


自己紹介

（あとがきの小自叙伝も私の破天荒な医者人生を紹介していますので御覧ください）

昭和27年5月2日 西都市大塚病院で4人兄弟の末っ子として誕生（父は外科医、 祖父は産婦人科医）
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(2つ上の兄と5つ上の姉とは仲が良かった）

西都市立妻北小学校卒業
宮崎大学教育学部附属中学校卒業
宮崎県立宮崎大宮高等学校卒業
福岡市和白にあった予備校の九大ゼミナ ール卒業（卒業と言って良いのか？）
鹿児島大学医学部卒業（毎日桜島を見て過ごしました）

宮崎医科大学（現宮崎大学）第1内科入局
宮崎県立宮崎病院内科研修（最初の半年は3病棟、 残り半年は6病棟）
宮崎大学第1内科病棟で研修医2年目

社会保険宮崎江南病院で研修終了後の病院勤務（楽しかったです！）
宮崎大学第1内科医員として勤務

九小卜1大学医学部循環器内科医員として勤務（厳しい指導を受けました！）
北九州厚生年金病院循環器内科勤務（ソ ーンズ法手技研修のため）

宮崎大学第1内科助手、 病棟医長として勤務（一番充実した日々）
宮崎県立宮崎病院内科副医長、 循環器部長として勤務

西都市実家の病院で勤務

生命保険会社勤務（熊本市水通町の支社勤務）風来坊的医者人生の始まり

社会保険宮崎江南病院健診センタ ー長として勤務

生命保険会社勤務（宮崎市広島通りの支社勤務）

（何と！今迄で一番長い16年も勤務；すっかり脳が錆び付きました）
平成23年から臨床復帰を目指し「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の基礎
知識」の執筆開始(500頁の大作となって臨床復帰への足掛かりが出来ました）

大分東部病院健診センタ ー長として臨床復帰を果たしました

医療法人慶明会 富吉共立病院 内科医として本格的に臨床復帰

最後の医師としての務めを果たすべく勤務しています。

令和1年5月1日 改元記念出版！そして翌5月2日は私の67歳の誕生日、 ここまで生きてこれた
事に感謝です。

以上、 長い長い自己紹介でした。
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【わかりやすい喫煙の健康被害】

私は、 を医学雑誌などで ？目にするので喫煙が健康に与える具体的な悪影響 腐るほど
煙草を吸おうとも思いませんが、一般の方は情報を得る機会が少ないので禁煙出来ない
一因になっていると思います。そこで、今回は喫煙について解説します。

一般の方にお見せいただいても良い内容にしていますので、御家族の方や知人の方に
見てもらっても構いません。
喫煙の害は や、 、或いは など多岐にわたりますが、各項目毎に解説肺 血管 腫瘍（癌）
します。また、何故煙草はやめられなくなるのか？という体（脳）のメカニズムについ
ても説明します。

解剖学的な話も煙草の害を理解する上では不可欠なので特に肺や気管支の解剖、構造、
呼吸の仕組みなどについてもわかりやすく解説します。
以下の順番で解説します。

①肺の解剖、呼吸の仕組みについて ②肺気腫（ＣＯＰＤ）
③肺癌 ④喉頭癌
⑤閉塞性動脈硬化症などの血管病変 ⑥副流煙（受動喫煙）の被害について
⑦ニコチン依存症のメカニズム ⑧禁煙治療について

上記写真は承諾を得て、ノバルティス ファーマ株式会 （ ）HP ニコチネル 禁煙の重要性TTS

より引用しています。 資料提供：呉羽内科医院・水上陽真先生

それでも煙草を吸いますか？下に非喫煙者と喫煙者の肺の解剖写真を供覧する

非喫煙６７才女性
７０才男性１０本/日
５０年間喫煙

７０才男性６０本/日
５５年間喫煙

ヘビースモーカーの肺は真っ黒で肺胞

という酸素を取り込む肺組織が破壊

される！

このように肺胞という組織が破壊される

病気が肺気腫。後で詳しく解説する。

肺の割面写真

スポンジの様に綺麗
肺胞組織の破壊 肺胞破壊され殆ど

正常組織無し

酸素を取り込めないので酸素吸入が

必要になる事がある。酸素ボンベを押して

歩く人を見る事があると思う。
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①肺の解剖、呼吸の仕組みについて
鼻で取り込まれた空気は湿り気を与えられ気管内へ送られる

