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タバコ煙の微粒子

産業医大 東教授のご好意による
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不完全燃焼
アルカリ性
刺激性強い

完全燃焼
弱酸性
刺激性弱い



多数の有害物質
毒物
ダイオキシン
発がん物質

ベンゼン
ベンツピレン
他

微粒子の主成分タール（油）

タール：有機物質の熱分解によって得られる、粘り気のある黒から褐
色の油状の液体。ベンゼン等の発がん物質を含む、いわゆるヤニ。

Wikipedia



喫煙室の名残「ヤニ」

東北大学病院 元喫煙室（現在は辛酉会窓口）



Percivall Pott

（英国外科医、1714-1788）
整形外科学の創始者の一人

１７７５年にロンドンの煙突掃除人に陰
嚢がんの多いことを報告し、すすがそ
の原因であると推論した。これは化学
物質が発癌の原因であることを示す
最初の研究であった。この調査結果
は1788年に煙突掃除夫（保護）条例
の実現をもたらした。

なお、陰嚢がんの犠牲になったのは、
孤児や貧困家庭の子供たちであった。
当時、乱立する煙突の掃除で生計を
たてていた。

（ちなみに、
Pott病： 脊椎結核、カリエス）

Wikipedia



山極 勝三郎

（病理医、1863-1930）
人工癌発生に成功

「環境が癌を作る」
として、Pottの報告をもとに、当時不
明だった癌の原因が「素因説」ではな
く「刺激説」であると考え、助手の市川
厚一とともにウサギの耳にコールター
ルを塗り続けて癌が発生することを見
出した。
東大教授。のちにノーベル賞の候補

となった。

Wikipedia
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電子タバコVAPE(ベイプ)のリキッドブランド （インターネットサイトより）



国立保健医療科学院の分析から



（植物性）グリセリン
（VG）

プロピレングリコール
（PG）

どちらの新型タバコにも含まれる
煙の正体

オーガニック、煙↑、甘味↑

化学薬品、防腐殺菌効果



Circulation. 2014;129:1972-1986
E-Cigarettes: A Scientific Review

Grana R, et al.

E-cigarette中の毒性物質レベル

溶剤を加熱して得られたと想定されるカルボニル基を
持つ化学物質（フォルムアルデヒド、等）が検出されて
いる。



Circulation. 2014;129:1972-1986
E-Cigarettes: A Scientific Review

Grana R, et al.

E-cigaretteにナノ粒子の存在

⇒ 心臓疾患及び炎症が関わる
その他の慢性症状について実際
に懸念をもたらすレベル

ナノ粒子
⇒気道炎症惹起、吸収
⇒喘息、脳血管イベント





今まで報告されている被害のまとめ
１）米国で健康被害急増 やけど、呼吸器疾患、心血管障害
２）ＦＤＡには、頭痛、咳、めまい、喉の痛み、鼻血、胸痛、アレルギー反応などの症
状が報告されている。
３）スペインの病院に入院していた患者が電子たばこの吸いすぎで肺炎を発症した。
外因性のリポイド肺炎、の診断。
４）プロピレングリコール（PG）が、呼吸器系に激しい炎症を起こさせる
５）不凍剤の成分ともなるジエチレングリコールが含まれた商品があったほか、ニト
ロサミン（発癌性物質）が検出されたモデルは、今回の調査対象品の過半数にも
上った
６）世界保健機関（World Health Organization、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
７）カートリッジの液体を調べたところ、全ての銘柄でジエチレングリコールは検出さ
れなかったが、日本国内で販売されている25銘柄45味中、11銘柄15味でニコチン
が検出された。
８）米食品医薬局（ＦＤＡ）は２２日、電子たばこから発がん性物質と人体に有毒な不
凍液の成分などが検出されたと発表した。
「米国の電子たばこ会社のＮＪＯＹとスモーキングエブリホエアの製品を分析した結
果、不凍液成分のジエチルグリコールと発がん物質のニトロソアミンが検出された」
９）グアヤコールが含有されているものがある。グアヤコールは虫歯治療時に使わ
れたり、正露丸に使われていますが、口内粘膜に触れた場合は即時洗浄が必要で、
刺激性・毒性があります。成人の致死量は3～10グラムとされています



