもたらす。

・3歳の時点で、身長の伸びが1㎝程度遅れ、喫煙量と平均身長の低下が相関する。

禁煙をすると

・妊娠前 ⇒　出生体重は非喫煙者とほぼ同じ

・妊娠3～4ヶ月まで ⇒　低出生体重のリスクが非喫煙者のレベルに近づく

早産・周産期死亡のリスクが低下する

妊娠中に喫煙をすることで、自然流産、早産、死産、SFD児（在胎週数に相応する

体重に満たない未熟児）、新生児死亡等に影響します。

早期に禁煙することで、そのリスクを下げることができます。

資料）Meyer,1977

たばこと前置胎盤、常置胎盤早期剥離、出血の相対危険度 

非喫煙者 

1日20本未満 

1日20本以上 

非喫煙者 

1日20本未満 

1日20本以上 

非喫煙者 

1日20本未満 

1日20本以上 

常置胎盤 

早期剥離 

前置胎盤 

出　　血 

 

1.0

1.0

1.0

1.2

1.5

2.0

1.6

1.8

1.3

2.52.01.51.00.50.0
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(1) 母乳への影響

慢性ニコチン中毒とは

1日20本以上たばこを吸っている母親の母乳を飲んだ新生児が、ニコチン中毒症状を

起こしたという報告があります。症状は、いらいらしたり、眠らない、吐く、下痢、頻

脈などで、母乳と子どもの尿からコチニン（ニコチンの代謝産物）が検出されました。

母乳とニコチン

母乳中のニコチン濃度のほうが、血清中の濃度に比べて約3倍高く、ニコチンが母乳

に移行しやすいことが報告されています。

母乳中のニコチン濃度は、喫煙本数が多くなるほど高くなります。

出産後に喫煙を再開するお母さん達もいます。授乳中に喫煙をしている人は、乳汁

分泌が抑制され、授乳期間も短いという報告があります。

また、ニコチンが母乳中に分泌され、乳児の慢性ニコチン中毒を引き起します。

受動喫煙でも同様の影響があります。

喫煙本数と乳汁中のニコチン濃度（午後） 

吸わない 

1～4本 

5～10本 

11本以上 

0.00

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

0.16

0.50

ニコチン濃度（mg/l） 

0.28

6 育児中の影響

資料）Permam他、JAMA120、たばこ白書第1版
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(2) たばこの誤飲