右肺は上葉、中葉、下葉の３つに分かれる

左肺は上葉と下葉の２つに分かれる

気管は左気管支と右気管支に分かれる。気管から１９回枝分かれした最後の

末梢の気管支は呼吸細気管支と呼ばれる。

横隔膜（diaphragm）
枝分かれした気管支は更に次々と

枝分かれしていく

左気管支

右気管支

拡大
拡大

動脈 静脈

このように、気管支（呼吸細気管支）の

末端は風船玉のような丸い組織（肺胞）

となっている。肺胞周囲は動脈や静脈が

取り囲んでいる。

肺胞

この小さな肺胞が左右の肺で３～５億個

もある。肺胞の表面積は左右の肺全体で

テニスコート半面くらいの大きさになる

下に模型化した肺胞構造を示す

肺胞はまとまってブドウ

の房のようになっている
呼吸細気管支

細動脈

拡大

呼気として体外へ排出

二酸化炭素

酸素 赤血球

赤血球は肺胞内で酸素を

もらい体内から運んできた

二酸化炭素を肺胞内へ排出

肺胞が破壊されて起こる肺気腫については次ページで解説する

alveoli
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②肺気腫（ＣＯＰＤ：慢性閉塞性肺疾患）

肺気腫は現在は慢性閉塞性肺疾患の中の病気に含まれています。
慢性 閉塞性 肺 疾患

慢性閉塞性肺疾患（ ）にはその他 やC O P Dhronic bstructive ulmonary isease 慢性気管支炎
クロニツク オブストラクティブ プ ル モ ナ リ ディジーズ

などが含まれます。気管支喘息はこの病気には含まれません。びまん性細気管支炎

500現在この慢性閉塞性肺疾患の治療患者数は 程度とされていますが 実際には20万人 、
万人の患者がいる（通院していない人も含めて）と推定されています。

により していて、 となっています。COPD 毎年 万 千人程度が死亡 死因の第 位1 6 9
の原因の約 は喫煙だと言われています。COPD 90%

この の中の肺気腫について以下解説します。COPD
喫煙

喫煙
は体
を痛
め続
ける気管支

正常な肺胞の壁（肺胞壁）が喫煙

によって破壊され囊状に拡張する

正常肺胞

肺は苦しんでいる

肺胞は破壊されて嚢状に！

肺胞が破壊されてしまうので酸素

の取込が十分出来ない 酸素を取り入れる肺胞の数が減少

肺気腫の写真。肺胞が破壊

されて拡張している

オレンジ色部分が正常

平成22年度厚労省人口動態統計による。

男性は死因第7位
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②肺気腫（続き）

下に正常者の胸部 と肺気腫患者の を供覧します。CT CT

【肺気腫の症状】

労作による息切れ、呼吸困難肺気腫の初期には症状はありません。肺胞破壊が進むと
が出現します。狭心症などと違って胸痛は出現しません。

【肺気腫の診断】

肺活量測定で （ 秒の間にどれくらい息を吐き出せるか）が しますが、確定１秒率 低下1
診断にはなりません。また、胸部レントゲン検査でも初期段階では発見出来ません。
一番診断しやすいのは胸部 です。確定診断はこれらを総合的に判断して決めます。CT

、 。診察の時に 肺気腫の進行した患者さんでは聴診器を当てると しています呼吸音が減弱

【肺気腫の治療】

破壊された肺胞は絶対に 。従って、医療費ゼロの最良の治療は、肺気腫元に戻りません
が出現する前に 事です。症状出現した場合には以下の治療をします。煙草を止める

腹筋を使った呼吸方法（呼吸リハビリ）や薬を使用します。
薬は を使用します。選択的 が使用されますが（交感神経が気管支拡張剤 交感神経刺激剤
気管支を拡張させるため 、 使用されます。副交感神経をブロック） 副交感神経遮断剤も
すると、交感神経の効果が増強して気管支が拡張します。これらの薬にステロイドを含
有した吸入剤が使用される事もあります。

