
第 37回 抗加齢・統合医学研究室勉強会 報告 
 
 
日時：2019 年 6月 8 日 18:00-20:00 
場所：東京アメリカンクラブ 小会議室-I 
参加者：熊丸裕也（演者：AOI 国際病院副院長、抗加齢・統合医学研究室室長）、奥野哲治
（Clinica ET 院長）、浦尾弥須子（浦尾耳鼻科医院院長）、長崎綾子（ながさき内科医院院
長）、村上篤（TBS）、山本勇人（山本歯科医院院長） 
 
今日は、私が 3 年ほど前から関わっている、喫煙と健康（こちらは 12 年前から）、特に

ハームリダクションというテーマでお話ししたいと思います。きっかけは、みなさんご存知
秋葉原で開業していた時、禁煙外来をやっていて、ファイザーから舘ひろしの禁煙を実施し
てくださいと頼まれたことから、その後の外来増加やマスコミ対応をすることになり、転職
後禁煙外来からは離れていたのですが、最近の加熱式タバコの発売に対しての意見を聞き
たいと言う以来から始まりました。 
私もこの時に初めてハームリダクションという言葉を知り、色々学びましたが、日本では

まだまだこの考え方が浸透していません。（熊丸） 
 
 まず喫煙と健康障害について 
喫煙が健康に悪いことは、もう 30～40年以上前から示されていました。自分が心臓外科と
してのメスを置いた 10 数年前、循環器専門医として外来で患者さんを見るに当たり、禁煙
は重要な対処であり、後で述べるように禁煙外来を開始するに至りますが、医師になって 3
年目に国立療養所神奈川病院の研修時に、肺外科の手術にも携わり、スライドのように喫煙
者の肺が如何に汚れていたかも目の当たりにして、30 代にして肺がんで亡くなった患者さ
んもいました。タバコの煙には 4000 種類の化学物質、250 種類以上の毒物或いは発がん性
物質が含まれています。喫煙は肺がん循環器疾患だけでなく、その他様々な悪性腫瘍、閉塞
性肺障害などの呼吸器疾患、糖尿病、メタボリック症候群すらも増やしたり悪化させたりし
ます。悪性腫瘍は、肺がんが 4.5倍、口腔・咽頭がんが 3倍、食道がんが 2.2倍、特に喉頭
がんは男性では 30 倍以上も増えるとされています。 
しかもタバコの害は、喫煙者本人だけでなく、その副流煙が放つより濃い濃度の有害物質に
よる受動喫煙の問題が更にあります。同じ部屋にいるだけで 1/10 の煙を吸うことになりま
す。その悪影響は、家庭での主婦、妊婦、子供へ及んでしまいます。がんセンターの疫学調
査で夫が喫煙するだけで非喫煙の婦人の腺がんは倍に増えるという報告もあります。 
 というわけで喫煙の健康障害をなくすには、まず禁煙すべきなのですが、なかなか禁煙で
きない人が多いのです。そこで禁煙外来では、チャンピクスという禁煙補助作用のある薬物
を使って、医師がサポートしながら禁煙を勧めていくのです。 



7，8 年前にファイザーからの依頼もあり、舘ひろしさんの禁煙のお手伝いをしたことも、
為になる経験でした。この辺はまた後ほど触れますが、館さんのように禁煙に成功して、そ
れを継続できる人は、決して多くはないというのが、その後の課題となりました。 
 
