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総説（循環器病予防総説シリーズ16：要因編 6 ）

喫煙と循環器疾患
中 村 幸 志＊1
脳卒中による死亡のリスクが高く、男性および女性

Ⅰ．は じ め に

での年齢を調整した虚血性心疾患死亡の相対リスク
はそれぞれ1.73（90％信頼区間、1.55‑1.93）
、1.90

能動喫煙は、高血圧、高コレステロール血症、糖

（1.70‑2.13）であり、脳卒中死亡の相対リスクはそ

尿病とならぶ循環器疾患（虚血性心疾患および脳卒

れ ぞ れ 1.08（1.03‑1.13）
、1.18（1.11‑1.26）で

中）の主要な危険因子である。生活習慣の修正によ

あった。一方、比較的近い時期に実施された日本人

る循環器疾患予防を鑑みる時、これらの主要な危険

を対象とするコホート研究では、能動喫煙によって

因子の中で能動喫煙は生活習慣そのものであり、行

循環器疾患リスクの上昇傾向がありそうなものの統

動変容が直ちに危険因子の取り除きにつながる点は

計学的検定で有意でない結果、あるいは、リスク上

重要視すべきである。また、日本の男性の喫煙者の

昇はなさそうな結果であった2）〜4）。

割合は漸減傾向であるものの、欧米の先進国の男性

その後の日本の各地あるいは全体を網羅するコ

のそれと比べるといまだに高いこと、能動喫煙は循

ホート研究では、Hirayama による計画調査の結論

環器疾患のみならずがん、呼吸器疾患などをはじめ

と合致するのみならず、より高い相対リスク（ハ

とするさまざまな健康障害の危険因子でもあること

ザード比）が推定されている。循環器疾患の既往歴

から、公衆衛生の観点で能動喫煙は特に重要な危険

のない一般集団を対象にしたコホート研究として、

因子に位置づけられる。さらに、日本人男性の喫煙

福岡県久山町の一般住民を対象にした久山町研究

者割合の高さは、日本における受動喫煙防止の取り

5）
（2,421人、14年間追跡）
、大阪府吹田市の一般住民

組みの遅れと相まって、非喫煙者が受動喫煙に曝さ

6）
を対象にした吹田研究（3,911人、11.9年間追跡）
、

れることにつながる。本稿では、喫煙と循環器疾患

全国層化無作為抽出地区における第 3 回循環器疾患

に関するさまざまなことを主に日本の代表的な疫学

基礎調査受検者を対象にした NIPPON DATA80

研究の知見に基づいて概説する。

Ⅱ．能動喫煙による循環器疾患リスクの上昇
わが国での能動喫煙と循環器疾患に関する初期の

7）
（9,638人、14年間追跡）
での喫煙習慣と循環器疾

患（虚血性心疾患および脳卒中）の発症・死亡との
関連の結果を表 1 にまとめる。これらの結果から、
能動喫煙は高血圧、高コレステロール血症、糖尿病

報告の一つは、宮城県、愛知県、大阪府、兵庫県、

という他の危険因子と独立して、将来の虚血性心疾

岡山県、鹿児島県の一般住民を対象に、1965年に

患と脳卒中の発症・死亡のリスクを容量依存的に高

ベースライン調査を実施し、17年間追跡して、喫煙

めることが示唆される。脳卒中を病型別にみると、

習慣と死因別死亡との関連の検討した Hirayama に

能動喫煙は脳梗塞とクモ膜下出血のリスクを高める

よる計画調査（265,118人） である。非喫煙者と比

ものの、脳内出血のリスクを高める作用はないよう

べると、喫煙者（現在＋過去）では虚血性心疾患と

である。しかし、循環器疾患予防の実践の観点で

1）

＊1

琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学講座

（〒903‑0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地）
受付日

2019年 7 月31日・受理日 2019年10月 3 日

は、能動喫煙は脳卒中全体のリスクを高めるという
理解が望ましい。
このような日本のコホート研究（10コホート）の
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個人レベルのデータを統合した大規模コホート研究