症状が進行すると酸素吸入が必要になります。

副交感神経遮断剤は膀胱の内尿道括約筋を収縮させるので

前立腺肥大などの人には禁忌です。

左は正常の胸部ＣＴ。黒い部分は

空気が入っている正常肺組織。

白く線状に写っているのは肺血管

正常者の胸部ＣＴ

肺気腫患者の胸部ＣＴ。多数の肺胞が破壊され

大きな袋のようになって黒く写っている。この

部分は酸素の取込が全く出来ない。

これは気管

正常者は１秒間に肺活量の７０％以上の息を吐き出せる

正確には努力性肺活量

酸素ボンベを引っ張って歩く事のないようにしよう！

酸素ボンベ

肺機能が著しく低下した場合、肺移植もあるが５年生存率は

５０～７０％と低い。肺気腫以外の肺の病気が殆どで、我が国で

肺移植を受けた人は２００９年までに約１３０名となっている。
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lung cancer③肺癌

煙草は肺癌のリスクを増大させます。一般的には の肺癌の喫煙者は非喫煙者の ～ 倍4 5
リスクがあると言われます。非喫煙者にも肺癌が発生します。これは、副流煙の影響を
受けない人にも発生します。 罹患率、死亡率は男が女より高く、女の 倍です。3~4
癌の死因の中で、肺がんは男で 位、女で 位です。1 2

肺癌の全体の （治療開始から 年間生存している割合）は と平均 年生存率 ％未満5 305
他癌と比べて低くなっています。当然癌の発見が遅ければ生存率は低下しますが、癌の
種類によっても発育速度の違いなどがあり、生存率に差が出ます。

肺癌は顕微鏡で見て幾つかに分類されますが、多い順に や な腺癌、扁平上皮癌 小細胞癌
どがあります。

。 。A)腺癌は肺癌の中で最も多く約 程度です 非喫煙者の肺癌が通常このタイプです50%
肺の末梢に出来るので（ ）発見しやすいタイプで転移しにくく比較的予後が良好肺野型
な部類です。女性に最も多く見られます。

は肺癌の約 を占めて腺癌の次に頻度の多い癌です。B)扁平上皮癌 30%
と言われます。喫煙と関係が深い

は肺癌の約 ～ を占め と言われています。C) 喫煙と最も関係する癌小細胞癌 10 15%
中枢の気道（気管）に発生しやすく 、 ため予後不良な部類に発育が早く 転移もしやすい
入ります。一般に発見された時点で手術不能例が多くなっています。
喫煙者の中には日本では喫煙率が減少しているのに肺癌が増加し続けているから喫煙と
肺癌は関係無いと言われる方がいますが、その主張は間違いです。下図を見て下さい。

肺組織は血流が多く肺癌は

血行転移しやすく予後が悪い

1995年

米国の煙草消費量と肺癌死亡率 米国では煙草消費量が減少し始めて

２０～３０年位してようやく肺癌死亡率

が低下してきた。

1965年

煙草消費量

煙草を２０～３０年吸い続けると肺癌

が発生しますよ！とも言える事になる

肺癌死亡率（男）

1995年

肺癌死亡率（女）

肺癌死亡率（男）

1965年

煙草消費量と肺癌死亡率は時間差をもって相関しているのが、良く理解出来よう。

肺癌イメージ図
（肺癌のレントゲン写真解説は

本誌399頁にも記載している）
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【我が国の煙草消費量と肺癌死亡率の関係】

%

4000億本

2000年

胃癌
大腸癌（女性では１位）

喫煙率の低いことも女性に肺癌が少ない

理由であるが、喫煙で肺癌になる割合が

男性より少ないのもその一つ。女性

ホルモンの影響などがあると推測される

が原因は特定できていない。

２０００

１９４５年

４０００億本

紙巻煙草販売本数

１９９５年頃がピーク

以後煙草販売本数減少

喫
煙
率

男性喫煙率は１９６６年の８４％をピークに

著明な減少。女性はほぼ横ばい。

昭和４０年 平成１９年

男性喫煙率

女性喫煙率
紙巻煙草販売本数

男性の肺癌は癌死亡率第１位で急増！

肺癌

胃癌
大腸癌

肺癌

胃癌

女性は癌死亡原因第２位で増加して

いるが、増加率は緩やか

左グラフは男だが、女も同様の傾向の

グラフとなっている

８ ５ 才 以

８０～８４

７５～７９

７０～７４

６５～６９

肺癌全体では急増しているが、年齢別に見ると８０才以上の高齢者の肺癌が急増している。

７４才以下の人の肺癌は１９９０年頃からは頭打ちから低下傾向へとなっている。

この年代の死亡率は１９９０年頃から

頭打ちから低下傾向となっている。

１９６６年から喫煙率が低下し始めて

２０～３０年であり、米国の喫煙率低下

と肺癌発病率低下のグラフと似ている。

我が国の喫煙率が低下し始めて２４年目が１９９０年
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肺癌も早期に発見出来ると思【毎年定期健診で胸部レントゲン写真を撮影しているから
→それは間違いです。以下その理由を説明します 】っていませんか？ 。

