
東北大学で禁煙を推進する意義とは何でしょうか。
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タバコの煙は以下の成分からなります。

煙成分： 微粒子からなる

ガス成分： 目には見えない

煙成分の微粒子は写真のような丸いもので、１ミリの千分の１程度の本当
に細かい粒子です。成分はタールなどの液体（いわゆる油です！）を主成分
にして、炭粉や金属などの固体成分が混じったものです。

4000種以上の化学物質が含まれていて、確認されているだけでそのうちの
200種は有害物質で、さらにそのうちの40種以上は強力な発癌物質 （ベン
ツピレン・ニトロソアミン・他）です。

日本でも、外国でも、あるいは国際機関においても、発がん物質は物質ご
とに評価されてその危険度のレベルが発表されていますが、タバコの煙はい
ずれの場合でも、最高レベルのランクです。

例） 環境保護庁（EPA） クラス１Ａ

国際がん研究機関（IARC） グループ１

日本産業衛生学会 第一群

＊タバコの表記について：新聞等では、「たばこ」とひらがなで表記されてい
ますが、日本禁煙学会の表記、すなわち、依存を起こす有害物質という立場
に立って、本資料では、「タバコ」とカタカナ表記にしています。
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タバコの煙対策として、空気清浄器がよく使われていますが、残念ながら
ガス成分を除去できません。空気清浄機はタバコの煙対策としては適したも
のではなく、厚生労働省からも注意喚起されています。

消臭スプレーも物質を消失させるわけではありませんので、臭いを消す以
外の効果は期待できません。

タバコの煙成分や臭いのもとになるガス成分は、いたるところに付着して、
なかなか除去できなくなります。後述する「３次受動喫煙」の原因になります
。
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受動喫煙の害もよく知られるようになりました。アメリカのモンタナ州ヘレナ
市で起こったことを紹介します。

同市では、レストランやバーなども対象に含まれた、公共の場所の完全禁
煙が2002年に実施されたそうです。そうしたところが、心筋梗塞の発生が激
減し、約半数の発生に留まりました。

2003年に発生が少し上がっていますが、実は、レストランやバーの経営者

などが厳しすぎる禁煙に対して裁判を起こしたため、裁判所が禁煙を決めた
法律を一時的に凍結したそうです。レストランやバーで喫煙できるようになっ
た結果、心筋梗塞が再増加した、という結果でした。

これ以後、同様の結果が非常に多く各地から報告されるようになりました。
受動喫煙ではガンの発生などもリスクが高いことは知られていましたが、心
筋梗塞がここまではっきり減少するとは、世界に驚きをもって知れ渡りました
。国際的には、受動喫煙を防ぐために大きな努力が向けられるようになり、
公共の場の禁煙が、さらに厳しくすすめられるようになりました。

日本でも、少なく見積もっても、受動喫煙による肺ガンや心筋梗塞などのた
めに、年間６８００人の人が寿命を短くしていると推定されています。多くの人
が集まるレストランやバー、パチンコ屋さんなどを禁煙にするべきなのですが
、世界の流れからみて、施策は残念ながら非常に遅れています。
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タバコを吸わない人でも健康被害を受けてしまうことが、受動喫煙の他に、
もう一つあります。

「３次受動喫煙」と呼ばれるものです。

タバコの煙は、ガス成分および煙（微粒子）成分とも、いろいろなところに付
着しやすい性質をもっています。上図のように、ベッドのリネン類、ソファ、イ
ス、その他の家具、あるいは部屋の壁や床などあらゆる場所にタバコの煙
は付着してしまいます。そこには、いろいろな有害物質が残留することになり
、一部は強力な発がん物質のまま長期にわたって残留します。タバコを吸っ
ている部屋は、喫煙者がいなくてもタバコ臭いものですが、まさにそれは３次
受動喫煙の被害にあっていることになります。そのような部屋に子供がいた
としたら、そして、有害物質をさわった手をなめたり、残留有毒成分から発せ
られる有害ガスを吸い込んだりしたら、感受性の高い子供にどんな悪影響が
出るのか、非常に心配な状況です。ちなみに、子供の気管支喘息やアトピー
性皮膚炎、中耳炎などでは、親の喫煙率の高さが非常によく知られています
。

