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　2019 年はラグビーワールドカップ開催、2020 年はいよいよオリンピック・パラリンピック

の開催となり、わが国が国際社会の注目を浴びる機会となります。そのため国は健康増進法

の改正、東京都は受動喫煙防止条例が制定されました。2019 年 7 月には一部施行され、学校、

保育所、教育施設、行政機関、病院等は屋内完全禁煙になりました。このことで子ども達が

受動喫煙から完全に救われることは喜ばしいことです。9 月 1 日からは都内の飲食店は喫煙か

禁煙かの店頭表示が必要となり、利用者が選ぶことが出来ます。子ども連れが禁煙店を選ぶ

ことが当たり前になるには、保護者が受動喫煙の害を認識していなければなりません。子ど

もを受動喫煙にさらすことは「虐待の一つである」と考えるのは我々子どもに関わる者だけ

ではなく、社会常識になってほしいと思います。

　喫煙率が減っている中で、新たに加熱式タバコの問題があります。大阪国際がんセンター

の田淵貴大先生が「新型タバコの本当のリスク」として問題提起しています。

煙が出ないから安全と誤解して、子どもの前で吸う人が増えることが危惧されます。

　美唄市医師会の井門明先生は美唄市の受動喫煙防止条例の制定に尽力されました。未成年

や妊婦を受動喫煙から守ることを目的として 3 年前から施行されています。今回は施行後の

評価を報告してくださいました。罰則規定はなく、飲食店は適用除外となってしまいましたが、

市民の意識は確実に変わっているようです。受動喫煙を不快に思う人の率が増え、対策に取

り組む事業所も増えています。さらに市民の急性心筋梗塞と脳卒中の発生率の減少は今後さ

らに期待されていることでしょう。禁煙区域の拡大は全国的に見て、老人医療の自己負担を

増やすよりも理にかなった医療政策となることは明らかです。

　札幌医大保健医療学部看護学科の今野美紀先生は児童生徒へ行う喫煙防止教育の取り組み

を報告されました。喫煙防止教育で子どもたちが正しい知識を得るには、看護職も新しい製

品に関する知識も得ていかねばならないと強調しています。保護者や学校、地域との連携も

必要と述べています。

　奈良県立医大看護学研究科の坂東春美先生らは家庭内での受動喫煙についての研究で、全

国の 6 歳児において 10 年間約 65 万人の分析では、受動喫煙率は減少しているが、地域差が

大きく2.2倍の開きも認められました。保護者の認識の差が子供の幸せ度につながるのであれば、

全国的な知識の普及が急務なのでしょうか。

 今回の本誌では子どもを取り巻くタバコの問題に多方面からの報告となりました。

受動喫煙対策の法律や条例が少しずつ増えてきていますが、全国的にはカバーされていない

地域の方が多い状況です。また、実際に取り組む自治体の首長や担当者の熱意によっても対

策に差が出てきます。未来に向けた子どもたちがタバコの煙によって命や健康を害されない

ためにも、すべての人が受動喫煙に対する意識を持ち続けねばなりません。

令和元年 10 月

十文字学園女子大学　健康管理センター長

齋　藤　麗　子

日本小児禁煙研究会雑誌　９巻２号　42(2019年)巻  頭  言
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【はじめに】
　国立がん研究センターが算出した 2016 年都道府県
別・成人男女喫煙率によると，北海道は 24.7％と最も高
く，この地域の子どもの多くは受動喫煙に曝されてい
る．筆者が喫煙防止授業で小・中学校を訪ねると，子ど
もは喫煙する家族の健康を案じている事を述べる．子ど
もの暮らしの中にタバコがあることは，子どもと家族の健
康，安寧が脅かされていると換言できる．タバコの問題
に対して，筆者のような一看護師にできることは限られる
も，自身のこれまでの経験を通じて，タバコに縛られず
健康的な生活を選べるように人々（子どもと家族）を支
える取り組みに看護職ができること／すべきことを示して
いく．

【看護職とタバコ】
　人々の健康を守る立場にある看護職の喫煙率の高さが
報告されている 1)-3）．日本看護協会は実態調査を行った
（図 1）．2001 年度調査では，一般成人に比べて看護職
の喫煙率が 25.7％と高かった．2006 年度調査では，看
護職の喫煙率が 19.9％と改善の兆しがあるものの，人々
の範というには十分ではなかった．2013 年度調査では，
看護職の喫煙率が 7.9％となり，ようやく男女ともに看護
職の喫煙率は一般成人のそれよりも低くなった．しかし，
看護職の受動喫煙の知識に関しては，妊産婦への影響，
気管支喘息，肺がん等には比較的高率に回答できるも，
SIDS，心筋梗塞については 5 割程度の正答で，乳幼児の
中耳炎に至っては，2 割に満たない正答であった(図 2)．
筆者 4）が 2009 年に小児看護に従事する看護師を対象に
調査した結果と比べると，小児看護に携わる者の方が，
受動喫煙の知識を有している割合が高かったが，彼らであ
っても同様に SIDS については 5 割程度，乳幼児の中耳
炎等は 2 割に満たない正答であった．さらに彼らが，受
動喫煙防止のために小児の家族に行っている事の問いに
は，「喫煙状況を尋ねる」，「禁煙・分煙の奨励」が「し
ている」，「時 し々ている」を含めて2 割程度の結果であっ

た（図 3）．看護師の情報収集・提供に係るニーズで優先
度の高い項目は，外来では「患者のニード」，病棟では
「生活自立度」であり，生活環境にかかる情報収集・提
供ニーズは看護師の職場を問わず少なかった 5）．そのた
め，カルテや受診票に同居者の喫煙状況の項目が無けれ
ば，情報収集が限られることになる．加えて，看護師は
喫煙する保護者に禁煙を勧めて円滑な援助関係がこじれ
ることに懸念を抱き，対応が乏しいのかもしれない．
　以上のように改善の兆しがありつつも看護職の高い喫
煙率，知識や禁煙支援の経験不足等は，看護職が人々
（保護者）の喫煙問題に携わる上で課題となっていた．
解決の一助として，まず看護師をはじめとする医療者がタ
バコ関連疾患に関しては学生時代に教授されること，そ
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して生活習慣等の行動変容を行う動機のない対象への関
わり方を習得できるよう基礎～継続教育において取り組む
必要があると考える．