1.39（1.20‑1.62）であった（図 1 ）
。図 1 に示した

8）

EPOCH-JAPAN（66,592人、平均10.1年間追跡）

大規模データに基づくハザード比は、表 1 に記した

での喫煙習慣と循環器疾患（虚血性心疾患および脳

単一コホート研究のハザード比よりも狭い信頼区間

卒中）による死亡との関連の結果を図 1 として示

で推定され、概ねこのあたりが日本人における能動

す。男性および女性での非喫煙を基準にした現在喫

喫煙による虚血性心疾患および脳卒中の相対リスク

煙の虚血性心疾患による死亡のハザード比はそれぞ

と考えられる。

れ2.07（95％信頼区間、1.43‑3.01）
、3.03（1.98‑

日本人の能動喫煙の健康影響に関するエビデンス

4.65）であり（図 1 ）
、脳卒中による死亡のハザー

を精査して取りまとめた報告書「喫煙と健康」10）で

ド 比 は そ れ ぞ れ 1.60（1.25‑2.04）、1.31（0.92‑

は、能動喫煙と虚血性心疾患および脳卒中との関連

1.88）であった（図 1 ）
。脳卒中死亡のうち、脳梗

は「因果関係を推定するのに十分である」と判定さ

塞死亡のハザード比はそれぞれ1.82（1.31‑2.53）、

れている。

1.31（0.78‑2.19）であった（図示省略）。さらに、

容量依存の関係に基づくと、 1 日あたり 1 本程度

日本人を対象にしたコホート研究による2008年10月

というごく少量の能動喫煙による循環器疾患リスク

までに公表された脳卒中 6 編（1,205イベント）お

はあまり高くないと予想しがちである。しかし、あ

よび虚血性心疾患 4 編（14,343イベント）の論文

る国際的なメタ解析11）によれば、 1 日あたり 1 本程

データ（うち、それぞれの 1 編は再解析したもの）

度の能動喫煙による循環器疾患リスクは 1 日あたり

を統合（メタ解析） した結果も図 1 に加える。こ

20本程度の同リスクの40〜50％と推定される。少量

れは男女を合わせた解析だが、非喫煙を基準にした

なら健康を損なわないと想定できる安全な喫煙量は

現在喫煙の虚血性心疾患による発症・死亡の統合ハ

なく、喫煙者が循環器疾患リスクを避けたいならば、

ザード比は2.60（95％信頼区間、2.19‑3.09）（図

量を減らすのではなく完全に止める必要がある。

9）

1 ）、脳卒中による発症・死亡の統合ハザード比は

最近は、先制的な予防への関心が高まり、無症候
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喫煙習慣と病型別循環器疾患死亡。バーはハザード比の95％信頼区間。調整（EPOCHJAPAN）
：年齢、収縮期血圧、血清総コレステロール、Body Mass Index、コホート。調整
（EPOCH-JAPAN）：年齢、性（その他の主要な循環器疾患危険因子の保有状況）。文献 8
（EPOCH-JAPAN）および 9 （アジア人喫煙コホートメタ解析）より引用作図。
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表1