胸部 で鮮明に描写される数㎜の①胸部 の解像力に比べて胸部レントゲンは劣る（CT CT
。私が以前勤務していた健診センターではヘビー小さな腫瘤もレントゲンでは発見困難）

スモーカーの方には を積極的に薦めていたのでこのような経験は何度もあります。CT

死角がある②胸部レントゲンには

医師の読影これらの心臓や横隔膜に重なった部分の腫瘤陰影は、発見が遅れがちです。
場合には、腫瘤がある（見えている）にも関わらず てしまいます。能力が無い 見落とし

レントゲン写真で肺の見える部分は一般的に と言われています。80%程度

③側面写真（横から撮影したレントゲン写真）では鮮明に写っていても正面写真では見
えない事も良くある。定期健診は正面だけの撮影しかしません。

米国立がん研究所は、喫煙者が胸部 をすると、胸部レントゲンに比べて、CT で癌検診
すると報告しています （調査対象は米国 万 千人の 本日肺癌死亡率が 減少20% 。 5 3 20 /

年吸っていた人達。胸部レントゲンと のグループに分けて 年間追跡調査 。30 CT 3 ）

、 （ ）。病院で少し異なるかもしれませんが だと思います 検査だけなら保険は使えません自己負担額 万 千円程度1 2

心臓

左肺

右肺

心臓

腫瘍
人間ドックでは、胸部レントゲン写真を正面と

側面の2枚撮影する施設もある。

CTは放射線被曝量が問題になるが、上記健診は低線量CTといって、少し放射線量を低くした健診。
肺癌発生リスクの高く

なる年齢からすれば良い

この部分にも肺があるが心臓に重なって

腫瘤があっても発見出来にくい事がある

ここにも肺があるが横隔膜で見えにくい横隔膜

diaphragm

心臓や横隔膜が邪魔をして肺に腫瘤などの

病変があっても見えにくい(見えない)所がある

心臓の後ろ側なので発見しにくい。

レントゲン写真はモノクロの濃淡で判読

する！

Ｘ線の進入方向

腫瘤

前

胸椎
胸部大動脈

側面写真では腫瘤が確認出来る

ヘビースモーカーは胸部ＣＴを受けた方が良い。具体的には２０本、２０年（２０×２０＝４００）

を超えた人。喫煙本数×喫煙年数（ブリンクマン指数）が４００を超えたら肺癌リスクが高まる！
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胸部Ｘ線と胸部ＣＴの腫瘤発見の差はどの程度なのだろうか？

この点が以前から疑問だったので、医事新報質疑応答に私が質問した。医事新報2012年5月12日号
（No 4594）に記載されているので興味ある方は読んでいただきたいが、そのサマリーを以下に紹介
する。尚、質問者は「宮崎県 O」となっている。余談だが、この質疑応答には実にくだらない？質問をしてくる
先生がいるのが面白い。そんな事自分で（ネットなどで）調べなさいよ！というのもある。

腫瘤病変の大きさだけで無く、石灰化などX線吸収値の高い場合

ＣＴ、胸部Ｘ線でも１ｍｍ程度まで描出可能

回答者は国立がん研究センター

検診研究センター長の森山先生

現在汎用されているＣＴの解像度は０.３～０.３５mm程度。

筋肉などの軟部組織に近いＸ線吸収値の場合

ＣＴでは１ｍｍ程度が描出可能

しかし、胸部Ｘ線は投影像であり、血管影などとの重なりが

多く、５ｍｍ大の腫瘤は発見が困難。臨床では少なくとも

１０ｍｍ程度の大きさが必要となる。

胸部Ｘ線は５～１０ｍｍ程度が描出可能

肺癌の中で、病変内に含気が存在する場合はＸ線透過性が

高いため（癌細胞が肺胞壁に沿って広がる場合）、３センチ

を超える癌でも胸部Ｘ線での発見は困難。

このスリガラス様陰影はＣＴで

のみ発見可能で３ｍｍ程度から

描出できる。

森山先生の最後の回答の中には以下のように記載してある。

肺癌に対するＣＴと胸部単純写真の比較では、ＣＴで検出できる肺癌のうち胸部単純写真で検出

出来るものは１/４程度である。
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laryngeal cancer④喉頭癌