【これまでの児童・生徒への喫煙防止教育】
　わが国においては，2008 年 3月 文部科学省が小学校
学習指導要領〔第 5 学年及び第 6 学年〕Ｇ保健の中で，
「喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原
因となることを理解できるようにすること」，そして同年 3
月，中学校学習指導要領〔保健分野〕の中で，「喫煙，
飲酒，薬物乱用などの行為は，心身に様々な影響を与
え，健康を損なう原因となること．また，これらの行為に
は，個人の心理状態や人間関係，社会関係が影響するこ
とから，それぞれの要因に適切に対処する必要があるこ
と」と，記されている．各地で教授者が工夫を凝らして
喫煙防止授業を展開しており，授業を受けた児童・生徒
の認識の変化から，一定の成果があることが報告されて
いる 6-8）．
　筆者自身も学校のカリキュラムの意図に沿い，一人一人
の子どもの夢が実現する基盤となる健康づくりに貢献でき
るよう2010 年度頃より，北海道内の小・中学校において
喫煙防止授業を行う機会を頂いている．この喫煙防止授
業は，先行研究を参考にしながら図 4 のような構成で行
い，児童・生徒が関心を持ち，安心して参加できるよう
に適宜，演習を含めながら実施している．図 5 は，A 小
学校 6 年生の児童が喫煙防止授業前に示したタバコのイ
メージの結果である．授業前の 6 年生でもタバコが心身
に悪影響をもたらし，受動喫煙や依存症について知識を
有していることがわかる．また，タバコは臭い，汚い，ト
ラブルを起こすなどのマイナスイメージが大半を占める
も，少数ながら「気持ちが落ち着く」といったプラスイメ
ージを有している．このようなプラスイメージをもっている
子どもが，授業を通じて「本当はそうではない」と自分
で気づけるようになることが一つのゴールである．これま
での我々の取り組みが，児童・生徒にどのような変化を

もたらしたのか，その一部を報告する．
　2010 年度に，北海道内 2 小学校，2 中学校，1 高校
で喫煙防止授業を行い，授業前，直後，3 か月後の 3
回，加濃式社会的ニコチン依存度調査票（KTSND）で
喫煙に対する心理社会的依存度（高得点程，タバコに対
する心理社会的依存度が高い）を測定した（図 6）．こ
のスケールの数値の低下があると教育効果があったと評
価した 9)10）．その結果，小学校 6 年生から高校 2 年生の
いずれの学年においても，授業前に比べて授業直後は有
意に数値の低下があり，授業の効果がみられた．しかし
授業 3 か月のスケールの数値は授業前と同程度となり，
効果が維持される訳ではなかった．そこで，2012 年度に
喫煙防止授業が終了した後に，課外時間を用いたフォロ
ーアップ教育を行った 11）．授業のリマインダーとなるような
タバコに関するクイズや川柳づくりなどのワークシートを 3
回（月 1 回・3 か月間），同時期に保護者へ児童の学習
内容の紹介や禁煙外来等に関する情報の提供をするニュ
ースレター配布を3回試み，授業前，直後，3か月後の 3
回，KTSND を測定した．その結果（図 7），授業直後
は得点が有意に低下し，教育効果がみられた．しかし 3
か月後は総得点の範囲にばらつきが見られ，教育効果を
明瞭に述べることはできなかった．授業直後に高まった
認識の変化を維持する上で，今回のフォローアップ教育が
十分ではなかった背景として，この学習は課外で行う
為，教授者の意図を伝えて児童の学びを支援する保護者
との連携が十分ではなかった可能性がある．
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【これからの児童・生徒への喫煙防止教育】
　そこで，学校を基盤とした喫煙防止教育を保護者との
連携を図りながら実施している先行研究を探索した所，
学校，熊谷市，医師会，薬剤師会等との連携のもと児童
の受動喫煙検診を行い，その結果を保護者へフィードバ
ックすることで保護者の禁煙を促している報告 12）13）があ
った．このように先進的な優れた取り組みが筆者のいる
地域を含めて報告がないか探したがみられなかった．筆
者は，現行の地域資源の中で学校を基盤に保護者との連
携をはかりながら喫煙防止教育を行う際の課題を明瞭に
するため，研究目的を「喫煙防止教育に対する教諭の認
識を明らかにすること」として，調査を行った．平成 29
年度北海道 A 市教育委員会ホームページに掲載のあった
訪問学級を除く小学校 201 校・中学校 97 校の学校長も
しくはその推薦者 1名に 2018 年 3月に郵送による無記名
自記式質問紙を行った．結果は，小学校 201 校中 17 校
（回収率 8.5％），中学校 97 校中17 校（回収率 17.5％）
より回答があり，32 校（小学校 15 校，中学校 17 校）
の有効回答を得た．授業対象学年は，小学校では 6 年
生が，中学校では 3 年生が最多であった．年間の授業時
間は，0 ～ 50 分が 20 校（62.5％），51～ 100 分が 10
校（31.3％），101 分以上が 2 校（6.3％）であった．教
授方法は，教材に教科書，DVD が用いられ，喫煙の有
害性やそれに伴う本人・周囲の健康影響について教授さ
れていた（図 8）．保護者との関わりでは，授業内容を保
護者に伝えていた学校は 7 校（21.9％）で，25 校

（78.1%）は関わっておらず，その理由は，特に無い，
喫煙防止授業のみ特別扱いしない，保護者の嗜好に関与
しない等が主であった．年度末の多忙期の調査にて回収
率が低く，熱心に取り組んでいる学校からの回答に偏っ
た可能性が考えられた．そのような中でも喫煙防止教育
の課題は，非喫煙動機につながる児童・生徒の心理・
社会的スキルを養うための時間，及び学校と保護者の間
での連携が限られていた事であった．

