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昨年 (2010年)の 12月 4日 朝のNHKニ ュースで、

「飲食店を含む職場の事業主に従業員を守るため、禁

煙もしくは分煙を義務化する方針で固まった」との

報道がありました。今回、厚生労働省も明確に受動

喫煙の被害を防ぐ方向に動いており (そ れまでは努

力義務)、 特に保健医療従事者である我々には、これ

に協力して国民に積極的に啓蒙していく責務を求め

られるであろう。そこで、まだ卒煙 (禁煙)支援を

行っていらっしゃらない会員の方、あるいはご自身

でまだ喫煙していらっしゃる方に、どのようにすれ

ば卒煙という目標に到達するかについて、禁煙学会

発行の「禁煙学」および「喫煙の心理学」、新聞記事、

そして禁煙外来の内科医師、実際に喫煙継続中、す

でに卒煙された歯科医師の話などから参考になるこ

とを拾い上げ書いてみました。わずかでもお役に立

てる内容になればと思っております。

1.卒煙の決意、きっかけ、動機をしつかり

自分自身が卒煙 (禁煙)を決意して、実行してい

ただかなければなりません。その本人がタバコをや

める意思がない場合は、回りの人は準備ができるま

で待つことが大切です。ただ、その間に受動喫煙の

害 (例 えばホルムアルデヒドは主流煙より副流煙で

約50倍多い)、 能動喫煙の害 (海外のタバコパッケー

ジは癌患者の写真を掲載)を認知してもらうことは

当然重要です。また、「タバコをやめて最初は体重が

増えたが、ご飯が美味しくなった」、「朝がすがすが

しい」、「体臭、国臭がなくなったと言われた」、「火

事の心配が無くなった」、「歯周病の患者に禁煙を強

く勧めるようになった」、「タバコで過去に家族に迷

惑をかけたことを反省している」などのメリットを

本人に教えてあげることも大事なことであろう。私

の友人の歯科医は、私が約10年間禁煙を勧めて 1年

前にやっと卒煙することができました。禁煙して辛

かったことは、特に習慣になっていた食後の一月反や、

抜歯に苦労しているときの一服が吸えなかったこと

だと言っています。また、「この夏は暑くてタバコを

買いに行くのが面倒になった」と言う理由で簡単に

やめることのできた先生もいました。

2.ニコチン離脱症状を知り、喫煙願望を抑制する

既に卒煙 (禁煙)を考えておられる方には、以下

のようなことを理解 してもらいましょう。ニコチン

離脱症状 (寒気、イライラ感、不安感など)べ
言

初

の 3日 間に起きやすいこと。喫煙を渇望する気持ち

も起 こりやすいが24時間連続するわけでは無 く、周

期的に 3分程度強く感 じること。他のことで気を紛

らわすこと (ガ ムをかむ、 ミネラルウォーターをガ

ブ飲みする)。 特に酒やコーヒーを飲むと渇望が起き

やすいので、卒煙 (禁煙)を始めて自信がつ くまで

はそういう場所は遠慮 した方がよいこと。さらに、

回りの人も気を付けてタバコの煙のある場所を避け

てあげ、禁煙外来での薬剤で緩和できることなどを

教えて、再喫煙をしないよう励ますことも必要です。

3.喫煙 トライアングルからの解放、一本吸えばも

との木阿弥

喫煙 トライアングルとは、身体的依存、心理的依

存、習慣性の問題を言います。

●身体的依存 :喫煙者はニコチン依存症に罹患 して

おり、他の麻薬同様に大量の ドパミンを放出させ、

気分がよくなった、ス トレスが解消されたと誤って

思い込んでしまいます。そして ドパミンが減少する

とニコチンをより求めるようになってしまいます。

●精神的依存 :「 タバコを吸うのは個人の自由だ」、

「タバコも社交上、必要だ」「俺はいつでもやめられ

るのだ」などのやや歪んだ心の働きを言います。

●習慣 :食後の一服、診療後の一服、 トイレでの一

服など今までの習慣は、なかなか抜けきらないもの

です。
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これら 3つの問題をよく理解出来れば、強い意志

を継続でき、「一本だけなら大丈夫」「本数を減 らせ

ばいいんだ」「長い間、会議を我慢したご褒美だ」と

言うこと自体が、既に精神的依存に陥っているとい

うことが自覚できます。

4.カ ウンセリングと薬物療法

卒煙 (禁煙)し たい気持ちはあるが、やはリタバ

コがやめられない方は、以下のような表を作り、自

分自身の問題点を整理することが大事です。(作 り方

自由です)

再喫煙そのとき 言葉でも、絵でも結構です。

状況は?(時間、場所、誰がいたなど)

どんな考え(思考)をしましたか?

