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１．禁煙しようと思わないことが依存症 

 
 
■依存症の定義 
 
 依存症を定義する基準として、WHO国際疾病分類第10版(ICD-10)および米国精神医学会診断
基準第4版改(DSM-IV-TR)が知られている。それぞれの定義は表１に示されるが、共通しているの
は依存症の病態を【生理】【行動】【認知】の3つの側面から捉える視点である。 
 依存症の【生理的症状】は、離脱症状(使用中止時の不快症状)や耐性(同じ効果を得るための必
要量が増大)を指し、【行動的症状】は、薬物摂取の渇望やそれに伴う薬物摂取行動を指す。【認知
的症状】は、薬物に対する価値観の変容や摂取し続けることに対する影響の軽視などを指す。図

１に示されるようにこれら3要素は相互に増幅し合い、依存の悪循環を成立させる。 
 
表１ ICD-10とDSM-IV-TRにおける依存症の定義 

 

・ICD-10 (WHO国際疾病分類；1991年) 

 依存症候群の定義 

 「ある物質あるいはある種の物質使用が、その人にとって以前にはより大きな価値を持っていた他

の行動より、はるかに優先するようになる一群の生理的、行動的、認知的現象」 

 

・DSM-IV-TR (米国精神医学会診断基準；2000年) 

 物質依存の特徴 

 「物質に関連した重大な問題にもかかわらず、その物質を使用し続けることを示す認知的、行動的、

生理学的症状の一群」 

 
図１ 依存症の3要素 

 
 
 
 
■身体的依存と心理的依存 
 
 禁煙指導の現場において、薬物療法によって低減を図れる病態をニコチンの身体的依存、薬物

療法を行っても残存する喫煙衝動およびその他の禁煙困難要因をニコチンの心理的依存と呼ぶ。
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ICD-10やDSM-IV-TRの定義にあてはめると、身体的依存が【生理的症状】とほぼ同義で、心理
的依存は【行動的症状】と【認知的症状】を合わせたものと解釈できる。 
 心理的依存を「習慣」と解説する禁煙指導書もあるが、物質依存における【行動的症状】【認知

的症状】は、日常生活における習慣とは別次元の病的現象であり、受診者向けの説明として便宜

的に「習慣」という言葉を使うならともかく、病態解釈として心理的依存を習慣と見なすのは間

違いである。 
 また心理的依存の代わりに「精神依存」という言葉を使っている古い書籍もある。この言葉は

現在の依存の定義が固まる以前の1970～1980年代に、薬物に対する渇望の強さを表現する言葉と
して使われていたもので、現在となっては依存の病態を議論する適切な言葉とは言えない。身体

的依存と対比される心理的依存とは別の概念であることを認識しておく必要がある。 
 
 
 
■依存症の認知的症状とは？ 
 
 ICD-10やDSM-IV-TRで定義されている【認知的症状】とは、臨床心理学的には「認知の歪み」
と呼ばれている現象で、物事の捉え方(認知)に一定の偏りができて、現実を正確に認識できなくな
ることを指す。たとえばICD-10の定義において「それまで大きな価値を持っていた他の行動より
も物質使用の価値が優先される」と示されている通り、物質使用の価値を過大評価することは【認

知的症状】の一要素である。薬理学的に評価すれば、ニコチンを摂取した時に喫煙者が効用と感

じる感覚は離脱症状の緩和に過ぎないのだが、それを過大評価して「タバコはストレス解消にな

る」などと喫煙行動を合理化するのはこれに当たる。 
 また、DSM-IV-TRの定義において「重大な問題にもかかわらず物質を使用し続ける」と示され
ている通り、物質使用の影響を過小評価するのも【認知的症状】の一要素である。喫煙者の半数

は喫煙しているがために喫煙関連疾患で早死にし、喫煙者の周囲にいる家族や同僚の5～15％も受
動喫煙関連疾患で死亡するという医学的知見に接しても、「自分だけは大丈夫だ」「それは大げさ

だ」と根拠なく害を否認するのはこれに当たる。 
 
 
 
■やめようと思わないことが病気 
 
 ニコチン依存症は俗に「やめようとしてもタバコがやめられない」という表現で病態が説明さ

れるが、依存症の定義に照らせば、この病態は依存症の一側面を表しているに過ぎないことが分

かる。日本循環器学会、日本呼吸器学会など9学会が2005年にまとめた「禁煙ガイドライン」(表
２)において「喫煙者は積極的禁煙治療を要する患者」と宣言されているように、「禁煙するつも
りはない」「好きで吸っている」という喫煙者も、ニコチン依存症の【認知的症状】が表出してい

ると考え、指導または治療を行うのが適切である。 
 「本人がその気にならなければ禁煙できない」というのは一面で真実ではあるが、この言葉は

「本人の気が変わるのを待っているしか手段がない」という意味ではない。それは「糖尿病をコ

ントロールするためには血糖が下がるのを待つしか手段がない」と言っているのに等しい。ニコ
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チン依存症は確かに手強い病気だが、医療者がニコチン依存症の病態について正しい知識を持ち、

積極的に動機づけの治療を行うことで「本人をその気にする」ことは可能である。本人がその気

にならないのは、本人の問題ではなく医療側の技術や熱意の問題と認識すべきである。 
 もちろん、本人が望まないのに薬物治療などを強制することは不適切だが、指導によって禁煙