喉頭癌も喫煙と関係が深く です。また、咽頭癌も喫煙と深喉頭癌の 程度は喫煙者95%
。 。い関係があります があると言われます喫煙者は非喫煙者の約 倍の喉頭癌のリスク17

下に喉頭と咽頭の図解を示します。

胃カメラの検査の時にもこの喉頭付近を観察するので喉頭癌の発見にも胃透視では無く
胃カメラが有利な点です。胃透視では声帯は見えません。

喉頭癌は圧倒的に があります。男性に多く女性の約 倍の発生率10
癌の死亡率は 年で男性約 人、女性 人です。2005 1000 84

癌の中では比較的予後が良く喉頭癌全体の 年生存率は約 となっています。10 75%

⑤閉塞性動脈硬化症などの血管病変

喫煙は、動脈硬化の大きな原因 血管内皮障害の一つです。これは喫煙による活性酸素が
を引き起こす事が大きな原因です。また、血小板凝集能の亢進、フィブリノーゲン増加
が起こり なります。 になります。閉塞性動脈血栓が出来やすく 心筋梗塞や脳梗塞の原因

閉塞性血栓血管炎＝バージャー病硬化症は主に下肢の血管が閉塞する事によって起こります。
（ビュルガー病）も喫煙が大きな原因です。現在バージャー病は難病指定疾患。全国に約 人の患者がいます。8000

鼻
び

腔
く う

舌

気管
右肺

癌

鼻や口から続く食道までの部分が咽頭。

場所によって上、中、下咽頭と３つの名称が付けられている

epipharynx

oropharynx

hypopharynx

nasal cavity

カラオケの歌いすぎ？等で出来る声帯ポリープは良性です。喉頭癌もポリープも

声がれ(嗄声）が主訴になる事が多いので、嗄声があれば耳鼻科を受診する事！

喉頭癌の60～70%は声帯に発生する声帯癌。病期（ステージ）によって放射線
レーザー、外科的切除などが行われる。

声帯に出来た喉頭癌(声帯癌、声門癌）

laryngeal cancer

larynxvocal cords
声帯 声帯を中心とする空気の通り道が喉頭

上咽頭

下咽頭

中咽頭

hoarseness
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⑥副流煙（受動喫煙）の被害について

煙草から発生する化学物質は 種類と言われていますが、 と言4000 発癌物質は 種類200
われています。発癌物質は殆どの場合、副流煙の濃度が高くなっていて主流煙の数十倍
に達するものもあり、 注意が必要です。喫煙者は周囲の人に健康被害をかけない

上記の他にも沢山の発癌物質があります。また、発癌物質では無いですがニコチンは
主流煙に ですが、副流煙には約 倍の が含まれています。0.46ng 3 1.27ng
タールは主流煙 、副流煙 また一酸化炭素は主流煙 副流煙 です。10.2 34.5 31.4 148

また、主流煙の が と弱酸性なのに対し、 がPH 6 副流煙はアルカリ性のため粘膜刺激性
強く、これが 、流涎、或いは咳などを引き起こす原因となります。周囲の人の眼の痛み

また、 しやす煙草の煙の一酸化炭素は酸素より 倍近く赤血球のヘモグロビンと結合200
、 、 （ ）いため 喫煙者は言わば慢性酸素欠乏症のようになり 赤血球が増加している 多血症

。 、人がいます このような喫煙による赤血球増加を と呼び2次性 続発性 赤血球増加症（ ）
。 、 、血栓が出来やすい原因になります つまり 喫煙によって動脈硬化が起こりやすくなり

脳梗塞や心筋梗塞狭い血管を流れる赤血球の数も増加して血栓が出来やすくなるので、
という事になります。を起こしやすい環境に自ら追い込んでいる

煙草に含まれる発癌物質の主流煙と副流煙の濃度 ng/本は煙草1本あたりの濃度です。

ng=ナノグラムは10億分の1グラムです。

主流煙濃度ng/本 副流煙濃度ng/本

ベンゾ（a)ピレン 20～40 68～136

ジメチルニトロサミン 5.7～43 680～823

２－ナフチルアミン 1.7 67

N-ニトロソノルニコチン 100～550 500～2750

副流煙は発癌物質だけで無く、周囲の気管支喘息患者などにも悪影響を及ぼす。

周囲の気管支喘息患者の症状を悪化させるニコチンには気管支収縮作用がある

父親や母親が喫煙する子供達（3才以上）の喘息様気管支炎の割合は3～5%となっています。

夫が喫煙者である場合、妻の肺癌死亡率は約1.4～2倍になると言われています。
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⑦ニコチン依存症のメカニズム