そもそもハームリダクションとは何か？ 

我々の日常生活には、その利便性から不可欠であるものの、害もある程度はあるということ
がたくさんあります。身近にはまず車です。現代社会に車をなくす事はあり得ませんが、自
動車事故は致死的な場合もあり、さらに排気ガスや、二酸化炭素により地球温暖化のことも
含めて無害とは言えません。そこで先ず事故のダメージを減らす目的で、まずシートベルト
が導入され、近年ではエアーバッグがすべての車に装備されています。同様な目的で自転車
や自動二輪（バイク、オートバイ）ではヘルメットを着用しますし、工事現場や工場でもヘ
ルメットは着用が義務付けられます。飛行機の離着陸時のシートベルトは、車より前に使わ
れてきたのも周知の通りです。船舶に乗る際のライフジャケットもしかり。最近は衝突防止
システムに加えて AI による走行技術も進んできたので、いずれは自動運転の車両も出てく
ることでしょう。 
医療現場でのディスポーザブル（使い捨て）機材の導入は、感染対策で必須となっているし、
コンドームが HIV を含めた性病感染の予防にも使われるし、感染症予防としてのワクチン
接種もジェンナーが種痘ワクチンを作ったときからの物で、そのほかさまざまな分野で、日
常の生活に避けられない必須なものである以上、その有害性を軽減するというのが、ハーム
リダクションの考え方です。 
 
何故私がこの考え方に惹かれたかと言うと、それは前述のように 7 年ほど前まで秋葉原

のクリニックで禁煙外来に力を入れていた経験からきています。以前在籍していたファイ
ザー社の勧めもあって始めた禁煙の外来は、12 週間 5 回の外来受診をして貰って、保険診
療だから本人の負担 3 割で禁煙ができると言うもので、チャンピックスという薬を使う医
療として導入されて間もない頃です。薬を内服しながら、ニコチン依存症を治療すると言う
ことで、5 回の通院を何とか完遂してもらおうと努力した結果、300 人の受診者の集計で、
6 割前後が成功してくれて、全国平均の 5割弱よりは優秀な結果でしたから、得意になって
いました。が、それから 1 年後に調べたら、何とそのうちの半分は又喫煙を始めていて、大
雑把ながら結局受診者の 3 割しか続いていないという結果でした。その後報告された全国
集計でも 3 割弱の受診者しか継続できていないとわかり、とても落胆してしまいました。 
その後間も無く現職場に転職したので、禁煙外来とも疎遠になっていたのですが、3年ほ

ど前に、東大の薬理学教授から、あるタバコ会社が、禁煙の専門家としての先生の意見を聞
きたいと言っていると言われて、会うことにしました。その時にそのフィリップ・モリス社
の方々から聞いたのが、このハームリダクションの概念だったのです。 
そしてその考えに基づいて造られた、紙巻きたばこの害を低減するという機器が、IQOS



としてすでに発売されていました。彼らのデータでは、紙巻きたばこは、タバコを燃焼（≧
800 度）させる為に、有毒な化学物質が相当量出るが、加熱式であれば、温度も 250-300 度
と低いので 90％以上削減されるとしています。 

90％削減といっても。タバコ会社が出したデータで、しかも 0 にはなっていないのだか
ら、有害性がどれだけ減るかは明らかではないとは思いました。 
しかし、喫煙者を禁煙させることがどれくらい困難かを思い出し、禁煙を試しても、どう

しても難しい喫煙者にとっては、紙巻きたばこを吸い続けるよりはマシだろう、と感じ始め
たのです。副流煙もほとんど出ないという研究結果ですから、受動喫煙による弊害も、おそ
らく減るだろうとも考えました。 
この頃、自分が元々胸部外科の専門であり、禁煙学会の会員であったこと、循環器専門医

でもあることから、国内の学会で、こういう新しい機器をどのように受け止めるのか、理事
の先生方に打診してみたところ、上記のように有害物質が減ってと言っても、企業が出した
データには信憑性に問題があるし、それらの機器を使った長期成績がない以上、エビデンス
として認められず、学会の立場として推奨は出来ない、という一律の反応でした。これは呼
吸器病の学会でも同様でした。しかし各タバコ会社も、第 3 者の、医師らが行った研究デー
タとして、有害物質の低減は自社データと大きく違わないという物は、提示しています。 
実際、2014 年以来、国内で最初はフィリップ・モリス社の IQOS、続いてブリティッシ

