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資　　料
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1 どうして特に未成年はたばこを吸ってはいけないのでしょうか？

2 たばこの三大有害物質とはなんですか？

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 三大有害物質のそれぞれの作用や身体に与える影響を書きましょう。

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 たばこを吸う人以外にたばこの煙の影響があることをなんといいますか？

5 たばこについて正しいものに○、間違っているものに×をつけましょう。

・たばこをやめられないのは意思が弱いからである。（ ）

・たばこを吸う人は、以前に比べて減っており、特に女性の減少が著しい。（ ）

・たばこの効果がきれると、イライラするなどの症状がでる。 （ ）

・となりの人がたばこを吸っているなど、煙が自分の方に流れてきても、自分が吸っているの

でなければ、自分の身体に影響はない。（ ）

・将来妊娠しても、ストレスがたまるのはよくないので、禁煙の必要はない。（ ）

・たばこを吸うきっかけは、興味、関心、友人の誘いが多い。（ ）

・たばこを吸うとダイエットになる。（ ）

1 ワークシートの例
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防煙教育の実施にあたって、よくある質問と、それに対する回答の例を掲載します。

Ｑ たばこが体に悪いと言っても、喫煙者で長生きしている人がいるのはなぜ？

Ａ 体質や生活環境の違いなどの個人差はありますが、確かにたばこを吸っていても長生きしている

人はいます。しかし、たばこを吸う人の集団とたばこを吸わない人の集団で比較すると、たばこを吸わ

ない人の集団の方が健康で長生きしている人が多いことがわかっています。

Ｑ どうしてそんなに体に悪いものを売っているの？

Ａ たばこは、“たばこ産業の健全な発展を図り、財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展

に資することを目的とする”「たばこ事業法」に基づいて販売されています。たばこ1箱につき、約6割

が税金として国の収入になり、年間約2兆2400億円の税収になっています。

しかし一方では、たばこが与える健康影響等が大きな問題となっており、たばこを吸うことによる社会

的な損失（医療費、火災、労働力の低下など）が推計で年間約7兆円になるとも言われています。そん

な中WHO(世界保健機関)を先頭に、多くの国々では禁煙に対する取組が積極的に進められてきていま

す。みなさんがまずそのことを理解して、自分自身の行動を決めることが大切です。

Ｑ 「軽いたばこだから大丈夫」といっているけど、本当に大丈夫なの？

Ａ いわゆる「軽いたばこ」と言われるたばこは、「低タール　低ニコチン」をうたっているもので

す。たばこを口にくわえるあたりに沢山の空気穴があいていて、薄めているので、機械で測定すると、

実際に吸う場合よりも低い値になります。また、吸うときにも深く吸い込んだり、本数が増えるなどし

やすいため、実際の害は減少されていないことがわかっています。

Ｑ たばこを吸っても栄養に気をつけたり、ビタミンＣをとればいいんじゃないの？

Ａ 体に与える影響は、ビタミンＣの損失だけではありません。しかし、ビタミンＣについてのみ考

えると、1本のたばこで約25ミリグラムのビタミンが消費されると言われています。レモン1個に含ま

れるビタミンＣの量は約20ミリグラムで、1日に必要なビタミンＣは100ミリグラムと言われていま

すので、その多さがわかると思います。ビタミンＣは、一度に沢山とっても、必要量以上は流れてしま

います。

Ｑ どうして何度も禁煙に失敗する人がいるの？

Ａ たばこの健康影響は、病気になることばかりではありません。たばこに含まれる「ニコチン」に

「依存性」という、たばこがやめられなくなる作用があるからです。なので、たばこがやめられないの

は、「意思が弱い」のではなく、依存症という状態になっているためです。

2 防煙教育に関するQ&A
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（受動喫煙と未成年の喫煙に関わる部分を抜粋）

