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自己紹介

初めまして。高田修です。



自己紹介

たかだこども医院の院長です。
小児科医です。

当院は敷地内禁煙です。
子どものお医者さんですが、
禁煙外来をやっています



学校歯科医の先生とコラボして
喫煙防止授業をしています。

タバコは歯周病のリスクを
大きく上げる

中学・高校のときが
注意です！！



きれいな歯は、人生のパスポート



小児科医としての願い

子どもを
タバコから守りたい！

１．受動喫煙から守る。

２．ニコチンの誘惑から守る。



• アメリカのドナルド・トランプ大統領は11日、味や

香り付きの電子たばこの販売を禁止する方針を
発表した。米国内では、電子たばこを吸ったこと
による肺疾患や死亡例が多数報告されている。

• 電子たばこをめぐっては、米国内の33の州で、こ
れまでに6人が死亡し、450人が肺疾患を発症し
たと報告されている。

• 肺の病気にかかったという450人のほとんどは
若者で、平均年齢は19歳だという。

2019年09月13日
BBCニュース



アメリカで、「電子たばこ」を吸ったあとに重い呼吸器系の病気に
なる人が相次ぎ、死亡する人まで出ている問題で、ＣＤＣ＝疾病
対策センターは、患者から、大麻を含む電子たばこ製品に使わ
れる「ビタミンＥアセテート」という物質が検出されたと発表し、原
因の特定につながる成果だとしています。

アメリカでは、電子たばこを使ったあとに重い呼吸器系の病気で
入院する人が相次ぎ、患者数はこれまでに2000人を超え、39人
が死亡したと報告されています。

アメリカのＣＤＣ＝疾病対策センターは８日、これまでの調査結果
を発表し、29人の患者の肺を詳しく検査したところ、全員から、「ビ
タミンＥアセテート」という物質が検出されたということです。

2019年11月9日



また、このうち23人からは、大麻に含まれる「THC」という成分や、
その代謝物が見つかっていて、20人は、実際にTHCが含まれる
電子たばこ製品を吸ったと調査に答えたということです。

「ビタミンEアセテート」は、「THC」を含む製品に粘りけを出すため
に使われているということで、CDCは「原因の特定につながる画
期的な発見だ」としています。

電子たばこは、ニコチンや香りの成分を含む液体などを電気で
蒸発させて吸うもので、若者を中心に世界的に人気となってい
ますが、「THC」や「CBD」といった大麻の成分を抽出したものを
吸引するタイプのものもあり、違法な販売や、未成年の吸引が
社会問題となっています。

2119年11月9日



アメリカでの動き

電子タバコが若者の間に急速に浸透し死亡者や健康被害が
相次いだため、「たばこ味以外の香りや味の付いた蒸気を吸う
電子たばこ」の全面販売禁止とする規制が検討されている。

法規制されるのは全部ではなく一部の電子たばこ

一部とは「香りや味の付いた電子たばこ」

◎ 「たばこ味」はこの規制から除外

◎ FDAから特定の承認を得た製品は香りや味付きでも販売できる



サンフランシスコ、電子たばこの
販売禁止へ 米国初

• アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ市は
25日、健康への影響評価を受けていない電子た
ばこの販売を禁止する条例を可決した。電子た
ばこの販売禁止は、同国で初めて。市長の署名
を経て、7カ月後に発効されることになる。

• 同市には、アメリカで最も人気のある電子たばこ
メーカー「ジュール・ラブズ（Juul Labs）」が本社を
置いている。

• 今回可決された条例が成立するには、10日以内
にロンドン・ブリード市長の署名が必要となる。ブ
リード市長は署名する意向を示しており、署名か
ら7カ月後に発効されることになる。

2019年06月26日
BBCニュース



インドが電子たばこを全面禁止へ
若年層への普及を警戒

• インド政府は18日、電子たばこの生産、販売、
輸入を全面的に禁止すると発表した。違反者
には罰金や禁錮を科す。電子たばこが先進
国の若年層の間で爆発的に広がっていると
指摘し、インドでの普及を警戒。若年層の健
康を守るために禁じるとした。

• 世界保健機関（WHO）によると、インドの喫煙
者と受動喫煙者の合計は2億7000万人に迫
り、毎年100万人がたばこを原因とする心臓
疾患などで死亡している。

