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Ｑ１ 成人にはタバコを吸う権利があり、それを認めなくてもよいのでしょうか？ 

 

Ａ１ 問題ありません。 

わが国には、タバコ事業法という法律があります。安定した税収を確保するために、国

がタバコを販売することが明記されています。販売は JT が行いますが、国が筆頭株主であ

り、財務省の理財局がそのための施策を行っています。ですから、喫煙の行為自体は違法

ではないと解釈できます。 

一方、タバコを吸う権利について定めた法律はありません。しかし、 高裁の判例があ

り、それが一般的に法律と同様に取り扱われています。監獄で喫煙をさせないのは基本的

人権の侵害にあたるとして、提訴されたものです。判決では、喫煙の行為自体が基本的人

権にあたるかもしれないと、喫煙の権利については否定はされませんでした。ただし、そ

の権利がいつでもどこでも認められるものではない、ということが添えられていました。

つまり、喫煙の権利があるとしても、制約できるものだということです。 

健康増進法は学校や病院などの施設における受動喫煙防止の努力義務を定めた法律です

が、それに沿って病院や学校の敷地内完全禁煙が実施されるようになりました。敷地の管

理責任者が禁煙と定めた場合、すべての人はそれに従うことが求められると、法的には解

釈されています。 

結論として、タバコを吸う権利はあると考えられます。ただし、その権利が保証される

には、吸うことが禁じられていない場所のみです。敷地の管理責任者が禁煙地域を設定す

ることは法的には問題ありません。当該敷地が禁煙となった場合、すべての人はそれに従

う義務が生じます。 

 

Ｑ２ 喫煙者のために、喫煙所を設けて分煙にすればいいのではないでしょうか？ 

 

Ａ２ タバコの有害成分を非喫煙者へ曝露することを、分煙で防ぐことはとても困難です。 

現在、実際にある国内の喫煙所で、それが達成されている喫煙所はないのです。例えば、

東海道新幹線では、 新の喫煙所が設置されていますが、喫煙所から煙が漏れることは防

ぐことができていません。また、喫煙後に自分の席に戻ったところで、喫煙者の吐く息の

中の、あるいは、衣服や髪や皮膚に付着した、種々の有害成分が色濃く残留し続けます。

車内の空気は汚染され、乗客に有害成分をまき散らすことになります。新幹線の車内は常

に換気されていますが、隣や前後の席の人への曝露は防ぐことはできません。 

仮に、病院や学校で、有害成分曝露ゼロを実現させようとする喫煙所を作るならば、莫

大なお金をかけた設備を作る必要があります。また、喫煙者の喫煙後の吐息には有害成分

が検出され続けます。一本喫煙すると、呼気中の有害成分は時間とともに濃度が低下しま

すが、ゼロになるまで待つとすれば、勤務時間はそれだけで終わってしまいます。 

 



Ｑ３ 受動喫煙が有害といっても、そんなに騒ぐほど有害なのでしょうか？ 

 

Ａ３ 非常に重大な害があると認識されています。 

諸外国では、ここ 10 年で学校や病院だけでなく、レストランや酒場など、あらゆる人が

集まる場所を禁煙にする動きになってきています。この間、禁煙に切り替わってわかった

さまざまな事実が、 近になって次々と報告されるようになりました。 も有名なものは、

米国のモンタナ州からの報告で、受動喫煙を防止した直後の年に心筋梗塞の発生が半減し

たというものです。現在では、受動喫煙の防止が呼吸器疾患だけでなく神経疾患や循環器

疾患などの様々な病気の発生を低下させると認識されています。また、病気とはいかなく

ても、目が痛くなったり、不安が生じたり、咳が出たり、気持ちが悪くなったり、など不

定症状が出現し、受動喫煙にさらされている人ほどストレスが大きいことなどもわかって

います。受動喫煙はすべての人に害を与えますが、特に、妊婦と子供に対して影響が大き

いことがわかっています。また、気管支喘息など、いくつかの病気では、持病とする人が

受動喫煙の被害にあった場合、大きく悪化することがわかっています。 

受動喫煙に関する許容濃度というものは設けられていません。学問的なコンセンサスと

して、安全無害な受動喫煙レベルはないと考えられているからです。ごくわずかな受動喫

煙でも、気管支喘息などでは重大な発作になる場合があります。ちょっとのにおいとか、

煙に対しても、許容することがあってはいけないことです。 

 