喫煙習慣と病型別循環器疾患の発症・死亡
ハザード比（95％信頼区間）
非喫煙

久山町研究*
文献 5 より引用

男女 下記疾患の発症
併合 虚血性心疾患
脳卒中
脳梗塞
脳内出血

過去喫煙

NIPPON DATA80
文献 7 より引用

現在喫煙
≧21（≧20*）本／日

1.00（基準） 1.10（0.56‑2.15）

1.88（1.02‑3.47）

2.31（1.17‑4.57）

1.00（基準） 1.53（0.90‑2.61）

1.90（1.18‑3.06）

2.01（1.11‑3.65）

1.00（基準） 1.70（0.90‑3.20）
1.00（基準） 1.11（0.37‑3.33）

2.03（1.18‑3.49）
1.21（0.47‑3.15）

現在喫煙の 2 群の併合
現在喫煙の 2 群の併合

クモ膜下出血 1.00（基準） 0.92（0.09‑9.08）
吹田研究
文献 6 より引用

現在喫煙
≦20（≦19*）本／日

3.85（1.05‑14.13） 現在喫煙の 2 群の併合

男性 下記疾患の発症
虚血性心疾患

1.00（基準） 2.21（0.61‑8.00）

2.74（0.80‑10.90）

1.89（0.41‑8.70）

脳卒中
脳梗塞

1.00（基準） 1.07（0.46‑2.48）
1.00（基準） 1.94（0.64‑5.86）

2.47（1.12‑5.45）
4.06（1.40‑11.83）

2.48（1.00‑6.20）
3.37（1.00‑11.41）

1.56（0.54‑4.53）
1.60（0.91‑2.79）

4.25（1.42‑12.8）
2.17（1.09‑4.30）

2.97（1.27‑6.98）
0.42（0.16‑1.09）

3.26（1.11‑9.56）
0.68（0.20‑2.33）

男性 下記疾患の死亡
虚血性心疾患
1.00（基準） 1.00（0.28‑3.53）
脳卒中
1.00（基準） 1.56（0.84‑2.90）
脳梗塞
脳内出血

1.00（基準） 3.06（1.23‑7.63）
1.00（基準） 0.60（0.21‑1.69）

吹田研究と NIPPON DATA80の女性の結果は省略
調整（久山町研究）：年齢、性、収縮期血圧、糖尿病状態、血清総コレステロール、Body Mass Index、心電図異常状態、飲酒習慣、運動習慣
調整（吹田研究）：年齢、Body Mass Index、収縮期血圧、血糖、血清 non-HDL コレステロール、腎糸球体濾過量、飲酒習慣
調整（NIPPON DATA80）：年齢、収縮期血圧、Body Mass Index、血清総コレステロール、飲酒習慣、糖尿病状態

䜸䝑䝈ẚ 㢕ື⬦ෆ⭷୰⭷」ྜయཌ䠚1.0mm䠄ᕥ䠅䚸ෙື⬦▼⅊䝇䝁䜰䠚0䠄ྑ䠅
5
4
3
2
1

䠄ᇶ‽䠅

䠄ᇶ‽䠅

0
㠀ႚ↮

㐣ཤႚ↮

⌧ᅾႚ↮

㠀ႚ↮

㐣ཤႚ↮

⌧ᅾႚ↮

䜸䝑䝈ẚ ື⬦▼⅊䝇䝁䜰䠚0䠄ᕥ䠅䚸㊊㛵⠇ୖ⭎⾑ᅽẚ䠘1.1䠄ྑ䠅
5
4
3
2
1

䠄ᇶ‽䠅

䠄ᇶ‽䠅

0
㠀ႚ↮

図2

㐣ཤႚ↮

⌧ᅾႚ↮

㠀ႚ↮

㐣ཤႚ↮

⌧ᅾႚ↮

喫煙習慣と各種潜在性動脈硬化所見保有（男性）
：SESSA。バーは
オッズ比の95％信頼区間。調整：年齢、Body Mass Index、収縮
期血圧、血清総コレステロール、血清 HDL コレステロール、高血
圧治療状況、脂質異常症治療状況、糖尿病治療状況、飲酒習慣、
運動習慣、C 反応性蛋白。文献12より引用作図。
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Ⅲ．能動喫煙と他の危険因子の合併による
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循環器疾患リスクの上昇

㻞㻠㻚㻠㻑

能動喫煙以外の主要な循環器疾患危険因子である
高血圧、高コレステロール血症、糖尿病、メタボリッ
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能動喫煙の循環器疾患死亡への集団寄与危険割合
（灰色部分／全体）
：EPOCH-JAPAN。各喫煙状況の
縦軸（高さ）の比はハザード比に相当。調整：年
齢、収縮期血圧、血清総コレステロール、Body
Mass Index、コホート。文献 8 より引用作図。

クシンドローム、慢性腎臓病を併せ持つ喫煙者は、持
たない喫煙者よりもさらに高い循環器疾患リスクを
有する5）,6）,8）,14）。例えば、先述の EPOCH-JAPAN8）に
て、喫煙習慣と血圧の組み合わせで、循環器疾患に
よる死亡のリスクを比較したところ、正常血圧（収
縮期血圧＜140 mmHg かつ拡張期血圧＜90 mmHg）

の潜在的な動脈硬化をターゲットにした研究が進め

の非喫煙者を基準とする高血圧（収縮期血圧≧140

られている。滋賀県草津市の一般男性住民で循環器

mmHg または拡張期血圧≧90 mmHg）の現在喫煙

疾患の既往歴のない者を対象にした潜在性動脈硬化

者での循環器疾患死亡のハザード比は、男性で2.83

に関する横断研究 SESSA（1,019人）12）での喫煙習

（95％信頼区間、2.17‑3.69）（図 4 ）
、女性で2.70

慣と主要な動脈の各種所見との関連の結果を図 2 と

（2.00‑3.64）と推定される（図示省略）
。また、喫

して示す。能動喫煙は潜在性動脈硬化と定義された
全ての所見（頸動脈内膜中膜複合体厚＞1.0 mm、
冠動脈石灰化スコア＞ 0 㸭≧100㸭≧400、大動脈石
灰化スコア＞ 0 㸭≧100㸭≧1,000、足関節上腕血圧
比＜1.1）と正の関連がみられた（図 2 、ただし一
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部の所見の図示省略）。また、現在喫煙者における

