
・ 妊娠前･･･不妊
・ 妊娠中･･･早産・流産
・ 出産後･･･低出生体重児・
　　　　　ＳＩＤＳ　など

茶色いヤニの正体。
発がん性物質や、
がんの発生を促進し
発育させる物質を含む。

たばこの煙には、4000種類以上の化学物質が含

まれており、そのうち200種類以上は有害物質です。

また、発がん性物質はなんと60種類も含まれている

ことから、たばこは「毒物の缶詰」と言われるほどです。

たばこの有害物質と言われるものには、ゴキブリ

の殺虫剤の成分となっているニコチンや、イタイイタ

イ病の原因となったカドミウム、死体の防腐剤として

使用されるホルマリンなど普段耳にしないような物

質がたくさん含まれています。

たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙（副流煙）を吸うことを受動喫煙と言います。たばこを吸う人がフィルターを通して吸

う煙（主流煙）の方が体に悪いと思われがちですが、実は副流煙の方が何倍も有害物質を含んでいるため、毒性が強く、たばこを

吸う人が近くにいれば嫌でもたばこの煙を吸わされていることになります。あなたの大切な人のために受動喫煙について知って

おいてください。

禁煙のススメ特 集

たばこの煙の成分を
知っていますか？

喫煙者への害
たばこの影響 ❶

吸わない人にも
悪影響！
受動喫煙の害

もっと知ろう！
たばこを吸っては
いけない理由！

たばこの影響 ❷

たばこで肺がんになる、というのは皆さんご存知の通りですが、たばこを吸うことでそれ以外にも本当は

もっとたくさんの影響があるのです。まずはたばこが与えるダメージについて正しく知っておきましょう。

がんなど22種類の病気の発症や死亡の要因として喫煙が

「確実」に関係すると国が公表するまでに！！！

（2016年たばこ白書より）

たばこの

有害物質
ニコチン

ほぼすべてのがんと関連。たばこの煙
を吸うと肺から全身に行きわたるた
め、直接触れない内臓系のがんのリ
スクも上げる。非喫煙者と比べるとが
んにかかるリスクは1.5～32倍 ！

が ん

ニコチンが胃酸の分泌を増加させ、
粘膜への血流を阻害するため胃潰瘍
や十二指腸潰瘍にかかりやすくなる。

胃 ・ 腸

美肌を保つビタミンCが崩壊し、血行
不良により栄養不足に。顔色がくす
み、目じりや口元のしわ、薄毛や白髪
が目立つようになる。

髪 ・ 肌

歯周病菌に対する免疫力を低下させ
る。タールで歯の表面が黄ばみ、細菌
のかたまりであるプラークが付着し
やすくなる。

歯

ニコチンが血管を収縮させ、心拍数
や血圧を上昇させる。動脈硬化が進
むと、血管が詰まり心筋梗塞や脳卒
中が起こる。

血 管

たばこ病と言われるCOPD（慢性閉
塞性肺疾患）や気管支喘息など呼吸
器系への影響は大 ！ 咳や痰がでる、
息切れがするといった症状が進めば、
日常生活にも制限がかかることに ！

呼吸器

白血球の働きを弱め、ウイルスや菌に
対する抵抗力を低下させる。かぜやイ
ンフルエンザにかかると重症化しや
すく、治りにくい。

感染症ニコチンが血行不良を起こすことが
原因。EDの人の喫煙率は高いという
結果も報告されている。

ED（勃起障害）

　赤ちゃんは、お母さんの胎盤を通して栄養を受け取りますが、
妊婦自身が喫煙者の場合は以下のようなリスクが高くなります。
　また、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息など明ら
かな理由もなく、寝ている間に突然死亡してしまう乳幼児突
然死症候群（ＳＩＤＳ）になるリスクは、非喫煙者の家庭と比べ
ると約4.7倍にも！大切な赤ちゃんを守るためには、パート
ナーや家族の協力が必要不可欠と
言えます。

妊婦と赤ちゃんへの害
　子どもの事故の上位に誤飲事故
が挙げられますが、誤飲する物質
の1位はたばこです。たばこ1/2～1
本は、子どもにとっては致死量と
言えるほど有害です。
　また、たばこの煙が消えた後も
部屋の中のカーテンやソファー、
衣類などに有害物質がしみこんで
おり、近年ではそれらを吸い込むことによって健康被害を受け
る「サ―ドハンド・スモーク」も注目されています。定期的に換気
をする、カーテンや布製品はこまめに洗濯するなどできる限り
対策を取りましょう。

子どもへの害

三大
心身ともに強い依存性がある。
血管を収縮させ血の流れを
悪くさせるため、心拍数や
血圧が上昇する。

血液中のヘモグロビンと結びつき、
酸素を運びにくくするため、
身体を酸欠状態にさせる。
動脈硬化や心臓病が
起こりやすくなる。

一酸化炭素タール

　換気扇を回しながら料理をしていても、カレーの匂いが部屋中に充満したことはありませんか。換気扇下で
たばこを吸っても煙や匂いの一部は取りきれていません。実際、非喫煙者の家庭の子どもと比べて喫煙者の
子どもの尿からは3倍以上のコチニン(ニコチンの代謝物質)が検出されています。

換気扇の下など目の前で吸わなければ問題ない？

　たばこは生活習慣病の最大の危険因子です。たばこに含まれる有害物質が動脈硬化と糖・代謝異常を加速
させるため、メタボリックシンドロームを発症するリスクが高くなります。そのため、喫煙していると痩せにく
いのも事実。メタボから抜け出すためには、まずは禁煙から始めることが近道です。

生活習慣病にかかりやすいって本当？

　マイルドやライトといったたばこでも、たばこ
1本の有害物質の含有量と体への害は同じ。
実際はフィルターの穴の数が多くなっているだ
けで、ニコチン依存の程度に応じて必要なニコチン量を吸収しようと
するため、かえって根元まで深く吸ってしまったり、本数が増えること
につながります。

軽いたばこなら大丈夫？

受動喫煙の妊婦・赤ちゃんへの
悪影響

受動喫煙の子どもへの悪影響

・ 喘息　・ 気管支炎　・ 中耳炎　・ アトピー性皮膚炎 など

ニコチン

タール

一酸化炭素

2.8倍！

3.4倍！

4.7倍！

副流煙の方が

有害!!

