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����年の東京五輪・パラリンピックの開催を機
に日本の受動喫煙防止対策を強化すべく,  月!
日に厚生労働省は健康増進法改正案の骨子を発表
した")｡ これも世界基準からみると不徹底である
が, さらに骨抜きを狙う反対議員団と平行線のま
ま, ��"#年度国会では審議されることなく閉会し
た｡
受動喫煙防止法は, 単に小児を含む非喫煙者を,
二次環境煙 (副流煙＋喫煙者の呼気) の吸引によ

る健康被害から守るだけでなく, 若者の喫煙開始
を減らす効果なども合わせ持つことは前稿で触れ
た�)｡ 本稿では受動喫煙防止法の, 特に小児にお
ける意義について今少し深く文献に当たり, まと
めた｡
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$%&'()( (たばこの規制に関する世界保健
機関枠組条約) は���*年に発効し, 日本も発効当
初からの締約国である｡ その第 条にある目的に
は ｢…たばこの使用とたばこ煙への暴露を継続的
かつ実質的に減らし…現在および将来世代を護る｣
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喫煙者は有害な;<=>?@AB?@;C>D<(H%H) を他者に暴露させるだけでなく, 喫煙する
姿を若者に見せることで, 若者を喫煙者に引きずり込むことになる｡ 厳しい包括的な
;C>D<IJG<<法は禁煙を促し, 家庭内の禁煙規則に繋がり, 小児においては早期産児・極
低出生体重児を減らす, また, 気管支喘息発作入院を減らす<KF@<?=<が積み上げられて
いる｡
受動喫煙防止法の厚労省改正案も, H%H暴露の減少にのみに目を向けており, 真に
;C>D<IJG<<法の意義を解してはいない｡ 次国会に持ち越された法改正では, 喫煙専用室
などは設けず, $%&の提唱する包括的;C>D<IJG<<法にすべきである｡
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とある�)｡
米国の !"#年 $%&'()*&+,-&,&)./012&3+)$
(公衆衛生局医務長官報告；'-2) は, たばこの
健康被害について世界で最初に警鐘を鳴らした公
的文書兼)&45&6として知られる｡ その後もたば
この害悪について報告を重ねているが, 78 #年の
98周年記念報告は, ｢:&$01;.<&$%&,&=$*&,>
&).$5+,$+?.@@+>A)&&；次世代を喫煙者ゼロにし
よう｣ と題され, 数々の報告書の基礎にある理念
を端的に表してある#)｡
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BCBの公衆予防業務特別委員会 (BD'EF) は
BCBにより指名された公衆衛生専門者を構成員
とし, G年程度の期間をかけ, &45H&,@&に基づ
き, 公衆の健康維持, 改善に関する方策, ガイド
を提供する｡
78 7年  月に)&45&6された1;+<&>A)&&3+/5@I

(喫煙禁止政策) により得られる, &45H&,@&が明
らかとされた効果を表 にあげた9)｡
単に表JのJとGの他に, K. 喫煙を開始する
若者を減らす, がある｡ L, Mで成人の喫煙者が
減れば, 社会の,+); (標準的状態) の変化とし
てKが起こりうることは容易に推測できるが, こ
れらの項目について特に小児・思春期に焦点を当
て, 最近の)&45&6を主体にまとめてみたい｡
なお, 受動喫煙の用語より1&@+,H%.,H(二次

間接) または &,45)+,;&,$./(環境) たばこ煙
(それぞれ, 'N'と OE') 暴露が適切とされる
が"PQ), その防止は税率 (したがって価格) 上昇と
並び禁煙者の減らす効果が高いとされる7)｡
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最近のイタリアの研究はR), 'N'中の微小粒子
(DS) 量は, 低燃費H5&1&/トラックのT分間の
アイドリング中に排出されるDS量以上であり
(�";�の空間での DS7U9の喫煙の平均9!7μ*V;�

に対し排ガスの平均は79 μ*V;�), 屋外'N'暴
露規制も必要と主張している｡
喫煙専用室内を喫煙者にとり劣悪な環境にしな

いよう, 相当に強力な換気扇を要し, 排気も通行
人に影響しないよう, 高い煙突を要する｡ 後に専
用室を撤去する費用も嵩む｡ 専用室は最初から許
可しないに限る｡
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788"年'-2は'N'暴露の健康への影響をテー
マに報告され, 文献)&45&6から因果関係の&45>
H&,@&の強さを:&4&/ (十分), :&4&/7(示唆
するが不十分), :&4&/�(不十分), :&4&/#(因
果関係無しを示唆) のK段階に分類して示したQ)｡
さらに78 #年'-2は, その後の研究を踏まえ改
変された!)｡ 78 9年のBCBF.@$'%&&$はこれを
よく纏めており 8), 日本の調査結果  )を含め表B
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表 . ������������������������������������による, ｢�����CD���E�#�����；禁煙政策｣ の
有効性がしっかりしたエヴィデンスに基づき示されている事項F)
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にして示した｡
���暴露には安全と言える閾値は存在しない
ことは,  �!"#$#, �%&', #(#")*+�,--+
のいずれでも強調されている｡
成人に関して���暴露は短時間でも血管内皮

を障害し, 血小板を粘着性にし, 死亡に至る心臓
発作をおこし得, 既に心疾患を持つ場合は危険度
は特に高い./)｡ 短時間の暴露による細胞障害が肺
癌の発癌過程をセットすることもある./)｡
�����������������

�011-2324)2+1-)+,'521678-(�9(�) は
���中の化学物質が, 乳児の脳内呼吸中枢に影
響しておこるとされ, �9(�により死亡した児の
肺内のニコチン濃度が高いことや, ���暴露の
生物学的マーカーであるコチニン濃度が高いこと
が観察されている:;./)｡
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母親の妊娠早期の喫煙は, 児の顔面裂の危険因
子であることはよく確立され, </.=年�%&の判
定も>-?-@.である:)｡ 母親が喫煙者の場合危険

率は<A％上昇するのに対し, 母親の���暴露で
も.=％上昇し, 母親が喫煙者でかつ, 他人の
���にも暴露される場合はB.％上昇するとの報
告があり.<), 妊娠中の���暴露も催奇性を示す
可能性がある｡
(�)�*+�,�-./01234+567

近年, 家庭で���暴露を受けた小児の, 思春
期や若年成人期における血管障害や動脈硬化の進
行具合の研究が相次いでいる｡ 米国心臓病学会
(C�C) は, それらを6-?3-Dし, 若者のうちに
既に心血管疾患に繋がる異常が, 非暴露者と比べ
明らかに進行している事を学会声明として発表し
た.E)｡
小児期の���暴露は早期からの動脈硬化, 血

管内皮細胞機能障害, 頸動脈内膜肥厚, 成人後の
不整脈などをきたす.E)｡
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�87F-G46--法や条例の施行後に, 即時的, 明
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白に表�にある冠動脈疾患, 脳卒中や呼吸器疾患
のリスクを減らす報告が相次いだ｡
 !"らの#$研究のメタ解析によると%#), 中央値

&#か月の追跡で, 入院や死亡の相対危険度は, 冠
動脈事象 (心筋梗塞, 急性冠動脈症候群など)
'()$, その他の心疾患 (狭心症, 突然心臓死など)
'(*%, 脳卒中と +,'()#, 喘息発作, 肺炎など
'(-*であった｡
また, 危険度の減少度は, ./01234522法の包
括度が大きい程 (職場のみ, 左記＋レストラン,
左記＋バー) 大きくなった｡
これらの効果は, 単に676への暴露が減少し
ただけでなく, 喫煙本数を減らし禁煙する喫煙者
が増すことによる｡
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����������法が世界で広まり始めた頃, 家庭
内での喫煙が増えないか懸念されたが, 直ぐに払
拭された｡ � �暴露の危険性の認識が高まり,
上述のように禁煙者が増し, 自主的に !�����
����規則を設ける家庭が増した｡
そのような家庭は, カリフォルニア州では喫煙
者の居る家庭で"##$－##年%&％から%''(－')年**
％になった"&)｡ ドイツでは法施行前に完全禁煙家
庭+'％, 部分的禁煙家庭&(％であったのが, 施行
後にはそれぞれ*"％と*$％と前者が増え, 規則の
ない家庭は"&％から""％に減った"()｡
家庭内での喫煙は同室者の有無に関わらず, 室
内表面, 塵, 衣類や頭髪に � �成分を沈着さ
せ, 長期間, ニコチン, 肺癌起因物質のたばこ特
異ニトロソアミン (,,-など) や, 空気中オゾ
ンと反応し超微小粒子 (./'0") を放出させる
(123�42564!�����78�!9��；: �暴露)");"$)｡
最大の感受性者は年少児である｡ 実際の健康被害
の研究はこれからだが, 喫煙者の居住家屋などの

不動産価値を下げる動きがある｡
���������������������

%'"%年<.�:=による禁煙政策により得られる
有効性には ｢喫煙をする若者を減らす｣ がある
(第>章?項；表>)｡ その後の調査でも, 英国で
は"+歳と"&歳の習慣的喫煙者は禁煙法開始後に
*@�961�3�!共に減った｡ 特に"&歳女児ではまず
*0+％, その後も年平均"0&％減少した"#)｡
米国の平均"*0+歳から%*0*歳までの長期追跡調

査では, 職場の禁煙法は, 喫煙開始者は+*％減り,
バーを含む包括的法は最近+'日間の喫煙者を%'％,
喫煙日数を"&％減らした%')｡
 ���!"#!"$%&'(

世界では� �暴露により推計"((;'''人A年の
"&歳未満児が死亡し%"), はるかに多くが健康被害
を受けているが, 包括的!���������法による被
害の減少の�B34�6@�が積み上げられている｡
C��6らは選出した%''$～"+年の""編の論文の
��B3�Dから法の施行後, 早期産児 (－"'0*％),
出生体重";&''E未満児 (－+&0*％), B��F�=GH
児 (－&0+％) の減少を認め, 主に"%歳以下の喘
息発作入院児の減少 (－"'0"％) を認めた%%)｡
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受動喫煙防止法は単に規制領域の� �暴露を
無くするだけが目的ではない｡ 喫煙しないことを
社会の標準的状態に推し進め, 喫煙者に禁煙を促
し, 新たな喫煙者を減らす｡ それらにより即時的
に喫煙関連疾患を減らすことを, 小児に関連する
文献を主に述べた｡
喫煙専用室のような妥協案は, 効果を大きく縮
小する｡ 実施するなら, 撤去費用を覚悟で, 期間
を限るべきである｡
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