消費者庁
からの注意



【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！



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）



加熱式タバコ

いわゆる新型タバコの一つ
タバコ葉を200～240度の熱で加熱し、発生した蒸気を吸う。
ニコチンの沸点は247度程度でその温度での蒸気圧は非常に高い。
他の有害化学成分も、物質の蒸気圧に応じて発生。

インターネットサイトより

インターネットサイトより



iQOSのパンフレットより



マールボロ ヒートスティック
iQOSのパンフレットより



ネオスティック

インターネットサイトより
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名称 iQOS
アイコス

Ploom tech
プルームテック

glo
グロー

会社 フィリップモリス
ジャパン

日本たばこ産業 ブリティッシュ・アメリカ
ン・タバコ・ジャパン

価
格

本体
（割引）

9980円～
6980円～

4000円
2000円

8000円
4000円程度

専用タバコ 460円（20本入り） 460円（5本入り） 420円（20本入り）

（吸った感じの本物感は、普通のタバコ>iQOS>glo>Ploom TECHらしいです
iQOSは１本吸うごとに充電が必要、gloは30分くらい連続で使用可（フル充電に2～4時間必要）
iQOSの使用時間は6分間14回吸引、gloは3分間、
Ploom TECHは途中でやめられるが、iQOSとgloは中断したら吸えなくなる

Ploom TECHはネット販売が中心だったが、2017年6月から都内での販売も開始される
Gloは宮城県仙台市限定販売

加熱式タバコの比較

https://img1-kakaku.ssl.k-img.com/images/maga/9448/18.jpg?d=201612121010


インターネットサイトより



● iQOSの場合、2016年末時点で300万
台以上売れた

●通常のタバコからiQOSに切り替えた人
100万人以上

●全タバコの売り上げの1割まで拡大

加熱式タバコの急速な普及



SENDAI光のページェントでgloを体験 （横浜からはるばる仙台へ）

有害物質90％削減に関してはiqos（アイコス）と同様ですね、何を削減したのかは
はっきりとは言ってくれません。質問しても「よくわかりません」と困り顔をされてし
まいました（汗）

節約大全「入手困難！BATの加熱式タバコglo（グロー）を実際に体験してきた！」https://ecoeco-
taizen.com/life/16533.html



iQOSのパンフレットより



iQOSのパンフレットより



①依存性、有毒性
ニコチン、溶剤、その他

②従来型タバコとの併用、
③タバコのgate way
④臭気
⑤誤認識による乱用

加熱式タバコの問題点



出典 horiguchi-cl.com 

とてもタバコが吸いたい
落ち着かない
気分が落ち込む
食欲が増す
イライラ・欲求不満・怒り
寝つきが悪い
不安を感じる
・・・etc

ニコチン依存症と離脱（禁断）症状



30

ニコチン依存の成立

Achのニコチン受容体

繰り返す喫煙

血流を介して大量のニコチン
がニコチン受容体に到達する
ことを繰り返す

ニコチン受容体の
ダウンレギュレーション

Ach作動性ニューロンの機能
低下

ニコチン依存
大量のニコチンで機能



位置 起点 投射
大脳辺縁系 中隔核 海馬へ投射。

海馬の記憶固定に深く関与している。
細胞脱落によりアルツハイマー病の原因と成る。

前脳基底部

ブローカ対角帯核

ブローカ対角水平亜核 嗅結節へ投射。

マイネルト基底核

大脳皮質へ投射。
（ノルアドレナリンとグルタメートにより増強される）
認知機能の基盤と成る注意力、集中、記憶や覚醒、思考
に非常に重要な役割を担う。
細胞脱落によりアルツハイマー病の原因と成る。

橋（脳幹）

橋脚被蓋核 背側路（視床へ行き上行網様体賦活系）と腹側路
（マイネルト基底核へ行き皮質賦活）の2通りの経路。
・背側路は、視床非特殊核を介して大脳皮質を覚醒、
睡眠させる経路。

・腹側路は、視床下部の内側前脳束を経由して、
マイネルト基底核、脳幹網様体に投射する。
この回路は、歩行運動、姿勢反射、
筋緊張に関与している。

背側外側被蓋核

間脳 内側手綱核 脚間核へ（機能不明）。

中脳 二丘体傍核 上丘へ（機能不明）。

アセチルコリンの神経核



主α波周波数（Hz)