に志向するよう動機づけを行うことは、患者の選択に基づいた医療という観点から見ても問題は

ない。ニコチン依存症に陥って喫煙するのは、別の精神疾患に陥ってリストカットを続けたり、

場合によっては自殺を選択してしまったりするのと同等の自傷的な病理現象である。表層的な抵

抗の言動を患者の本心と区別し、本当にその人の理想となるような健康的な心や人生を取り戻せ

るように援助を行っていくことが必要である。 
 かつて米国のカリファーノ厚生長官は「喫煙は緩慢な自殺」との見解を示しタバコ対策の重要

性を訴えたが、このような見解は患者指導の立場から見ても的を射ており、われわれ医療従事者

は、「死にたい」と考えるうつ病患者などに対するのと同様の姿勢でニコチン依存症患者に接する

必要がある。すなわち、喫煙や自殺など自己破壊的行動に向かわざるを得ない患者の心情に共感

しつつも、決して自己破壊的行動を肯定しない姿勢が求められる。具体的な方法論は、本書の「動

機づけ面接法」「禁煙指導で使えるワンポイント禁煙指導」をご参照いただきたい。 
 
表２ 9学会合同禁煙ガイドライン(2005年)前文より 

http://www.j-circ.or.jp/guideline/ 

 

「わが国では保健医療従事者ですらいまだに個人的趣味・嗜好の問題と思われている方があるがそう

ではなく、喫煙は“喫煙病(依存症＋喫煙関連疾患)”という全身疾患であり、喫煙者は“積極的禁煙

治療を必要とする患者”という認識が本ガイドラインの基本精神である」 

 
 
 
■タバコは嗜好品ではない 
 
 「嗜好品」とは、味や香りを味わうことを目的として摂取される飲食物と定義されるが、喫煙

者が喫煙を行うのは、煙の味や香りを求めてのことではなく、ニコチンの薬理学的効果を期待し

てのことである。接ぎ木によってニコチンをなくしたタバコ葉で作ったタバコでは喫煙者は満足

できないし、しばらく禁煙が続いて脳の機能が回復した後に喫煙しても、喫煙者が期待したよう

な「味」を感じることはできない。「タバコは嗜好品」という表現は、喫煙が薬物摂取行動である

という事実から目を背け喫煙を合理化するための口実であることを、医療従事者は認識しておく

必要がある。 
 2000年の英国王立医師会の報告書は、各種依存性薬物の性質を総合的に評価している(表３)。
使用者の中でどの程度の人数が依存症と判定できる病態に陥っているかを評価することによって、

依存形成の強さを比較できるが、ニコチンはヘロインやコカインなどをしのぐ強さである。使用

中止を試みた人の追跡調査などから評価した使用中止の困難さも、ヘロインやコカインと同等で

ある。 
 それらの要素に比べて、離脱症状や、薬物への渇望が強くないし、急性中毒を引き起こす可能

性も低いために、依存性と健康影響が過小評価されやすい。このアンバランスな性質がニコチン

ないしはタバコという薬物の特徴である。つまり、禁煙が困難な本当の理由は、離脱症状でも禁
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煙時の渇望でもなく、【認知的症状】による「物質使用の価値の過大評価」や「物質使用の影響の

過小評価」などであるということである。逆に言うと、施設や公共の場所を禁煙にしても、タバ

コの吸えない喫煙者が強い渇望から犯罪に走ったり、離脱症状で業務遂行不能に陥ったりする可

能性は低い。医療機関や教育機関などが禁煙化して、職員には業務中の禁煙を、利用者には施設

利用中の禁煙を強いるようになったとしても、それによって大きな混乱が起こることがまずない

のはこのためである。 
 WHOは、喫煙は疫病であると位置づけて対策を進めている。タバコは、非合法の薬物をしのぐ
依存性と健康影響があり、非合法の薬物よりもはるかに多い犠牲者を生み出し続けている。たと

え法律上は使用が認められているものであっても、タバコは断じて嗜好品などではなく、非合法

の薬物と同等の危険な依存性薬物であるという視点をもって、患者指導にあたることが必要であ

る。 
 
表３ 英国王立内科医師会報告書(2000年)における依存性薬物の格付け 

http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/nicotine/ 

依存のなりやすさ ニコチン > ヘロイン > コカイン > アルコール > カフェイン 
使用中止の困難さ (コカイン = ヘロイン = アルコール = ニコチン) > カフェイン 
耐性 (ヘロイン = アルコール = ニコチン) > コカイン > カフェイン 
離脱症状 アルコール > ヘロイン > ニコチン > コカイン > カフェイン 
死亡 ニコチン > アルコール > (コカイン = ヘロイン) > カフェイン 
中毒 アルコール > (コカイン = ヘロイン) > カフェイン > ニコチン 
動物自己投与(渇望) コカイン > ヘロイン > (アルコール = ニコチン) > カフェイン  
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２．特定健診・特定保健指導における禁煙指導の重要性 

 

 

■医療政策の転換 

 

 これまで国は、医療に制限を加えることで医療費の抑制を図ってきた。医療を必要とする患者

が増えていく中で、必要な検査や治療の実施ができず、十分な医療スタッフの確保も困難になっ

たことが、医療崩壊と呼ばれる状態のもっとも大きな原因となった。日本は医療費に占める公的

支出の割合こそ高いものの、1人あたり総医療費、1人あたり公的医療費ともに、先進主要7ヶ国(G7)

中最低である(表１)。 

 しかしここにきて、遅まきながら国は、病気を減らすための予防医療に目を向けはじめた。2008

年4月から開始された特定健診・特定保健指導は、医療機関が生活習慣病の予防を保険診療として

行うことを支援する初めての試みである。指導対象や回数、期間にいくつかの制限があり、制度

としてはまだ改良の余地があるが、医療の質を低下させることによって医療費を抑制しようとす

る本末転倒な医療政策から、国民の健康をすべてに優先させる医療政策へ、舵を切る第一歩とし

て期待したい。 

 

