
事業所における禁煙支援 
       ～愛知支部保健師・管理栄養士取組状況～ 

平成29年度 第２回健康づくり推進協議会 資料２－１ 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【協会けんぽ全支部 保健師・管理栄養士】 

  

 ①「禁煙のための指導者トレーニング」受講 

      （ｅーラーニングによる自己学習） 
 

 ②平成２４年度ブロック研修 

        （大阪がん循環器病予防センター  中村 正和氏） 

   ＊対象者タイプ別禁煙支援の課題 

   ＊保健指導者側の要因・環境整備の課題   

    ＊Ｑ＆Ａ集（薬剤編・カウンセリング編） 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【愛知支部保健師・管理栄養士】 

 
（支部内研修） 

 ①「中小企業における禁煙指導について」  

                        中村 正和氏 

 ②禁煙成功者による禁煙外来体験の講話    

                            愛知支部職員 

 ③「禁煙支援のカウンセリングテクニック」    

     国立病院機構名古屋医療センター 谷口 千枝氏 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【愛知支部保健師・管理栄養士】 
（最近の活動） 

 ④受動喫煙防止対策各セミナーへの参加 

 

 ⑤保健師による禁煙セミナー講師依頼 

 

 ⑥禁煙支援希望事業所への集団学習講師依頼 

 

 ⑦事業所訪問および来所相談時喫煙者への禁煙支援 

 

 ⑧「 禁煙のための指導者トレーニング受講」29.2新バージョン 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【協会けんぽ愛知支部内】 

 

 ①第一次禁煙対策 

   ・午前中は禁煙                         現在 

   ・５月３１日は執務時間中禁煙                執務時間中 

   ・毎月２２日（スワンスワンの日）は執務時間中禁煙   全面禁煙！ 

 ②第二次禁煙対策 

   ・喫煙者に対するセミナー 

    （産業医による講話：禁煙の害・禁煙の手段・禁煙外来の勧め） 

 ③その他 

   ・タールモデルを用いて支部内各グループへ朝礼での集団学習 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【生活習慣病予防健診委託実施機関】 
 
① 健診等の場を活用した禁煙支援取り組みのお願い 

 
  ・保健指導の場における禁煙支援 

  ・短時間禁煙支援の効果 

  ・禁煙を促す環境づくり 

 

② 「禁煙支援のための指導者トレーニング 

       （ｅーラーニング受講の紹介）  

 
  ・１回目：平成２５～２６年 

  ・２回目：平成２９年２月 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【事業所・加入者】 
 ①禁煙を考える「健康生活へのドミノ倒し‘脱メタバコ’の勧め」 

                               中村 正和氏 

 ②「世界禁煙デー」ラジオによる広報      中村 正和氏 

 ③受動喫煙フォーラム等 

   ・職場の受動喫煙・禁煙（労働安全衛生法改正） 

    協会けんぽ・健保連・愛知県・名古屋市・愛知労働局 

 ④受動喫煙防止対策研修会（毎年） 

    協会けんぽ・健保連・愛知県・名古屋市 

 ⑤たばこ対策指導者養成講習会（年２回） 

    協会けんぽ・健保連・愛知県・名古屋市 
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禁煙支援～協会けんぽの取り組み～ 

【地域職域連携】 

 

① テーマ「女性と子供を受動喫煙から守る 

   

② 「街頭キャンペーン」世界禁煙デー・禁煙週間のＰＲ 

   国保連他 （ナナちゃん人形にて） 
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禁煙のメリット 

１．特定保健指導対象者（積極的支援対象者）が減る 
   ＊腹囲＋リスク１つ または ＢＭＩ＋リスク２つ 

     ⇒喫煙なしで、積極的支援→動機づけ支援になる 

２．生活習慣病全体の予防につながる 
   ＊喫煙は循環器疾患（脳卒中、心疾患） ・ 糖尿病 ・ がん ・ 

     ＣＯＰＤの原因 

３．メタボリックシンドロームの発症リスクが低下する 
   ＊糖代謝障害（血糖の上昇、インスリン感受性の低下など）の改善 

   ＊脂質代謝障害（ＨＤＬの低下、中性脂肪やＬＤＬコレステロール 

     上昇）の改善 

４．生活習慣の改善が見込まれる    

   ＊朝食摂取 ・ 運動量の増加 ・ 適正な飲酒量 ・ 薄味 
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禁煙のメリット 