【おわりに】
　この原稿を書いている今（2019 年 6 月）でも，わが
国では紙巻タバコが格好の良いパッケージで新発売されて
おり，コンビニのレジ前には加熱式タバコのパンフレット
が置かれ，人々の関心を喚起させている．子どものタバ
コ問題は，学校で吸い殻を見かけなくなったから過去の
ものになった訳ではなく，タバコ製品が流通し利用する人
がいる限り，「すぐ隣にある問題」である．むしろ手に取
ってみたくなる仕掛けが幾重にもある製品ゆえに，人々に
これまで以上のヘルスリテラシーが問われている．その
為，喫煙防止教育では，ヘルスリテラシーの基盤となる
正しい知識を持てるように子どもに関わる看護職も新しい
タバコに関する製品の知識を持つことが第一歩である．
そして子どもが新たな知識を得たことで生じる批判的思考
はサポートを得て発揮される為，保護者や学校・地域と
の連携した教育が不可欠である．筆者は，今，学校のカ
リキュラムの中で効果的な方策となるか JSPS 科研費
JP1712352 の助成（平成 29 年度～令和 2 年度）を受
け，教育活動を試行している．これは人が本来もつ力を
最大限に発揮できるよう人と環境に働きかける看護の目的
に適うチャレンジといえ，結果が纏まって報告させて頂く
際には皆様よりご教授願いたい．

　本報告に際し，国内外のタバコ産業及び関連団体から
の研究助成は受けていない．開示すべき COI 関係にあ
る企業等はない．
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Abstract
Background : Childhood exposure to second-hand smoke (SHS) increases the risk of adverse health 
outcomes, and preventing SHS exposure is considered an important public health priority. This study 
aimed to investigate trends in exposure to SHS in the home among 6-year-old children in Japan.
Methods : We conducted a secondary analysis of children’s exposure to SHS using data from the 
Environmental Health Surveillance for Air Pollution system of the Ministry of the Environment of Japan. 
The data sample included observations from 645, 749 households with 6-year-old children in 35 cities over 
the period 2007-2016.
Results : There was a declining trend in the total prevalence of household SHS exposure in children 
during the 10-year period, from 40.4% to 29.0%. There was also a declining trend in the proportion of 
households with smokers in which children’s mothers smoked, from 13.4% to 7.5%, and in the proportion 
of households with other smokers, from 27.0% to 21.4%. The prevalence of childhood SHS exposure by city 
ranged from 23.8% to 52.8% during the period studied. Although both the cities with the highest and 
lowest prevalence of SHS exposure experienced declining trends over time, there remained a 2.2-fold 
difference.
Conclusion : Given the wide regional disparities in prevalence of SHS exposure among children, 
interventions aimed at reducing SHS exposure should consider the specific characteristics of the 
communities they target.
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Background
　Tobacco smoke contains more than 4,000 
chemicals, of which more than 50 are known 
carcinogens. 1 Exposure to second-hand smoke 
(SHS) is a significant social and public health 
concern globally, given its association with an 
increased risk of adverse health outcomes such as 
lung cancer and heart disease. 2 Furthermore, 
SHS has particularly negative impacts on fetal 
development and child health. According to the 
Global Youth Tobacco Survey in 1999-2005 
conducted by the World Health Organization 
(WHO), approximately 44% of youths (aged 13-15 
years) worldwide were exposed to tobacco smoke 
at home. Of these, 47% had at least one parent 
who smoked. 3

　In Japan, smoking prevalence among people aged 
30-49 years is higher than in other age groups. 4  

People in this age range are likely to be parents 
with children in the home, thereby increasing the 
possibility of SHS exposure among children. Since 
children’s lung development is particularly 
vulnerable to SHS exposure, prevention of SHS 
exposure in childhood is of significant importance 
due to its lifelong health implications. However, 
there is limited data on childhood exposure to 
SHS in Japan and further evidence is needed to 
inform the design and targeting of policies and 
interventions aimed at preventing childhood SHS 
exposure. This study therefore aimed to investigate 
trends in SHS exposure among children by a 
secondary analysis of data obtained from the 
Environmental Health Surveillance for Air 
Pollution system of the Ministry of the Environment 
of Japan. 
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YearFigure 1.
Total prevalence of household SHS exposure in children over the 10-year study period
Cochran-Armitage trend test, z=55.34, p<0.001 

YearFigure 2.
Prevalence of households SHS exposure in children with smokers in which children’s
mothers smoked over the 10-year study period
Jonckheere-Terpstra test, z=4.03, p<0.001 
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Figure 3.
Prevalence of households SHS exposure in children with other smokers over
the 10-year study period
Jonckheere-Terpstra test, z=3.85, p<0.001 
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Methods
　Data on children’s exposure to SHS were obtained 
from annual reports of the Environmental Health 
Surveillance for Air Pollution system of the Ministry 
of the Environment of Japan. 5  This surveillance 
system has been implemented since 1996 with 
reports published annually. It was established in 
response to the amendment to the Act on 
Compensation for Pollution-Related Health 
Damage of 1988, whose objective was to regularly 
and continuously observe the relationships between 
air pollution and prevalence of health conditions at 
the community level to inform necessary public 
health measures. Surveillance was delegated to the 
local level and has been conducted in 37 
municipalities. A simplified version of the 
American Thoracic Society and National Heart and 
Lung Institute Division of Lung Diseases 
questionnaire (ATS-DLD, Ministry of Education of 
Japan version)  6  was sent to households with 
first-grade children attending public primary 
schools in each survey area. Questionnaires were 
completed by children’s parents. 
　A total of 1,115,859 questionnaires were sent to 
the target households, of which 909,876 (81.5%) 
were returned. We used data from 645,749 
households with first-grade (6-year-old) children in 
any year over the period 2007-2016 which gave 
valid responses on SHS exposure. Data were 
available from 35 cities which participated in the 
surveillance for the entire study period (Tables 1-3). 
Households with SHS exposure among children 
were defined as those with a response of “Yes” to 
the question “Is there anyone in the household 
living with your child who currently smokes?” 
Smokers in the household were asked the question 

“Who and how much tobacco does he/she consume at 
home in a day when he/she is with the child?” with 

“mother” “father”, “grandfather”, “grandmother”, 
and “others” as possible responses. Open-access 
data were available only for households where 
smokers selected “mother” or “others”. The category 

“mother” referred to households in which only 
children’s mothers smoked or mothers and other 
family members smoked, while “others” referred to 
households with other smokers in which mothers 
did not smoke but fathers, grandfathers, 
grandmothers or other family members did smoke. 
Regarding the question on smoking in the home, 
the questionnaire included the instructions “if a 
smoker does not smoke at home, please select 
‘there is no smoker’ ” and “if a smoker smokes at a 
balcony or under a ventilating fan, please select 
‘there is no smoker’ ”.
　Data were analyzed using linear regression, 
the Cochran -Armitage test  for  trend,  the 
Jonckheere-Terpstra test, and Chi-square tests to 
investigate long-term trends in exposure to SHS 

among children. P-values of < 0.05 were considered 
statistically significant. We also considered the 
identity of smokers in the household, including 
whether children’s mothers smoked. All statistical 
analyses were performed using Microsoft Excel 
2016 (Microsoft, Redmond, WA).
　This research was based on secondary analysis 
of existing publicly available, open-access 
datasets. The data contained no personally 
identifiable information and therefore no specific 
ethical approval for research on human subjects 
was required.