2

生涯喫煙量（パック・年）の増加とともに、冠動脈

1

䠄ᇶ‽䠅

石灰化スコア≧100㸭≧400を除く全ての潜在性動脈
硬化の有所見割合が増えた（図示省略）。
平成29年国民健康・栄養調査
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によれば、最近の

13）

成人男性の29.4％が現在喫煙者であると推定され

図4

喫煙者の割合は7.2％と推定される。現在よりも喫
煙者割合が高かった時代のデータである EPOCH疾患のうちの26.1％は能動喫煙（現在＋過去）に起
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る。一方、同調査によれば、最近の成人女性の現在

JAPAN8） によれば、日本人男性集団全体の循環器
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喫煙習慣、血圧と循環器疾患死亡（男性）
：EPOCHJAPAN。バーはハザード比の95％信頼区間。調整：
年齢、血清総コレステロール、Body Mass Index、
コホート。文献 8 より引用作図。
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因するものと推定される（図 3 ）
。一方、女性の能
動喫煙（現在＋過去）に起因する循環器疾患の割合

3

は4.6％と推定される（図 3 ）。これらの数値は集団

2

寄与危険割合と称するもので、理論上、対象集団か

1

ら能動喫煙を取り除けたら減らすことができると考

0

えられる循環器疾患（全例の中の割合）を意味する。
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喫煙習慣、血清総コレステロールと循環器疾患死
亡（男性）：EPOCH-JAPAN。バーはハザード比の
95％信 頼 区 間。調 整：年 齢、収 縮 期 血 圧、Body
Mass Index、コホート。文献 8 より引用作図。
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煙習慣と血清総コレステロール値の組み合わせでの