10

9

非喫煙者レベル

喫煙前 喫煙後

覚醒

眠気、
集中力低下

喫煙常習者の喫煙時の脳波変化



主α波周波数
（Hz)

10

9

覚醒

喫煙者と非喫煙者の日常脳波変化

眠気、
集中力低下

０ １時間 １週間

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　タバコで解消されるストレスとは何でしょうか？　図は、アルファ波と呼ばれる脳波の周波数の動きを表しています。アルファ波の周波数が下がると、ぼんやりしたり、眠気が出たり、集中力が低下したりするのに対し、周波数が高くなるとスッキリとさえて集中力が増すような状況になります。簡単にいえば、頭の回転を表していることになります。　タバコを吸っている人のアルファ波の周波数は９Ｈｚくらいですが、タバコを吸って数秒であっという間に１０Ｈｚくらいに高くなる変化を起こします。この周波数の急激な上昇は、さぞかし頭を活性化してすっきりするのでしょう。これはニコチンが肺から体内に取り込まれて、血流を介して脳を刺激するからです。喫煙者がタバコ吸うと仕事が進む、勉強が進む、アイディアが浮かぶ、といったりするのは、この脳波の動きと密接に関係しています。　タバコを吸っていない人はどうでしょうか。アルファ波は常に１０Ｈｚ前後です。タバコなんかを吸わなくてもスッキリとした頭で常にいられるわけです。タバコを吸っている人は、ニコチンを吸収しないと１０Ｈｚになれないのです。基礎周波数が下がってしまっていて、タバコなしでは正常な頭の回転レベルになることができないのです。これがニコチン依存（中毒）の本態です。　下がったアルファ波の周波数は、完全禁煙すると１週間から２週間くらいで正常に近いレベルまで上がってきます。



ニコチン

●そもそもニコチン自体は毒物（猛毒）
ゴキブリやねずみ駆除にも使われていた

●身体への害
血管の収縮、血流阻害、新陳代謝阻害
LDLコレステロール↑
女性ホルモン分泌低下（生理不順、肌荒れ）

●ニコチン依存症
精神疾患、保険制度適用
喫煙者の多くはニコチン依存を無自覚
うつ病のリスク、うつ病悪化のリスク
自殺のリスク
労災のリスク











日経MJ



ZUU online 編集部
https://zuuonline.com/archives/152991



最近、煙の出ない、あるいは煙の見えにくいタバコが次々と販売され、従来のタバコよ
りも害が少ない、と宣伝されています。それをうけて、今まで公共の禁煙だった区域にお
けるタバコの代替品候補として考える方もいらっしゃるようです。しかしながら、一方では
、新たな健康へのリスクが懸念されています。新しいタバコ（注1）は「健康リスクが少ない
」「受動喫煙の危険がない」と誤認されていますが、有害物質を含んでおり、使用者およ
び周囲の人々に危害を及ぼす可能性があります。また、WHOをはじめとする国際的な保
健機関の多くが、その危険性に対して警告を発しています。
東北大学病院では、すでに敷地内禁煙を実施しておりますが、新しいタバコに対する姿

勢については表明しておりませんでした。ここに改めて、当院では、従来のタバコと同様
に、新しいタバコに関しても敷地内全面禁煙とし、また周辺の道路や敷地においても禁煙
にご協力をお願いする、という姿勢に統一することに致します。
新しいタバコには、安全なものがあるという意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれま

せん。しかしながら、多種多様の製品があり、それらの安全性が製品ごとに異なるため、
外部から危険なものと安全な製品を見分けることはできません。また、本製品が禁煙へ
のステップに役立つという意見の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、同時に、とくに
若い世代に対して、新しいタバコが本格的な喫煙への入り口になることを重く受け止めた
いと考えています。
皆様にご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

注1） 新しいタバコには、無煙タバコ、スヌース、いわゆる電子タバコ、非燃焼・加熱式タ
バコなどがあげられます。

いわゆる「新しいタバコ」に対する東北大学病院の姿勢について

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/contents/no-smoking.html



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。
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