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活動組織とその取り組み

若林区健康づくり区民会議の４つの行動計画

・生活習慣病予防

・こころの健康づくり

・歯と口の健康づくり

・たばこと健康

☆若林区健康づくり区民会議（区民会議のメンバー）

地域の保健福祉関係者、学校、事業所の代表

（各事業ごとに班編成がされている）

☆仙台市学校保健会 薬剤師部会

地域の学校を担当する学校薬剤師



防煙教室の内容と進め方

1、防煙教室の説明と事前アンケート

2、健康づくり区民会議の「寸劇」班と実施校の教諭 による寸劇

3、タバコの害に関する講話

4、勧められた時の「断り」のロールプレイング

5、事後アンケート



取り組みまでの準備

1、地域の学校養護教諭と区の担当保健師との協議会

⇒年度の実施校の決定

2、区民会議で年間スケジュールの確定

3、学校との日程（時間）、内容の調整及び寸劇団、講師との調整

学校では

事前アンケートの実施 と

事後アンケートの実施

それらの集計



寸 劇
講 話
ロールプレイング



実施前後のアンケート結果
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禁煙ポスターコンクール入賞作品



防煙教室とは

受動喫煙防止

☟

禁煙（法規制も含め）

喫煙者を作らない



防煙教室の重要性

〇喫煙者の90%が、

未成年の時に喫煙を開始する。

〇タバコは

薬物乱用のゲートドラッグである。



喫煙者の５割は14歳頃に
初めての喫煙

初めての喫煙・毎日喫煙開始の累積喫煙率

毎日喫煙を始めた年齢

初めてタバコを吸った年齢
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喫煙者の８割は20歳以前に常習化

簑輪眞澄、尾崎米厚: J Natl Inst Public Health 54; 262-277, 2005.

累
積
（
％
）

（30～39歳の喫煙者データ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
30～39歳の毎日喫煙者における初めてたばこを吸った年齢および毎日喫煙を始めた年齢の累積％。多くの成人喫煙者は未成年時代に喫煙が常習化している実態があります。未成年期に喫煙のリスクをよく理解せずに、ニコチン依存症となり、成人になっていると考えられます。（出典）簑輪眞澄、尾崎米厚: 若年における喫煙開始がもたらす悪影響. J Natl Inst Public Health 54; 262-277, 2005.

http://www.haigan.gr.jp/


講話の内容
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13

たばこを吸うひとの肺
はい

たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺

す

たばこを吸わない人の肺 たばこを吸う人のよごれた肺

たばこを吸うひとの肺
はい

たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺

す

たばこを吸うひとの肺
はい

たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺

す

たばこを吸わない人の肺 たばこを吸う人のよごれた肺



最近よく見る新しいたばこ

14

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
写真のようなたばこを見たことはありますか。



「新型たばこにしたから安心」では
ない

15

①普通のたばこと同じようにたばこの葉が使わ
れている

②「害がない」とは言い切れない

③ニコチンの量はほとんど同じ

④煙には目に見えない毒物が含まれている

吸っている本人にもまわりの人にも害がある
「禁煙」がみんなにとっていちばんの安心

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
①新型たばこも紙巻きたばこと同じたばこの葉が使われています。たばこ葉に直接火をつけて燃やすのではなく、加熱することで発生する蒸気を吸っています。②普通のたばこよりも本人や周りに害が少ないかのように宣伝されていますが、新型たばこには様々な毒物が含まれていることがわかっています。「害がない」ではなく、まだわかっていないことが多いのが現状です。「健康のために新型たばこにしよう」と思うのなら、禁煙することがいちばんです。③普通のたばこと同じくらいのニコチンが含まれています。先ほど確認したように、ニコチンには「血の巡りを悪くする」「やめられなくなる」作用がありました。④新型たばこから出る煙は水蒸気ではありません。煙には様々な毒物が含まれています。吸っている本人だけでなく、まわりの人にも迷惑がかかります。
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たばこを吸った後

たばこを吸う前

ニコチンは血管を縮めて

血のめぐりを悪くする

ちぢ
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ニコチン依存症の形成

1) Jarvis, MJ: BMJ 328; 277 ,2004.
2) Picciotto MR, et al: Nicotine and Tob Res Suppl2; S121, 1999.