2019/9/19
日本経済新聞



電子タバコ

電子ニコチン伝送システム
（electronic nicotine delivery systems、ENDS）

中国人が開発した現在のタイプの電子タバコが登場したのは2003年。

現在、米国では米国のサンフランシスコに拠点を置くPAX Labsという
電子タバコ会社が発売するJUULが70％以上のシェアを占めている。

PAX Labsは、2011年に JT が投資し、2015年に JTI（日本たばこ産業

インターナショナル）がPloom（PAX Labsの前の社名）の商標を含む知
財を買収したベンチャー企業。



JUUL 2015年発売

VAPE



VAPE（ベイプ）

• vaporizer(ヴェポライザー/
ベポライザー/ベーポライザー/
バポライザー)の略

蒸発器

気化器

霧吹き（器）



「VAPE」とは

「蒸気」という意味であって、

「水蒸気」ではありません。

何の蒸気？

いろんな蒸気

主成分はプロピレングリコールとグリセロール



食品添加物としての
プロピレングリコール

食品添加物だから安全？

食品添加物を、ダイレクトに肺に
吸い込んで平気なの？


Sheet1

								プロピレングリコール		製造用剤		生めん		2.00%

										品質保持剤		いかくん製品

												ギョウザ、シュウマイ、春巻き及びワンタンの皮		1.20%

												その他の食品		0.60%

										　







プロピレングリコール

消防法では、ガソリンと同じ「危険物第4類」
に分類されている。

電子タバコや加熱式タバコで、ニコチンの
気化を良くするために使用されている。

生活環境保全条例では規制対象物質に
指定されています。








【電子タバコ： e-cigarette】
ニコチン入りの液体を加熱し蒸気を吸う

→日本では薬事法の規制対象
（厚生労働省の認可を得るにはハードルが高い）

→日本では未発売
（販売されているのはニコチンが入っていないもの）

→日本で使うには、
①個人的に海外で購入
②個人輸入

電子タバコに使うニコチン入り
の液体を日本で販売するに
は、薬事法のカベ！



可熱式タバコ

iQOSの加熱温度は300℃以下
紙タバコは最高900℃

フィリップモリス
「アイコス」

日本たばこ産業
「プルームテック」

定価 9.980円
（4.000円キャッシュバック？）

希望小売価格
4,000円



「グロー」

タバコ葉

2016年12月13日
ＢＡＴ社



「新型タバコの本当のリスク」

田淵貴大先生

2,200円

2019年3月発売



「新型タバコの本当のリスク」より

蒸しタバコ

燻しタバコ



Vapor Pressures of Fumigants IV–Vapor Pressure 
of Nicotine

H. D. Young, O. A. Nelson

Ind. Eng. Chem., 1929, 21, 321–322

【加熱式タバコ：
ENDS (electronic nicotine delivery system) 】
タバコの葉を加熱し蒸気を吸う
→たばこ事業法の範囲（薬事法の