表１ 先進主要7ヶ国(G7)における1人あたり公的医療費 

経済協力開発機構(OECD) Heath Data 2007より 

  

1 人あたり 

医療費※ 

(US ドル) 

医療費に占める

公的支出の割合

(％) 

1 人あたり 

公的医療費※

(US ドル) 

アメリカ 6401 45.1% 2887  

フランス 3374 79.8% 2692  

カナダ 3326 70.3% 2338  

ドイツ 3287 76.9% 2528  

イギリス 2724 87.1% 2373  

イタリア 2532 76.6% 1940  

日本 2358 81.7% 1926  

※購買力平価(PPP)で調整    
 

 

 

■特定健診・特定保健指導における禁煙指導の意義 

 

 特定健診・特定保健指導においては、動脈硬化性疾患の予防に主眼が置かれ、腹囲で評価する

内臓脂肪蓄積と、耐糖能、血中脂質、血圧、そして喫煙状態が重要なチェック対象となっている。

喫煙は、内臓脂肪型肥満を中心病態とするメタボリック症候群の発症と関連することが知られて

いる(図１)。喫煙者は非喫煙者よりも脂肪の蓄積が内臓に集中することが知られており、非喫煙
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者と同等の体重であっても、皮下脂肪型肥満より心血管リスクの大きい内臓脂肪型肥満を起こし

ている頻度が高い。 

 また、メタボリック症候群は日本人の死因第2位の心臓病(16.0％)、第3位の脳血管疾患(12.3％)

に関係するが、喫煙は、単独でもそれらを増大させる主要な危険因子であり、他の動脈硬化性因

子と併存することにより、たとえ他の因子がさほど重度でなくても、加速度的に動脈硬化を進展

させることが分かっている。虚血性心疾患リスクで比較すると、「喫煙」は「血清コレステロール

250mg/dL以上」あるいは「収縮期血圧180mmHg以上」と同等である(『禁煙医療のための基礎知識』

神奈川県内科医学会；中和印刷 p24)。 

 さらに喫煙は、死因第1位のがん(30.1％)における「回避しうる最大の危険因子」でもあり、人

が健康な一生を送る上で、糖尿病や脂質異常症、高血圧などより一段格が上の危険な病態である

と言える。したがって、特定健診・特定保健指導の場においても、受診者の喫煙状態には特に注

意を払い、喫煙が判明した場合には、まず禁煙指導を中心とした情報提供、動機づけ支援、積極

的支援などを行うことが必要である。 

 

図１ 喫煙とメタボリック症候群 

Ishizaka N et al(2005):  

Atherosclerosis 181(2):381-388 

日本人5,033人を対象とした追跡調査で

は、喫煙量に相関してメタボリック症候

群発症オッズは上昇し、 

1日40本以上の喫煙者では非喫煙者に比

べ約3.4倍になる。 

 

 

 

 

 

■禁煙指導をしない健診はかえって有害 

 

 喫煙者において健康診断の意義は少ない。20～80歳の生命保険加入者72万0611人を平均32ヶ月

追跡した調査において、非喫煙者は健診により死亡率が半減する。しかし喫煙者では、「健診あり

の非喫煙者」に対する死亡リスク比が、健診をしてもしなくても3倍前後でほとんど差がない(図

２)。健診の結果を喫煙者に伝えるとき、「喫煙」が重大な異常であることを指摘せず「異常なし」

と告げてしまっては、むしろ受診者が喫煙の健康影響を軽視することにもなりかねない。 

 喫煙者に対して「異常なし」という健康診断結果を下すことは、倫理的に不適切であるばかり

でなく、医学的にも誤っている。喫煙は生活習慣ではなくニコチン依存症の症状であることが精

神医学的にも認知されているが、ニコチン依存症は、肺がんや心筋梗塞などと同じくひとつの疾

患であり、喫煙している受診者に対しては、単なる不健康な習慣ではなく、致命率の極めて高い

重大な疾患に罹患していることを伝える必要がある。今後それを怠った場合、レントゲンの異常
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陰影や危険な心電図異常を見逃したのと同等の責任を問われる可能性もある。 

 

図２ 健康診断と喫煙の有無による死亡率比 

松崎道幸氏 第64回日本公衆衛生学会学術集

会シンポジウムスライドを改変 

 

 

 

 

■他の危険因子と喫煙 

 

 米国がん協会と疾病対策センターがまとめた追跡調査によれば、糖尿病は、喫煙による量-反応

関係を伴ったリスクの上昇と、禁煙後のリスク低下がある(図３)。そのメカニズムとしては、ニ

コチンによる交感神経優位の自律神経系バランスによる血糖上昇や、血管収縮による糖輸送障害

などが考えられている。また、喫煙者では糖尿病性網膜症、腎症、神経障害など糖尿病合併症の

発症率が高いことが分かっている。 

 糖尿病を有する喫煙者は、禁煙を達成することによって健康への関心と自己コントロールの自

信が生まれることもあり、糖尿病のコントロールも容易になることがある。糖尿病の食事療法な

どは長期間の指導や管理が必要だが、禁煙は比較的短期間で一段落することが多く、2つの問題を

有する受診者には、糖尿病の病態が緊急的治療を要する場合を除き、まず禁煙から取り組むこと

が理にかなっている。禁煙時に一時的な過食に陥る場合もあるが、禁煙補助薬を使用することに

よってこの傾向を抑制することができる。また、認知行動療法や論理療法などは、自己コントロ

ールの障害となっている心理的問題を解決する方法論なので、禁煙を材料に受診者が実践スキル

を身につければ、体重コントロールにも応用できる。 

 喫煙によって生じる活性酸素は、LDLコレステロールを酸化させて血管壁への浸透を促進すると

ともに、HDLコレステロールを減少させる。また、喫煙者ではノン・ディッパーと呼ばれる夜間～

早朝の血圧が高値で推移する高血圧が多く見られることが知られている。 
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図２ 喫煙と糖尿病発生(男) 