ュ・アメリカンタバコ社の Glo、そして JT から Ploom-tech という、加熱式タバコ或いは
それに準ずる製品が発売され、紙巻きたばこに変わる物として、予想外の市場獲得を示しま
した。発売後 3 年前後で、従来の紙巻きたばこの売り上げが 15％近く減少した事実は、海
外にも例がなく、国際的にかなりの注目を集めたのです。 

 
その後折に触れて、このタバコのハームリダクションという考えに接しながら、海外での

取り組みに接する機会も増えて、米国やヨーロッパの KOL とも討論した結果、欧米では、
概念は以前から存在し、タバコへの応用も進んでいることを知りました。 
 

 当初は、来日する海外のタバコハームリダクション領域の Opinion Leader たちとの座
談会で色々と学びました。先ず Johns-Hopkins大学医学部精神医学・行動科学科教授の Jack 
E. Heninngfield 氏との討論でハームリダクションの一般的な概念をご教示頂き、日本は勿
論海外でも喫煙を原因とする死亡ないし致死的な疾患の罹患が一番多いことからも、紙巻
きたばこの有害性を減らさなくてはならないことが理解できました。 
続いて、ギリシャの循環器内科医で喫煙者であった Konstantinos Fasalinos医師との座談

会。自身彼が愛煙家で、専門医として禁煙は試みたが困難を感じているところに、Vaporと
いうニコチン溶液を蒸気化して吸う機器によって、それ以外の煙に含まれる有毒物質を除
くことができていると話し、その頃日本だけでなく欧州の一部でも普及してきた加熱式タ
バコ（IQOS）の有害物質の低減率に関して、企業自身が出したデータは信頼性の問題から



一般への受け入れが問題となるので、彼自身が独自に測定した結果を示してくれて、PMI 社
が出しているデータと殆ど差がないことをしめしてくれました。 
こうしてタバコハームリダクションの概念は、禁煙ができないでいる喫煙家にとって、さ

らにその周囲の非喫煙者にとって、一つの無視できない選択肢だと考えるに至りました。 
 
こうしているうちに昨年 3 月ごろ、6 月欧州のポーランド、ワルシャワで開催される、

Global Forum for Nicotine という学会で、日本の現状について講演してほしいという招聘
のメールを貰ったのです。どういう会合か全く知らなかった僕は、PMI の社員から、毎年
その時期にワルシャワで開かれ、すでに 5回目を迎えて、禁煙できない喫煙者（つまりニコ
チン依存症）をどうするかという会合で、医師を含む科学者、研究員、タバコ会社、消費者
たちが集うものだと聞きました。 

 
講演内容としては、2014 年からのにほんでの加熱式たばこの発売によって 3 年前後の間

に、紙巻きたばこの売り上げが 15％以上も減少したという、日本の喫煙市場でも、海外で
も類を見ない現象というのが一つのテーマでした。加えて、我が国では電子タバコ（Vapor）
は未承認だが、それはタバコが財務省管轄の製品であるのに対して、ニコチン溶剤を使用す
る Vapor は薬品の使用となり、厚生労働省の管轄になってしまうため、タバコ会社もまだ
チャレンジの段階に入っていないということも、説明が望まれました。 
この内容を盛り込んだスライドを PMI 社員の協力のもとに作成し、昨年 6月のワルシャ

ワの学会に出席の上発表しました。（スライド参照） 
なかなかの反響で有り、ロシア、ドイツ、カザフスタン、パキスタン、トルコの国々のメ

ディアからのインタビュー依頼があり、全ての依頼を受けました。興味深かったのは、ロシ
アとパキスタンのような国では、喫煙率を下げる国家的な対策が難しいが提案はあるかと
聞かれ、欧州の国々にように税金を含めて値上げすることを提案したのですが、この 2 カ
国では意味がないとわかりました。両国とも問題となっているたばこの密輸をどうしても
規制できないので、値上げしても安いタバコが市場に出回ってしまい、全く効果がないとの
ことでした。 
この GFN2018 の会合に参加することで、海外の状況をいくつか把握することができまし