このような３次受動喫煙は、２００９年に出された新しい概念でしたが、あっ
という間に世界に知られるようになりました。国際的には、受動喫煙に加えて
、さらに３次受動喫煙にも厳しい目が向けられるようになりつつあります。喫
煙に対して認識が進んでいる国では、家庭における喫煙も規制の対象とな
るのが現実になっています。
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楽しい飲み会の席ですが、一人の参加者がタバコを吸っています。狭い宴
会の部屋に一酸化炭素、アンモニア、ホルムアルデヒド、等の有毒ガスのほ
か、油の微小な粒である煙が充満してしまいます。それらは、参加者すべて
の肺から体内に副流煙が入り込み、受動喫煙の原因となるばかりでなく、宴
会の食べ物にも煙成分が入り込みますし、皮膚に付着した煙の一部の有害
化学物質は脂溶性のために容易に体内に吸収されます。

タバコ煙は油の粒ですから、衣服。眼鏡、頭髪、皮膚などに付着します。そ
れらは、有害物質として自宅に持ち帰られることになります。「タバコ臭い」と
いう経験は誰しも持っているかもしれませんが、その発生源となるタバコの
油成分が固く付着してしまうために、除去するのにホネが折れます。また、問
題は「臭い」のみにとどまらず、気管支喘息を持つ人であれば微量でも発作
を起こしてしまう可能性がありますし、発がん物質などの毒物が含まれてい
ますので、種々の疾患を引き起こすリスクを高めます。そのような煙を歓迎
する人はいないはずです。

さらに、この宴会場のテーブルや壁・天井にも煙の粒は固着してしまうため
、３次受動喫煙の原因となり、有毒ガスの発生源となってしまいます。部屋
が「タバコ臭い」というのは、臭いばかりでなく、有毒ガスに曝されることにな
り、壁などに発がん物質が固着した状態になっているのです。また、ここで働
く従業員にも被害が及ぶことはいうまでもありません。
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東北大学が喫煙所を設けない理由の一つは、受動喫煙を防ぐためです。も
し、喫煙所をどこか作ったとしても、受動喫煙を防ぐことは不可能です。また
、仮に１００パーセント喫煙時の受動喫煙を防ぐことができても、喫煙後しば
らくは喫煙者からの呼気に有毒ガス成分が含まれ、職場空気環境を汚染し
ます。これは受動喫煙と同じことになります。また、喫煙者には、特有の臭気
があります。身体や衣服にタバコの粒子（タールなどの油成分）が付着する
からです。また、喫煙者には口臭があり、これも呼気によって拡散します。喫
煙者に近づいたひとは、この臭気や有毒ガスに曝されることになり、これも
広い意味で受動喫煙の一つと考えられます。一般に喫煙者自身は、この臭
気に無頓着なことが多く、職場内の問題（顕在する場合と潜在する場合あり）
につながります。
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タバコを吸われる方は沢山税金を払っておられるということで自負していら
っしゃる方も大勢いらしゃいます。事実、我が国では、タバコの税収が年間２
兆円超あるといわれています。関連雇用を含めて、３兆円ほどの経済効果と
見積もられています。

しかしながら、タバコの損失に目を向けると、タバコの健康被害や、それに
伴う労働損失、火災被害、等を合計すると、むしろ、タバコ関連の経済効果と
しますと数兆円の赤字であると考えられています。いろいろな試算がありま
すが、すべて、タバコによる損失が莫大に大きいというのが結果です。
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世界一有名な双子の写真：

一卵性双生児で、片方のみ２２歳から喫煙を継続した際、４２歳時の顔を
想定して特殊メークしてシミュレーションしたもの（英BBC制作）です。喫煙者

では顔色が悪く、しわ・しみ・そばかすが多く、歯にヤニがつき歯肉の色の変
化など歯周病がみられ、眼、髪にも変化がみられます（Smoker’s face：喫煙

者顔）。美容・老化といった面でもタバコの被害が明らかになっています。ま
た、写真では表れない違いも多く、喫煙者の口臭なども問題です。
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タバコの煙成分は、微粒子で肺の末梢領域まで到達します。