Will JC et al(2001): Int J Epidemiol 

30(3):540-546 

喫煙によって糖尿病の発生リスクは増大し、

量-反応関係が認められる。 

禁煙によって徐々にリスクは低減する。 

 

 

 

 

コラム 日本学術会議の提言 

 

 2008年3月、日本学術会議は、「脱タバコ社会の実現に向けて」と題する要望書を政府に提出

し、その中で7項目の提言を行った(表)。日本学術会議は、日本学術会議法で「わが国の科学者

の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反

映浸透させることを目的とする」と規定される組織で、いわば日本国政府のブレーンである。

この要望書の注目すべき点は、タイトルが示すとおり、単に喫煙者の減少や未成年の喫煙防止

を求めているだけではなく、それらをステップとして最終的にはタバコ製品の廃絶(脱タバコ)

を求めている点である。 

 提言の中には、タバコ税の引き上げが盛り込まれており、「税収を確保したまま、タバコ消費

量の減少をはかる」とされている。一部の先進国では、タバコ税の一部が喫煙関連疾患の医療

費に充当されたり、タバコ対策のための財源として使われたりしている。最終的にはタバコ製

品と廃絶とともにゼロになるのが適当であるタバコ税収であるが、当面はその日を近づけるた

めの財源とすることも必要かもしれない。 

表 日本学術会議要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」における7つの提言 

(１)タバコの直接的・間接的健康障害につき、なお一層の教育・啓発を行う 

(２)喫煙率削減の数値目標を設定する 

(３)職場・公共の場所での喫煙を禁止する 

(４)未成年者喫煙禁止法を遵守し、次世代の国民を守る 

(５)タバコ自動販売機の設置を禁止し、タバコ箱の警告文を簡潔かつ目立つようにする 

(６)タバコ税を大幅に引き上げ、税収を確保したまま、タバコ消費量の減少をはかる 

(７)タバコの直接的・間接的被害より国民を守る立場から、タバコに関する規制を行う 
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３．基礎疾患がある方への禁煙指導 

 

制作中 
 

 

 喫煙は非常に広範な疾病の発症・悪化要因となる。別掲の表に示すような喫煙関連疾患を有す

る喫煙者に対して、「あなたの病気はタバコとの関連が報告されています。タバコを止める必要が

あります」とはっきり禁煙を指示することで医師の診療上の責任を果たす事ができる。 

 

○消化性潰瘍 

 喫煙者において禁煙による治癒率の上昇と再発率の顕著な減少が得られる。 消化性潰瘍の発

生メカニズムは①内因性プロスタグランジンの産生抑制、②粘膜防御機構の破綻、③Helicobacter 

pylori 感染持続、④幽門閉鎖不全などが示唆されている。喫煙は直接、消化性潰瘍を誘発させる

だけではなく血流障害や細胞傷害によって胃粘膜防御機構を破綻させ、Helicobacter pylori の

感染確率を増大させることもわかっている。除菌成功率にも大きく影響する。タバコに由来する

活性酸素による影響も加わる。 

 

○甲状腺 

 各種甲状腺疾患は喫煙により発生率が増大する。甲状腺機能亢進症における甲状腺眼症の発症

は喫煙量に比例して多くなる。 

 

○各種自己免疫疾患との関連も指摘され、クローン病、掌蹠膿胞症のほか、関節リュウマチや SLE

などの膠原病について発症や病状の悪化の要因となる。 

 

○腎不全 

 各種腎疾患において喫煙者は腎不全への移行しやすく、透析導入率が非喫煙者に比べ著しく高

い。 

 

○骨粗鬆症 

 喫煙がエストロゲンの分泌を抑制するが、このことで喫煙女性は早期に骨粗鬆症に陥る。男性

はコラーゲン線維合成抑制により、骨のカルシウム含有量や骨の剛性が低下する。これに伴い、

当然大腿骨頸部骨折も発生しやすくなる。 

 

○椎間板ヘルニア 

 喫煙者においては椎間板の血行が悪く、髄核の変性壊死を生じる。下記に示すように、タバコ

に由来する活性酸素により椎間板周囲の線維輪において弾性線維の変性を引き起こし、椎間板の

脱出を誘発する。非喫煙者に対して、喫煙者での発症率はオッズ比で 3倍以上である。 

 

参考：活性酸素 

 タバコ煙にはスーパーオキサイドが含まれる。またタバコに含まれる多環芳香族炭化水素（ベ

ンゼン、アントラセンなど）は肺などでマクロファージに取り込まれて酵素処理されるとき多量

のスーパーオキサイドを発生させる。スーパーオキサイドは体内の鉄や銅を触媒として最終的に

最強の反応性を持つヒドロキシラジカルに変化する。これは多様な喫煙関連疾患に関係する。 

 

○アルツハイマー型認知症 

 大規模追跡調査で喫煙による発症リスク増加は明らかで、喫煙量とリスクの相関も明確である。

それに関連して喫煙者と非喫煙者を比較すると脳の萎縮指数は有意に差があり喫煙者においては

萎縮の度合いが大きい。喫煙量に比例してその脳萎縮指数も大きくなる。 
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○内臓脂肪型肥満 