Ｑ４ 喫煙者でも長生きしている人がいるし、一概に悪くないのではないでしょうか？ 

 

Ａ４ よくある喫煙擁護の立場からの希望的観測ですが、正しい考えではないと思います。 

喫煙者の寿命に関しては、英国の医師会会員において長年にわたって行われた大規模研

究が有名です。喫煙者は、70 歳の時点で 50％が亡くなっていましたが、非喫煙者では 80％

が存命でした。確かに、喫煙者でも 90 歳くらいまで生きている方はいらっしゃるようでし

た。また、反対に、非喫煙者でも、若くして亡くなっておられる方もいらっしゃいます。

ですけれども、全体としてみれば、寿命には 10 年の開きがありました。10 年というのは、

非常に重大な数字だと思います。なお、早く禁煙するほど、非喫煙者の寿命に近くなるこ

とがデータとして確かめられています。 

 長生きできる遺伝子の持ち主だったら、喫煙してかまわないのでしょうか？仮に、90 歳

まで喫煙を続けた男性がいたとします。その方はお元気で天寿を全うできたかもしれませ

ん。しかしながら、タバコを吸わない家族や地域の人々などに対して、長い間、受動喫煙

の被害をまき散らしていた、という事実も考えるべきです。元気な喫煙者の男性の非喫煙

者の奥さんが肺癌にかかった、などというケースを漏れ聞くことは珍しくありません。ど

んなことが起こったのか、おして知るべし、というべきです。 

 



Ｑ５ タバコの有害成分はどこに含まれていますか？ 

  

Ａ５ タバコの有害成分は元々タバコの葉由来で、それが燃焼されて生じます。一部、タ

バコが製品として出荷される過程で加えられる添加物に由来する成分もあります（添加物

の例：アンモニア。タバコの葉に混ぜると、肺のニコチン吸収を促進する）。 

タバコ煙の本態は、生じたガス成分と、非常に微小な 1 ミクロンにも満たないコールタ

ールのような油の微粒子です。喫煙者のいる部屋には、壁や天井などあらゆるところにヤ

ニがついているものですが、それは、その微粒子がこびりついたものです。その微粒子を

肺に吸い込むのが喫煙の行為です。肺に吸い込まれたガスと微粒子は、肺の深部に達して、

一部は再び体外に吐き出されます。勿論、それらは受動喫煙の原因にもなり、周囲の人に

迷惑をかけることになります。そして、一部は気道に沈着して体に残ります。吸い込まれ

たガスや微粒子の中には、確認されているだけで4000種類以上の化学物質が含まれていて、

そのうち 200 種類くらいは有害で、さらにそのうちの、少なくとも約 70 種類は発がん物質

です。これらが肺にとどまって炎症を起こしたり、あるいは血中に入り込んで全身の諸臓

器に悪影響を及ぼし、各種の悪性疾患や呼吸器疾患のみならず、循環器疾患、脳疾患、頭

頸部疾患、皮膚疾患、性機能障害、精神疾患などを引き起こしたりします。なお、有害物

質は新たに知られるようになったものもあり、 近では、タバコに生物学的に濃縮されて

含まれる放射性物質のポロニウムが話題になったりしています。 

喫煙者の寿命が平均して 10 年短い理由は、喫煙が老化を促進するという事実の他に、喫

煙によって身体に吸収された有害成分が病気を起こしたり、すでにある病気を悪化させた

りして、本来持っている寿命を縮めたのだとも考えられます。 

 

