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要旨：水道橋病院内科外来における禁煙治療につい
て３年間の実績を報告した。２５例中治療終了時の４
週間禁煙に成功したのは６４％で，一年間の禁煙継続
ができたものは４４％であった。長期禁煙に成功した
例では，ブリンクマン指数が少なく，喫煙期間が短
く，一日の喫煙本数が少ない例が多かった。治療法
では，経口禁煙補助薬であるバレニクリンのほうが
症例数は少ないものの，ニコチンパッチよりも禁煙
率が高かった。しかし，再喫煙に至った例も多く，
長期にわたる禁煙を継続するには医療からのより積
極的な支援が必要であると思われた。

はじめに

喫煙習慣は「易再発性だが，繰り返し治療するこ
とにより完治しうるニコチン依存症という疾患であ
る」と考えられている。２００６年には，ある一定の条
件のもと行われた禁煙治療については保険診療が開
始され，補助として使用される薬剤についても薬価
収載された。禁煙にかかる費用も自由診療の際の約
三分の一になり，こうした支援体制が禁煙率の向上
に役立つと思われている。
しかし，現時点で実際に保険診療の適応になるに

は厳しい条件がある。まず，適応となる患者は表１
に示すような項目をすべてみたし，ニコチン依存症

と診断されることが必要である。禁煙に対する本人
の強い意志が最も重視されているのは言うまでもな
い。また，表２に示すような施設基準もある。特に
施設内禁煙を必須としていることから，これがかな
りハードルを上げているものと考えられる。
水道橋病院では全教職員の理解によりこれらの施

設基準をクリアし，２００６年８月より口腔外科，内科，
看護部の協力のもと禁煙外来を立ち上げた。今回は
発足後約３年が経過し，現在までの当科における禁
煙治療の実績をまとめるとともに，今後の課題を明
らかにすることを目的として検討を行った。

対象と方法

対象は２００６年８月から２００９年３月までに当院の禁
煙外来を受診し，ニコチン依存症と診断され，禁煙
補助薬の適応と判断された，男性１７例（平均年齢
５５．３±１３．７歳），女性８例（平均年齢４３．４±１３．８歳）
の計２５例（平均５１．５±１３．７歳，２６～７８歳）である。
実際の禁煙治療は禁煙治療のための手順書に則っ

て１），１２週間にわたり５回の外来治療を行った。初
診時に３０分以上かけて喫煙の健康被害について説明
ののち，喫煙状況，禁煙の意思確認，タバコ依存症
スクリーニングテスト（TDS）の評価（表３）を行
い，その結果保険給付となるかを確認した（表１）。
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その後呼気中一酸化炭素（CO）濃度測定によるニコ
チン摂取量の客観的評価，体重測定ののち，禁煙開
始日を決定し，それぞれの禁煙補助薬の副作用と対
処を含め禁煙全般のアドバイスを行い，全身状態把
握のための診察後に禁煙補助薬を処方した。再診時
には副作用の有無，CO濃度と体重の測定を行い，
禁煙継続のための具体的なアドバイスをした。
治療はニコチンの離脱症状を軽減するためのニコ

チンパッチ製剤（ニコチネルTTSⓇ）を２０例で使用
した。１日の喫煙本数より初期投与量を決定し，通
常は当初の４週間をニコチネルTTSⓇ３０（ニコチン
含有量５２．５mg，約４０％放出），その後の２週間をニ
コチネルTTSⓇ２０（ニコチン含有量３５mg，約４０％放

出），さらにその後の２週間はニコチネルTTSⓇ１０
（ニコチン含有量１７．５mg，約４０％放出）と計８週間
漸減使用した。
２００８年８月からは経口禁煙補助薬であるバレニク
リン（チャンピックスⓇ）の使用も開始し，希望によ
り５例で治療を行った。１日目から３日目までは
０．５mgを１日１回，その後４日目から７日目まで
０．５mgを１日２回経口投与した。８日目から禁煙
を開始するとともに，１mgを１日２回に増量し，
計１２週間継続した。
治療終了後にそれぞれの患者背景，禁煙治療終了