主流煙と副流煙に含まれる有害物質の比較
主流煙
副流煙
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身体面

心理面

実感してほしい…
禁煙によるうれしい変化

失うものは何もない、禁煙を始めよう！

禁断症状を乗り越えよう！

「今さらやめても…」と禁煙することをあきらめている人はいませんか。そんな方でも、最後のたばこをやめたその瞬間から
あなたの体には確実に禁煙効果が現れます。その効果は、禁煙した期間に比例してその後何十年後も続きます。禁煙するなら
早いに越したことはありませんが、決して手遅れということはないのです！

禁煙する気持ちが固まったら、目標を設定し禁煙宣言をしましょう。周囲のサポートが得られる環境が整えば禁煙生活の
スタートです。自分にあった方法でさっそく始めてみましょう。

体内のニコチンが切れるとたばこを吸いたい衝動にかられます。禁煙
を始めてから、体内からニコチンが抜ける3日間がもっとも辛くなる時期と
言われていますが、そのピークを乗り越えれば吸いたい気持ちも次第に
落ち着いてきます。自分で対処方法を持っておくことが大切です！

直 後
周囲の人をタバコの煙で
汚染する心配がなくなる。

20分後
血圧と脈拍が正常値まで下がる。

手足の温度が上がる。

8時間後
血中の一酸化炭素濃度が下がる。
血中の酸素濃度が上がる。

2週間～3ヶ月後
心臓や血管など、

循環機能が改善する。

24時間後
心臓発作のリスクが少なくなる。

数日後
味覚や嗅覚が
改善する。
歩行が楽になる。

2～4年後
虚血性心疾患のリスクが喫煙を続けた

場合に比べて35%減少する。
脳梗塞のリスクも顕著に低下する。

5～9年後
肺がんのリスクが喫煙を続けた場合に

比べて明らかに低下する。

● たばこが吸いたくてイライラすることが
なくなるため、気分が安定する

● うつや気分障害になるリスクが減る

10～15年後
さまざまな病気にかかるリスクが
非喫煙者のレベルまで近づく。

禁煙達成までの対処法 

たばこをやめると得られるものはたくさんあります。
あなたと周囲の人たちが健康な毎日を過ごせるよう、たばこのない生活をスタートさせましょう !

□ 冷たい水やお茶を飲む
□ ガムを噛んで気分を紛らわせる
□ 休息を十分に取る
□ カフェイン飲料を控える
□ 鎮痛剤を使用する
□ 好きなことを考える、趣味に没頭する
□ 周囲の人に励ましてもらう
□ 喫煙所には近づかない

TYPE

A
TYPE

B

自分で頑張る 禁煙外来を利用する

自分の意思さえあれば、禁煙はいつでも始めることができ
ます。一人では自信がないという方は、家族や友人に禁煙宣
言をして励ましてもらったり、薬局・薬店で購入できるニコ
チンガム等の禁煙補助剤を使用することもおすすめです。

治療期間は12週間で、その間に計5回通院するのが一般
的です。禁煙外来では、たばこをおいしく感じなくさせる
飲み薬やニコチンの吸収をおさえるニコチンパッチといっ
た禁煙補助剤の処方、一酸化炭素濃度測定、確実に禁煙
できているかのチェックやアドバイスがもらえます。

・喫煙本数が少ない
・禁煙する意思が強い
・保険診療による禁煙治療の条件に該当しない
・忙しくて病院に行けない

・喫煙本数が多い
・自分だけでは禁煙する自信がない
・過去に禁煙して禁断症状が強くでたことがある
・医療機関で行う禁煙治療の条件に該当する

職場や仕事関係
● 集中力が増え、仕事の効率が上がる

金銭面
● たばこの購入代を趣味や旅行などに費
やすことができる

● 結果的に、医療費を抑えることにつながる

家族や友人の反応
● 口臭がなくなり、家族や友人との会話が
増える

● 子どもが喫煙者になるリスクが減る

1ヶ月～9ヶ月後

1年後
肺機能が改善する。

禁断症状

不安になる、
体がだるい

眠れない

頭が痛い

タバコが吸いたくて
イライラする

肩がこる

立ちくらみ

これまでの失敗から、次はもっと上手に禁煙ができるはず。
あきらめずに何度でもチャレンジしてみてください。

万一、禁煙に失敗してしまっても・・・

3ヶ月間、家族や同僚の応援を受けながら禁煙にチャレンジしてみましょう。ムラタ健保組合の加入者であれば、どなた
でも挑戦していただけます。禁煙方法は問いません。禁煙外来や禁煙補助剤等の禁煙に要した費用のうち、10,000円
までを補助します。前回の挑戦から1年以上経過していれば、再挑戦も可能です！
（詳細は、健保組合ホームページまたはノーツ掲示板でご確認ください）

ムラタ健保組合の禁煙サポート制度「禁煙応援団」が利用できます！

咳や喘息が改善する。
スタミナが戻る。
気道の自浄作用が改善
し、感染を起こしにくく
なる。
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Risk!

対処方法

どちらの場合でも！