Ｑ６ そのような害のある商品を、なぜ、国が売っているのでしょうか？ 

 

Ａ６ 歴史的なものです。今が過渡期かもしれません。「たばこ事業法」という法律があり、

健康問題とは関係なく、財務省の担当部局（理財局）が税収確保のために施策を作ってい

ます。財務省の職員の責任ではなく、いわば国策だからです。世論によってタバコの有害

性についての認識を深めていくしかないと考えます。この意味では、健康に関する施策を

推進する厚生労働省や喫煙に関する教育を担う文部科学省の役割が非常に大きく、また世

論を導く医療界や学識経験者などの役割も非常に大きいと考えられます。 

 タバコの税収は、年間 2 兆円ほどとされています。決して少なくない額です。しかし、

これによって起こる病気のための健康保険にかかるお金も莫大です。いろいろな試算があ

りますが、総じて、税収よりも損失が大きい結果が出ています。タバコの税収は確実な収

入源ですから、政府にとっては貴重な面があるのかもしれません。目先の税収か、長い目

でみた国民の健康と安全のどちらを優先するのか、見識が問われる論点と思われます。 

 



Ｑ７ タバコをやめたり、やめさせたりすることは難しいように思いますが？ 

 

Ａ７ 簡単ではありません。 

理由は、タバコの主な有害成分のうちのニコチンに強い依存性があり、血中のニコチン

濃度が低下すると強い離脱症状（禁断症状）を伴うからです。依存症は脳の特定部分のコ

ントロールが障害されることで起こることがわかっていて、どんな依存症も共通した機序

があることがわかっています。アルコール依存症は、晩酌程度の習慣飲酒者とは一線を画

したものです。非常に大量の飲酒を長期間、連日のように行わないと成立しません。一方、

恐ろしいことに、ニコチン依存症は、数本吸った程度で成立すると言われています。した

がって、習慣喫煙者で依存症になっていない人はほとんどゼロです。いたずらでタバコを

口にしてはいけないし、特に好奇心の旺盛な未成年などに対しては教育が必要です。 

タバコを吸う方に話を聞いてみますと、手元にタバコがなければ道で吸い殻を拾ってで

もシケモクで吸ったり、タバコが切れれば夜中でも買いに走ったりするそうですし、手段

を選ばず喫煙行動に出ることが特徴です。また、タバコが吸えない状況を避けるようにな

ります。旅行がどんなに好きでも、長時間のフライトを伴う飛行機を避けたりするのはよ

く聞かれます。また、禁煙の講演会などがあっても、喫煙者は出席したがりません。 

現在、禁煙をするための薬剤があり、保険診療で禁煙ができるようになりました。この

場合、診療のための病名は「ニコチン依存症」です。正式な病気として扱われています。 

 

Ｑ８ ストレスのある人にタバコをやめるように言うのは可哀相ではないでしょうか？ 

 

Ａ８ 自信をもって禁煙を勧めてあげる方がいいと思います。 

 まず、喫煙者と非喫煙者を比べると、非喫煙者のストレスが段違いに低いことがわかっ

ています。さらに、喫煙者が禁煙すると、ストレスが減少します。これは、喫煙者は例外

なくニコチン依存症に陥っており、タバコを吸ってからあっという間に血中のニコチン濃

度が低下してしまうため、ニコチン切れのストレスを常に潜在的にかかえているからです。  

非喫煙者がストレスに陥った場合、何らかの気分転換を図ってストレス解消することは

よくあることです。運動したり、映画をみたり、唄をうたったり、友達と遊んだり、早寝

したり、旅に出てみたり、趣味の活動に没頭したり、あるいはあまり褒められたことでは

ありませんが、お酒を飲んだり、と様々です。しかし、喫煙者のストレスの多くの部分は、

タバコでしか晴らすことができません。ストレスがあるからタバコがやめられない、とい

うのは、真実ではないと考えるべきです。可哀相だと思って、喫煙を続けさせてそっとし

ておくことは、健康に悪い習慣を放置することになります。「喫煙はゆるやかな自殺」、と

いわれていますが、その自殺をだまってみている、ということになります。医療者のみな

らず、あらゆる人々が、自殺を思いとどまってもらうように何かをするべき、と思います。 

 