急性ニコチン中毒の発生原因として、日常最もよく見られるのが、乳幼児による誤飲です。

資料）厚生労働省、平成13年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告、2003年

たばこ1本でも乳幼児には致死量

1本のたばこは15～20mgのニコチンを含有しています。乳幼児の致死量は10～

20mgですから、たばこ1本分のニコチンを摂取すると極めて危険です。しかし実際に

は、たばこを飲み込んでもニコチンの催吐作用によって、たばこを吐き出してしまう

ので、重症となることはまれとも言われています。

たばこが溶け出した水は特に危険

たばこが溶け出した水を飲んでしまった場合、ニコチンを急速に吸収して危険なニ

コチン中毒を起こします。

もし子供が誤飲した時は、口の中を確認し、残ったたばこを取り出しましょう。その

後、水・牛乳等を飲ませて吐かせると効果的です。飲み込んだたばこの量が多いとき、

たばこが溶け出した水を飲んだときには、病院に連れて行きましょう。

誤飲事故のトップはたばこです。急性ニコチン中毒という危険な状態になる可能性

もあります。まず、手の届く場所にたばこや灰皿を放置しないこと、吸い殻を空き

缶や空き瓶に捨てる習慣をやめることを徹底しましょう。

全
報
告
件
数
に
し
め
る
割
合（
％
） 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

タバコ 

医薬品・医薬部外品 

硬　貨 

玩　具 

化粧品 

食　品 
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(3) たばこによる火傷

たばこの火の温度は700～800度

大人がたばこを持つ手を振り下ろした

位置は、子どもの顔の高さになる場合が

あります。混雑した路上で、ふとしたは

ずみで体や衣服などに触れると、やけど

をしてしまいます。実際に1994年、千葉

県のJR船橋駅構内で、3歳の幼児のまぶた

にたばこの火が当たり、やけどをしまし

た。一つ間違えば失明するところでした。

歩きタバコによる事故は多い

この事故がきっかけで結成した船橋市の市民団体が行ったアンケートによると、歩き

たばこでやけどした経験がある人が7％、衣服を焦がされたことがある人は12％いました。

たばこ、火遊びなどによる火災

出典）東京消防庁、災害統計、2003

たばこの火は高温です。

屋外での歩きたばこ、育児中のくわえたばこ、灰皿に置いたたばこなど、子どもの

周りで喫煙するとやけどをさせる可能性が高くなります。

また、ライターやマッチをいたずらして、やけどや火事になる可能性もあります。

沸騰したお湯 

天ぷら油 

鉄を湾曲でき 
る温度 

たばこ（表面） 

たばこ（中心） 

100℃ 

180～200℃ 

400℃ 

200～300℃ 

700～800℃ 

出火原因別火災状況 

2，5792，546

1，035 1，014

609 598

223 229 128 102 71 87

平成13年 

平成14年 

74 77 98 73 80 70 78 69

放火 火遊び たき火 ライター 電気コンロ ロウソク 溶接機 たばこ ガス 
テーブル等 

電気 
ストーブ 

3，000 

2，500 

2，000 

1，500 

1，000 

500 

0

（件） 
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(4) たばことSIDSとの関係

SIDSとは

厚生省研究班報告書（1994年度）によれば、「それまでの健康状態および既往歴からそ

の死が予想出来ず、しかも死亡状況および剖検によってもその原因が不詳である乳幼児に

突然の死をもたらした症候群」とされています。日本では、新生児期から2歳までを含ん

でいますが、欧米諸国の多くは新生時期から1歳までとしています。

乳児の死亡原因の第3位

厚生労働省の研究によると、日本では、生まれてきた赤ちゃんの2,000人に1人の割合で

発症します。特に、生後1か月から4か月頃に多く発症しています。

日本、東京都ともに乳児の死亡原因の第3位になっています。

SIDS発症の危険性を低くするための留意点

(1) 赤ちゃんを寝かせるときは、あおむけ寝にしましょう。

なぜうつ伏せ寝に多いかに関しては、うつ伏せ寝とあおむけ寝では、音声に対する

覚醒反応に差があったとする報告があります。

(2) 妊娠中や赤ちゃんの周囲で、たばこを吸わないようにする。

たばこの煙の中の有害物質が児の呼吸中枢に作用していることが示唆されています。

身近な人の理解も大切ですので、日頃から協力を求めましょう。

(3) できるだけ母乳で育てましょう

母乳栄養児では感染のリスクが低いのみならず、母親との接触がより多いことや、

口腔の発達が異なることも考えられています。しかし、母乳の出かたには個人差があ

りますし、母乳で育てられないこともあります。人工栄養で育てる場合でも、できる

だけ赤ちゃんを抱っこしてミルクをあげましょう。

SIDSの発生頻度の比較

あおむけ寝　：うつぶせ寝　　　　⇒　1：3.0

両親の非喫煙：両親の喫煙の習慣　⇒　1：4.7

母乳栄養　　：非母乳栄養　　　　⇒　1：4.8

SIDSの原因は不明ですが、発症の危険性を低くすることはできます。

①あおむけ寝にする、②周りでたばこを吸わない、③母乳で育てる、の3点を奨め

ましょう。
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(1) 副流煙とは

受動喫煙とは

たばこを吸わない人が、自分は吸いたくないのにた

ばこ煙にさらされて、喫煙を余儀なくされる状態をい

います。環境中のたばこ煙とは、副流煙と喫煙者の吐

き出した呼出煙をいいます。

副流煙とは

1本のたばこを吸うと主流煙が発生するのが20秒に対して、副流煙は550秒間発生し

ます。しかも、副流煙はくすぶり＝不完全燃焼によって生じるため、発がん物質を含む

各種の燃焼産物が多く含まれています。

受動喫煙とは、たばこを吸わない人が自分は吸いたくないのに、周囲の人のたばこ

煙にさらされて、喫煙を余儀なくされる状態を言います。

副流煙には、主流煙よりも有害物質が多く含まれています。

7 受動喫煙

受動喫煙＝副流煙＋呼出煙 

副流煙 

主流煙 
呼出煙 

【たばこの副流煙には有害成分がいっぱい】 

副流煙 

34.5mg 

1.27mg 

135ng 

390ng 

0.603mg 

450mg 

148mg 

79.5mg 

0.051mg 

4.7mg

 

タール 

ニコチン 

ベンツピレン 

ピレン 

総フェーノール 

カドミウム 

一酸化炭素 

二酸化炭素 

窒素酸化物 

アンモニア 

主流煙 

10.2mg 

0.46mg 

35ng 

130ng 

0.228mg 

125mg 

31.4mg 

63.5mg 

0.014mg 

0.16mg

3.4

0 2 3 4 5 30 40 501倍 

2.8

3.9

3.0

2.6

3.6

4.7

1.3

3.6

45.3

※1ng（ナノグラム）は1mgの100万分の1、タールとニコチンは、フィルター付きタバコの場合 

出典）US Department of Health,Education and Welfare,

Public Health :The Health Consequences of Smoking(1975) ,1975
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(2) 受動喫煙による健康への影響

急性影響

眼の刺激症状、心拍数増加、末梢血管

収縮などが現れ、その後、血中CO-Hb飽

和度、血圧が上昇します。喘息や虚血

性心疾患は、発作誘発や症状悪化を招

きます。

受動喫煙との関連が確実な疾患

・虚血性心疾患

・肺がん

・副鼻腔がん

・急性下気道感染症(小児)