時の４週間禁煙率，さらに１年後の禁煙継続率（１
年禁煙率）について検討した。さらに禁煙導入成功
者と不成功者，禁煙継続成功者と不成功者のプロ
フィールを比較し，症例数は少ないが１年禁煙率に
影響を及ぼす因子についても検討した。可能性のあ
る因子として性別，喫煙年数，１日の喫煙本数，ブ
リンクマン指数（１日の喫煙本数×喫煙年数），
TDS，初診時呼気中一酸化炭素濃度，基礎疾患の
有無，同居人の喫煙の有無を取り上げた。

結 果

１．患者背景
受診動機は最近の健康への関心の高さを反映し

て，家人の勧めや自ら禁煙を希望して来院したもの
が１５例と多く，院内に掲出してあるポスターを見て
受診されたものが６例，歯科からの紹介は４例で当
初の予想より少数であった。
基礎疾患は高血圧２例，気管支喘息（軽症）２例，

糖尿病１例，高脂血症１例，掌蹠膿疱症１例，うつ
病１例，不眠症１例，前立腺肥大症１例，脊椎管狭
窄症１例（重複あり）で基礎疾患保有率は３６％であっ

表１ 保険診療となる条件―対象患者の条件―
―禁煙治療のための標準手順書１）より―

次のすべてに該当し，医師がニコチン依存症の管理が必要
であるとみとめたもの

①ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト（TDS）で
ニコチン依存症と診断されたもの（TDS５点以上）

②１日の喫煙本数×喫煙年数（ブリンクマン指数）が200以上

③直ちに禁煙することを希望し，禁煙治療のための標準手
順書に則った禁煙指導について説明を受け，治療を受け
ることを文書により同意しているもの

表２ 保険診療となる条件―施設基準―
―禁煙治療のための標準手順書１）より―

・禁煙治療を行っている旨を保健医療機関内の見やすい所
に掲示

・禁煙治療の経験を有する医師が 1名以上
・禁煙治療に係る専任の看護師 1名以上
・禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素測定器を備えてい
ること

・保険医療機関の敷地内禁煙
・喫煙を止めたものの割合を社会保険事務局長に報告して
いること

表３ タバコ依存度スクリーニングテスト（TDS）
（合計点が５点以上の場合，ニコチン依存症と診断）
―禁煙治療のための標準手順書１）より―

・自分が吸うつもりよりも，ずっと多くタバコを吸ってし
まうことがありましたか

・禁煙や本数を減らそうと試みて，できなかったことがあ
りましたか

・禁煙したり本数を減らそうとしたときに，タバコがほし
くてほしくてたまらなくなることがありましたか

・禁煙したり本数を減らしたときに，次のどれかがありま
したか（イライラ，神経質，落ち着かない，集中しにく
い，憂うつ，頭痛，眠気，胃のむかつき，脈が遅い，手
の振るえ，食欲または体重増加）

・上記の症状を消すために，またタバコを吸い始めること
がありましたか

・重い病気にかかったときに，タバコは良くないとわかっ
ているのに吸うことがありましたか

・タバコのために自分に健康問題が起きているとわかって
いても，吸うことがありましたか

・タバコのために自分に精神的問題が起きているとわかっ
ていても，吸うことがありましたか

・自分はタバコに依存していると感じることがありました
か

・タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けるような
ことが何度かありましたか
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た。他に咳嗽，喀痰など喫煙によると思われる症状
を８例で認めた。
１日の喫煙本数は平均２４．４本（１０～４０本）で，喫煙

年数は平均３０．８年（７～５０年），ブリンクマン指数は
平均７４２．２（２１０～１８００）であった。TDSは平均８．４点
（５～１０点）で，高い依存度を示す例が多かった。初
診時の呼気中CO濃度では平均１４．２ppm（０～３０
ppm）でマイルドスモーカーに当たる例が多かった
（表４）。

２．禁煙治療終了時４週間禁煙率
禁煙治療を開始した２５例中，禁煙治療を終了した

のは２０例（８０％）であった。５例が途中で通院を中断
し，１回目で中断したものが２例，２回目で中断し
たものが２例，３回目で中断したものが１例であっ
た。禁煙治療終了者では１６例が禁煙導入に成功した
（治療開始者の６４％，治療終了者の８０％）。治療法別
にみると，ニコチンパッチ使用群では終了者１６例中