た。男性において、血清総コレステロール値が低い

比較では、正常コレステロール血症（血清総コレス

場合、能動喫煙による虚血性循環器疾患（虚血性心

テロール＜240 mgdL）の非喫煙者を基準とする高

疾患＋脳梗塞）および虚血性心疾患による死亡のリ

コレステロール血症（血清総コレステロール≧240

スクの高まりが明らかでないものの、血清総コレス

mgdL）の現在喫煙者での循環器疾患死亡のハザー

テロール値の上昇に伴って能動喫煙による同リスク

ド比は、男性で1.94（1.39‑2.71）（図 5 ）
、女性で

上昇が顕著となる傾向がみられた（図 6 、ただし虚

1.87（1.14‑3.09）と推定される（図示省略）。

血性心疾患の図示省略）
。先述の久山町研究5）、アジ

概ね能動喫煙と他の危険因子の合併によって循環

ア太平洋地区の大規模統合コホート研究 The Asia-

器疾患リスクは相加的に上昇するが、能動喫煙と

Paciﬁc Cohort Studies Collaboration17） では、能動

高コレステロール血症の合併による虚血性心疾患

喫煙と高コレステロール血症の間に虚血性心疾患発

リスクは相乗的に上昇する可能性が示唆されてい

症への交互作用がみられた。このような交互作用

る。この仮説は、遡ると世界 7 ヶ国における Seven

を説明しうる機序の一つは、低比重リポタンパク

countries study で欧州諸国の対象集団では能動喫

（LDL）コレステロールが初期動脈硬化に関与する

煙による虚血性心疾患リスクの上昇が明白であっ

のに対し、能動喫煙は動脈硬化の比較的進行期での

たものの日本の対象集団では明白でなかったこと、

関与が大きいことである18）。

4）

遺伝的には同じである米国在住日本人と日本在住日

能動喫煙と高コレステロール血症の交互作用の意

本人の間の比較研究 NI-HON-SAN study でも同

味について、日本人における能動喫煙と循環器疾患

様な違いがみられたことに端を発する。これらの

（特に虚血性心疾患）との関連に立ち戻って考えて

研究が行われた当時、日本在住日本人の血清総コ

みる。利用可能な資料に基づけば、1960年くらいか

レステロール値は欧米諸国のそれと比べると低く、

ら日本人の血清コレステロール値は上昇の一途をた

例えば、Seven countries study

の九州の田主丸

どり、2000年以降は横ばい〜微増と推定される19）。

および牛深在住日本人の血清総コレステロールの

したがって、血清コレステロール値が上昇した現代

中央値はそれぞれ約160数 mgdL、約140数 mgdL

の喫煙者での虚血性心疾患リスクは、ベースライン

であった。そこで、先述の NIPPON DATA80

調査を1980年代に実施したコホート研究から推定さ

2）

15）

に

16）

れる同リスクよりも増大している懸念がある。

おいて、血清総コレステロール値別の能動喫煙によ
る病型別循環器疾患による死亡のリスクが比較され
ᅗ㻢
⾑Ύ⥲䝁䝺䝇䝔䝻䞊䝹
Ӎ209 mg/dl

㠀ႚ↮
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図6

血清総コレステロール値別の喫煙習慣と虚血性循環器疾患死
亡（男性）
：NIPPON DATA80。バーはハザード比の95％信頼
区間。調整：年齢、Body Mass Index、収縮期血圧、高血圧
治療状況、糖尿病状況、飲酒習慣。文献16より引用作図。
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Ⅳ．卒煙による循環器疾患リスクの低減

3

喫煙者がタバコを吸うことを止める理由はさまざ
まであり、その理由にある程度依存して卒煙時の健
康状態が規定される20）。しかし、タバコを止めた卒

2

䠄ᇶ‽䠅
1

煙者の平均的な循環器疾患リスクは概ね現在喫煙者
と非喫煙者の中間くらいであり（表 1 、図 1 ）、卒

0
⌧ᅾႚ↮

煙は循環器疾患リスクを低減させるといえる。 3 つ
のコホート（JPHC study、三府県コホート研究、
JACC study）を 統 合 し た 大 規 模 コ ホ ー ト 研 究
21）
（296,836名、平均9.6年間追跡）
での卒煙年数と将