・気管支喘息の発病と悪化(小児)

・慢性呼吸器症状(小児)

・中耳炎(小児)

・低体重出生

・乳幼児突然死症候群

受動喫煙と関連の可能性がある疾患等

・子宮頸がん

・気管支喘息の悪化(大人)

・呼吸機能低下

・自然流産

・認識と行動の障害

受動喫煙による影響は、急性影響・慢性影響があります。慢性影響としては、14

の疾患等が受動喫煙に関連するとされています。

身近に喫煙者のいる全ての非喫煙者にそのリスクはあります。

小児・胎児については家庭内での受動喫煙が大きく関わっています。

夫の喫煙量別にみた非喫煙妻の 
肺ガン発生リスク 

吸わない 

以前吸った 

1～14本 

15～19本 

20本以上 

相対危険度 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

1.00

1.53

1.36

1.42

1.91

妊婦と夫の喫煙習慣と 
低出生体重児の頻度 

相対危険度 

0.50.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

1.0妊婦も夫も吸わない 

1.7

2.8

夫だけが吸う 

妊婦も夫も吸う 

両親の喫煙による乳幼児の 
肺炎・気管支炎の発症率 

発症率 

5.00.0 10.0 15.0 20.0

7.8妊婦も夫も吸わない 

11.4

17.6

夫だけが吸う 

妊婦も夫も吸う 

資料）平山、1983

資料）Colley、1974

資料）中村「厚生の指標」1988
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(1) 病気のリスクの低下

◆がん

肺がんリスク： 喫煙を継続した場合に比べて、減少する。

禁煙後10年で、喫煙継続者に比べて約30～50％まで減少し、さら

に禁煙を続けるとリスクは減少し続ける。

禁煙時年齢が早いほど、その後のリスク減少度が早くなる。

口腔がんリスク：約10年間の禁煙で、非喫煙者に相当するリスクに低下する。

食道がんリスク：禁煙後、比較的早期に低下する傾向がある。

胃がんリスク　：禁煙後10年を経過した頃から、低下しはじめる。

膵臓がんリスク：さまざまな研究があり、禁煙後リスクが低下する期間を、2～9年と

するもの、10年を超えるとかなり低下するとしているものがある。

膀胱がんリスク：禁煙後6年前後で相対危険度がほぼ半分になり、10～20年くらい

でほぼ非喫煙者のレベルに低下する。

◆虚血性心疾患

禁煙までに20万本未満の喫煙者では、死亡率の減少が見られた。

しかし、20万本以上の喫煙者では、死亡率の低下が見られなかった。

高血圧治療をしている人の脳卒中と心筋梗塞の発症率を喫煙歴別にみると、薬物療法

のみでの予防は不十分であり、禁煙により予防効果が増すことが確認された。喫煙者は、

治療で血圧が十分下がっていても、逆に罹患率は高かった。

禁煙により、がんのリスクが低下します。

冠動脈疾患や脳卒中の罹患率を低下させ、循環器疾患の予防に効果があります。

8 禁煙の効果

虚血性心疾患の禁煙後年数別の標準化死亡率 
（人口10万対） 

現在喫煙者 

禁煙後4年以内 

5年以上禁煙者 

非喫煙者 

118
129

84
153

200150100500

65
133

73

20万本未満 

20万本以上 

資料）6府県コホート研究、1969～78年
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(2) 禁煙による生活の変化

身体的な変化

・たばこ臭くなくなる。

・匂いがわかるようになり、食事がおいしく感じられる。

味覚や臭覚が回復し、風味や香りがよくわかるようになります。

・身体が軽く感じる。

血液中の一酸化炭素ヘモクロビンが減るので、酸欠が改善されます。

・家族や周囲の人の健康を守る。

家族や周囲の人の受動喫煙がなくなります。

精神面の変化

・喫煙場所を探さずにすむ。

・空気を汚している罪悪感がなくなる。

喫煙は、たばこ1本あたりドラム缶500本分の空気を汚し、受動喫煙させます。

・職場の人との関係が良くなる。

今まで職場の人に与えていた受動喫煙がなくなる、分煙のために席（仕事）を離

れていた時間がなくなることで、職場の人との関係が良くなります。

・低下していた集中力が戻ってくる。

経済的な効果

・たばこ代がかからなくなる。

1日1箱（300円）吸っていた人は、禁煙によって1ヶ月で9,000円、

1年で109,900円がかからなくなります。

・たばこ関連の費用がかからなくなる。

ライターやマッチ代のほか、たばこを吸うために入った喫茶店代、臭くなった服

のクリーニング代等もかからなくなります。

その他の効果

・家具や部屋が汚れない。

禁煙の効果は、病気のリスクが減ることだけではありません。

身体的なこと、精神的なこと、経済的なことなど、禁煙の効果は多方面に現れます。

人によって「良かった」と実感できる効果は違います。