写真で斑点のように黒く見えるのは、肺の末梢領域の気管支の壁に沈着
した炭粉などがみえているものです。この場所の気管支には、炎症が起きて
います。喫煙者のうち５人に１人くらいの割合で、炎症が肺を破壊する変化
を起こしやすい人がいることがわかっています。左下の写真をみると、そうい
う場所に一致して、肺が壊れていることがわかります。慢性閉塞性肺疾患と
いう病気です。アルファベットで略してCOPD（シーオーピーディ）といいます。
和田アキ子さんや桂歌丸さんがその病気になっておられて、啓発するCMに
出演されたりしていますので、ご存じの方も多いかもしれません。日本で500
万人以上の患者さんがいると推定されているのですが、病名が知られてい
ないために見過ごされていることが多いと考えられています。喘息とか、たち
の悪い風邪とか、誤った診断名の思い込みをしていている方が多いのです。
タバコを吸っている４０歳以上の方であれば、COPDを疑ってみたほうがよい
と思います。

タバコには強力な発がん物質が含まれています。肺ガンのリスクが非常に
高いばかりでなく、非常に多くのガンを起こしやすくしています。右上の写真
は、手術中に撮影された喫煙者の肺です。右下の非喫煙者の肺と比べると
、その差は歴然としています。有害物質はこうして肺に長く沈着するのです。
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タバコのために命を短くしてしまった人は、我が国では、２００５年のデータ
で合計１３万人あまりです。交通事故でなくなる方の数は、年間５０００人弱
です。どれほどの方々が亡くなっておられるか、その健康被害の大きさがわ
かると思います。タバコ関連のガンの死亡が最も多く、男女とも肺ガンが多
いことがわかります。また、心筋梗塞などの虚血性心疾患でなくなる方、脳
卒中でなくなる方、前述のCOPD、などが主な死亡原因になっています。

いま、現在、年間約１５万人の方が亡くなっていると推定されています。医
療関係者や、厚生労働省などの公的な担当者たちは、タバコの健康被害の
大きさについて一生懸命啓発を行っており、タバコの害についての理解が進
んできています。大学病院をはじめ、多くの場所で禁煙がとなっています。
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イギリスの医師会の会員自らが対象になった研究です。５０年間も詳細な
観察をしたところ、タバコを吸う人は寿命が約１０年も短かったことがわかり
ました。

個々にみると、タバコを吸う人でも寿命の長かった人もいますし、タバコを
吸わなくても、若くして亡くなった方もいらっしゃいました。

しかし、全体を見ますと、例えば７０歳の時点を見ると、タバコを吸う人は約
半数が死亡していましたが、タバコを吸わない人は８０％がまだ生きていまし
た。

沢山の方が、タバコのために命を短くしてしまっている事実といわざるを得
ません。最近、日本人のデータも公表されています。喫煙者と非喫煙者では
やはり１０年くらい寿命が違っていました。
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喫煙所を設けないもう一つの理由は、喫煙者自身のためです。喫煙の害は
科学的に明らかで想像以上に大きいのです。日本では年間１５万人以上の
人が、喫煙のために本来あるはずの寿命を縮めて早死にしています。その
結果、喫煙者は非喫煙者よりも平均して１０年寿命が短いのです。重大な病
気となったり、寝たきりや介護されるような健康寿命がさらに短い人が喫煙
者には多いため、１０年寿命が短いにも関わらず、喫煙者には非喫煙者より
も多くの国家予算のコストがかかっています。非喫煙者は長生きでもお金が
かからないのです。喫煙所を設置して、喫煙を漫然と放置しておくことはでき
ません。
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依存症には共通した神経回路が関与していることが明らかになっています。
肺から吸収されたニコチンは心臓を経て、脳に運ばれます。脳の神経はニコ
チンによって反応し、この信号は中脳腹側被蓋野（VTA）という場所に伝わり
、そこから側坐核（NAc）というところにドーパミンを放出させます。このドーパ