規制対象外）
→日本で最初に販売が開始された

（日本での売り上げが世界の９割）

東北大学黒澤一先生より借用



ニコチン 1200 2100

タール 9.8 25.2

グリセロール

プロピレングリコール 320 14

4000 1800

粒子状物質総量 39 34

「新型タバコの本当のリスク」より

紙巻きタバコとアイコスから出る化学物質の量（μｇ/１本）



「新型タバコの本当のリスク」より



「新型タバコの本当のリスク」より



有害物質９割低減？

• 2012年にFDAはタバコからでる93種類の有害
物質について調べることをタバコ会社に求め
た。

• フィリップモリス社は、米国でのアイコス申請
のさい、93種類のうち40種類しか報告しな
かった。

• さらに、そのうち9種類の有害物質の量が紙
巻きタバコより少なかったことを根拠にして
「有害物質が90%低減した」と宣伝・広告して
いる。

「新型タバコの本当のリスク」より



有害物質９割低減？

• FDAへ報告したもの以外の有害物質について
は、1種類を除き、すべてのものが紙巻きタバ
コよりも多くの量が検出されていた。

• 22種類で3倍以上、7物質では10倍以上。

フラノンは細胞実験でDNA損傷を誘発することが知られる食品添加物

フランメタソールは目、鼻、喉および皮膚での刺激性を持ち、脳神経系へ影響する

3-クロロ-1,2プロパンジオール（3-MCPD）は高濃度の細胞実験で突然変異を誘発し、

ラットの腎臓がんや精巣がんが増加するとの報告もある。

「新型タバコの本当のリスク」より



受動喫煙



「新型タバコの本当のリスク」より

量が少ないから暴露させて良いわけじゃない

エアロゾルになり粒子が小さくなった分、余計に
深く吸い込みやすくなってしまっている。



もともと禁煙だった場所なのに、
加熱式タバコが使われるようになる！？

インターネットでの調査（8240人）

「加熱式タバコのエアロゾルを受動喫煙したことがあるかどうか」

ある・・・977人（12％）

「エアロゾルの受動喫煙による症状（喉の痛みや気分不良など）が
あったかどうか」

喉の痛みがあった・・・21%
気分が悪くなった・・・25%
37%にいずれかの症状を認めた。

「新型タバコの本当のリスク」より



アコード１９９８

プルーム

アイコス

プルームテックプラス

グロー

プルームS

２０１３
２０１４

「新型タバコの本当のリスク」より

２０１６ プルーム・テック

２０１９



「新型タバコの本当のリスク」より



私たちの野望は、英国でタバコの販売をやめることです。

禁煙のためには、タバコを電子タバコや加熱式タバコといった
タバコ製品（e-cigarette）に置き換えることが必要です。

これは、英国の何百万人もの男女にとってより良い選択肢です。

それに向かい、研究開発に25億ポンド（約3,830億円）を投資します。

フィリップモリス
新年（2018年）の抱負

「私たちは煙草をやめる」



「新型タバコの本当のリスク」より



煙（けむり）とは、エアロゾルのいち種類で、
不完全燃焼の結果、生じる、微粒子を含む
空気の固まりである。

ウィキペディアより

アイコスは、煙が出ない（＝ノー・スモーク）ことを目指しているかも
知れないが、エアロゾルは立派に出ている。



２００３年 中国人が電子タバコを開発

２０１１年 Ploom（現・PAX Labs）にJTが投資

２０１５年 JTIがPloomの商標を含む知財を買収

PAX Labs「JUUL」発売

アコード１９９８

プルーム

アイコス

プルームテックプラス

グロー

プルームS

２０１３
２０１４

「新型タバコの本当のリスク」より

２０１６ プルーム・テック

２０１９



プルームテックプラス

プルームテックプラスプルームテック

40度30度



プルーム S

• アイコスより低温加熱 200度♡

2019年1月発売



ヴェポライザー 2017年ごろから？



VP Style
2019年4月発売



VP Style
2019年4月発売



VP Style
2019年4月発売

VAPE



glo sens（グロー・センス）

低温加熱式

2019年１１月14日発売



電子タバコのリキッドに含まれているプロピレングリコール、
グリセロールを加熱すると、強い毒性を持つホルムアルデヒ
ド、アセトン、発がん性があるとされるアセトアルデヒドといっ
たカルボニル化合物が発生することが知られている。

電子タバコが発生させる微粒子が、肺の細胞の奥深くへ到
達し、免疫系に影響を与える危険性がある。

電子タバコのエアロゾル（ベイパー）がDNAの損傷を誘発し
DNAの修復を阻害する

電子タバコでは、特に肺の奥へ入り込む PM 0.5 以下という
ナノサイズの超微小粒子（0.1マイクロメートル以下、
Ultra-fine particles、UFP）が多く発生する



WHOは、科学的に安全性が証明されていない上、試験

では「ニコチン以外の有毒化学物質の存在」が示されて
おり、使用しないよう「強く勧告する」としている。

欧州呼吸器学会（European Respiratory Society）は2013
年、電子たばこを喫煙に替わる安全な選択肢に分類す
ることはできないと発表した。

英広告基準局（Advertising Standards Authority）は「ニコ
ライツ（Nicolites）」という電子たばこの広告を「この製品

に害はないという主張は立証されていない」として禁止
した。



電子たばこが肺に免疫障害を引き起こす
可能性、米大学の研究から明らかに

• 電子たばこの影響で肺の免疫系が機能不全に
なる可能性がある。

• そんな研究結果が米大学のチームによって発
表された。

• 電子たばこの蒸気をマウスが吸い込んだだけ
で、肺を細菌などの感染から守るはずの細胞
が変質し、肺の免疫系が機能不全に陥ってし
まったという。

• この症状の鍵はニコチンではなく、電子たばこ
のカートリッジを満たしている溶剤にあるようだ。

2019.9.4
Journal of Clinical Investigationより



電子たばこが肺に免疫障害を引き起こす
可能性、米大学の研究から明らかに

• 電子たばこの蒸気にさらされたマウスには、
紙巻きたばこの煙を吸ったマウスとはまったく
別の重い症状がいくつも現れた。

• ニコチン無添加の電子たばこの蒸気をマウス
が吸い込んだだけで、その肺を感染から守る
はずの重要な細胞がすっかり変質してしまっ
ていた。

• 細菌やウイルスに対する肺の防護力が阻害
されて起きる変質。

2019.9.4
Journal of Clinical Investigation



加熱式タバコによる日本における
健康障害の報告

１）重症の急性好酸球性肺炎 20 歳男

Respirol Case Rep. 2016 Nov; 4(6)
２）重症の急性好酸球性肺炎 16 歳男性

Respir Med Case Rep. 2018 Dec 4;26:87-90. 