【喫煙者の生活習慣の考えられる偏り原因】   
① 健康意識が低いことの影響 

② ニコチン依存症の影響 

  ＊ニコチンを補給するための喫煙行動を優先 

   ⇒運動不足、食事の質の低下 

  ＊依存性薬物の相互作用 

   ⇒飲酒頻度や飲酒量の増加 

③ 喫煙による味覚・臭覚への影響 

   ⇒塩分摂取の増加、野菜・果物の摂取不足など 

④ 喫煙による抑うつ作用 

   ⇒運動不足、食事の偏り 
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禁煙のメリット 

５．特定保健指導における禁煙の経済効果 

 

  ＊特定健診の場で禁煙に取り組むことによるシュミレーション 

     

『1,000人の集団⇒15年目に約700万円の黒字！』 

 
      ・特定健診の場で禁煙支援 

      ・４人に１人が禁煙治療を受ける（禁煙治療費） 

      ・５割が禁煙に成功したと仮定 

                                    禁煙支援  

                                    実践あるのみ！ 

     医療費削減 ・ 保健指導費削減  
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平成２９年度支部上期研修テーマ～ 

   『無関心期～関心期における禁煙支援について』 

【禁煙支援スケジュール】 

 

テーマ決定・グループ分け（2月28日） 

 

    グループ内打ち合わせ（5月23日） 

 

          各グループ発表（7月25日） 

 

              まとめ 発表（9月26日） 
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平成２９年度支部上期研修テーマ～ 

   『無関心期～関心期における禁煙支援について』 

・１Ｇ 「禁煙支援についての最新情報」 
      電子式タバコと加熱式タバコ 

 

・２Ｇ 「禁煙外来の実際」 
      名鉄病院 ・ 名古屋セントラルクリニック外来見学 

 

・３Ｇ 「行動変容ステージ別の支援方法」 

     協会けんぽ保健指導等手引き使用 

 

・４Ｇ 「禁煙成功・失敗・拒否の心の声」 
      愛知支部職員の声をインタビュー 
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電子タバコと加熱式タバコの違い 

電子タバコとは… 

溶液を加熱して吸引するタバコ 

水・香料・プロピレングリコール、グリセロールから成る 

海外ではこれにニコチン添加 

日本では薬事法のため、ニコチン添加されたものは販売 

出来ない。 

海外では電子タバコが主流 

新型タバコ 

加熱式タバコ 

電子タバコ 

アイコス 

プルーム・テック   別紙参照 

副流煙については、厚生労働省調査中 

 

夏頃に発表予定 
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アイコス 

IQOS 

プル－ムテック 

Ploom TECH 

製造 フィリップモリス 

（アメリカ製） 
JT 

（日本製） 

重さ （本体と充電器） １００ｇ １５ｇ 

本体の値段 9980円(旧), 

１０９８０円 

    (アイコスプラス) 

4000円 

カートリッジ ４６０円 ４８０円 

中身 ・特殊製法され、以前  

 のタバコの葉を使用 

カプセルの中身 

・ニコチンのタバコの 

 葉由来の成分 

・グリセリン 

・プリピレンクリコール 

・トリアセチン 

・水、香料 

一箱の本数 ２０本 ５カプセル 

匂い ある（焦げ臭い） ほぼ無臭 

手入れ 一箱ごとの掃除 掃除なし 

タバコとの違い ・掃除がいる 

・充電が必要 

・充電が必要 

充電仕方 ・充電器から本体を  

 充電する（６分位） 
・充電器を充電してな  

 いと使用出来ない 

・USBから本体を充電できる。 

・本体は吸ったときのみ通電する 

特徴 ・充電に時間により、２ 

本持っている人がいる 

・充電の間に普通の  

 タバコを吸う人もいる 

・吸い始めたら最後まで 

・５０回吸える（５０パフ） 
・中断吸ができる 

・吸い殻なし。 

 ゴミはカプセルのみ 
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加熱式タバコの特徴 

• 有害物質はゼロではない！ 

ニコチンは含まれる 

タールは燃やさないので少ないとされている 

※しかし 

水蒸気になったことで、粒子が細かく『どの程度、人体に影響を及ぼすのか？』が検証結果が出て
いない 

 