ミンが快感を生み出すといわれ、これらの一連の神経回路はドーパミン報酬
系と呼ばれています。これらの神経システムは、接触や生殖といった生物の
基本的な営みと関連した必要不可欠のものですが、依存症の場合には、結
果的に悪い方に働いてしまうのです。
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タバコで解消されるストレスとは何でしょうか？

図は、アルファ波と呼ばれる脳波の周波数の動きを表しています。アルファ
波の周波数が下がると、ぼんやりしたり、眠気が出たり、集中力が低下した
りするのに対し、周波数が高くなるとスッキリとさえて集中力が増すような状
況になります。簡単にいえば、頭の回転を表していることになります。

タバコを吸っている人のアルファ波の周波数は９Ｈｚくらいですが、タバコを
吸って数秒であっという間に１０Ｈｚくらいに高くなる変化を起こします。この周
波数の急激な上昇は、さぞかし頭を活性化してすっきりするのでしょう。これ
はニコチンが肺から体内に取り込まれて、血流を介して脳を刺激するからで
す。喫煙者がタバコ吸うと仕事が進む、勉強が進む、アイディアが浮かぶ、と
いったりするのは、この脳波の動きと密接に関係しています。

タバコを吸っていない人はどうでしょうか。アルファ波は常に１０Ｈｚ前後で
す。タバコなんかを吸わなくてもスッキリとした頭で常にいられるわけです。タ
バコを吸っている人は、ニコチンを吸収しないと１０Ｈｚになれないのです。基
礎周波数が下がってしまっていて、タバコなしでは正常な頭の回転レベルに
なることができないのです。これがニコチン依存（中毒）の本態です。

下がったアルファ波の周波数は、完全禁煙すると１週間から２週間くらいで
正常に近いレベルまで上がってきます。
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タバコはもう嗜好品とはいえません。依存性を起こすおそろしい薬物です。
たった数本タバコを吸っただけで、ニコチン中毒になってしまうと言われてい
ます。アルコールを飲まれる方は多いと思いますが、中毒の方はあまりいま
せん。アルコールは、ちょっとやそっと飲みすぎても、また、毎日晩酌してい
ても、中毒を起こすまで飲むのは大変です。

いったんニコチン中毒になると、タバコを吸わないではいられません。ニコ
チンが入らないと集中力がなくなり、イライラが高じてきます。タバコを吸えば
、その苦痛は解決されます。「ストレスが解消された！」と思う瞬間です。

現在、喫煙者は、ニコチン依存症という病気であると認識されるようになり
ました。ニコチン依存の方のストレスはニコチン、すなわちタバコによってしか
解決できません。
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タバコの効用として、ストレスの解消を挙げる方が喫煙者および非喫煙者を問わ
ず多いのではないでしょうか。ストレスがあるので、タバコをやめられない、というの
はよく聞く話です。妊婦さん、あるいは妊婦になろうとする方は、胎児に重大な影響
を与えますので、もしタバコを吸っている方であれば、喫煙をやめるべきです。しか
しながら、にもかかわらず、日常生活でストレスがあるからやめられないと主張する
方は少なくありません。産婦人科の先生方がご苦労されていることだと思われます。

しかし、タバコは本当にストレス解消手段なんでしょうか？

あまりよく知られていませんが、実は、タバコはやめた方がストレスが減るのです。
上図は、それを示した研究結果の一例です。タバコをやめたグループのストレス量
が、６か月後、１２か月後に非常に低くなっています。沢山の研究報告が一致した結
果を出していて、いずれも、「禁煙するとストレスが減る」という結果で一致していま
す。禁煙直後は、ニコチンの禁断症状があるために、ストレスは一時的に増大する
でしょう。でも、そこを乗り切ったら、ストレスは激減するわけです。ですから、「ストレ
スがあるからタバコをやめられない」というのは誤りであることがわかります。
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２０本の場合。

最終的にはタバコなしでは生活できないくらい依存してしま
います。タバコなしではストレスが多く、止められないと思い
込みます。

この人の依存はニコチン自体のものよりも心理的な依存の
方が大きなものでしょう。心理的な依存が強くなれば本数も
増えやすい傾向にありますが、ここで示した本数はタバコ
の心理的依存の強さを示したものと考えて下さい。依存が
強くなるとストレスがどんどん膨らむことに注目してください
。
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もし、リセット禁煙で禁煙できれば、吸いたい気持ち(理由）
がなくなり、吸わない人と同じストレスに回復できます。