Results
Trends in prevalence of SHS exposure in the home by 
identity of smokers
　There was a declining in the total prevalence of 
household SHS exposure in children over the 
study period, from 40.4% in 2007 to 29.0% in 2016 
( y = -1.22x + 40.66, R2 = 0.96, z = 55.34, p < 
0.001) (Table 3, Figure 1). There was a declining 
trend in the proportion of households with 
smokers in which children’s mothers smoked, 
from 13.4% in 2007 to 7.5% in 2016 ( y = -0.65x + 
13.95, R2 = 0.98, z = 4.03, p < 0.001) (Table 2, 
Figure 2). There was also a decline in the 
proportion of households with other smokers, 
from 27.0% in 2007 to 21.4 % in 2016 ( y = -0.58x 
+ 26.72, R2 = 0.92, z = 3.85, p < 0.001) (Table 2, 
Figure 3). 
Trends in prevalence of SHS exposure in the home by city
　Prevalence of SHS exposure over the 10-year 
study period varied according to city; ranging from 
52.8% in the city with the highest-prevalence ( y =      
 -1.60x + 62.06, R2 = 0.91) to 23.8% in the city with 
the lowest-prevalence ( y = -1.11x + 30.22, R2 = 
0.94). Although both cities had declining trends in 
SHS exposure over the study period, there 
remained a 2.2-fold difference in prevalence ( χ2 = 
7818.97, p < 0.001) (Table 3).

Discussion
　The present study’s results indicate that in the 
35 cities of Japan for which data were available, 
there was a declining trend in the prevalence of 
SHS exposure in children during the 10-year 
period from 2007 to 2016. There were also 
declines in the proportion of households with 
first-grade children in which at least one smoker 
was the mother of the child, and in the proportion 
with other smokers. However, we still found that 
no less than 29% of the first-grade children in our 
data sample were exposed to SHS in their homes, 
and that the prevalence of exposure varied widely 
between cities.
　Saito argues that exposure to SHS in children is 
a form of child abuse. 7  It is therefore imperative to 
develop policies and interventions to prevent 
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children being raised in environments where they 
are exposed to SHS, as has been proposed in 
previous articles. 8, 9  In a recent debate, Goldstein 
argued that family doctors must take the 
additional step of reporting suspected child abuse 
to child protection services if parents who smoke 
in the home are unwilling to accept an offer 
medication, counseling, or a referral to specialist 
smoking cessation services. 10  However, the 
caseload handled by child protection services in 
Japan has been increasing over recent years and 
the ongoing shortage of trained caseworkers 
would pose a barrier to implementing such a 
policy. 11  A multi-dimensional approach, including 
a broad range of public information campaigns 
and education interventions in schools, may be 
needed to adequately address this important 
public health issue.
　We also found a notable regional disparity in 
prevalence of SHS exposure with differences of up 
to 2.2-fold between cities; this highlights the 
importance of targeting and designing measures 
that are appropriate for different localities. For 
example, Ino et al. conducted a mass screening 
program for SHS exposure among fourth-grade 
school children using measurements of biomarkers 
such as urinary cotinine to motivate parents to 
discontinue smoking. 12  Interventions should take 
into consideration both children’s SHS exposure 
and the characteristics of the communities and 
households in which they live. 
　According to one survey, 40% of children 
globally are exposed to SHS at home, and exposed 
children are 1.5-2.0 times more likely to be 
smokers in the future when compared with those 
without exposure. 13   Prevention of SHS exposure 
among children is therefore important in terms of 
preventing uptake of smoking in future generations 
of adults. Guidelines on protection from exposure 
to tobacco smoke, consistent with the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control (WHO 
FCTC), suggest that any approaches other than 
working towards 100% smoke-free environments 
have been shown to be ineffective. 14  It is therefore 
vital to support smoking cessation for all people 
who share a household with children. The WHO 
has suggested seven tobacco control policy measures 
(MPOWER) to assist countries in implementing 
the WHO FCTC, and has evaluated their 
outcomes. 14  However, in 2016, it was found that 
the implementation of three of these measures 
was limited in Japan ; 15  this underscores the need 
for continuing efforts to strengthen tobacco 
control measures to prevent childhood exposure to 
SHS in the country.
　This study had some limitations. First, it may 
be difficult to generalize the results to other areas 
in Japan as surveillance data were not collected 

using random sampling and did not include rural 
regions. Second, although the questionnaire 
attempted to evaluate smoking in the home, the 
categorization of household members who smoked 
at a balcony or under a ventilating fan as 
non-smokers may have introduced response bias, 
and have led to underestimation, or given an 
inaccurate characterization of, children’s SHS 
exposure in the home.
　In conclusion, our results based on annual 
surveillance of first-grade children in the 35 
Japanese cities studied from 2007 to 2016 indicate 
that SHS exposure in the home decreased from 
40% to 29% on average. However, there were wide 
disparities between cities. 
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要　旨
背景：Second-Hand Smoke (SHS) は子どもへの身体的影響が大きく，その曝露を防止することは
　　　重要である．本研究の目的は，学童期の子どもの SHS の動向と現状を明らかにすることで
　　　ある．
方法：わが国の政府統計として公開されている調査結果を基に，子どもの同居家族による家庭内
　　　SHS について二次分析を行った．分析対象は，2007～2016 年の全期間に参加した 35 都市の
　　　6歳児をもつ家庭の 10 年分の有効回答者，645,749 人である．
結果： SHS 率は 40.4％から 29.0％と減少していた．喫煙者別では，母親を含む喫煙者の家庭（母
　　　親のみもしくは母親とそれ以外の続柄が喫煙者の家庭）で 13.4％から 7.5％，母親を含まな
　　　いその他の喫煙者の家庭（父親、祖父母、その他の続柄が喫煙者の家庭）も 27.0％から 21.4
　　　％と減少していた．また地域別10年間におけるSHS率の平均値では，最も高い地域は52.8％，
　　　最も低い地域は 23.8％で、両地域は経年的に減少していたが 2.2 倍の差が認められた．
結論：SHS 率が 50％を超える地域の存在や 2 倍以上の地域差を認めた結果から，各地域に応じた
　　　支援を考慮する必要がある． 