どんな行動をしましたか?

どんな気持ち(感情)でしたか?

後悔もあつたか?

そして、次にその悪循環を断ち切るため、日標を

設定します。最後に目標達成のための方法を考えま

す。その過程のなかで卒煙 (禁煙)外来でのカウン

セリングを受け、薬物療法も積極的に考えることも

大事です。卒煙 (禁煙)外来で使われている薬剤は

ニコチンパッチ、そして10月 のタバコの値上げ以降

生産が間に合わなくなった経口薬のバレニクリン

(商品名 :チ ャンピックス)です。飲んだ人の話によ

ると本当に吸いたくなくなるそうです。最高12週間

処方してもらえます。また、薬局でニコチンパッチ、

ニコチンガムは買うことができるので、卒煙に詳し

い薬局と組んで利用するのも良いでしょう。私もニ

コチンガムを買って、何人かの友達にあげたことが

ありますが上手くいきませんでした。タイミングが

悪かったのと、やはり自分のお金で買った方が効果

をあるのかもしれません。その他、ネット上でイン

ターネット禁煙マラソンというサイ トがあり、有料

でサポートを行ってくれるそうです。

5.卒煙 して新 しい世界を知る

禁煙 して、2時間後から新 しい世界が展開します。

素晴 らしいことばかり待っていますが、本当に喫煙

の呪縛から解放 されるのには、まだ長い時間がかか

ります。早 く卒煙 した方が得なのはいうまでもあり

ません。しかし、何歳になっても卒煙はそれなりの

効果があり、遅いということはありません。いるん

な意味で今まで以上に柔軟な姿勢で、前向きに物事

を考えることができるようになることを保証いたし

ます。タバコが手元から無くなると相当不多になる

という方は、タバコによって自分自身がコントロー

ルされていることを理解しているということだと思

います。是非立場を逆転してください。

おわりに

新間のコラムで、イギリスの広告に「あなたなら

2000ポ ンド (26万 円)で何に使いますか ?」 という

のがあったそうです。答えは3択で、「①家族との旅

行、②家電製品の買い換え、③タバコを吸い続ける」

でした。イギリスのタバコは 1箱 6.5ポ ンド (約 850

円)1日 1箱ずつで、年2,000ポ ンドになる計算です。

この広告の意図は家族、また友人も、「喫煙者の貴方

を助けてあげたいという愛の気持ち」を表している

ような気がします。そしてそれに対してどう答えま

しょうか??
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1.わたし流「受動喫煙からの卒煙支援」

「日本人は全員喫煙者である」とは、漫画家であ

り落語家である高信太郎 さんが講演でよく使 う言葉

だが、確かに能動喫煙者は減ってきても、受動喫煙

者が多い日本では、両方含めて「皆、喫煙者」かも

しれない。悲 しいかな、平L児 を含め、一度もタバコ

の煙に曝されない日本人は少ないかもしれないのだ。

卒煙 (禁煙)支援というと一般的には能動喫煙者相

手のことであるが、私は圧倒的に数の多い受動喫煙

者への卒煙支援をすることをお勧めしたい。能動喫

煙者への卒煙支援は、「気長に 。繰 り返 し・妥協せず」

がポイン トであるが、準備学習すべき事柄 も多い。

しかし、受動喫煙からの卒煙、即ち副流煙から自分

を守る、孫 。子供などの家族を守る、仕事の同僚を

守 ることは、能動喫煙の卒煙 とは内容は大分違い、

対応はより簡明である。しかも、殆どの人が受動喫

煙からの危害に悩んでいることが多く、待合室にポ

スターか冊子が置いてあればタバコの話題に入 りや

すく、卒煙支援を始めるのに不安はない。

2.なぜ、今、卒煙か

ご承知のごとく西欧社会にタバコ喫煙が伝わった

のは、わずか500年前のコロンブスの新大陸発見から

で、その後、全世界に広まったが、それはタバコ喫

煙が価値ある文化であるからではなく、「依存性の薬

物であったので一度吸い始めた人が止められなくな

った結果、世界に残ったのである」ということが最

近50年の英国 。米国の研究で分かった。人類の歴史

にとって喫煙は一時的な悪癖 。悪夢であったことが

明らかになり、1996年 のクリン トン大統領が「ニコ

チンは依存性薬物である」と認めた声明以来、世界

各国でタバコ規制の対策が進んでいる。

日本では、「たばこ」は戦費捻出の大切な財源とし

て国有化 されて以来、タバコに関する科学的情報は

0員 会だより

伝えられず、いまだに国家が「たばこ」会社の株の

過半数を持っている。人体内に取り入れるものであ

りながら、食品でも薬品 (いずれも厚生労働省管轄)