 ニコチンにより、インスリン抵抗性が増大するが、これが心臓や腸管膜につく内臓脂肪の量に

密接に関係している。喫煙者は一見、肥満がなくても内臓脂肪は多い。 

 メタボリック症候群において内臓脂肪型肥満が重要視されているが、「死の五重奏」（高血圧、

高脂血症、糖尿病、肥満（内臓脂肪型肥満）、喫煙）においての主役は喫煙であること、むしろ喫

煙はソリストであることを認識しなければならない。すなわち喫煙者においては健診データが全

て正常であっても喫煙が死亡率に大きく影響することを念頭において指導しなくてはならない。

メタボリック症候群対策の前に禁煙支援をしなければ「健診」の意義がなくなる。 

 

○尿失禁 

 特に腹圧性尿失禁は喫煙量との量—反応関係がみられ、積算喫煙量に比例して多くなる。 

 

○ED（勃起不全） 

 喫煙との関連は多くの報告がある。1.5〜2.5 倍も増加する。 

 

○早発閉経 

 喫煙により 1−2 才閉経が早まり、早期閉経は喫煙者においては非喫煙者の 2倍以上である。 

 

 

 

 

４．呼吸器疾患と喫煙 

 

制作中 
 

 

■GOLD による COPD と禁煙指導のポイント 
GOLD＝Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(2006) 

 

 近年、COPD は全世界で増加の一途をたどっており、今後も増え続けると予測されている。WHO

は 2020 年には世界の死亡原因の第 3位になると試算している。喫煙は気流制限による肺機能の低

下を促進させる COPD 発症最大の危険因子であり、禁煙は肺機能低下速度を遅延させることが証明

されている。 

 身長と 1 秒率から肺年齢が算出できるが、禁煙により肺年齢の増加を阻止しうる。肺年齢の提

示は禁煙成功率の向上に寄与する。 

 

男 肺年齢＝(0.036×身長(cm))－1.178－1 秒率(L)/0.028 

女 肺年齢＝(0.022×身長(cm))－0.005－1 秒率(L)/0.022 

 

 喫煙は COPD の発症リスクを減らし、進行を食い止める唯一もっとも効果的で、もっとも費用対

効果の高い介入法である。 

 

■GINA による喫煙喘息患者診療のポイント 
GINA＝Global Initiative for Asthma(2006) 

 

 喫煙は成人における女性喘息の発症と高齢喘息の発症に関与している。喫煙喘息患者は急性気

管支れん縮を引き起こしやすく死亡率が高い。吸入ステロイド薬や経口ステロイド薬に対する反

応が弱く医療費の増大につながる。 
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５．タバコ規制枠組み条約（FCTC）と 

世界保健機関（WHO）の受動喫煙防止ガイドライン 

 

 

 タバコ規制枠組み条約（FCTC：Framework Convention on Tobacco Control）はタバコによ

る深刻な健康被害を軽減するため、2003年6月に採択され、わが国は2004年3月に本条約に署名し、

衆参両院で全会一致での承認を得て、2004年6月8日に19番目の国として批准した。2005年2月27
日に発効している。世界ではじめての多国間の公衆衛生に関する条約である。 
 この条約はタバコを消費・供給の両面から規制しようとするもので、各国政府にタバコ製品の

値上げ・増税政策（第6条）、全てのタバコ包装に読みやすく、画像入りの健康警告を掲載（第11
条）、タバコ広告・販売促進・スポンサーシップの全面禁止（第13条）、禁煙治療の普及（第14条）、

タバコ耕作者・製造労働者・販売業者の転業支援（第17条）することなどを定めている。 
 この条約では、タバコ産業は反社会的な団体と位置づけられており、第5条3項ではタバコ産業

の影響から公衆衛生施策を保護することが求められている。 
また、第8条では「タバコの煙に曝されることからの保護」が定められており、公共の場所や職場

における受動喫煙防止が、健康被害を減少させることが証明されていることを確認している。 
これを受け、2009年6月にタイ・バンコクで開催されたタバコ規制枠組み条約第２回締約国会議

で受動喫煙防止ガイドラインが日本国政府の妨害にもかかわらず、満場一致で認められた（2007
年7月4日）。 
 ガイドラインでは、締約国は、タバコの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こ

すことが科学的に明白に証明されていることを認識し、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内外の

公共の場所におけるタバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法措置をとるこ

とが求められている。 
 このガイドラインでは、受動喫煙の防止が基本的な人権であり、受動喫煙に安全なレベルはな

く、全面禁煙のみが受動喫煙防止策として有効であり、工学的な分煙は無効であると指摘してい

る。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき受動喫煙から

の保護を実現しなければならないと定められており、わが国は、2010年2月までに効果的な立法

措置をとらなければならないはずであるが、現状では条約違反の状態が続いている。 
 松沢成文神奈川県知事は、国がFCTCを遵守しようとしないことを問題視し、公共的施設禁煙

条例の施行を提案した。松沢知事はタウンミーティングなどで、基本的人権である「受動喫煙か

らの保護」を神奈川県から全国に広めることを公言している。神奈川県では現在、この策定、施

行をめざし、作業を進めている。神奈川県内科医学会としては、もっとも受動喫煙の被害を受け

る職場と、最も受動喫煙対策が遅れている飲食店の全面禁煙を含めた条例が策定されることを期

待している。 
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６．特定健診・特定保健指導および 

日常診療におけるミニマム禁煙指導 

 

 

■特定健診および受診者の階層化 

 