2~4ᖺ

5~7ᖺ

8~10ᖺ

㠀ႚ↮

㐣ཤႚ↮䠄༞↮ᚋ䛾ᖺᩘ䠅

図8

卒煙後の年数と肥満保有（男性）：福岡職域研究。
バーはオッズ比の95％信頼区間。調整：年齢、飲
酒習慣、運動習慣。文献25より引用作図。

来の循環器疾患死亡との関連の結果を図 7 として示
す。現在喫煙者の循環器疾患リスクを基準にする

卒煙後に体重が増加することはよくみられる現象

と、卒煙者がタバコを止めて 2 〜 4 年経った頃から

である。例えば、福岡県内の某事業所の男性労働者

循環器疾患リスクの低減が現れ、卒煙後15年くらい

を対象に卒煙後年数と肥満の保有との関連を検討し

で非喫煙者とほぼ同等のリスクになると推定される

25）
た横断研究（3,541人）
では、非喫煙者と現在喫煙

（図 7 ）。卒煙後にリスク低減が現れるまでの年数

者の肥満（Body Mass Index≧25 kgm2）の保有

は、肺がんよりも循環器疾患は早いと考えられる22）。

はほぼ同程度であったが、過去喫煙者のうち卒煙後

喫煙による循環器疾患リスク上昇には血行動態変化

の年数が 2 〜 4 年の者では肥満保有の割合が高かっ

や血栓形成という短期影響、アテローム形成という

た。このような関連は、喫煙者が 1 日あたり25本以

長期影響の両者が関与していて 、卒煙は短期影響

上のタバコを吸っていた場合に顕著であった（図

を早々に取り除くことにつながりうる。このような

8）
。循環器疾患予防の観点では、高血圧などを有

喫煙による循環器系への影響は喫煙によるがん誘発

する喫煙者が卒煙後に体重が増加すると、随伴する

という長期的な影響

循環器疾患危険因子の管理が困難になると危惧され

23）

と異なるため、卒煙後の循環

24）

器疾患と肺がんのリスク低減の差異となりうる。

る。しかし、肥満保有の割合は、卒煙後の年数が増

図 8 と矛盾しない関連が先述の潜在性動脈硬化に

えると減って、10年近い年数を経たら非喫煙者や現

関する研究 SESSA12）においてみられ、卒煙者の卒

在喫煙者とほぼ同程度であるため（図 8 ）
、卒煙後

煙期間が長くなるにしたがって各種の潜在性動脈硬

の体重の増加は平均的にみると一時的な現象である

化所見の有所見割合は減少し、生涯非喫煙者に近づ

といえる。したがって、長期的な視野では卒煙は循

いた（図示省略）。

環器疾患予防に寄与すると考えられ、実際、ある
データに基づくシミュレーション26）でもその可能性
が示唆されている。

䝝䝄䞊䝗ẚ ᚠ⎔ჾᝈ䠄⾑ᛶᚰᝈ䠇⬻༞୰䠅
2.0

Ⅴ．受動喫煙による循環器疾患リスクの上昇

1.5

日本人男性における喫煙者割合の高さのみなら

䠄ᇶ‽䠅
1.0

ず、公共の場での禁煙が不十分な日本27）では、非喫

0.5

煙者が受動喫煙に曝されやすい。受動喫煙とは、タ

0.0
⌧ᅾႚ↮

0~1ᖺ

2~4ᖺ

5~9ᖺ

10~14ᖺ

Ӎ15ᖺ

㠀ႚ↮

㐣ཤႚ↮䠄༞↮ᚋ䛾ᖺᩘ䠅

図7

150

卒煙後の年数と循環器疾患死亡（男性）
： 3 コホー
ト統合研究。バーはハザード比の95％信頼区間。調
整：年齢、コホート、喫煙年数、 1 日あたり喫煙
本数。文献21より引用作図。

バコの先端の燃焼によって発生する煙（副流煙）お
よび喫煙者が排出する煙（呼出煙）を吸う（吸わさ
れる）ことである。平成29年国民健康・栄養調査13）
によれば、非喫煙の男性の4.5％、女性の13.2％が
家庭において週に数回以上の頻度で受動喫煙があ

2019年12月
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り、非喫煙の男性の17.0％、女性の7.5％が職場に