た。特に驚いたのは英国の状況です。英国王立内科学会は中央政府保健省と共同で、禁煙が
出来ない喫煙者は、より害の少ないと考えられる電子タバコに切り替えるべきであると、学
会として推奨し、その冊子まで配布しているのです。 
これには歴史があり、先ず隣国のスウェーデンの特徴のある疫学調査が影響しています。

スウェーデンには、100 年の歴史を持つ Snusという口に含む種類のタバコがありました。
これを多くの男性が愛用しており、喫煙率は欧州の中でも群を抜いて低いのです。そしてそ
のスウェーデン人男性たちの発ガン率は欧州な中で一番低かったのです。さらに興味深い
のは、この Snusの嗜好は使用後口から吐き出すからか、女性には全く受け容れられず、ス



ウェーデン人女性の喫煙率は、他の欧州各国と同等で、発ガン率も同様でした。これらの興
味深い結果は、紙巻きたばこの有毒なタールを含む煙を吸入していない故だと着目しまし
た。 
この貴重な疫学データをもとに、英国王立内科学会と英国の規制当局（保健省）は、禁煙

が出来ない喫煙者は、紙巻きたばこを継続するよりは、電子タバコや非燃焼式 NRT（ニコ
チン代替療法）に切り替える方針としたのです。 
この点は欧州各国の中でも、タバコハームリダクションの観点から見て、一番先進国だと

思わざるを得ません。こういう方針も今後日本が導入検討するためにも、先ずはハームリダ
クションの概念を少しでも多くの日本人に理解してもらう必要があると痛感しました。 

 
帰国後、禁煙学会、循環器学会、呼吸器病学会の理事の方や会員達とこの加熱式たばこに

関しての意見交流をしましたが、結論から言うと、皆さん基本的に否定的です。理由は加熱
式たばこや電子タバコの長期的な成績がないから、エビデンスがない以上組織として推奨
はできないという事です。 
立場上そのスタンスも分からなくはないですが、スウェーデンの Snus の疫学と英国の判

断を見れば、紙巻きたばこを続けるよりは健康被害が少ないのは一目瞭然だと思うのです
が、日本の官僚、地位ある人は、万が一のことを考えてとても慎重なスタンスを取る人が多
いこともあるでしょう。 
その後 9月に Londonで行われた Global Tobacco Nicotine Forum という会議でも、日本

の現状について報告するよう依頼を受けて発表し、更にアジアのGFNに相当する会議が 11
月にフィリピンのマニラで開催されたので、同じく講演しましたが、国により様々な問題が
あるものの、世界情勢としてはリスク低減の可能な喫煙の代替法への関心が大きく高まっ
ているのは間違いないことを確信しました。 

 London 会議の際に討論したスウェーデン人の Tomas Hammargren から、日本でセミナ
ーを開催してもっと医師や官僚を教育しようと提案があり、10 月に彼が来日した際に打ち
合わせをして、11 月 24 日にスウェーデン大使館にてたばこ規制セミナーを開催しました。 
この会議では慶應大学公衆衛生学教室の先輩である山口直人先生も、会合の司会として

ご尽力頂き、欧米の THRのオピニオンリーダー4人（Karl Fargastrom:Sweden, Tim Phillips, 
Martin Javis:London University, David Swener: Otawa University,Canada）との討論で、活
発な討論が成されましたが、日本人の参加者は、財務省官僚の方々、東京都保健政策部・課
長、健康推進事業課長、大阪がんセンターの田淵貴大医師、慶應公衆衛生学教室の後輩の望
月有美子医師や国立がんセンターの医師、千葉大学医師のほかメディアの方々でした。講演
は、欧米でのリスク低減を踏まえたタバコ対策がどういう状況で広まっているかの紹介・解
説でしたが、質疑応答の際には、加熱式たばこは禁煙すべき人に逃げ道を提供しているだけ
だ、そもそもニコチン自体が非常に有害な物質で、排除すべきなのに、電子タバコは有害物
質がないと称して蔓延させている、ニコチンは単独であっても、本来人間が愛用するべきも