わが国の学童期における家庭内Second-Hand Smokeに関する時系列分析
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【新型タバコとは何か】
　アイコス（IQOS）やグロー（glo）プルームテック
（Ploom TECH）といった加熱式タバコが日本で急速に
普及してきている 1．本稿では加熱式タバコと電子タバコ
を合わせて新型タバコと呼ぶ．新型タバコに関して，ニ
コチンを含んでいない，とか，健康被害がない，といっ
た誤った認識が広がっている．本稿では，今ある情報に
基づき，新型タバコの害をどう評価できるのか，私の考
えを述べる．
　加熱式タバコと電子タバコは，日本ではタバコの葉を用
いるかどうかによって法律上の分類が異なっているだけで
あり，タバコの葉を使っているのが加熱式タバコ，タバコ
の葉を使っていないのが電子タバコである．世界的には
電子タバコは electronic cigarette，e-cigarette や vapor
（使うことを vaping）と呼ばれ，タバコとは違う物として
扱われている 2．しかし，日本では電子タバコという用語
が用いられ，一般に電子タバコはタバコだと認識される場
合が多い（加熱式タバコも電子タバコの一種だと受け止
められている）．
　加熱式タバコは，従来の紙巻きタバコのようにタバコ葉
に直接火をつけるのではなく，タバコ葉に熱を加えてニコ
チン等を含んだエアロゾルを発生させる方式の新型タバコ
である（図１）．アイコス，グロー及びプルーム・エスは
タバコの葉を含むスティックを 200 ～ 350℃に加熱し，ニ
コチン等を含むエアロゾルを発生させ，吸引させる．一
方，プルームテックでは粉末状のタバコ葉を含むカプセル
に，グリセロールやプロピレングリコール等を含む溶液を
加熱して発生させたエアロゾルを通し，ニコチン等を吸引
させる仕組みとなっている．プルームテックは電子タバコ
とよく似た構造をしている．電子タバコでは，吸引器に溶
液を入れ，コイルを巻いた加熱器で熱し，発生したエア
ロゾルを吸い込む．溶液には，ニコチンや果物などの匂
いの人工香料，グリセリン，プロピレングリコールなどが

含まれる．図１のように電子タバコの吸引器にはタバコ
型，ペン型，タンク型など様 な々形状がある．

　日本では，ニコチン入りの電子タバコは薬機法（旧薬事
法）により販売が禁止されている．ただし，個人的に利
用することを目的として海外から輸入することは違反には
ならない．一方，ニコチンを含まない電子タバコは消費者
製品として扱われ，販売は規制されていない．そのため，
電子タバコは未成年でも購入できる状況となっている．
　加熱式タバコで使用されるスティック及びカプセルに
は，いずれもタバコの葉が使用されており，たばこ事業
法におけるパイプタバコに分類されている．

【新型タバコ使用の実態】
　加熱式タバコの中でもアイコスが最も普及している 1．ア

キーワード：加熱式タバコ，電子タバコ，エアロゾル，アメトーーク！

（連絡先）
〒541-8567　大阪市中央区大手前 3-1-69
大阪国際がんセンター
田淵　貴大
電話 06-6945-1181
令和元年 6月 15 日受付、令和元年 6月 19 日受理

大阪国際がんセンター　がん対策センター　疫学統計部　副部長

田淵貴大

新型タバコの本当のリスク

解　　説

加熱式タバコおよび電子タバコの外観およびブランド名の例、規制の状況 . 
図 1.
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イコスは，2014 年に日本とイタリアで販売が開始され，
2018 年には世界の 30ヶ国以上で販売されている．日本
以外の国ではアイコスの販売は少数の都市に限定されてい
るが，日本は世界で初めてアイコスが全国的に販売される
国となった．2016 年の 4 月から10 月にかけての日本のタ
バコ市場におけるアイコススティックのシェアは 1.6% から
4.9% へと急増していた．そして，2016 年 10 月時点で，
アイコスの販売世界シェアの 96%を日本が占めた．すなわ
ち，世界の中で日本がアイコスの実験場となっているので
ある．

　日本の人々は新型タバコにどの程度関心を持っている
のだろうか ?その一つの指標としてGoogle 検索数がある
（図２）．日本では約 90% の人がインターネットにアクセ
スし，その約 60% の人が Google 検索を使用している．
日本でどれだけ「アイコス（IQOS）」や「グロー（glo）」
といった単語が検索されていたのか 2013 年～ 2017 年の
状況を示したのが図２である．青線がアイコスの検索数
だが，2016 年 4 月に検索数が爆発的に増加していた．
その時に何があったのか ? なんと，4 月 28 日に放送され
たテレビ番組「アメトーーク！」で「最新 ! 芸人タバコ事
情」と題してアイコスが紹介されていたのだ．アメトーー
ク ! は午後 11 時過ぎからの放送だが，人気のある番組
である（実は，私もアメトーーク ! が好きで，いつも見て
いたので，今回の出来事にもすぐに気付いた）．メディア
が人々に与える影響は非常に大きいと認識させられる結果
であった．

　何人が新型タバコを使っているのだろうか ?日本在住の
15 歳～ 70 歳の男女 8240人を対象としたインターネット調
査を実施した．2015 年～ 2017 年にかけて，加熱式タバ