条　約

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
（略称　たばこ規制枠組条約）

平成16年 3月 9日　ニューヨークで署名　　

平成16年 5月19日　国会承認

平成17年 2月 2日　交付及び告示

平成17年 2月27日　効力発生

Ⅰ　条約締結の意義

この条約は、たばこの消費等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ことを

目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制及びたばこの規制に関する国際協力につ

いて定めるものである。我が国がこの条約を締結することは、主要なたばこ製品の生産国かつ消

費国としてバランスのとれた真に実効的なたばこの規制に寄与する上で有意義であると認められ

る。

Ⅱ　条約の説明（抜粋）

1 条約の目的（第三条）

この条約及び議定書は、たばこの使用及びたばこの煙にさらされることの広がりを継続的かつ

実質的に減少させるため、締約国が自国において並びに地域的及び国際的に実施するたばこの規

制のための措置についての枠組みを提供することにより、たばこの消費及びたばこの煙にさらさ

れることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護する

ことを目的とする。

2 基本原則（第四条）

締約国は、この条約及び議定書の目的を達成し及びその規定を実施するため、特に次に掲げる

原則を指針とする。

(1) すべての者は、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることがもたらす健康への影響、習

3 たばこに関する法律等
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慣性及び死亡の脅威について知らされるべきである。

(2) たばこの煙にさらされることからすべての者を保護するための措置をとる必要性、たばこ製

品の使用の開始を防止し、その使用の中止を促進し及び支援し並びにその消費を減少させる

ための措置をとる必要性、性差に応じた危険性に対応するための措置をとる必要性等を考慮

した強い政治的な決意が必要である。

(3) たばこ製品の消費を減少させるための多くの部門における包括的な措置及び対応は、たばこ

の消費及びたばこの煙にさらされることにより疾病並びに早産による障害及び死亡が発生す

ることを公衆衛生の原則に従って予防するために不可欠である。

(4) 市民社会の参加は、この条約及び議定書の目的の達成に不可欠である。

3 たばこの煙にさらされることからの保護（第八条）

締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の

場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上

又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに

権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

4 未成年者への及び未成年者による販売（第十六条）

(1) 締約国は、国内法によって定める年齢又は十八歳未満の者に対するたばこ製品の販売を禁止

するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択

し及び実施する。これらの措置には、自国の管轄の下にあるたばこの自動販売機が未成年者

によって利用されないこと及びそのような自動販売機によって未成年者に対するたばこ製品

の販売が促進されないことを確保すること等を含めることができる。

(2) 締約国は、公衆、特に未成年者へのたばこ製品の無償の配布を禁止し又はその禁止を促進す

る。

(3) 締約国は、拘束力のある書面による宣言を行うことにより、自国の管轄内におけるたばこの

自動販売機の導入の禁止又は適当な場合にはたばこの自動販売機の全面的な禁止を約束する

ことを明らかにすることができる。
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法　律

（１）健康増進法　　　　　　　　　　　　　　　　（平成十四年八月二日法律第百三号）
最終改正：平成一九年七月六日法律第一〇九号

第2章 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施

設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受

動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防

止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

（2）未成年者喫煙禁止法　　　　　　　　　　（明治三十三年三月七日法律第三十三号）
最終改正：平成一三年一二月一二日法律第一五二号

【未成年者の喫煙の禁止】

第一条　満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

【喫煙者に対する罰則】

第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収

ス

【親権を行う者及び監督者に対する罰則】

第三条　　未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス

○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

【販売者に対する罰則】

第四条　煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認

其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第五条　満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シ

タル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

（3）たばこ事業法　　　　　　　　　　　　　（昭和五十九年八月十日法律第六十八号）
最終改正：平成一九年三月三〇日法律第六号

【広告に関する勧告等】

第四十条 製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康

との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。
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指　針

（１）製造たばこに係る広告を行う際の指針

（平成元年10月12日大蔵省告示第176号）

たばこ規制枠組み条約（FCTC）への対応のため、平成15年3月に改正され、平成16年10月

から電車・バスなどの公共交通機関への広告の掲出の禁止、新聞・雑誌への広告規制、平成17年

4月より屋外広告の禁止が実施された。

通　知

喫煙と健康問題全般

通知名

喫煙の健康に及ぼす害について

喫煙と健康の問題に関する衛生教育について

世界禁煙デーについて

喫煙対策の推進について

昭和39年2月6日公衆衛生局長通知

昭和55年3月13日公衆衛生局長通知

平成3年5月8日保健医療局長通知

平成3年8月2日保健医療局健康増進栄養課長通知

今後のたばこ対策について 平成7年5月24日厚生事務次官通知

平成八年「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」について 平成8年5月22日保健医療局長通知