 本章では、特定健診・特定保健指導および日常診療の場において必要となる禁煙支援・禁煙指

導の基本的な考え方について概説する。特定健診のみを実施する医療機関も多いと思うので、最

初に特定健診に関連する要点を述べる。 

特定健診においては、喫煙状況、腹囲、BMI、空腹時血糖、HbA1c、血中脂質、血圧などの把握

と評価を行う。問診票の記載によって喫煙が分かっていても、口頭で重ねて喫煙状況を確認し、

喫煙が重大な問題であることを認識させることが好ましい。受動喫煙に関連する病態がある受診

者には、受動喫煙の状況を聞くことにより、受動喫煙の危険性に気づかせることができる場合が

ある。 

 特定健診における禁煙指導にあたっては、米国医療研究品質局(AHRQ)の禁煙指導ガイドライン

が提唱している「5A」の考え方が参考になる(表１)。「5A」とは、Ask(尋ねる)、Advise(助言する)、

Assess(評価する)、Assist(支援する)、Arrange(調整する)からなる喫煙者への初期介入のステッ

プのことで、少なくとも前2者までは特定健診の枠組みでも十分に可能である。すなわち、問診票

や問診にて喫煙状況を尋ね(Ask)、結果通知に付随する形で禁煙の必要性と方法を知らせる

(Advise)。 

 特定健診の結果により、受診者は3つのレベルに階層化される。すなわち、健診結果通知にとも

なう「情報提供のみ」の適用レベル、特定保健指導としての原則1回のみの「動機づけ支援」の適

用レベルと3ヶ月間の「積極的支援」の適用レベルである(図１)。「情報提供」は全員に行われる。

受診者が喫煙している場合には、していない場合に比べ、より高いレベルの保健指導が適用とな

る。また、喫煙者に対しては、「情報提供のみ」「動機づけ支援」「積極的支援」のどのレベルにお

いても、禁煙指導を盛り込む必要があるだろう。 

 

表１ 米国医療研究品質局(AHRQ)禁煙指導ガイドラインの「5A」 

(特定健診・特定保健指導に合わせて改変) 

 

・ステップ1(Ask；尋ねる)：受診者に喫煙歴を尋ねる。喫煙者には喫煙量(本数、期間)やこれまでの

禁煙経験の有無についても尋ねる。非喫煙者には家庭や職場での受動喫煙の程度について尋ねる。

 

・ステップ2(Advise；助言する)：喫煙者には禁煙を明確に勧める。「タバコを控えましょう」などの

あいまいな表現ではなく、「あなたの健康を守るには何よりも禁煙することが大切である」と告げる。

受動喫煙を受けている非喫煙者には、甚大な健康被害が生じる可能性があることと、家庭や職場で

の環境改善の取り組みが必要であることを説明する。 

 

・ステップ3(Assess；評価する)：禁煙に対する「重要度」「自信度」「準備性」を評価して、禁煙に至

るために必要な支援の方向性を決める。受動喫煙に曝露されている受診者では、環境を改善する行

動を起こすための「重要度」「自信度」「準備性」を評価する。 

 

・ステップ4(Assist；支援する)：ステップ3の評価に基づいて、禁煙に必要な支援を実施する。禁煙
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の「重要度」が低ければ動機づけを行い、「自信度」が低ければ禁煙する障害に感じている要素を同

定して克服するためのスキルを身につけさせる。「準備性」だけが低ければきっかけを提供する。受

動喫煙に曝露されている非喫煙者には、環境改善のための動機づけ、障害克服のスキル伝授、行動

のきっかけ提供などを行う。 

 

・ステップ5(Arrange；調整する)：ステップ4の結果をふまえ、再度ステップ3の評価を繰り返すとと

もに、支援の方法などを調整する。禁煙外来受診やOTCの禁煙補助薬使用を勧めることも選択肢に入

れてよい。受動喫煙に曝露されている非喫煙者に対しても、支援方法を再検討する。あくまでも受

診者と相談の上でだが、一般外来受診に切り替えての診断書作成や、医師から事業所等に電話をか

けて改善を勧告することも選択肢に入る。 

 

図１ 特定健診・特定保健指導における受診者の層別化 

 

 

 

 

 

■「情報提供」における禁煙指導 

 

 厚生労働省の示す「特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準」によれば、特定健診の結

果を受診者に伝える際に、受診者が「自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対す

る関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない」とされている。したがって、

喫煙している受診者に対して全員に「要禁煙」の通知をすることはもちろんだが、それだけでは

なく、可能な限り禁煙への関心が高まるような情報提供を行う必要がある。 

 具体的な提供情報としては、糖尿病合併症、甲状腺疾患、椎間板ヘルニアなど、喫煙が影響し

うる特別な病態を受診者が有している場合、その関連性を指摘するのが有効である。多くの喫煙

者が、自分を納得させる言い訳として「本数を減らせば大丈夫」と考えがちなので、これを増長

するような「本数を減らして下さい」「控えて下さい」などの表現を用いることは好ましくない。 
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 また、喫煙のリスクや禁煙のメリットを示すだけでなく、喫煙する必要性の再検討を促したり、

禁煙の障害を克服するための手段を知らせたりすることも重要である。実施医療機関で禁煙外来

を開設していれば、その診療時間表や料金表などを添付するのもよいだろう。表２に、喫煙する

受診者に配布しうる資料の一覧を示した。 

 情報提供のみでは、禁煙のきっかけをつかめる人は少ないかもしれない。しかし、特定健診の

対象者は全国で数千万人と極めて多いことにより、禁煙する喫煙者がたとえ数％程度であっても

その実数は非常に多くなり、社会的インパクトは大きいと言える。 

 

表２ 特定健診の結果とともに喫煙者に提供しうる資料 

 

・「禁煙3分間アドバイス」(巻末付録；コピーして使用可) 