• 水蒸気には、アンモニア、ホルムアルデヒド、一酸化炭素も含まれている 

 

• リスク 

タバコの葉を使用しているので、健康被害はある 

火を使ないので、燃焼による影響は少ない。 

 

• 未確定なことが多い 

 

• 受動喫煙 

水蒸気なので見えない、匂いないので防ぐことが難しい 

 

• 購入場所 

アイコスはコンビニにも売っている。 

プルームテックはネット上にしか売っていない。今後全国販売する予定 
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禁煙外来の実際 

●外来の対象 

・禁煙について考えている人 

・保険診療適応となる方 

・直ちに禁煙しようと考えている 

・ニコチン依存症スクリーニングテストで5点以上である 

・ブリンクマン指数（1日喫煙数×喫煙年数）が200以上である 

・過去1年以内に保険診療で禁煙外来を受診していない 

・重症腎疾患、精神疾患、妊娠中の方、授乳中の方、アレル
ギーのある方、内服中の方は医師に確認する。 
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禁煙外来の実際 

 

初回診療   所要時間30分 

 

 ① 問診票の記入 

 ② 体重・血圧測定（必要に応じて胸部Ｘ－Ｐ、ＥＣＧ、肺機能検査） 

 ③ 担当医による問診 

 ④ カウンセリング 

 ⑤ 処方薬の選択 

 ⑥ 呼気一酸化炭素濃度の測定 

 ⑦ 禁煙開始日を決定し、禁煙宣言書に記入する 

 ⑧ 次回来院日の予約 
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禁煙外来の実際 
  処方箋の選択 

 

ニコチンパッチ 
 

チャンピックス 

 

 

 

 

特 徴 

・ニコチンを皮膚から吸収する
貼り薬 

 

・毎日１枚皮膚に貼り、離脱症
状の抑制 

 

・禁煙開始日より使用 

・ニコチンを含まない飲み薬 

 

・禁煙時の離脱症状だけでなく、禁煙
による満足度も抑制 

 

・禁煙開始する１週間前から飲みはじ
め、１２週間服用する 

 

 

 

処方方法 

・１０ｃｍ大の大きいものから小
さいものに切り替える 

 

・８週間を目安に使用する 

・１～３日   0.5mg      1回／日 

 

・４～７日   0.5mg      2回／日 

 

・８日～１２週  1mg     2回／日 
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禁煙外来の実際 

 

 ２～５回目の診察    所要時間１５分 

 

 ① 診察：喫煙（禁煙）状況の確認、体調のチェック 

 

 ② 呼気一酸化炭素濃度の測定 

 

 ③ 禁煙を継続するためのアドバイス（ニコチン依存症の対処法など） 

 

 ④ 禁煙補助薬の効果の確認、副作用の対応など 
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禁煙外来の実際 

外来担当医への質問 回    答 

ニコチンパッチ：かぶれ 

チャンピックス：吐き気・変な夢・ 
          便秘 

・貼る位置を変える。 

・吐き気止め、睡眠薬、下剤等の処方、チャンピッ
クスは容量の変更 

禁煙外来経験者への工夫 ・気楽にまた来てほしい。 

・再喫煙は失敗ではない。理由を一緒に考えて問
題解決する機会を作る。 

禁煙を継続するためのモチベー
ションを保つために 

・まずほめる。 

・禁煙してからのメリットを強調する。 

・吸いたい時はどうすればよいか一緒に考える。 

・家族も巻き込んで禁煙する。 

体重増加に対して ・禁煙が安定すると体重増加も落ち着く。いつまで
も体重増加しない。 

・飴やガムをシュガーレスやタブレットにするなどア
ドバイスする。 

外来終了後内服終了するが問
題ないか 

・12週の外来終了時の禁煙率は7～8割、その後
再喫煙する方は3～４割 
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行動変容支援ステージ別の支援方法 