21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）の
推進について

平成12年3月31日厚生事務次官通知
平成12年3月31日保健医療局長通知
平成12年3月31日保健医療局長、
老人保健福祉局長、保険局長通知

今後のたばこ対策の基本的考え方について 平成14年12月25日厚生科学審議会意見具申

通知日

受動喫煙対策

通知名

喫煙場所の制限について

通知日

昭和53年5月8日医務局国立病院
課長、国立療養所課長通知

備考

医療機関におけるたばこの煙に関
する配慮について

昭和59年4月5日医務局長通知

公共の場所における分煙のあり方
について

平成8年5月15日保健医療局長通
知

たばこ対策の推進について 平成13年8月16日厚生労働事務次
官通知
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通知名

健康増進法等の施行について

通知日

平成15年4月30日健康局長、医薬
局食品保健部長通知

備考

受動喫煙防止対策について

「職場における喫煙対策のためのガ
イドライン」に基づく対策の推進
について

平成15年4月30日厚生労働省健康
局長通知

平成17年6月1日厚生労働省労働
基準局安全衛生部長通知

健康増進法第25条に定める「その他の
施設」について明示した。
・「その他の施設」とは、鉄軌道駅、
バスターミナル、航空旅客ターミナル、
旅客船ターミナル、金融機関、美術館、
博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、
旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技
場、娯楽施設等多数の者が利用する施
設を含むものであり、同条の趣旨に鑑
み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車
両、航空機、旅客船などについても
「その他の施設」に含むものである。
・全面禁煙は、受動喫煙防止対策とし
て極めて有効である
・完全禁煙を行っている場所ではその
旨を表示し、分煙を行っている場所で
は、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確
に行い、周知を図るとともに、来客者
等にその旨を知らせて理解と協力を求
める等の措置を取ること

中央労働災害防止協会に委託して行っ
た職場における喫煙対策の調査結果を
受けて発出された通知。
特に以下のように屋内の受動喫煙対策
ができない場合は、全面禁煙とするよ
うに明記した点が評価される。
・　喫煙室の設置等喫煙場所の確保が
困難な場合、喫煙室が設けられている
場合であっても、喫煙室が屋外排気型
になっていない等、十分な対応を行う
ことが困難な場合には、受動喫煙を確
実に防止する観点から全面禁煙による
対策を勧奨すること
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未成年喫煙防止

（洲本市禁煙支援センターホームページより引用）

学習院禁煙令

小学校ニ於イテ生徒ハ喫煙スルコト及煙器ヲ
付帯スルコトヲ禁ズベシ

明治26年学習院長田中光顕発令

明治27年文部大臣井上馨訓令

児童の喫煙防止に対する啓発活動の強化につ
いて

昭和39年1月15日児童局長通知

喫煙防止教育等の推進について 平成7年5月25日　7国体学第32号

未成年者喫煙防止対策の推進について 平成12年12月25日警察庁生活安全局少年課長、
大蔵省理財局たばこ塩事業審議官、
厚生省保健医療局長地域保健・健康増進栄養課長

未成年者喫煙防止対策の取組みについて 平成14年2月18日警察庁生活安全局長、
財務省理財局長、厚生労働省健康局長通知

未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販
売方法の取組について

平成16年6月28日全国たばこ販売協同組合連合会ほか9団体に対
する警察庁・財務省・厚生労働省連名要請

管内の市の条例

○国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例

平成18年6月28日

条例第41号

○立川市安全で快適な生活環境を確保するための喫煙制限条例

平成19年12月28日

条例第73号
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たばこの煙に含まれる有害物質�

ニコチンの作用でたばこがやめられなくなる？�

三大有害物質�

　たばこの煙の中には、約4,000種類の化学物質があり、この中にはダイオキシンなど約200種
類もの有害物質、約60種類の発がん性物質が含まれています。�

　たばこを吸うと、ニコチンが肺から数秒で脳に届き、「気持ちよい」と感じます。ところが、繰り
返し吸っているうちに、ニコチンの作用で脳細胞がつねにニコチンを欲しがるようになる（ニコチ
ンによる依存症）のです。特に未成年は、少ない本数で習慣になりやすく、たばこを吸う人の40%
が10代からの喫煙が習慣になっています。�
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たばこによる�
鎮静作用�

一生続く追いかけっこ（依存症）�

（平間敬文著「子供たちにたばこの真実を」より引用）�
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どうして特に未成年がたばこを吸ってはいけないの？�

たばこを吸っていると、体にさまざまな影響がでてくる�

　どうして特に未成年がたばこを吸ってはいけないのでしょうか？　それは、成長期のみなさんの
心と身体に影響があるからです。そのため、「未成年者喫煙禁止法」という法律で明治33年から禁止
されているのです。�

＜具体的な影響＞�
①大人になってから吸い始めるよりも、たばこが
習慣になりやすく、なかなかやめられない！�
②大人になってから吸い始めるよりも、身体に及
ぼす影響が大きい。�
③体の中に酸素が行き渡らず、集中力やスタミナ
が低下する。�

未成年者喫煙禁止法�

1　成長への影響　…酸素が身体中に行きわたらなくて身長が伸びなくなります。�

2　運動への影響　…身体が酸素欠乏状態になり、若いのに息切れして走れなくなります。�

2,100 2,200 2,300

2,30030本以上吸う�

10～20本吸う�

1～9本吸う�

吸わない�

2,430

2,460

2,580

2,400 2,500 2,600 m

Cooperら  1968年�

青少年における喫煙習慣と運動能力�
（12分間走の記録）との関係�

「がん」�
だけじゃない！�

120

130

140

150

160

身
長�

170

cm

10 11 12 13

年齢�

たばこを吸わない子�たばこを吸う子�

14 15 16 歳�

吸わない子と吸う子の平均身長（男子）�

K.B.Lall et al.　1980年�

1  20歳未満の喫煙の禁止�

2  たばこやパイプの没収�

3  親への罰金�

4  販売者は購入者の年齢確認をすること�

5  販売者（コンビニなど）への罰金�
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3　学力への影響　…たばこを吸った後は、脳が酸素欠乏状態になり、思考力や集中力が落ちてしまいます。�

4　病気の心配　…吸い始める年齢が早ければ早いほど、がんや心臓病で死亡する危険が高くなっています。�

5　美容への影響　…たばこ１本につき、レモン半個分のビタミンＣが奪われます。�
 酸素が十分に届かなくなり、肌が衰えてしわが増えます。�

たばこを吸うと脳の働きが低下する�
～喫煙前後にテストを実施した結果～�

非喫煙者と比較した�
喫煙者の�
がん死亡率�

吸うふりだけ　104

フィルター付きたばこ　93.7

フィルターなしたばこ　88.3

浅野牧茂　1980年�

口腔がん　4.6倍�

喉頭がん　32.5倍�

肺がん　4.5倍�

胃がん　1.5倍�

膵臓がん　1.5倍�

膀胱がん　1.7倍�

肝臓がん　1.7倍�

骨のがん　3.5倍�

90

15分�

100

％�

たばこを吸う前後に同じテスト（一定時間内にど
の程度の作業ができるか）をします。�
たばこを吸った後は、
一酸化炭素によって
脳の働きが低下し
作業量が減少して
いることがわか
ります。�

0
吸わない�35以上�30～34 25～29 20～24 19以下�

1

2

3

4

5

6

1
1.5

2.6

3.9

4.7

5.7

平山らによる調査　1966～82年�平山らによる調査�

歳�

喫煙開始年齢別にみた、肺がん死亡比率�

22歳の双子が�
40歳になった時の�
予測写真です。�
どっちが�
喫煙者かな？�

たばこを吸っている人の口の中�

歯周ポケット�

独特の口臭�

色が悪い�

ヤニ�

ACTION ON SOMKING AND HEALTH より�

斉藤麗子　思春期学会誌　1989年�

平間敬文著「子供たちにタバコの真実を」一部改変�

異性がたばこを吸うのを見てどう思いますか？� 世界は禁煙の方向に向かっています。�
たばこを吸うとかっこいい、�
と思われたのは昔の話。�
今は「吸わない方がカッコいい！」�

カッコ悪い�
59.3％�

男子から女子を見て� 女子から男子を見て�

カッコ悪い�
18.4％�

なんとも�
思わない�
37.0％�

なんとも思わない�
74.1％�

カッコいい�
2.6％�

カッコいい�
7.2％�
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自分がたばこを吸わなくても…�

煙の種類と副流煙に含まれる有害物質�

副流煙�

主流煙�

＜たばこの健康影響＞�
　たばこの煙は、喫煙者が吸い込む主流煙と
火がついている部分から上がる副流煙があり
ます。�
　副流煙は主流煙に比べて有害物質がたくさ
ん含まれています。�

　都内では、平成20年1月からタクシーが全面禁煙になりました。これは、タクシーに乗るお客さ
んと運転手さんをたばこの受動喫煙の害から守るために決められたものです。�
　みなさんも、さまざまなところで受動喫煙によるたばこの健康影響を受ける可能性があります。
できるだけたばこの煙に近づかないようにしよう。�

副流煙�

副流煙にも注意�

「自分が吸わないから�
関係ない」では�
すまされない！�

主流煙�

（主流煙を1とした場合）�

Surgeon general report

ニトロソアミン�

アンモニア�

一酸化炭素�

カドニウム�

タール�

ニコチン�

1
52

46

4.7

3.6

3.4

2.8

1.0

0

1

2

非喫煙者� 1日1～19本喫煙� 1日20本以上喫煙�

平山らによる調査　1990年�

1.5

1.9

1

1

1

1

1受動喫煙＝副流煙＋呼出煙�

副流煙�
火がついている�
ところから�
上がる煙�

主流煙�
たばこを�
吸う人が�
吸い込む煙�

呼出煙�
たばこを�
吸う人が�

吐き出した煙�

たばこの煙に含まれる�
有害物質は、約200種類�

夫の喫煙状況�

妻
の
肺
が
ん
死
亡
率�

倍�

夫の喫煙と妻の肺がん死亡率�
（妻は非喫煙者）�

受動喫煙による健康への影響�

急性影響�
目の刺激症状、心拍数の増加、�
末消の血管の収縮、血圧の上昇、�
喘息や心臓病の発作誘因、症状悪化�

受動喫煙との関連が確実な病気�
心臓病、肺がん、気管支喘息、慢性呼吸器症状、�
中耳炎、低出生体重児、乳幼児突然死症候群�

健康増進法第25条では、�
学校、体育館、病院、劇場、百貨店、
官公庁施設、飲食店その他の多数の者
が利用する施設を管理する者は、これ
らを利用する者についてたばこを吸わ
ない人の健康を守るため、受動喫煙の
防止に努めなければならない、�
などと定められています。�

じゅどうきつえん� ふくりゅうえん� こしゅつえん�

（発がん性物質）�
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23％�
9％�

17％�

13％�

この印刷物は、再生紙を使用しています。�

発行　東京都多摩立川保健所　〒190-0023  立川市柴崎町2－21－19�
　　　　042－524－5171�
印刷　社会福祉法人  東京コロニー  コロニー印刷　〒165-0023  中野区江原町2－6－7�
　　　　03－3953－3536

たばこを吸い始めるきっかけ�

あなたはキッパリ断われますか？�

本当にたばこが吸いたいの？ 誘われても、断わる勇気を持とう！�

＜こんなふうに誘われたらどうしますか？＞�
・1本吸ってみなよ。うまいよ。�
・吸ったことないのかよ。ガキだな。�
・ストレス解消に吸わないか？�
・大人だって吸っているよ。�
・吸ってみて嫌ならやめればいいじゃん。�
・みんな吸っているよ。友達だったら吸えよ。�
・吸ったってバレないよ。�

＜断り方の例＞�
・がんになりたくないから嫌だ。�
・今の時代は吸わないほうがかっこいいんだよ。�
・スポーツができなくなると嫌だよ。�
・臭くなるから嫌だよ。�
・のどが弱いんだよ。�
・本当の友達だったらすすめないよ。�
・バレたら仲間にも迷惑をかけちゃうよ。�
�

たばこを吸い始めるきっかけは�
いろいろありますが、�
多くの人は好奇心や友人の�
すすめによって始めています。�

大阪府健康保険団体連合会　1994

中学生の喫煙動機�

好奇心や興味�

友人からのすすめ�

親・兄弟からのすすめ�

わからない�

その他�

登録番号（19）12

　みなさんは本当にたばこを吸いたいと思いますか？多くの人が「好奇心」
や「他の人からのすすめ」でたばこを吸い始め、たばこがやめられなくな
っています。たばこの将来への影響は心や身体面だけではありません。
たばこ一箱が300円として、1日1箱吸えば、1ヶ月で9千円。1年で10万
8千円。10年吸えば100万円以上のお金がかかってしまいます。そのお
金でみなさんはどんな夢を実現したり、欲しい物を買うことができるでしょうか…？�
　どんな人生を選ぶのか、決めるのはあなた自身。だから「たばこを吸わない」という強い意志が大切です。�
　もし、友達からたばこをすすめられたら、勇気をもって「吸いたくない」と言ってみよう。そして、友
達にも「吸わないで」と言う勇気を持とう。みなさんの未来や大切な人を守るために。�
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厚生省 「平成10年度 喫煙と健康問題に関する実態調査」

厚生労働省 「平成16年　未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全国調査」

厚生労働省 「新版　喫煙と健康　－喫煙と健康問題に関する検討会報告書－」 保健同人社

2001

厚生労働省 「禁煙支援マニュアル」2006

財団法人日本学校保健会 「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料」2004

東京都多摩立川保健所 「母子保健従事者のための　禁煙・受動喫煙防止支援マニュアル」2004

東京都南多摩保健所 「学年別薬物乱用防止教育プログラム」2004

日本禁煙学会 「禁煙学 」 南山堂　2007

ＪＫＹＢ研究会編 「新スモーキング　ライフ」 東山書房　2005

ＪＫＹＢ研究会編 「喫煙防止教育　NICEⅡ」 東山書房　2005

平間　敬文 「子供たちにタバコの真実を」 かもがわ出版　2003 

加治　正行 「10代のフィジカルヘルス 1 タバコ」 大月書店　2005 

小林　賢二 「なんで？どうして？実験教室　健康教室2001年１月臨時増刊号」東山書房　　

斉藤　麗子 「たばこがやめられる本 －やめたいやめさせたいときの禁煙サポート－」

浅野　牧茂 「最後の禁煙宣言」講談社　1980

＜参考：ホームページ＞

厚生労働省　～たばこと健康に関する情報ページ～

http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html

東京都福祉保健局　たばこと健康に関する情報　　　　　　　　

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_zukuri/tk_jouhou/index.html

日本禁煙学会

http://www.nosmoke55.jp/

洲本市禁煙専門外来＆洲本市禁煙支援センターホームページ　

http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/

JT ウエブサイト

http://www.jti.co.jp/sstyle/index.html

子どもにけむりのない無煙環境を！

http://muen.cool.ne.jp/

参考・引用文献
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たばこ教材作成PTメンバー名簿

名前

石井　夏代

所属

東大和市第三中学校

職種（担当）

中学校教諭（養護）

大宮　妃路子 立川市立第六中学校 中学校教諭（保健体育）

川口　　浩 国分寺市第五中学校 中学校教諭（生活指導・社会科）

岩城　舞子 多摩立川保健所生活環境安全課 環境衛生係（環境衛生監視員）

大沢　幸代 多摩立川保健所保健対策課 地域保健第一係（保健師）

田中　修子 多摩立川保健所企画調整課 地域保健担当副参事（保健師）

原　　糸美 多摩立川保健所保健対策課 地域保健第二係（保健師）

（在職時名簿・五十音順）

名前

上原　順子

所属

多摩立川保健所企画調整課

職種（担当）

企画調整係（事務）

佐藤　睦子 多摩立川保健所企画調整課 企画調整係（保健師）

仲川　裕子 多摩立川保健所企画調整課 企画調整係（事務）

中坪　直樹 多摩立川保健所企画調整課 企画調整係（医師）

三崎　澄子 多摩立川保健所企画調整課 企画調整係（事務）

事務局

実験協力

健康安全研究センター多摩支所広域監視課



※使用上のご注意

● 本CD-ROMは、パソコン専用です。CD-ROMドライブの他、CD-RＷ/R、DVD-ROM等のドラ

イブで再生できます。なお、音楽用のCDプレイヤーでは絶対に再生しないでください。思わぬ

大音量による聴覚の障害や、機器の故障・破損などの原因となる場合があります。
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