なんとすがすがしいことでしょう。



喫煙者はストレスが高く、受動喫煙被害のない非喫煙者がストレスが最少で
す。タバコをストレス解消の道具と考えるのであれば、これらは正反対のは
ずですが、実情はストレスを生じさせるものであり、ストレス解消は思い込み
違いということです。このためか、喫煙者では、うつになるリスクが高い、ある
いは自殺のリスクが高い、などの事実がわかっています。
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「ニコチン依存症あるある」です。すべてが喫煙中心的、もっというと「ニコチ
ン摂取中心的」であることがわかります。
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喫煙者に対して管理者が「タバコは健康に悪いからやめなさい」と強硬に言
ったりすると、反発心を生じます。これは、ニコチン依存のうちの精神的依存
からくる「認知の歪み」が影響しているといわれています。禁煙と決まってい
る場所で喫煙を注意すると逆切れする喫煙者などが、時々報道されることが
ありますが、それらの現象の基本的な要因には、この精神的依存による認
知の歪みが関係しています。アルコールと違って、ニコチンの催依存性は強
力で、ほんの数本吸うだけで依存が成立することがわかっています。ニコチ
ン依存症では、精神的依存による認知の歪みのために、ニコチン摂取が中
止されるようなことには強い精神的障壁を生じている状態です。聞く耳を持
たない状況です。このような中、喫煙者に禁煙を考えてもらったり、他者へ与
えている受動喫煙を理解してもらったり、自らが依存症であることを知っても
らうためには、本人の気づきが必要です。職場の全面禁煙は、職場の喫煙
率を有意に低下させることがすでに知られており、喫煙者の気づきにつなが
る有力な手段です。東北大学の全面禁煙で、数パーセントでも喫煙率が低
下すれば、職員１万人ですから、非常に多数の方がおやめになることになり
ます。その人たちの将来のがんになる確率、心筋梗塞になる確率、COPDに

なる確率を激減させるわけで、職場の衛生対策としては最も効果があがる
方法でもあるわけです。
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喫煙対策推進については、さまざまな認識の違いがあり、誤解もされやすい
状況です。タバコを吸うことが嗜好と考えられることもありましたが、タバコの
ことを正しく知る東北大学としては、嗜好品と考えるよりも、ニコチン依存症を
起こす薬物であり、有害物質を学内環境にまき散らすものだ、という認識を
せざるを得ないと思います。また、タバコがストレス解消であるとか、仕事の
効率のため、勉学のため、などというのは思い込み違いであり、実際には、
その本態はニコチン依存症に起因する脳機能変化ということになると思いま
す。喫煙者は受動喫煙や自らの喫煙による健康障害を過少評価しがちであ
り、時には他者攻撃さえすることがあります。また、禁煙しなくてはと表面上
考えている場合も多いのですが、深層心理的には禁煙には無関心であった
り、禁煙しなければという思考事態から逃避している場合が多いと言われて
います。我が国では、「たばこ事業法」なる法律があり、タバコを売って税金
収入を得て、国の財政を安定化することが目的とされています。古い法律で
すが、財務省はいまだにタバコを売って税収を確保しようとしています。これ
は、厚生労働省がタバコの害を啓発し、喫煙率を下げようとしていることと明
らかに矛盾しています。税収を目的とする財務省と国民の健康増進を目的と
する厚生労働省のどちらが正しいでしょうか。税収があっても、タバコによる
経済損失は、税収をはるかにうわまわっています。目先の税収にとらわれて
いるだけなのだと思います。
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大学として、喫煙の甚大な害を重く受け止めて考えなくてはいけません。

喫煙を個人の嗜好として尊重するよりも、その悲惨な害を知るものとして、積
極的に禁煙を呼びかけ、あらゆる面でタバコに対する厳しい姿勢を示してい
くべきではないでしょうか。大学には、健康を守る学問の府としての役割を果
たすことが求められています。
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