【使用する資料】 

・パンフレット「禁煙セルフヘルプガイド」 

・リーフレット「たばこは楽に、確実に、あまりお金をかけずに、やめれます！」 

・リーフレット「禁煙のすすめ」 

・手引き「禁煙に対するステージ別アプローチ」 
 

【実際】 

１．ステージ把握する 

  ・「禁煙セルフヘルプガイド」P.2で確認する。 
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行動変容支援ステージ別の支援方法 

２．無関心期へのアプローチ 

 ①禁煙への強い拒否の人 

  ・禁煙の必要性をとりあえず伝える。 

   （「禁煙セルフヘルプガイド」のステップ１を活用） 

  ・喫煙者全員に「たばこは楽に、確実に、あまりお金をかけずに、やめら    

   れます！」を渡す。 

 ②何も問題を感じていない人 

  ・健康への害を説明 

  ・「禁煙のすすめ」の中の「タバコと病気」部分の具体的な説明。 

  ・禁煙外来等で意外と気楽にやめれることを説明する。 

   「たばこは楽に、確実に。あまりお金をかけずにやめれます！」を使い、 

   ニコチンガム・ニコチンパッチ、飲み薬、医療機関の説明を行う。 
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行動変容支援ステージ別の支援方法 

３．関心期へのアプローチ 

  （「禁煙セルフヘルプガイド」のステップ２を活用） 

  ・P.10 ニコチン依存度チェックを行う。  

  ・P.12 自分に合ったコースを選択する。 

４．準備期へのアプローチ 

  （「禁煙セルフヘルプガイド」のステップ２，３を活用） 

  ・P.14 禁煙開始日を決める。理由・目的を明確にする！ 

  ・P.16 喫煙行動を観察する→吸いたくなる場合（吸いたくなる時間）を知 

   り、対処法を考える。（目的の明確化はポジティブなものが良い。） 

  ・喫煙可能な場所を探す手間がない。 

  ・悪いのはニコチンで依存症の状態である。（本人のせいではない） 

  ・タバコ代を違うものに変える。 
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行動変容支援ステージ別の支援方法 

５．実行期へのアプローチ 

  （「禁煙セルフヘルプガイド」の活用） 
  ・P. 9 禁煙は寿命を延ばす特効薬 説明 

  ・P.28 ハイリスク状況の対処法 

 

６．維持期 

  （「禁煙セルフヘルプガイド」の活用） 
  ・ 禁煙により、体重が増えることがあることの説明 

  ・ 禁煙は成功したので、次は体重を減らすことへ目を向ける 
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 （支部編）禁煙指導におけるステージ別の心理状況を理解する 

【無関心期の声】 
Ｑ１．なぜやめないのですか。 

Ａ１．・ストレスがあってやめられない。 

   ・離脱症状が怖い。 

   ・禁煙のメリットを考えたことがない。 

   ・禁煙のイメージをしたことがない。 

   ・タバコがコミュニケーションツールとなっている。 

   ・友達に吸う人が多い。 

   ・ストレス発散になっている。 

   ・太るのが怖い。    
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【無関心期の声】 
Ｑ２． タバコを吸うことでデメリットを感じたことがありますか。 

Ａ２． ・外出時、喫煙場所を探すのが面倒。 

    ・仕事中、吸う時間と吸う場所の制限をストレスに感じる。 

 

Ｑ３． やめる予定がありますか。 

Ａ３． ・時がくればやめるかな。 

    ・子供ができればやめるかな。 

    ・やめる気がない。 

    ・がんになったらやめるかも。 
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【無関心期の声】 
Ｑ４． どのようなことがあればやめられそうですか。 