・「能動喫煙によって起こる病気」(巻末付録；コピーして使用可) 

・「受動喫煙によって起こる病気／喫煙によって効果が弱まる薬」(巻末付録；コピーして使用可) 

・実施医療機関での禁煙外来の案内(診療時間表、料金表など) 

 

 

 

■「動機づけ支援」「積極的支援」における禁煙指導の流れ 

 

 「動機づけ支援」は、医師、保健師、管理栄養士(制度開始5年間は一定の実務経験を有する看

護師でも可)による20分間以上の個別支援(または8名以下のグループによる80分間以上のグルー

プ支援)、および6ヶ月後の評価からなる。「動機づけ支援」で必要になるのは、受診者が行動変容

(禁煙)に近づくために必要な要素をアセスメントすることと、その要素をワンポイント的に提供

することである。すなわちこれは、前述の「5A」の3番目(Assess；評価する)と4番目(Assist；支

援する)に相当する。 

 「積極的支援」は、医師、保健師、管理栄養士(制度開始5年間は一定の実務経験を有する看護

師でも可)による20分間以上の個別支援(または8名以下のグループによる80分間以上のグループ

支援)、それに続くポイント制をとる3ヶ月間の支援(個別支援、グループ支援、電話や電子メール

での支援)、そして6ヶ月後の評価からなる。「積極的支援」で必要となるのも「動機づけ支援」と

同様のアセスメントとワンポイント指導であるが、3ヶ月間のフォローアップが可能であるために、

1回の指導で行動変容(禁煙)に至らない場合、さらに不足した要素を詳しく検討して、不足を補う

ための働きかけを行うことができる。すなわちこれは、前述の「5A」の3番目(Assess；評価する)、

4番目(Assist；支援する)、および5番目(Arrange；調整する)に相当する。 

 

 

 

■日常診療における禁煙指導の流れ 

 

 日常診療では十分な指導時間を取れないことも多いが、継続診療の経過の中で断続的に禁煙の

動機づけを行ったり、禁煙外来受診を促したりすることは可能だし、待合室に次の患者がいなけ

れば「○分くらいお時間はありますか？」などと断って少しまとまった禁煙指導を行うこともで
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きる。 

 日常診療では、前述の「5A」のすべてが適用できるだろう。すなわち、初診時には喫煙状況を

尋ね(Ask)、喫煙していれば禁煙の必要性と方法を提案し(Advise)、禁煙に必要な要素をアセスメ

ントし(Assess)、同定した必要な要素を補うワンポイントの指導を行い(Assist)、さらに禁煙に

至らなければ再診のたびにアセスメントを深め方法を調整する(Arrange)。後ろの3つ(Assess、

Assist、Arrange)に相当するアセスメント、ワンポイント指導、フォローアップの要点は、特定

保健指導の「動機づけ支援」「積極的支援」と同等であり、以下に一括して記述する。 

 

 

 

■アセスメントの要点 

 

 「動機づけ支援」「積極的支援」あるいは日常診療の禁煙指導におけるアセスメントの要点は、

行動変容に必要な3要素である「重要度」「自信度」「準備性」を評価することである。これらに関

する質問を問診票に加えることもできるし、口頭で確認することもできる。あるいはこれら項目

と併せて呼気一酸化炭素測定を行うことも、評価と動機づけの両方に役立つ。「動機づけ支援」「積

極的支援」に必要な問診票の喫煙関連項目を表３にまとめ、支援の基本的な流れを図２に示した。 

 

表３ 「動機づけ支援」「積極的支援」に必要な問診票の喫煙関連項目 

 

・喫煙状況(喫煙、禁煙、非喫煙)、1日喫煙本数、喫煙年数、朝起きて1本目のタバコを吸うまでの平

均時間 
 

・禁煙の重要度(「まったく重要でない」を0、「非常に重要」を10として11段階の尺度で評価) 

あなたにとって、禁煙することはどのくらい重要だと感じますか？ 0～10の中から選

んで下さい。 
 
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
まったく重要でない                     非常に重要 

 

・禁煙の自信度(「まったく自信がない」を0、「非常に自信がある」を10として11段階の尺度で評価)

もし仮に禁煙するとしたら、禁煙できる自信は0～10でどのくらいありますか？ 

 
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
まったく自信なし                      非常に自信あり 

 

・禁煙の準備性(行動変容のステージ；①無関心期[禁煙することに関心がない]、②関心期[禁煙に関

心があるが1ヶ月以内に禁煙するつもりはない]、③準備期[1ヶ月以内に禁煙するつもり]) 
 

（さらに余裕があれば） 

・ファガストローム式ニコチン依存度(FTND；禁煙時の離脱症状の強さや薬物療法の必要度合いを評価)
 

・加濃式社会的ニコチン依存度(KTSND；喫煙を美化・正当化する認知の歪みを評価) 
 

・タバコ依存スクリーニング(TDS；健康保険での禁煙治療適用を判定) 
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図２ 特定保健指導や日常診療における禁煙指導の流れ 

 

 

 

 

■ワンポイント禁煙指導の要点（１）「重要度」 

 