ニコチンは通常の刺激物質であるアセチルコリンの代わりに受容体に結合して最終的に
は脳の ドパミンという物質を放出させます。これが喜び、覚醒などの効果を側坐核から

そくざかく

もたらします。 です。側坐核への刺激部位はコカインなどの覚醒剤の刺激部位と同じ！

このニコチンの代謝産物がコチニンで、殆とが尿中に排泄されます。
ちなみに、ニコチンという名前は 年にタバコの種をポルトガルからパリに持ち帰1550
ったフランス人ジャン・ （ ）に由来します。ニコ Jean Nicot

⑧禁煙治療について

禁煙治療は煙草への心理的依存と薬物中毒としてのニコチン中毒を絶つという つの点2
ニコチンパッチから考える必要があります。このうちニコチン中毒を絶つ方法としては

や を使用して、 する方法があります。ニコチンガム ニコチンを次第に減量
最近は薬物（ ＝ ）を使った治療方法もありますが、最近バレニクリン 商品名チャンピックス
副作用報告もありましたので後で解説します。

刺激

喜び、快の感覚

高揚感、覚醒を得る

刺激ドパミン

刺激 刺激

今さら禁煙しても効果が無いと思っていませんか？遅すぎると思っていませんか？

禁煙を始めるのが早いほど効果はありますが、40才くらいから禁煙してもそれなりの効果はありますよ！
次頁で詳しく解説します。

dopamine

nucleus accumbens

nicotine

varenicline

禁煙は今
からでも

遅くない
ですよ！

脳(大脳辺縁系）にドパミンが放出されるが
この回路をドパミン報酬系(幸福）回路と呼ぶ

ニコチンの血中半減期は３０分と短い。従って、３０分くらいで刺激が無くなる頃には再びニコチンを

補給して脳を刺激し続けなければならなくなる。これがニコチン依存症の本体。ニコチン中毒でもある。

喫煙後３時間で血中濃度は約１.５％に激減する。

前
ぜん

脳
のう

側坐核
そくざかく

中脳の腹側被
ひ

蓋
がい

核
かく

前
ぜん

野
や

ニコチンが受容体に結合

receptor

ニコチン

ニコチン

コカ
イン
など
の覚
醒剤
の

刺激
部位
と同
じ場
所！
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⑧禁煙治療について（続き）

具体的な禁煙治療について（ニコチンパッチの場合）

その他のニコチン減量→ニコチン中止作戦には を使った方法もあります。ニコチンガム
気軽にニコチンを噛めるという事にもなりますが、逆にこのガムを嚼みすぎてニコチン
中毒になる人もいるようで注意が必要です。また、子供が嚼む危険もあるので、保管に
は注意が必要です。ニコチンパッチとニコチンガムは一般薬局でも購入可能です。
薬局で購入するニコチンパッチはニコチン含有量が少なくなっています。

薬物を使った治療方法（ ＝商品名 ）バレクリン チャンピックス

です。ただ副作用ニコチン受容体と結合する事によってニコチンが作用できなくなる薬
処方する場合として、車の運転中に 名が意識消失発作を起こした事例が報告されて、2

ように指示が出ています。厚労省指示により医薬品の使用注意改訂車の運転をさせない
が 年 月に行われました。現在、 されています。禁煙2011 7 日本で年間約 万人に使用40
外来などで処方してもらいます。一般薬局では購入できません。

肺癌学会 特別講演資料による→2007

４週間 2週間2週間

今から禁煙しても遅くないですよ！という解説を下に示します

ニコチンを含有したパッチを皮膚に１日１回貼る

最初の４週間はニコチン含有量の多いパッチ

次の２週間はそれより含有量の少ないパッチ

最後の２週間はさらに含有量の少ないパッチ貼付

４週、２週、２週の合計８週間（２ヶ月）で上手く

ニコチンから離脱出来れば禁煙成功！
一度試してみませんか？

禁煙開始年齢

５０、６０歳代で肺癌になるリスク

４０才台で禁煙しても遅くない！
縦
軸
は
肺
癌
死
亡
率
比
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⑧禁煙治療（続き）
現在禁煙治療は保険適用されています。例えばニコチンパッチを使用する場合には以下
のような試算費用となります。