その他、江戸川区の内科医から報告など

2019年9月17日
日本禁煙学会



電子たばこの使用

非喫煙者がニコチン依存に陥る危険性や、
禁煙できるかもしれない人がニコチン依存
から抜け出せなくなる可能性が懸念される。

フランスで3400人の中高生を対象に行わ
れた最近の調査では、「たばこを吸ったこ
とはないが、ENDSは試したことがある」と
いう生徒は15～16歳で12％、17歳で19％。



ハーム・リダクション？

• 電子タバコは、紙巻タバコと比べて害が少な
いと確定していない。

• 電子タバコによって紙巻タバコが止められる
のかわかっていない

• 電子タバコによる他の問題も指摘されている。

若者の、ニコチン依存へのゲートウェイ



「新型タバコの本当のリスク」より



ロシアW杯会場の禁煙マーク



WHO「世界のタバコ蔓延に関する
2019年レポート 」

１）加熱タバコ製品にはタバコが含まれています。

２）HTP（heated tobacco products）に関する証拠
は決定的ではありません。

３）HTPはタバコ製品として規制されるべきです。

４）他のタバコ製品と同様に、MPOWER対策は

HTPに適用されます。

５）HTPマーケティングは、厳密に監視および規
制する必要があります。



「新型タバコの本当のリスク」より



MPOWER

M ： タバコ使用率など関連状況のモニタリング

P ： 職場や公共の場所などの屋内空間の禁煙化

O ： 禁煙クイックラインや禁煙治療を含む禁煙支

援の提供

W ： タバコの箱の警告表示

テレビCM等の脱タバコ・メディアキャンペーン

E ： タバコの広告・販売・後援の禁止

R ： タバコ税増税を含むタバコの値上げ



いわゆる「新しいタバコ」に対する日本禁煙学会の見解
一般社団法人 日本禁煙学会 理事長 作田 学

１）紙巻きタバコと同様にニコチンが含まれる。
したがって、呼気にもニコチンが含まれ、受動喫煙による急性心筋梗塞などのリ
スクがある。

２）紙巻きタバコと同様に種々の発がん性物質が含まれる。
したがって、肺がん・口腔がん・胃がん・腎臓がんなどのリスクがある。

３）紙巻きタバコと違い、発生する有害物質が見えにくい。
したがって、周囲の人々は受動喫煙を避けられず、かえって危険である。

４）「WHO タバコ規制枠組条約」（FCTC）の第６回締約国会議が決議したように、喫
煙者をタバコの健康被害から守り、その呼気から非喫煙者の健康を守らなけ
ればならない。

５） すべてのレストランやバーを含む公共の場所・公共交通機関での使用は認めら
れない。



I Quit Ordinary Smoking

IQOS（アイコス）は、

「I Quit Ordinary Smoking」の

頭文字を取って命名された。

「私は、通常の喫煙をやめる」

通常ではない「喫煙」も喫煙には変わりない



アイコスはまぎれもない「タバコ」製品

なぜなら、日本たばこ事業法で
守られている製品だから

タバコはタバコ

「たばこ規制枠組み条約」の対象です



タバコ会社は喫煙者が禁煙してしまうのを食い止め、
新型タバコへ移行させようとしている

新型タバコが出てきた本当の理由

タバコ問題をより複雑にして、人々がタバコ問
題を簡単に理解できないようにするため？



タバコの最大の問題は

ニコチン依存

目指すべきは「ハーム・フリー」

「タバコ・フリー」

「スモーク・フリー」ではなく

「ニコチン・フリー」

「エアロゾル・フリー」



禁煙外来

「ニコチン依存症」の治療

電子タバコでも、可熱式タバコも、

吸っている限りは「ニコチン依存症」

治療の対象



禁煙外来

• 加熱式タバコを吸っている場合も対象となる。

• CO濃度を計測しても数値はほとんど上がらな

いので、「加熱式タバコ使用中」などと記録す
る（保険適用の欄に呼気中CO濃度の数値は
含まれない）。

• 喫煙指数は、加熱式タバコの本数を同等に
扱っても良い。プルームテックの場合はカプ
セルの個数を記録する。

「新型タバコの本当のリスク」より



新型タバコによる社会問題

• アメリカでのJULL
• 電子タバコ用マリファナ入りリキッド

• アイコス内蔵ICチップによる使用状況の情報
流出

「新型タバコの本当のリスク」より



iQOSのパンフレットより



一番の方法は、

紙巻きタバコもiQOSも
両方やめることです

By フィリップモリス

そのとおり！



ご静聴ありがとうございました

子どもの 命 をまん中に
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