１２例（７５％），開始者２０例中１２例（６０％）で，バレニク
リン使用群では，終了者４例中４例（１００％），禁煙
開始者５例中４例（８０％）であった。

３．１年禁煙率
卒煙には１年以上の長期にわたる禁煙の継続が重

要であるとされており２），禁煙導入に成功した１６例
に電話あるいは電子メールで問診し，自己申告によ
る１年禁煙率を検討した。１６例すべてより回答が得
られ，治療法別ではニコチンパッチ治療群では禁煙
導入成功者１２例のうち４例が再喫煙となり，８例
（６７％）で禁煙を継続していた。すなわち治療開始者
２０例の１年禁煙率は４０％であった。一方，バレニク
リン治療群では，禁煙導入成功者４例のうち１例が
再喫煙し，治療開始者５例の１年禁煙率は６０％とニ
コチンパッチ群に比し高かった。全体では禁煙治療
開始した２５例中１１例が長期にわたり禁煙を継続して
おり，４４％の１年禁煙率であった。

４．副作用
副作用はニコチンパッチ使用群では５０％で認め，

不眠５例，かぶれ・かゆみなどの皮膚症状４例，吐
き気２例であった。不眠については就寝時にパッチ
を剥がすことで対応できた。皮膚症状は貼付する場
所の変更やステロイド軟膏の塗布で対応したが，１
例は重症で継続を断念せざるを得なかった。バレニ
クリンでは軽度の吐き気を１例で認めたが，制吐剤
を短期間併用することで改善し，継続投与が可能

表４ 患者背景

男性（１７） 女性（８） 計（２５）

年齢 ５５．３±１３．７歳 ４３．４±１３．８歳 ５１．５±１３．７歳

喫煙本数 ２２．６±８．９本 ２７．２±８．３本 ２４．４±８．９本

喫煙年数 ３４．６±１２．４年 ２２．８±１０．３年 ３０．８±１２．９年

ブリンクマン指数 ７０６．３±３４１．４８０６．１±４５７．４７４２．２±３８０．７

TDS ８．４±１．７ ８．４±１．２ ８．４±１．５

呼気中CO濃度 １４．１±８．４ppm １６．１±７．９ppm １４．２±８．４ppm

表５ 禁煙治療終了時の禁煙成功例と不成功例の比較

禁煙成功（１６例） 禁煙不成功（９例）

性 別 男性／女性 １０／６ 男性／女性 ７／２

喫煙本数 ２２．６±８．８６本 ２７．２２±８．３３本

喫煙年数 ３１．８±１４．１年 ２９．０±１０．９年

ブリンクマン指数 ７０６．３±３４１．４ ８０６．１±４５７．４

TDS ８．４±１．７ ８．４±１．２

呼気中CO濃度 １４．１±８．４ppm １６．１±７．９ppm

禁煙歴あり ８（５０％） ８（８８．９％）

同居人の喫煙あり ７（４３．８％） １（１１．１％）

基礎疾患あり ７（４３．８％） ４（４４．４％）

精神疾患あり ０（０％） ２（２２．２％）

表６ １年禁煙成功例と不成功例の比較

禁煙成功（１１例） 禁煙不成功（１４例）

性 別 男性／女性 ７／４ 男性／女性 １０／４

喫煙本数 ２２．７±１０．３本 ２５．７±７．８本

喫煙年数 ２６．６±１２．７年 ３４．１±１２．５年

ブリンクマン指数 ５８８．２±３１３．６ ８６３．２±３９５．１

TDS ８．２±１．７ ８．６±１．４

呼気中CO濃度 １４．０±９．１ppm １５．５±７．５ppm

禁煙歴あり ７（６３．６％） ９（６４．３％）

同居人の喫煙あり ５（４５．５％） ３（２１．４％）

基礎疾患あり ４（３６．４％） ７（５０％）

精神疾患あり ０（０％） ２（１４．２％）
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だった。

５．禁煙率に影響を及ぼす因子
禁煙治療終了時の４週間禁煙の成功群と不成功群

の患者プロフィールを比較すると，喫煙本数が少な
く，ブリンクマン指数が低く，禁煙歴がなく，同居
人の喫煙を有する例が成功群で多い傾向を認めた
（表５）。精神疾患を有する例では禁煙導入はできな
かった。一方，１年禁煙成功群ではブリンクマン指数
が低く，基礎疾患が無く，同居人の喫煙ありの例が
多かった（表６）。