でもない、財務省管轄の財源のための商品とされ、

どんな有害物質が含まれていようと、その成分に関

しては全く規制がない (国民の健康問題担当の厚生

労働省が口出しできない)状況が続いている。しか

も税収以上の損失を社会に負担させているという奇

異な現象が続いている。

最近の情報化時代になって、タバコに関す/科学

的情報が一般化し、国民レベルではタバコ離れが進

んでいる。一方、政権交代が実現し、「たばこ」の税

金をある程度上げたが、悪法も法なりで、「たばこ事

業の健全な発展を図る」と謳っている「たばこ事業

法」という法律がある限り、これ以上の値上げで

「たばこ会社」をつぶすわけにはゆかないのが実情で

ある。そこで「たばこ事業法」を廃止して「タバコ

規制法 (仮称 )」 を成立させるべく準備され出番を待

っているが、政局次第で早急な成立を危ぶむ声もあ

る。国民は法の整備を待つ一方で、何とかして「卒

煙しよう。卒煙させよう」とする動きが活発になっ

てきた。「たばこ」の値上げもあって、2010年 8月 、

9月 の、禁煙外来の初診患者さんは昨年の約10倍 と

いう内科医からの報告も多い。能動喫煙でもそうな

のだから、受動喫煙に関してはさらに困っている人

が多いであろう。

3.卒煙の関連用語

物事を伝えるには、用語の定義が混乱 しないほう

が良い。中久木流の分離・定義を提案したい。

●たばこ :日 本たばこ産業株式会社などが販売して

いるニコチン含有の物質の商品名

●タバコ :茄子科のタバコの葉から加工 して作られ

る毒性が強い物質。たばこの主成分

●喫煙 :タ バコ煙 (タ バコ葉が燃えるときの煙)を

吸うこと。通常は能動喫煙をさすが、受動喫煙も立
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派な喫煙。

●能動喫煙 :自 発的にたば
｀
こに火をつけ、空気とと

もに高温で燃焼するタバコ煙 を自らの意思で吸 う

こと。

●受動喫煙 :他人の能動喫煙行動の際に、その環境

に出てくるタバコ煙を、意思に無関係に吸わされる

こと。低温の燻 し煙、喫煙者から排出される呼気中

タバコ煙、環境からの残留煙などがある (二次喫煙、

二次喫煙の区別がある)。 なお、受動喫煙は、能動喫

煙をしない人に限らない。

●喫煙者 :狭義では、今、喫煙行為をしている人。

通常は「日常的に能動喫煙をする生活をしている人」

のこと。広義では受動喫煙者も含む。 (「 非喫煙者」

という言い方は誤りで、「能動喫煙しない人」という

べきである)

●禁煙 :能動喫煙をしないこと。本来は「場所」や

「時間」を限定した用語であったが、その後、継続的

に能動喫煙をしないことの意味も含まれるようにな

った。紛らわしいので、最近 は、後者を卒煙と呼ぶ

ことが多くなってきている。

●卒煙 :「 日常的に能動喫煙をする生活」を脱 し、

再喫煙しないこと。(禁煙を継続 し、再喫煙しないこ

と)

●脱タバコ :狭義では、タバコ製品 (紙巻・葉巻な

どの燃焼タバコだけでなく、噛みタバコ、嗅ぎタバ

コなど)を使用 しないことをいう。広義では、全て

のタバコ製品を使用する人がいないことをさす。

4.フ ァンが増し、不安はない、歯科の卒煙支援

「喫煙は国の機能に関与するもの」であり、さら

に「口腔に大きな悪影響を及ぼすもの」であること

から、私たち口腔保健を担う歯科医師は、卒煙支援

に関わる責務があると考える。実際、近頃の診療室

では卒煙に関する受診者との会話が増えつつある。

卒煙支援は、歯科医師が歯だけではなく体の健康

に関する医学的見地から歯科の診療をしていること

(つ まり口腔管理医であること)を理解してもらう好
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い機会である。タバコ問題に苦 しみ悩む人が多い今、