Ｑ９ 喫煙者に禁煙をすすめると、逆ギレされて逆効果ではないでしょうか？ 

 

Ａ９ 逆効果になる場合があると思います。 

 アルコール依存症を例に考えてみましょう。血中アルコール濃度が低くなると、どのよ

うな手段を使っても酒を飲もうとするのが、アルコール依存症だそうです。家族や友人が、

「あなたにはアルコールが毒だから、やめたほうがいい」、と止めたとしたら、きっと逆切

れして、「うるさい！体に悪いといったって、たいしたことはない」といって、説得を聞き

入れることなく、朝から酒をあおったりすることでしょう。依存症の患者は、依存してい

るものの害を過小評価したり、「自分に限っては酒で肝臓をつぶすことはなさそうだ」とか、

根拠のない思い込みをしたりします。なので、自分に必要なアルコールのために思考回路

が働くようになり、酒を止めるようなことを言う人を敵視するようになります。 

 ニコチン依存症も同様のことが起こります。正面から、論理的に、体に悪いと客観的な

正しいことを並べて説得しても、うまくいきません。あんまり言うと、依怙地になって逆

ギレされることも想定しておいたほうがいいと思います。 

 

Ｑ１０ どうしたら、タバコをやめたり、やめさせたりできますか？ 

 

Ａ１０ ニコチン依存症を脱するには、まず、本人に「気づき」がないといけません。「こ

れではいけない」と気が付いてもらえれば、それからは早いと思います。気づいてもらう

には、いろいろなチャンネルから情報を与えるしかありません。だまっていれば、タバコ

を吸い続けるでしょう。貼り紙で注意喚起したり、仕事上のミーティングで喫煙の害や禁

煙の必要性をアナウンスしたり、職場を禁煙にしたり、など喫煙者が喫煙のことを考える

状況を作っていく「作戦」が必要だと思います。 

 ニコチンによってもたらされる「ストレスがぱっと晴れる感覚」が、実は、「錯覚」であ

ると気が付きさえすれば、タバコはやめられます。その感覚は、おそろしい依存症のその

ものであり、不幸な結末が待っているのです。ところが、何らかのストレスがあった際に、

「ここでタバコがあったらなぁ・・・」などといった、タバコへの心理的な依存があるう

ちは、完全な禁煙は難しいようです。ニコチンの「呪縛」が解けないのです。 

 禁煙する際には、禁断症状がハードルになりますが、基本的には、自分の意志だけでや

められるものです。しかし、現実には、途中でくじける確率は高く、この場合には、タバ

コに対する未練を捨て切れていないことが多いようです。「タバコをやめなければいけない

ことはわかっているが、やめたくない気持ちもある」という状態です。禁断症状を格好の

口実として、ニコチン依存の状況に逃避してしまうのです。客観認識ができれば、「自分は

いったい何をやっているんだ！」と気が付き、禁煙のコースに入ります。多くの場合、自

覚することを恐れて逃避行動をとり、禁煙トライと挫折を繰り返すことになります。 

 



Ｑ１１ 禁断症状が強いので我慢できません、どうしたらよいですか？  

 