⑨喫煙関係の報道で少し注意すべき点について

今後、皆さんがマスメディアで煙草或いはニコチンについての医学研究報告を見る事が
あるかもしれません。その時に少し注意しておいてもらいたい点を以下に記載します。

という財団があります。 年に発足しています。財団法人喫煙科学研究財団 1986

この財団は各大学病院や研究施設に煙草或いはニコチンに関する研究を支援するために
を出しています。その研究が毎年 件程度あり、1 200つの研究に付き 万円の助成金 170

総額で 億 千万円くらいになると思います。しかし、この財団は 社のみの寄付で3 5 JT1
成立しており、 が 億円の寄付をしています。煙草関係の研究費をもらって煙草やJT 4
ニコチンの害を積極的に発表できるかどうか疑問ですが、現状はよく知っておいてもら
いたいと思います。

世界医師会は｢医学研究機関や個々の医療研究者はタバコ産業からのいかなる1997 年、
世界会議でも同様の議論がなさ資金提供も受けてはいけない｣と勧告しており、WHO

れています。

つい先日も某大学がニコチンは神経細胞の再生、増加に効果があると発表して、アルツ
ハイマー病と関連してマスメディアも取り上げていました。アルツハイマー病は喫煙者
に多いとの報告もあります。喫煙そのもののリスクとアルツハイマー予防？と比べれば
どちらが良いのかは明らかでしょう。ちなみに、この大学も研究費をもらっています。
癌の研究助成金が 件あたり ～ 万ですから、如何に喫煙研究助成金が高額かが1 100 150

（余談ですが、私も大学病院勤務時代に｢心臓関係の研究｣のために、研究予算を国に提出わかると思います。
した時にあっさり断られました。私の場合には研究予定内容が貧弱だった事は明らかですが：笑）

平成24年3月現在

チャンピックスには0.5mgと1.0mgの２種類
あるがそれぞれ薬133円、237円。２００８年
ファイザー製薬から販売。ジェネリック無し

平成24年3月現在平成24年3月現在

次回は、腰痛や関節痛などの仕組みを解剖イラストなど使ってわかりやすく解説します。乞う御期待！

バレニクリン（商品名チャンピックス）の治療は

３ヶ月間（１日２回薬を内服）した場合、６万円

程度（３割自己負担で約２万円）



【親が喫煙をしている家族の子供の受動喫煙のリスクについて（子供の尿中コチニン

分析から見た客観的評価）】
［ コチニンとはニコチンの代謝産物の事

以下に親が喫煙している場合、 子供にどのような受動喫煙被害が起こっているのかを子供の尿中
コチニン分析から評価した客観的な医学発表があるので是非、 参考にしていただきたい。

対象児童者は埼玉県熊谷市の小学校 4 年生 261 名（平成1 7 年調査） ］

ng/ml 1分散分析法にて、4群ともに有意差あり。P<0.001

親喫埋無し

1.9士3.0

親
が
喫
煙
し
な
い
と
子
供
の
尿
中

コ
チ
ニ
ン
値
は
低
い

親が喫煙すると子供の尿中コチニン値は上昇する

親が喫煙する場合は、 いずれも子供の尿中コチニン値は高い。 つまり、 子供が受動喫煙の被害を
受けている事がデータから客観的に証明される。 この調査は小学校 4 年生の児童を対象にして
いるが、 低学年での子供では母親の喫煙の影響を受けやすい（接する時間が多いため）のがわかる 。

以上の文献は井埜利博、 他：喫煙検診による小児受動喫煙の実態と両親への禁煙動機付

iナ日児誌 110:1105-1111,2006

及び禁煙病学井埜利博著（最新医学社発行）によります。

→X
子供の体は喫煙で泣いている！

｀゜
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喫煙が健康に与える影響について 文責 内科 大塚伸昭 

① 肺癌、喉頭癌など呼吸器系を中心とした癌発症リスクとなる。

② 肺機能低下を引き起こす肺気腫（慢性閉塞性肺疾患）のリスクとなる。

③ 動脈硬化の原因となる（脳卒中や心筋梗塞のリスクとなる）。

以下、もう少し詳しく説明していきます。 

煙草には4,000種類近い化学物質が含まれていますが、そのうちベンツピレンなどの 

発癌物質が50種類程度含まれていると言われています。 

 