のではなく、本来なくて良いものである等という、ある意味極論、或いは辛辣な意見もでま
した。 
 以下は私見ながら、まず、今までニコチン単体で心筋梗塞や（口腔内を除く）悪性腫瘍が
増えるというエビデンスはないのですが、スウェーデンの Snusによる疫学的エビデンスを
熟知していないこと、日本の一般的なアンケート結果が示すように一般開業医もニコチン
そのものがとても有害な物質であるという、ある意味の不勉強が原因なのでしょう。
GFN2018 で発表されたニコチンの認知機能障害に対する有効性、高齢者のうつ状態にも改
善効果があるという、実は以前から報告されている内容も普及してはないのです。 
  
 THR:タバコハームリダクションをどう受け止めるかは、医師も含めてそれぞれの立場は
あると思うのですが、やはり取り急ぎ、喫煙者自身のハームはともかく、受動喫煙の害は絶
対に防がねばなりません。しかし禁煙できない喫煙者が実際に少なくない以上、まずは少し
でも有害度が少ないものを使ってもらうというスタンスは、間違ってはいないはずです。長
期的な使用成績がないからという姿勢もありますが、スウェーデンの疫学結果を見れば、煙
は極力少ない（つまり加熱式）、願わくばタバコ葉や紙を燃やさない電子タバコがのぞまれ
るというスタンスが、現時点で実現可能であり、もっともなスタンスではないかと思うので
す。 
 この立場から、今年度の国際学会 GFN2019の発表（スライド後半参照）では、その後の
日本のタバコ関連死亡の動向（以前増加中）、紙巻きたばこ市場の継続的な縮小を示し、タ
バコの税収 2 兆 3 千億円という経済効果は、それに起因する疾患、清掃費用、火災に対す
る防災費用、喫煙設備の設置費用の合計が 4 兆 3 千億円と遙かに凌駕している点を強調し
ました。 
 過去 1 年間の行政的なたばこ規制にも触れ、2020 年東京オリンピックに向けて禁煙推進
が進みつつあることにも触れ、昨年の学会報告内容から、やはり加熱式タバコでリスク低減
を満足はせずに、電子タバコの導入が望まれること、更にニコチン単体では有害性はかなり
低く、むしろ認知症の改善、高齢者のうつ状態の改善などの神経学的治療効果が期待され、
その効果に対しての米国での多施設無作為化臨床試験が進行していることも述べました。 
 
 その前後に、アメリカ心臓協会 AHA の機関雑誌である Journal of American Heart 
Assciation に電子タバコも紙巻きたばこと同様かそれ以上に心筋梗塞を起こすリスクが高
いという論文（Bhatta DN, J AM Heart Assoc. 2019 Jun 18; 8(12): e012317）が掲載されま
したが、熟読してみると、クロスセクショナルな後ろ向きの観察調査であり、心筋梗塞を起
こした時期が、一部の被険者で紙巻きたばこから電子タバコに切り替える前であり、長年紙
巻きたばこを吸っていた被険者が、電子タバコに切り替えたかなどが不明確であり、同時期
に各グループで中長期的経過をフォローした研究でないことから、結果に信憑性はないと
する意見が強いものでした。 



 この報告は、スウェーデンの疫学調査とは相反するものであることが分かり、他方で重要
な悪性腫瘍に関する分析を行っていない模様です。 
 
 もちろん循環器専門医、元心臓血管外科専門医、過去に呼吸器外科研修の経験もある私と
しては、禁煙するに越したことはないと考えています。ただ、禁煙外来を実施していた経験
上、なかなか喫煙者を禁煙させることの難しさを分かっているだけに、非喫煙者をその害か
ら守るためにも、使える手段は駆使してリスク低減に努力するべきだと思うのです。 
 
以上 