Ａ１１ 禁煙外来を受診してみてください。 

タバコをやめる決心がついていても、禁断症状が強くてやめられない方がいらっしゃる

でしょう。禁断症状が強ければ、薬で和らげることができるので、必要な場合には、禁煙

外来を受診するとよいと思います。 

医療機関の禁煙治療薬には、飲み薬と貼り薬（いわゆるニコチンパッチ）があります。

医師が状況に応じて選択してくれると思いますし、自分の希望があれば、医学的な理由が

許せる範囲で聞き入れてもらえると思います。原則、禁煙治療期間は 3 か月で、その間、

５回の通院を必要とします。治療費が少しかかりますが、タバコの値段を考えれば安いも

のです。タバコにかけるお金は、一般的な量で計算すると、７年で 100 万円くらいになり

ます。合計 2－3 万で 3 か月でやめられるのであれば、安いものですし、それで健康が同時

に手に入ります。 

医療機関の敷居を高く感じて、薬局に行かれる方もいらっしゃるでしょう。薬局にも、

貼り薬が置いてありますが、医療機関で使うものより薬の含有量が少なめに設定されてい

ます。お試しでやってみるときには、薬局で薬剤師さんに指導してもらってください。薬

局では、このほか、ニコチンガムやいろいろな禁煙グッズが置いてあると思いますが、や

はり薬剤師さんのアドバイスを参考にするようにしてください。 

 

Ｑ１２ 隣の同僚が喫煙者ですが、どうしたらよいでしょうか？ 

 

Ａ１２ 普通に接してください。 

 折に触れて、タバコをやめた方がいいですよと、アドバイスしてあげてください。喫煙

者ということを理由に、排除しようとしたり、個人攻撃したり、決してしないでください。 

 自分が迷惑に思っていることがあれば、タイミングと状況を考えた上で、本人に直接言

ってあげましょう。喫煙者には特有の臭いがあり、特に喫煙直後は耐え難いほど強いこと

があります。これは、タバコのガス成分や煙の成分が衣服や毛髪や皮膚などの体について

来て有毒ガスを発するほか、吐く息自体に残留有毒成分が含まれて臭いからです。これを

我慢していて、黙っていると、喫煙者は迷惑をかけていること自体を知らずに過ごしてし

まいます。自分が持病を持つ場合には、なおさらです。喫煙者が喫煙のために退席してし

まって、蒙る迷惑についても、教えてあげるべきです。 

「ストレスがあるならしょうがない」などと、間違った親切心を持たないようにしまし

ょう。迷惑に思うことがあったらはっきり言う。そして、タバコについて知っている知識

を折にふれて教えてあげる。そのようなことが、喫煙者の気づきにつながり、禁煙につな

がっていくと思います。 

 



Ｑ１３ 禁煙区域で見知らぬ人が喫煙するのを見かけたらどうしたらいいでしょうか？ 

 

Ａ１３ 「ここは禁煙ですよ」、と声をかけてあげてください。 

 何も言わずに過ぎ去ることは、喫煙者の気づきを生みません。一声かけてあげるといい

と思います。ただし、それだけに留めるべきです。習慣喫煙者は、例外なくニコチン依存

症と考えてください。やりすぎると、喫煙者は、ことタバコに関しては歪んでしまった理

論を振りかざしてきて、相手を敵視する傾向が顕在化してしまって、険悪な状況になりや

すいのです。親切で声をかけても、議論になってしまって、こちら側がトラウマになるく

らいに酷いことを言われるときがありますので注意してください。 

自分の部下であったり、知人であったりすれば、さらに踏み込んだ話をしても結構です

が、見知らぬ人であれば、遠くからでも一声注意を発して、それでその場を立ち去ってく

ださい。その結果、無視して吸い続ける人はザラにいますが、それはそれでやむを得ませ

ん。決して追い込むようなことをしないでください。真面目な人ほど、喫煙者がタバコの

火を消すまで頑張りたくなるものですが、そこまでする必要はありません。 

組織全体が、タバコについて認識が高くなれば、その構成員が通るたびに「禁煙ですよ！」

と言われるようになるはずです。人間はいくら関心がなくても、異なる情報源 3 か所から

情報をもらうと、関心を持つようになるそうです。別々の機会に、「あの朝ドラが面白い」

と聞かされると、それまでまったく興味がなくても、気になりだします。それと同じよう

に、別の人 3 人から、次々と「禁煙ですよ！」と声をかけられたら、タバコについて考え

るようになるのではないでしょうか。 

  