ドパミン

ニコチン

③ドパミンは快感
や快楽をもたらす

②ニコチンが脳で
ドパミンを放出

①喫煙により脳に
ニコチンが到達

④ニコチンは時間
とともに欠乏

⑤ドパミンによる快感
を回復させようとニコ
チンを切望（いわゆる
ストレス）

⑥タバコを吸いたい
イライラが生じ、我慢できない

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
タバコを吸うと、数秒後には脳内にニコチンが到達します。ニコチンはニコチン受容体を介し、ドパミンを分泌します。得られたドパミンは快感や快楽をもたらし、喫煙者はホッとして、ストレスがとれた感覚を覚えます。しかし、ニコチンが欠乏していくとともに、ドパミンも不足していくため、ニコチンを摂取したいと感じるようになります。これが、喫煙者の言う「ストレス」です。喫煙者の言う「ストレス」は、ニコチンを摂取したため生まれたものです。時間経過とともに、イライラが生じ、タバコを吸わざるを得ない状態となり、喫煙行為に及ぶことになります。この循環を繰り返すことにより、喫煙者は何か自然に生まれてくる「ストレス」をとってくれるものが喫煙だと思い違いをするようになります。ニコチンへの身体的依存とともに、このような誤った認知により心理的依存が確立し、ニコチン依存症が形成されます。（出典）1) Jarvis, MJ: BMJ 328; 277 ,2004.　2) Picciotto MR, et al: Nicotine and Tob Res Suppl2; S121, 1999.

http://www.haigan.gr.jp/


アスクキッズより

イライラしてい
るときに吸うと
落ちつくんだ
ゲハッ！

体からニコチンがぬけてくると

イライラして集中力が落ちる
ので、またタバコを吸うとそれ
がおさまるだけなのでゴザル
よ！ ニコチンには“依存性”
（いぞんせい）というやめたく
てもやめられなくなる性質が
あるので、どんどんそのワナ
にはまって体がダメージを受

けていくのでゴザル

ニコチンの依存性



ちょっとした好奇心から！

１本だけ・・・・

その１本で人生が変わる！



仲間、先輩に誘われたら？

誘われた言葉を冷静
に考える！

 「１本くらい平気だよ」

 「怖いのか！」

 「みんな吸ってるよ」

 「仲間だろう！」

はっきり断る！



タバコを吸うのは危険です！

 自分から、大人のまねや、ちょっとした好奇心でタバコに手を

出すのはダメ！ゼッタイ！

 友達や先輩にすすめられても、キッパリ断る！

自分から手を出さない勇気！

すすめられても断る勇気！ をもとう。

たったひとつの命を大切にしよう！22
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タバコの害と

仙台市薬剤師会の取り組み

☆ハートヘルス プラザの薬局での
「受動喫煙防止＝禁煙」啓発活動

スカイブルーキャンペーン

～きれいな空気を～

☆学校での「防煙教室」の実施



取り組みによる効果！

ハートヘルス プラザでの啓発活動の効果は

☆生活習慣病患者のリスク削減⇒医療、介護

の費用の削減

☆防煙教室での効果は

将来の生活習慣病患者の削減

薬物乱用防止







禁煙による経済効果

タバコによる税収は：約２兆３千億円

医療費や喫煙関連医療による労働力損失
など：約７兆2千億円

年間：約５兆円の損失



ご清聴ありがとうございました。

皆様の益々のご健勝を祈念しております。

合掌

一般社団法人仙台市薬剤師会

会 長 北村 哲治
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