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　我が国において人口の高齢化や生活習慣の変化により、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病
などのいわゆる生活習慣病が増加し、深刻な社会問題となっている。
　このような状況下で我が国は2000年から12年間にわたり、国民が一体となった健康づくり運動（21
世紀における国民健康づくり運動：健康日本21）を展開してきたが、設定した目標項目のうち、かな
りの項目が改善されたものの、国民の生活習慣の改善までには十分な成果が上がっていないようであ
る。
　特に20代の生活習慣が深刻で、他の年代に比べ25～44歳の死亡率の減少に歯止めがかからない状
況となっている。この時期の死亡に影響する要因として、自殺、血圧、喫煙が示唆されている。
　20代の実態を分野別に見てみると以下のようになる。

①食改善について、男性20代、30代では肥満者の割合が増加しているのが実態である。また20代
の男女ともに脂肪摂取が多く、野菜摂取量が極めて少なく、朝食の欠食率も高くなっている。ま
た体重をコントロールする人の割合も最も少ない年齢層となっている。

②身体活動運動については減少している。
③休養・こころの健康づくりについては「20代から40代の自殺者が増加」しており、20代の睡眠

量が十分確保されていない可能性がある。
④喫煙については20代、30代女性は減少傾向にない。
⑤節度ある飲酒への理解は女性で改善傾向にない。
⑥糖尿病・高血圧症・脂質異常症が懸念されている。概して、20代は他の年代に比べ、生活習慣病、

メタボリックシンドロームの理解が乏しく、20代における健康日本21への取り組みの遅れも目
立っている。

　大学において、健康づくり教育が十分であったか否かは甚だ疑問である。25歳から45歳までのい
わゆる壮年期では、健康づくりへの啓発や理解が進んだが、運動に取り組む人が増加せず、ここ10
年間でベルトのサイズがのび、歩行数は1000歩も少なくなってきている。
　大学修学時はこの年齢に入る直前にあたり、生活習慣病・メタボリックシンドロームあるいはロコ
モティブシンドロームを十分に理解し、健康づくり運動を習慣化させる重要な時期ともいえる。
　しかしこれまで、大学において健康日本21におけるポピュレーションアプローチは必ずしも十分
とは言えないようであった。
　医療費は30兆円を超えるようになり、社会保障制度が危機的状況にあり、国民の７割が日常生活
に悩みや不安を抱くようになった今日、大学においても健康日本21における趣旨である「すべての
国民が共に支え合い、健康で幸せに暮らせる社会」への実現に寄与することは当然のことなのである。
　このような趣旨から、石川県内の11大学・短大・高専の研究者・教員16人が石川県大学健康教育
研究会を設立し、健康日本21の趣旨に基づく健康教育を展開することは、極めて意義深いものと考
えている。なお本テキストは、単に健康づくり教本にとどまらず、健康運動指導士や健康運動実践士
としての活躍を期待して作成した。

２０１４年３月
石川県大学健康教育研究会
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妊産婦の喫煙は胎児の危険を高めるコラム

喫煙は「百害あって一利なし」である。

□たばこの煙には、三大有害物質といわれる「ニコチン」「タール」「一酸化炭素」のほか、種々の発
がん物質・発がん促進物質や繊毛障害性物質などが含まれている。

□「ニコチン」には依存性が認められており、その依存性はヘロイン(麻薬)に勝るとも劣らないとい
われ、禁煙を妨げる原因とされている。

□たばこの煙には、4000種類以上の化学物質が含まれ、そのうち人体に有害とされるものは250種
類を超え、発がん性が疑われるものは60種類を超える。

□喫煙により肺がんをはじめ、口
こう

腔
くう

・咽頭がん、食道がん、胃がん、膀
ぼう

胱
こう

がんなど悪性新生物や、虚
血性心疾患、脳血管障害、呼吸器疾患など循環器系への急性影響、消化器系疾患など種々の病気を
患う可能性が増大する。

□長期的な喫煙の影響として、特に「がん」「虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）」「慢性閉塞性肺疾患
(肺気腫、慢性気管支炎)」の三つは喫煙関連三大疾患と呼ばれている。

□たばこの煙には数千ppmの一酸化炭素(CO)が含まれている。COは血中でヘモグロビン(Hb)と結
びついて一酸化炭素ヘモグロビン(HbCO)となり、酸素がヘモグロビンと結合することを阻害する。
一酸化炭素は酸素に比べて200倍以上もヘモグロビンと結合しやすいといわれ、HbCOは各組織へ
の酸素供給を阻害し、持久性運動能力に影響を及ぼす。

□喫煙者の血中の一酸化炭素ヘモグロビンは、たばこを吸っていないときでも常に、非喫煙者に比べ
てはるかに高い値を示す。

受動喫煙は周囲の非喫煙者に害を及ぼす。

□たばこの煙は、喫煙時にたばこから直接またはフィルターを通過して口腔内に入る「主流煙」、口
腔内から吐き出された「呼

こ

出
しゅつ

煙
えん

」、点火部から立ち昇る「副流煙」に分けられる。
□喫煙者の周囲で「呼出煙」や「副流煙」を吸収することを受動喫煙と呼ぶ。受動喫煙により非喫煙

者もたばこの害を受けることが問題となっている。
□たばこ１本から発生する有害物質の量は、「副流煙」の方が「主流煙」に比べて圧倒的に多く、「ニ

コチン」で2.8倍、「タール」で3.4倍、「一酸化炭素」で4.7倍、「窒素酸化物（NOx）」で3.6倍といわれる。
□受動喫煙による害が明らかになり、分煙の概念が一般化したことで、非喫煙者のための環境づくり

に対して様々な取り組みがなされている。近年では公共施設のみならず、街ぐるみで禁煙化の取り
組みがなされていたり、一般的な施設などにおいても分煙もしくは完全禁煙化が当たり前になって
きている。

第4章 ｜ 嗜好品と健康

　喫煙する妊産婦は、臍帯の血流量が減少し、胎児への酸素及び栄養分の供給能力が低くなるた
め流産、死産、早産、低出体重児、妊娠合併症の危険性が高くなる。
　また、受動喫煙によって肺がん、虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群、小児の呼吸器疾患など
の危険性も高くなる。

不妊・糖尿病 バージャー病

肌の老化

味覚・嗅覚の低下
歯周病・歯肉炎・プラーク
変色・歯の喪失

脱毛・白髪・臭い・汚れ
脳卒中・くも膜下出血
ニコチン依存・禁断症状

神経伝達の変調

咳・痰

肩こり・首こり

心臓病・狭心症・心筋梗塞

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

白血病
骨粗鬆症

白内障・まぶたの腫れ

精子の奇形、運動性欠如、数の減少
インポテンツ（男性）

指先の冷え

食道がん ( 2.2 倍 )

すい臓がん ( 1.6 倍 )

肝臓がん ( 1.5 倍 )

膀胱がん ( 1.7 倍 )

鼻腔・副鼻腔がん ( 3.0 倍 )
口腔・咽頭がん ( 3.0 倍 )

喉頭がん ( 32.5 倍 )

胃がん ( 1.5 倍 )

子宮頸がん ( 1.6 倍・女性 )

肺がん ( 4.5 倍 )
息切れ・肺炎

副流煙
たばこの火から立ち上る煙。
主流煙に比べると、
有害物質がとても多い…。
・ニコチン……………2.8倍
・タール………………3.4倍
・一酸化炭素…………4.7倍
　（主流煙を 1とした場合）

全死因……1.3 倍
全がん……1.7 倍

たばこは自分だけでなく

周りの人にも悪影響が…

Ⅱ.喫煙
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