（95％信頼区間、1.05‑1.46）であった（図 9 ）
。喫

おいて同様な頻度で受動喫煙があり、非喫煙の男性

煙者が吸う煙（主流煙）と比べると、副流煙の有害

の9.0％、女性の7.8％が路上において同様な頻度で

化学物質の濃度は高い。しかし、喫煙者が煙を直接

受動喫煙がある。月に 1 回以上という頻度まで拡大

全て吸い込む能動喫煙と比べると、一般的に、副流

すれば、非喫煙の男性の6.9％、女性の18.1％が家

煙は環境中の空気で希釈されることから、受動喫煙

庭において、非喫煙の男性の25.5％、女性の12.7％

の有害性が低くなって、能動喫煙と比べると低い相

が職場において、非喫煙の男性の28.0％、女性の

対リスクを呈すると考えられる。

28.2％が路上において受動喫煙に曝されている。

第Ⅱ節で概説した能動喫煙と循環器疾患との関連

先述の計画調査の一環として（91,540人、16年間

に比べると、受動喫煙と循環器疾患との関連につい

追跡） 、非喫煙の女性だけを対象として配偶者の

10）
ての研究は少ないものの、先述の「喫煙と健康」

喫煙の有無と虚血性心疾患死亡との関連が検討され

という報告書では、受動喫煙と虚血性心疾患および

た。夫が非喫煙者である女性対象者と比べて、夫が

脳卒中との関連も「因果関係を推定するのに十分で

1 日あたり 1 〜19本の喫煙者か過去喫煙者、夫が 1

ある」と判定されている。

28）

日あたり20本以上の喫煙者である女性対象者での年

Ⅵ．喫煙が危険因子である認識

齢を調整した虚血性心疾患死亡の相対リスクはそれ
ぞれ1.08（90％信頼区間、0.90‑1.30）
、1.30（1.06‑

喫煙は、循環器疾患の危険因子であるのみなら

1.60）であった（図示省略）
。宮城県、愛知県、大

ず、がんや呼吸器疾患をはじめとするさまざまな

阪府の一般住民を対象にした三府県コホート研究の

疾患・健康問題の危険因子でもある1）,9）,10）。しかし、

一環として（36,021人、15年間追跡）29）、非喫煙の

日本人において喫煙が循環器疾患の危険因子である

女性だけを対象として家族内喫煙者の有無と脳卒中

という認識は高くない。平成15年国民健康・栄養

死亡との関連を検討した結果を図 9 として示す。自

30）
調査
ᅗ㻝㻜 によれば、喫煙によって肺がんや妊娠への

らはタバコを吸わなくとも家族にタバコを吸う者が
いる女性対象者では、吸う者がいない女性対象者よ

ႚ↮䛻䜘䛳䛶ᙜヱᝈ䛻䛛䛛䜚䜔䛩䛟䛺䜛䛸䛔䛖ㄆ㆑䛾ྜ

りも脳卒中死亡のリスクが高い傾向を示し、対象者

100%

が40〜79歳の場合、脳卒中死亡のハザード比は1.24

80%
60%

䝝䝄䞊䝗ẚ ⬻᱾ሰ
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図9
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家族内の喫煙者の有無と脳卒中死亡（女性）
：三府
県コホート研究。バーはハザード比の95％信頼区
間。調整：年齢、居住地、健康保険種類、高血圧
歴、糖尿病歴、Body Mass Index、飲酒習慣、緑黄
色野菜摂取状況、非緑黄色野菜摂取状況、果物摂
取状況、みそ汁摂取状況、漬け物摂取状況、幼少
時父親喫煙状況、幼少時母親喫煙状況。文献29よ
り引用作図。

60%
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0%
䛬䜣䛭䛟

図10
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喫煙によって各種疾患にかかりやすくなるという認
識：国民健康・栄養調査。文献30より引用作図。
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33）
化性疾患予防ガイドライン」
で卒煙勧奨が説かれ

100%

ている。高血圧との関連があまり明確でないにもか

80%

かわらず、
「高血圧治療ガイドライン」34）でも高血圧

60%

管理に必須の生活習慣修正（例．減塩、適正体重維

40%

持、節酒など）と併せてタバコを止めることを促す

20%

ことが挙げられている。これらは循環器疾患予防の
中でのタバコ対策の重要性を支持するものである。

0%
㧗⾑ᅽ

㧗䡶䢖䡹䡿䢗䡬䢕⾑

ႚ↮

⢾ᒀ

図11 各種異常が循環器疾患危険因子であるという認識：
NIPPON DATA2010。文献32より引用作図。

例えば、ハイリスクアプローチとして、高血圧など
に対して定期的に診療している喫煙者へ根気よく卒
煙勧奨することはもちろんだが、メタボリックシン
ドロームのスクリーニングと改善のための介入を主

影響が起こりうるという認識が80％超、気管支炎、

たる目的とする特定健康審査・特定保健指導の中に

咽頭がん、ぜんそく、肺気腫にかかりやすくなると

タバコ対策を盛り込むことが考えられる。特定保健

いう認識が60％前後であるのに対し、喫煙によって

指導の積極的支援に該当する男性喫煙者が同支援を

心臓病、脳卒中にかかりやすくなるという認識は

享受することによって卒煙の可能性がわずかに 2 〜

50％に満たなかった（図10）。欧米の先進国では、

3 ％ほど高まる程度の現状35）には検討の余地がある

喫煙が肺がんの危険因子であるという認識が90％

といえる。また、健康診査を受診した直後のわずか

超、心臓病、脳卒中の危険因子であるという認識が

な時間の卒煙勧奨が有効な方策であると示唆されて

80％前後という高さ31）とは対照的である。平成22

いる36）ことは注目に値する。

年国民健康・栄養調査と併せて行われた NIPPON

喫煙者割合は漸減傾向ながら、従前のタバコ（紙

によれば、喫煙が循環器疾患の危険

巻タバコ）とは異なる新型タバコ（電子タバコな

因子であるという認識の低さは58.4％まで改善され

ど）が出現し、これを代替品として使用する者が現

ている（図11）
。しかし、高血圧、高コレステロー

れている。喫煙による健康問題（循環器疾患を含

ル血症が循環器疾患の危険因子であるという認識

む）に関する研究に新たな展開が求められている。

DATA2010

32）

（それぞれ、86.5％、73.6％）に比べると、喫煙に

文

ついてのその認識（58.4％）はまだまだ低い。

Ⅶ．お わ り に
能動喫煙および受動喫煙による循環器疾患リスク
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