Ａ４． やめようと思わないが、減らすことはやってみてもいいのかな。 

 

Ｑ５． たばこの金額が上がったらどうしますか。 

Ａ５． ・金額に影響されない。 

    ・１０００円になっても吸う。 

 

Ｑ６． いわれて嫌な言葉はありますか。 

Ａ６  ・やめてください。 

    ・吸い続けるとこのようなリスクがありますよ。  
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【無関心期の声】 
Ｑ７． 不満に感じていることがありますか。 

Ａ７． タバコだけが悪者にされるのはおかしい。メタボ・お酒も同じだ。 

 

Ｑ８． 保健師・管理栄養士へのアドバイスがありますか。 

Ａ８．・ 成功体験がわからないので、日常生活に結び付いた具体的な 

     ことを知りたい。 

   ・ 禁煙を一度イメージさせてみるといいのではないか。 

   ・ 第一ステップとして「減らしてみてはどうですか？」という声掛けは 

     有効かもしれない。 

29 



 

禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【禁煙成功者の声】 
Ｑ１． やめたきっかけは。 

Ａ１． ・家族（奥さん・お子さん）にいわれ、一気にやめた。 

    ・保健指導を受け「やめられそうですね。」と客観的に言われた。 

    ・減煙ならできるかもと思い、本数を半分にした。 

     喫煙時に同僚に嫌な顔をされた。 

    ・スワンスワンの日にやめた。 

 

Ｑ２．やめてよかったことは。 

Ａ２．・咳も出なくなり体調も良くなった。痰がなくなった。 

   ・五感がもどった。 

   ・運動しやすくなって体が軽くなった。世界観が変わった。 

   ・お酒の味がおいしくなった。味覚がもどりご飯がおいしい。 

 

30 



 

禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【禁煙成功者の声】 
Ｑ３． 禁煙し始めてつらかった時期はいつでしたか。その対処は。 

Ａ３． ・３日間苦しかった。飴やガムをたべること、よく喋ることが良かった。 

    ・今でもお守り代わりに残ったたばこを持ち歩いている。 

    ・２か月目に夢にでてきた。ひたすら我慢した。 

    ・人のたばこの煙を吸って我慢した。 

 

Ｑ４．体重はふえましたか。 

Ａ４． 味覚（食欲）がもどったので、１～２ｋｇ増加した。 
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【禁煙成功者の声】 
Ｑ５． 喫煙者へのメッセージはありますか。 

Ａ５． 若いうちにやめておいた方がいい。 

    ひたすら我慢！ 

    吸った時のにおいなど、周りの方の表情や反応を見てほしい。 

    プライドを持ってタバコをやめてほしい。 

 

（現場編）禁煙指導におけるステージ別の心理状況を理解する 

【無関心期の声】 

 ・家族が吸うからなかなかやめられない。 

 ・値段がいくらになってもやめない。 
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【関心期】 
 ・禁煙外来に行きたいが時間が合わない。（１回受診したが次行けず） 

 ・ニコチンパッチは皮膚に合わず使えなかった。 

 ・やめようと思っているが、「この日からやめましょう。」と具体的な日にちの 

  提案があるとやめれるかも。 

 

【再喫煙】 

 ・環境（同窓会・お酒の場・パチンコ）の影響は非常に大きい。 

 ・あの時の１本が・・と後悔している。 

 ・喫煙所での情報が聞こえてこない。 
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禁煙成功・失敗・拒否の心の声 

 【成功者】 
 ・やめたいと思ってひたすら我慢した。 

 ・孫がうまれたのでやめた。 

 ・風を引いて咳が止まらなくなり吸えなくなったのでついでにやめた。 

 ・なんとなくやめれた。 

 ・吸わない時間を増やしていった。 

 

＊保健指導時、喫煙者側の立場になって考えること。禁煙成功者の言葉や 

  体験談を使ってみること。タバコのない生活をイメージしていただき、タバ 

  コを切り離す時間を少しでも考えていただく。  

 

         事業所での禁煙支援（集団学習教材作成） 
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