コを 30 日以内に使用していた人の割合は，アイコスで
0.3%（2015 年）から 3.6%（2017 年）に，２年間で 10
倍以上に増えていた（図３）．電子タバコの使用者も徐々
に増えてきている．2019 年の調査では加熱式タバコを使
っていた人が 10%に達していた．
　どんな人がアイコスを使っているのだろうか ?男性 (5%)
の方が女性 (2%)よりも，20 歳代 (6%) や 30 歳代 (5%)
の方が 40-50 歳代 (4%) や 60 歳代 (0%)よりも多くの人
が使用していた．止めたいと考えていた喫煙者 (19%) で
は，止める気のなかった喫煙者 (10%) やもともと吸わな
かった人 (1.3%) よりも多くの人がアイコスを使っていた．
アイコスを紹介したテレビ番組「アメトーーク！」を見た
人(10%)の方が，見ていない人(3%)よりも多かった．ま
た，新型タバコを使用していた者のうち 72% は紙巻きタ
バコと併用(dual use)していた．

【新型タバコの害は？】
　新型タバコ( 加熱式タバコ及び電子タバコ)から発生す
るエアロゾルは，単なる水蒸気ではない．加熱式タバコ
を使用した場合のニコチン摂取量は，従来の紙巻タバコ
と比べほぼ同等かやや少ない程度であり，発がん性物質
であるニトロソアミンは紙巻タバコと比較すれば十分の一
程度と少ないものの，この量が化粧品などの商品から検
出されれば即座に回収・大問題となるレベルである 3,4．
電子タバコでも成分分析の結果から，製品によるばらつ
きがあり比較的少ないものの，発がん性物質であるホル
ムアルデヒド，アセトアルデヒドやアクロレイン等の有害化
合物の発生が検出されている 5．
　新型タバコにおける有害物質の情報はまだ少ないのが
現状だが，情報を統合した研究があり，発がんリスクが
大きい順に，“紙巻タバコ≫加熱式タバコ≫電子タバコ”と

※Google Trend のウェブサイトでは，検索に使用された Word
について最も検索数が多かった時点を100とした値の推移データ
が提供される．https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

図 2.

※各年の調査はすべて 1月～ 3月にかけて実施された．2016 年
中に増えたアイコスの使用率が 2017年の調査で観察された．

図 3.
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評価されている 6．発がんリスクを十分に評価するために
は十年以上の研究期間が必要だが，我々は普及してしま
った新型タバコに対してどう対応するのか，今すぐに決め
ていかなければならない．
　新型タバコのリスクを評価するのに有用な情報があ
る．これまでに数多く実施されてきたタバコの害に関する
先行研究によって，受動喫煙でも，１日１本の喫煙でもリ
スクが有意に上昇すると分かっている（図４）7 ．たいて
いの喫煙者は１日当たり 20 本のタバコを吸う．喫煙本数
がその 10 分の１，20 分の１であっても喫煙していると，
非喫煙者と比べて明らかに循環器疾患などの病気になる
リスクが高い．喫煙本数を 1/10 にしても，病気になるリ
スクは半分程度にしか減らず，十分にリスクが高いと考え
られる．また肺がん罹患リスクに関する先行研究では，
喫煙本数が多いことよりも喫煙期間が長いことによるリス
クがより大きいと分かっている 8,9．喫煙本数を減らしたと
しても喫煙期間が長ければ，病気になるリスクは大きいの
だ 10．リスクを十分に減らすためには，喫煙本数を減らす
のではなく，止めること（禁煙）が必要である．

　多くの人々は加熱式タバコの害を誤って認識してしまっ
ているようだ．タバコ会社は紙巻きタバコと比較して有害
成分が 90% 低減されていると強調して広告を展開し（図
５），病気になるリスクが 90% 減ると誤解させている．
さらには，実際の加熱式タバコから検出される有害成分
は図５の９種類だけではなく，紙巻きタバコと同様に非常
に多くの種類の有害物質が検出されている．加熱式タバ
コに含まれる有害成分はかなり多いのである．上記紙巻
きタバコのリスクに関する先行研究の知見を踏まえると，
例え本当に有害成分が 90% 減らせたとしても長期間タバ
コを使うことはリスクの増大につながり，病気になるリス
クは半分にもならないだろう．さらには，加熱式タバコ使
用者では，紙巻きタバコの場合よりも使用頻度が増えるこ

とが報告されており 4，この影響もリスクが大きくなる方へ
と働く．

　新型タバコによる短期的な影響についても注意を要す
る 11．新型タバコを使用することで，喘息などの呼吸器
症状が悪化すること，電子機器の爆発事故などで火災や
死亡事故が発生していること，ニコチン依存となってしま
うこと等が報告されている．親が使用していると子どもが
使用しやすくなってしまうことも問題だ．さらに，若者が
デザインやフレーバーに魅力を感じて使用してしまうことも
問題である．
　また新型タバコによる受動喫煙の被害もあると考えられ
る．我々は，17-71 歳の男女を対象として，「加熱式タバ
コの煙（蒸気やミスト）を吸ったことがあるかどうか」そ
して「それによる症状（のどの痛みや気分不良など）が
あったかどうか」について調査した 1．すると 8240 人のう
ち977人（12%）が他人の加熱式タバコの煙を吸ったこと
があると回答した．977 人のうち 21% の者がのどの痛み
があったとし，25% の者は気分が悪くなったと回答した．
総合して，37%の者にいずれかの症状が認められた．

　新型タバコで検出される有害物質の量は紙巻タバコと
比べて低いかもしれないが，それは有害物質の塊である
紙巻タバコと比較するからである．化粧品などタバコ以外
の商品と比較すれば，明らかに有害である．病気になる
リスクは有害物質量と線形で比例するわけではなく，毒
性学の観点からも新型タバコで病気になるリスクは低いと
は言えない．私たちは，新型タバコのような有害物質を多
く含む新製品が十分な検証もされないまま日本の市場に
投入されてしまった事実について真剣に考えていかなけれ
ばならない．

【新型タバコの規制は？】
　タバコ問題が社会的に重大な課題である理由の一つ

紙巻タバコのリスク：一日当たりの喫煙本数と虚血性心疾患リスク

図 4.