歯科医師はこの解決に関与する立場にあり責任 もあ

る。例え医療保険の点数はなくても、卒煙支援は回

腔管理医としての立派な診療であり、点数に換え難

い信頼を得、ファンが増える。もちろん、能動喫煙

者に粘 り強 く働 きかけることも、大半の受動喫煙者

に卒煙支援をすることも、根底は人への優 しさであ

り愛である。

5.有理で、有利な歯科診療所

歯科診療所は、多くの意味で卒煙支援に適している。

能動喫煙の卒煙支援に関しては、次のような利点

が挙げられる。

1)回 はタバコ病の見える窓である。喫煙による身

体変化、あるいは禁煙による身体改善変化の一部

を、受診者も医療者も一緒に、顔面、国腔内で、

観察、確認できる。

2)自 覚の無い発症前のタバコ病患者 さんも来院す

るので、早めの対応が可能である。

3)通院がある程度の間隔をおいて継続することが

多 く、経過を追いながらの支援に都合が良い。

同時に、支援の鎖が切れずに長続きする。

4)定期健診のシステムがあり、長期経過も観察し

つつ支援できる。

5)歯科診療所は、回腔の保健支援として、プラー

クコン トロールの実績があり、受診者の行動に踏

み込んだ支援の経験と技術を持っている。

●
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受動喫煙の卒煙支援に関 しては、次のような利点

が挙げられる。

1)口 や顔で受動喫煙による身体変化を観察できる

ことがある。

2)病状が出ない段階の事例が多いので、気持的に

も時間的にも余裕ある支援ができる。

3)あ らゆる年代層が受診するので、地域社会に対

し幅広い影響を及ぼすことができる。

4)家族で来院 していることも多 く、家庭単位での

卒煙支援を考えることができる。

5)愛情に満ちた家族や友人を理解者にして、能動

喫煙者にアプローチできる。

注 :受動喫煙の卒煙支援に関しては、当然だが諸種の トラ

ブルに注意が必要である。

6.終わりに…タバコは吸う人にも害がある

一般に「タバコは吸わない周 りの人にも害があるJ

といわれるが、これはとても誤解を受け易い言葉だ。

副流煙の毒性は、能動喫煙者が吸 う主流煙の数倍か

ら数百倍であることはよく知 られている。いわゆる

「燻 し煙」は、温度が低いので不完全燃焼で毒ガスが

多くなるのである。ただし能動喫煙者と違って、受

動喫煙は拡散 し空気で薄まった煙を吸 うので、同じ

に比較はできない。しかし、ご主人が喫煙者で若い

奥様が先に亡 くなったとか、社長が喫煙者で若い専

務が先に葬式を出した例はよく聞く話だ。吸 う人よ

り周りへの害が問題である。

私達歯科医師は回腔の健康を通 して、国民の幸せに

貢献するプロフェッショナルである。タバコ喫煙をす

る国腔は健康とはいえない。また、能動でも受動でも、

タバコ煙で口腔の健康を害 しては幸せとはいえない。

みなさん !国民の幸せのために、受診者の全てに、広

い意味での「卒煙支援Jを始めてみませんか。 (全国

の歯科界の卒煙支援の実態、歯科診療所における卒煙

支援の実際などについては別の機会に述べたい)

今、吸ってたときのことを思い出すと、一段落 し

たときが多かったんですよ。その「一段落」力`こじ

つけなんですよね。だから今でも、なんかの■きに、

「タバコ吸いたい!」 って言いますよ。『ァッコにおま

かせ !』 力`終わって「来週も元気にお会いしましよ

う、アッコにおまかせ!」 言うて、あそこのスタジォ

から、ロビーに出た途端に吸いたいんですよ。ぃま

だに。だから、これは習慣やなって。

ご飯の後はタバコがおいしかった。前は、朝起きて

すぐ、タバコ吸わないと目が覚めなかった。でも、今、

考えるとタバコがなくったって関係ないんですよ。習

慣、クセです。惰性だったんだなって思うんですよね。

「でも、食後は一服しないと調子が出ない」とか

「でも、朝は吸わないと目が覚めない」とか「でもタ

バコ買ったばかりだからやめられない」とか。吸い

続けてる人はやめられない理由をつくり過ぎなんで

すよね。だから、やめる方法を考えるんじゃなくて、

やめない理由を自分の中でいっぱい述べて、武装し

てるんですよ。今でも吸いたくなったときに、やる

ことがあるんです。「何のために吸うの」って自問自

答するんです。

それとね、私、大人はいいんですけど、子供が吸

うのはイヤなんですよ。

今、「未成年者は吸うな」って法律ですけど、本当

に、これからの子供たちには吸わないで欲しい。タ

バコなんて絶対いいことないと思うんですよ。これ

からの若いやつらが、綺麗な空気で、楽しく、健康

で日本を守ってほしいんですね。もし生まれ変わっ

たら……タバコは絶対吸わないと思います。
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