 

 

 

※禁煙すればこれらの癌発症リスクを低く出来ますが、禁煙できない人は早期発見を心がける必要があ

ります。喉頭癌に関しては毎年耳鼻科を受診するか胃カメラを毎年受けていれば必ず声帯、喉頭を観察

しますので発見可能です。食道癌も早期発見出来ます。肺癌に関しては胸写は早期発見困難ですので胸

私は喫煙が健康に与える影響について医学文献などで腐るほど目に

するので煙草を吸おうという気にもなりませんが、一般の皆さんは 

具体的な影響を知る機会が少ないので以下説明します。 

喫煙が健康に与える影響は大きく以下の3つになります。 

①肺癌、喉頭癌など呼吸器系を中心とした癌発症リスクとなる 

喫煙本数が多く、喫煙期間が長いほど当然リスクは上昇し

ます。良く知られているのがブリンクマン指数と呼ばれる

もので喫煙本数×喫煙年数です。例えば20本、20年吸え

ば20×20＝400です。ブリンクマン指数400の人は肺癌

リスクが約4倍になると言われます。非喫煙者でも腺癌と

呼ばれる肺癌の発症する事があります。喫煙者の中には非

喫煙者でも肺癌が発症するから喫煙は癌発症リスクになら

ないと言う人がいますが、これは医学的な基礎知識に欠け

ているからです。 

呼吸器系の癌発症でも特に喉頭癌の発症リスクは高く医学文献では30倍程度高いと報告しているも

のもあります。また喉頭癌の約90％は喫煙者です。また食道癌はお酒を飲んで赤くなる人 

（アセトアルデヒド脱水素酵素の働きの悪い人）の発癌リスクが高いのですが、それに加えて 

喫煙すると食道癌発症リスクは数十倍になります。
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部CTを薦めます。胸部CTの肺癌発見率は胸写の約4倍です。ただし、放射線被曝の問題もあり若い

時から毎年受けるのも問題がありますのでヘビースモーカーは50才位からCTを受けることを薦めま

す。 

肺気腫 

正常な肺では静脈から運ばれた二酸化炭

素を肺胞内に送り、取り込まれた酸素が

動脈に溶け込みます。 

肺気腫では肺胞の壁が喫煙によって破壊されるため 

酸素の取り込みが十分に出来なくなります。 

左図は肺気腫患者の胸部CT写真（右肺）です。 

肺胞壁が破壊されています。この程度まで進行すると 

酸素吸入が持続的に必要になる場合もあります。 

丸く黒い部分は肺胞壁が破壊されて大きな空洞になってい

ます。この部分は酸素の取り込みが出来ません。 

この部分が正常に近い肺組織です。 

②肺機能低下を引き起こす肺気腫のリスクとなる 

気管支 

肺胞壁 

肺胞 

これは気管です 
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③動脈硬化の原因となる（心筋梗塞や脳卒中のリスクとなる） 

喫煙によって活性酸素が発生し 

これが血管の内膜の内皮細胞を傷害する

事が主要因と言われています。 

綺麗な肺を保ってみませんか？下図を見てください。 

非喫煙者 1日10本、50年 1日60本、50年 

何故喫煙者は１時間もするとまた煙草を吸いたくなるのか？ 

喫煙はニコチン依存（中毒）に陥るわけですが、ニコチンの血中濃度の半減期（濃度が半分になる

時間）は約３０分です。したがってニコチン依存の強い人はすぐにまた吸いたくなるという事にな

ります。ニコチンは脳に作用してドパミン（神経興奮作用がある）を分泌させます。 

ニコチン依存から脱却するにはニコチンガムやパッチを次第に減量させる治療法などあります。 

宮崎市内にも禁煙外来の病院がありますので禁煙したいと思っている人は相談してください。 

喫煙と呼吸器の関係など更に詳しく知りたい人は私が

自費出版した「わかりやすい病気の話＆人体解剖薬の基

礎知識」が当院待合室に置いてあります。１２６頁

「わかりやすい喫煙の健康被害」を見てください。 

また、HP（ホームページ）大塚先生の診察室パート2

からも本の内容を無料でダウンロード出来ます。 
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