フィリップモリス社によるアイコスのパンフレットにおける宣伝文句

図 5.
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は，成人の約 20% という非常に多くの人がタバコを吸っ
ているからである．もし，日本人の 20% が銃を所持して
いれば，日本でも銃撃事件が多発し，深刻な社会問題と
なっているだろう．近年，新型タバコの中でも加熱式タバ
コの使用者が急増した．現在では，成人の約 10% が加
熱式タバコを使っていると考えられる．加熱式タバコの害
をどう考え，我々の社会は加熱式タバコに対してどう向き
合うのか，喫緊の課題となっているのである．ただし，
電子タバコは日本ではあまり普及していないため，相対的
に重要度は低い．
　加熱式タバコは，従来からの紙巻タバコと同様に有害
物質・発がん物質が発生する明らかに有害なタバコ製品
である．社会におけるルール・規制において，加熱式タ
バコは紙巻タバコと同等に扱うべきだと考える．オリンピ
ック・パラリンピックでは従来から屋内全面禁煙による受
動喫煙対策が求められてきた．2020 年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックを控え，国では受動喫煙防止のために
健康増進法が改正され，東京都でも受動喫煙防止条例
が制定された．これまでの多くの研究成果から受動喫煙
を防止するためには，例外なく屋内を全面禁煙にすること
が最も有効だと分かっている 12,13．しかし，上記改正法
及び条例において，屋内全面禁煙は条件を満たす一部の
施設に限定され，確実な根拠もなく加熱式タバコは紙巻
タバコとは異なる例外的な扱いとされた．図６のようにタ
バコ会社が推進している加熱式タバコを例外扱いさせる
取り組みが影響したかもしれない．タバコ会社は既に全
面禁煙となっている飲食店に対して加熱式タバコを認めさ
せようとロビー活動を展開しているのである．

　従来から日本におけるタバコ対策は不十分だと指摘され
てきた 14．世界保健機関（WHO）による「タバコの規
制に関する世界保健機関枠組条約（WHO Framework 
Convention on Tobacco Control: FCTC）」は，喫 煙が

健康・社会・環境および経済に及ぼす悪影響から現在お
よび将来の世代を守ることを目的として，国際的に共同し
てタバコ規制を行うことを定めた保健分野で最初の国際
条約である 15．WHO は世界のタバコ対策の進捗状況を 
WHO Report on the Global Tobacco Epidemicを発刊し
て報告している．この報告では，タバコ規制の中でも鍵
となる６つの政策について，各国の進捗状況を評価（各
政策を４段階評価）しており，それぞれの政策の頭文字
をとって“MPOWER”と呼ばれている(表１)．(1）タバ
コ税増税を含むタバコの値上げ（MPOWER の R），
(2）職場や公共の場所などの屋内空間の禁煙化
(MPOWER の P），（3）テレビ CM などの反タバコ・メ
ディアキャンペーン (MPOWER のW2），（4）タバコの広
告やプロモーションの禁止 (MPOWER の E），（5）タバ
コの箱の警告表示 (MPOWER の W1），（6）禁煙支援
の提供（禁煙クイットラインや禁煙治療を含む；
MPOWER の O）が重要なタバコ対策として挙げられ
る．現在，日本では Monitoring（MPOWER の M）を
除く MPOWER 施策のうちで最高レベルの達成度に到達
している施策は一つもなく，受動喫煙防止対策，脱タバ
コ・メディアキャンペーン，タバコの広告・販売・後援の
禁止の項目において最低レベルだと判定されている．
　実は，加熱式タバコ問題はこれらの従来からのタバコ
対策と密接に関連している．加熱式タバコの登場によ
り，「あなたはタバコを吸っていますか ?」という単純な
質問方法は通用しなくなった（MPOWER の M）；上記
で述べたように屋内全面禁煙ルールにおいて紙巻タバコ
は禁止だが，加熱式タバコは例外的に禁止されないとい
う事態が懸念される（MPOWER の P）；禁煙方法とし
て科学的根拠のある禁煙治療薬やニコチンパッチの使用
といった方法のかわりに加熱式タバコを禁煙する目的で使
用する人が増えてきているが，加熱式タバコに禁煙を促す
という科学的根拠はない（MPOWER の O）；加熱式タ
バコにおける警告表示は不十分である（MPOWER の
W）；加熱式タバコをモチーフにしたテレビ CM やコンビ
ニ等でのパンフレット配布などタバコ会社による宣伝広告
活動が活発化している（MPOWER の E）；加熱式タバ
コに対する適切な税率の設定をめぐる議論が起きている
（MPOWER の R）．我々はこういった課題に一つ一つ対
処していかなければならない．加熱式タバコの登場により
タバコ対策は以前より難しくさせられているのである．

タバコ会社による加熱式タバコを例外的に認めさせようとする
取り組みで使用されるステッカーの図柄

図 6.

「加熱式たばこはＯＫ」ステッカー、外食店などに配布
ＪＴなど大手３社、普及へ連携
日本経済新聞 2017 年 6 月 25 日
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2018 年にロシアで開催されたサッカーワールドカップでは
紙巻タバコも新型タバコも禁止とされた（図７）．私たち
は，子どもたち，すべての人たちをタバコの害から守るた
めに屋内全面禁煙を進めていかなければならない．全面
禁煙で禁止されるタバコには新型タバコも含まれるべきで
ある．
（注）本稿は，小児歯科臨床誌に掲載された拙論文およ
び拙著「新型タバコの本当のリスク　アイコス，グロー，
プルーム・テックの科学」（内外出版社、2019 年）の内
容を抜粋し，加筆・修正を加えたものである．
※国内外のタバコ産業及び関連団体から研究助成を受け
ていない．本稿を作成するにあたり，JSPS 科研費
JP18H03062 の助成を受けた．

※従来からの紙巻タバコも新型タバコも禁止するマークが
　掲示された
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トピックス