１年禁煙率に影響を及ぼすと思われる各因子で比
較すると喫煙本数２０本未満，喫煙年数３１年未満，ブ
リンクマン指数低め，同居の喫煙者ありの群で禁煙
率が高かった（図１）。

考 察

喫煙により様々な健康障害があることは明らかで
あるが，禁煙により時間の経過とともにある程度そ
の影響は改善される病態もある。したがって最近で
は長期にわたる禁煙継続が極めて重要と考えられて
いる２）。

図１ １年禁煙率と患者プロフィール
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１年禁煙率について禁煙治療の手順書に従った指
導が開始される前は３３．３％～６１％との報告であった
が３～８），その後最近では大林らの６４．７％９），伊藤らの
８０．３％といった良好な結果の報告１０）がみられるよう
になっている。しかし平成２０年度のニコチン依存症
管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態
調査では３２．６％と記載され１１），最近でも栗岡らは
３６．１％と報告している１２）。一方伊藤らは８１．６％とい
う高い禁煙率を報告している１３）。今回自己申告では
あるものの，我々の４４％は実態調査の結果を上回っ
ていた。
禁煙の継続に影響を及ぼす因子として実態調査で

は喫煙年数が長く，TDSが低いほど禁煙率が高く，
喫煙本数が多く，ブリンクマン指数が１５００以上では
禁煙率が低いという傾向を報告している１１）。症例は
少ないが今回の結果では喫煙本数が２０本未満，喫煙
年数３１年未満，ブリンクマン指数低値，同居人喫煙
ありの例で継続率が高い傾向を認めた。一般に家族
内喫煙が多いと禁煙率は低下するとされている
が１２，１３），今回は家族で一緒に禁煙された例もあり，
お互いが励ましあってかえって禁煙率がよくなった
可能性がある。禁煙者の環境，特に家族や支援者な
どは禁煙成功の重要な鍵であろう。
栗岡らは喫煙者のニコチンに対する身体依存とと

もに存在するタバコに対する認知の歪みなどの心理
的依存に注目し，認知の歪みの是正が再喫煙防止の
課題と述べている１２）。また，伊藤らは禁煙マラソン
というプログラムを作成し，医療側からの十分な働
きかけを治療終了後にも行ったうえで，８０％以上の
禁煙継続率という良好な結果を得ており１４），禁煙継
続にはより積極的な医療従事者からの支援体制が重
要であることを強く示唆している。我々も今後は禁
煙を継続させるための支援プログラムを作成し，よ
り積極的関与を治療終了後も行える体制作りをして
いく予定である。
２００８年８月から使用しているバレニクリンは脳内
のニコチンレセプターの部分作動薬であり，ニコチ
ンを遮断する作用のほか，少量のドパミンを放出し
離脱症状を軽減する作用も有している。副作用の点
から精神疾患を有する例には使用しにくいが，各種
結果からニコチンパッチによる禁煙治療に比べ，バ
レニクリンの禁煙成功率の方が高いようである１５）。

今回の検討においても１年禁煙率も８０％とかなり有
用性が高く，今後治療の主流となっていくものと考
えられる。
喫煙は“タバコ病”なる別名を持つ慢性閉塞性肺疾

患のみならず，癌や動脈硬化を始めとするさまざま
な全身疾患と関連がある。そしてタバコの煙が人体
に最初に暴露される口腔は，最大の被害を被ってい
ることになり，喫煙が重症の歯周病，口腔がんの原
因となっていることも明らかである。口腔衛生を指
導する立場からも喫煙者を見過ごすことなく，重篤
な全身の疾患を引き起こす以前に歯科治療時に喫煙
の健康へ及ぼす影響を説明し，禁煙を勧めることは
予防医学の見地からも今後ますます重要となってく
るであろう。実際，歯周疾患対応の歯科における禁
煙治療の保険適用新設を嘆願する運動が，現在禁煙
学会を中心になされている。そして口腔がんセン
ターを擁する本学においても，喫煙の健康被害を十
分認識した上で，全学一丸となって禁煙に対する取
り組みを行っていかなければならないと思われた。

本論文の要旨は，第２８７回東京歯科大学学会（２００９年６月６
日，千葉）において発表した。
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