【目　的】
　平成 27 年 12 月に北海道美唄市で受動喫煙防止条例 1

（図１）が制定され，平成 28 年 7 月に施行された．美
唄市の条例の特徴は，目的に未成年者や妊婦を受動喫
煙による健康被害から守ると明記していることであ
り，また児童生徒が使う通学路や公園では喫煙しない
ように定めていることである．第 1 種施設（幼稚園，
学校，病院，駅，公共交通機関，福祉施設，公共施設）
は，敷地内禁煙又は施設内禁煙，第 2 種施設（店舗，
金融機関，郵便事業，熱供給事業所）は，施設内禁煙
又は分煙とし，喫煙可能区域を設定した場合は，喫煙
禁止区域にタバコの煙が流入することがないよう適切
な受動喫煙防止措置を講ずると規定されている．残念
ながら罰則規定はなく，飲食店は適用除外となってい
る．この住民の健康と生命を守るための施策が，受動
喫煙に対する市民の意識に変革をもたらしたか，また
受動喫煙防止に有効であったかを検討する．

【対象と方法】
　美唄市受動喫煙防止条例施行前の平成 27 年から，美
唄市保健センターが毎年美唄市民を対象に行っている
意識調査，市内の事業所を対象に行っている郵送での
アンケート調査の結果，さらに条例施行前と施行後 1
年で行った第 1 種施設の禁煙・分煙状況の調査などに
より，条例施行前後での変化を比較検討する．

【結　果】
　受動喫煙に対する市民の意識調査は，自治代表者会
議，地区懇談会，食のフェスタで保健センター職員が
聞き取り調査を行った．回答者の年代は，70 歳代，60
歳代，80 歳代，50 歳代，40 歳代の順であった（図２).

　結果は，受動喫煙の認知度は，条例施行前に 84％で
あったが，条例施行後には 91～93％まで上昇し，受動
喫煙の言葉も意味も知っている人の割合も条例施行前
の 63％から施行後 72％まで上昇した．受動喫煙にあっ
た経験は，条例施行前後で大きな差はなかったが，受
動喫煙を不快と感じた比率は，条例施行前 69％から施
行後 82％まで増加した．条例施行後に，施行されたこ
とを知っている市民の割合は，84～87％であった．公
共的空間の受動喫煙対策推進に賛成の割合は，条例施
行前には 81％であったが，施行後には漸増し，平成 30
年には 86％まで増加した（図３）．

（連絡先）
〒072-0002　北海道美唄市東 1条北 1丁目2番 8号
井門内科医院　　井門　　明
令和元年 7月31日受付、令和元年 8月2日受理

美唄市医師会・井門内科医院

井門　　明
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　次に，事業所対象のアンケート調査の結果を示す．
市内の 450 前後の事業所を対象に，郵送でアンケート
調査を行った．回答率は，各年度とも約 40％であっ
た．（図４）事業所の業種内訳は各年度で大きな差はな
いが，平成 30 年度のものを示すと，事務所が約半数
で，店舗，飲食店，医療施設の順であった（図５）．受
動喫煙の認知度は，条例施行後 99％まで上昇してい
る．条例制定を知っている事業所の割合は，90％まで
上昇しており，制定も内容も知っている割合も 57％ま
で上昇した（図６）．屋内の受動喫煙対策に取り組んで
いる事業所の割合は，条例施行前 48％から条例施行後
激増し，平成 30 年には 73％まで上昇した．取り組みの
内容も，屋内禁煙とした事業所が平成 30 年には 54％ま
で増加している（図７）．今後取り組む予定の事業所屋
内の受動喫煙対策は，屋内禁煙とした事業所が条例施
行前の 30％から施行後 41％まで増加している（図８）．

　保健センターが市内の公共施設を対象に行った調査
では，公共施設の禁煙・分煙状況（図９）は，条例施
行後 1 年の時点で敷地内禁煙が微増しているものの，
共同浴場，リサイクルセンター，高齢者福祉施設，福
祉開館 8 カ所および浄水場の規制が出来ていない状況
が明らかとなった．

　市立以外の第 1 種施設では（図 10），条例施行前に敷
地内禁煙の施設は 50％であったが，条例施行後には
71.9％まで増加した．
　この他，町内会・老人クラブなどの集まりや会議で
の禁煙化，野外イベントでの分煙化が進み，条例の規
制対象である通学路のみならず市内全域での歩きタバ
コの減少，禁煙の場所で喫煙者に注意しやすくなった
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などの市民の声が寄せられ，条例の適用対象外の飲食
店が独自に禁煙とする動きも見られている．

【考　察】
　日本で初めて受動喫煙防止条例を制定した神奈川県
の条例２ も、それに続いた兵庫県の条例３ も，罰則付き
の条例であった．それに対して，美唄市受動喫煙防止
条例には罰則規定が設けられていない．その為，当初
から実効性に疑問があるとの指摘を受けていたのも事
実である．一方，一般的に日本人は遵法精神が高いと
考えられており，罰則がなくても一定の効果が見込め
るのではないかとの期待もされていた．
　では，実際にはどうであったか．今回提示した条例施
行後の美唄市の変化は，劇的ではないかもしれない．し
かしながら，市民の受動喫煙の認知度が高まり，受動喫
煙による健康への影響の理解も進み，公共的空間の受動
喫煙対策の推進に賛成する市民も漸増しており，受動喫
煙防止条例の制定を好意的に受け止めている市民が多数
である実態が明らかとなった．受動喫煙に対する，市民
の意識改革がもたらされたと言っても過言ではないと思
われる．
　このような背景のもと，事業所では屋内の受動喫煙対
策が継時的に進んでおり，屋内禁煙の必要性も理解され
てきている．今後，多くの事業所の屋内禁煙が一層進む
ことが期待される．
　敷地内禁煙または施設内禁煙と規定されている第 1種
施設では，条例施行後 1年の時点では，一部対策が不十
分な施設があった．しかし，その後 2年が経過し，さら
に対策が進んでいると想定され，また対策が遅れている
施設があれば禁煙化を後押しするためにも，追跡調査が

必要である．
　また，我々は受動喫煙対策を前進させるために，条例
を改正することを目指して，美唄市健康づくり推進委員
会において，内容の協議をしているところである．

【最後に】
　本稿では，受動喫煙防止条例施行後の疾患の発症率
調査のデータは示さないが，旭川医科大学公衆衛生学
・疫学分野の西條泰明教授による解析では，条例施行
後に美唄市民の急性心筋梗塞と脳卒中の発症率が減少
した４ という結果が得られている．罰則がなく，飲食
店が適用除外である美唄市の受動喫煙防止条例でも，
市民の健康と生命を守るために有効であることを示す
結果であると考えている．
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