 「重要度」は、行動変容(禁煙)の重要性を認識している程度のことで、たとえば「まったく重

要でない(0)」～「非常に重要(10)」の11段階の尺度で評価することができる。「重要度」の不足

している受診者には、単に疾患リスクを示して説得するのではなく、共感的応答によって受診者

の思考の矛盾を広げていく「動機づけ面接法(Motivating Interviewing)」などが有効である。「動

機づけ面接法」の概略は本書の「動機づけ面接法」の章にまとめた。 

 医療者に依存的で、自分の行動の方向性を決めてもらうことを望んでいるような受診者や、本

当に害の知識に接する機会がなかった受診者などに対しては、疾患リスクの教示も有効であるこ

とがあるが、一般的には、疾患リスクの説明を用いて行う説得に対して返ってくる反応は、禁煙

しなくてもいい理由の主張か、「のれんに腕押し」のような無反応であることが多い。このような

抵抗を示す受診者を論破しても本心から禁煙の必要性を認識するには至らないことが多いので、

正面からの説得で堂々巡りや袋小路に陥りそうなら、早めに方法論の方向転換をした方がよい。 
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■ワンポイント禁煙指導の要点（２）「自信度」 

 

 「自信度」は、行動変容(禁煙)を実行できると感じる自信(自己効力感)の度合いのことで、た

とえば「まったく自信がない(0)」～「非常に自信がある(10)」の11段階の尺度で評価することが

できる。「自信度」が不足している受診者にはこれを増大させる目的で、喫煙量や身体的依存度の

高低にかかわらず禁煙外来の受診やOTC薬としての禁煙補助薬の使用を提案することが試されて

よい。OTC薬のニコチンパッチやニコチンガムであれば、受診者自身に購入してもらいながら「積

極的支援」としてフォローアップしていくこともできる。 

 障害を増幅している思いこみを解消していく有効な方法として、行動療法や認知行動療法、論

理療法などのアプローチがある。もっとも簡単な行動療法的アプローチは「励まし」である。禁

煙指導における行動療法、認知行動療法の詳細については『禁煙医療のための基礎知識』(神奈川

県内科医学会；中和印刷)などを参照されたい。特定保健指導や日常診療でワンポイント的な指導

として認知行動療法や論理療法を実践する要点は、本書の「禁煙指導で使えるワンポイント心理

療法」の章にまとめた。 

 「自信度」の低下していることが、「重要度」の上昇を阻んでいるような場合もある。こういっ

た場合には、禁煙の「自信度」を上げるための行動の「重要度」を上げる、というような2段階の

仕掛けが必要だろう。たとえば、何度も禁煙に失敗して「俺はもう一生吸い続けてやる」とうそ

ぶいている人に対して、ただ単純に禁煙外来受診を勧めて抵抗を示すようであれば、「動機づけ面

接法」などを用いて、禁煙外来を受診させるための動機づけを行うことが有効かもしれない。 

 

 

 

■ワンポイント禁煙指導の要点（３）「準備性」 

 

 「準備性」は、行動変容(禁煙)を実行するための準備段階にあるかどうかの度合いで、行動変

容のステージ理論に基づいた「無関心期(禁煙に関心はない)」「関心期(禁煙に関心はあるが1ヶ月

以内に禁煙するつもりはない)」「準備期(1ヶ月以内に禁煙するつもり)」などの段階で評価される。 

 「重要度」「自信度」が低い場合「準備性」は当然低くなるので、「重要度」や「自信度」を上

げる指導が必要だが、「重要度」「自信度」が高いのに「準備性」だけが低い場合には、何らかの

きっかけだけが行動変容に必要である場合もある。きっかけとしてたとえば、禁煙開始日の設定

や禁煙外来の受診予約などが考えられる。きっかけの提供が功を奏さない場合には、「重要度」や

「自信度」の評価が不正確である(受診者が本心を表明していない)可能性がある。「禁煙が重要だ

と思う理由」「禁煙する自信があるという理由」「にもかかわらずすぐに禁煙を実行できない理由」

などについて問診を行って、禁煙の障害を同定していく必要がある。 

 

 

 

■リセット禁煙法（１）対象 

 

 リセット禁煙法は、磯村毅が考案した禁煙法・禁煙指導法で、自助教材として書籍『リセット！ 
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タバコ無用のパラダイス』(磯村毅；幻冬舎)、CD『CD版リセット禁煙のすすめ』(東京六法出版)

が発売されている。ブリーフセラピー、認知療法、論理療法など複数の心理療法やコーチングの

理論を取り入れてシナリオ化したもので、一つの治療理論と言うよりは「治療パッケージ」と言

うべきものである。 

 シナリオの中には、禁煙の重要性を呼び起こすように工夫された部分と、禁煙の自信度を高め

られるように工夫された部分があり、禁煙に対して「重要度」が低い受診者にも「自信度」が低

い受診者にも一定の効果がある。「準備性」に関しても、「重要度」や「自信度」の不足によって

「無関心期」と呼ばれる状態に留まっている喫煙者であれば、リセット禁煙によって「重要度」

や「自信度」が上昇すると、「関心期」「準備期」を経ずに一足飛びに禁煙(実行期)に至る事例も

散見される。 

 

 

 

■リセット禁煙法（２）読書(CD)療法 

 

 治療者による面接として実施することもでき、禁煙外来などでは有効であるが、シナリオ化さ

れた構造化面接を行うのに40～50分の時間を要し、特定保健指導や日常診療で実施するのは現実

的でない。しかし、受診者に書籍を読ませたりCDを聴かせたりするのは面接に劣らない効果があ

り、書籍やCDを併用することで、限られた時間でもリセット式の禁煙指導法を実践することが可

能である。書籍を治療に取り入れる方法は読書療法と呼ばれ、認知行動療法などでは古くから治

療技法として取り入れられている。書籍やCDを医療機関に適当部数用意して、貸し出したり希望

者には購入してもらったりする方法が考えられるが、CD(51分間)を医療機関の空き部屋でヘッド

ホン等を利用して受診者に聴いてもらう方法なら、用意する部数は少なくて済む。 

 面接で行う場合に比べ、読書(CD)療法では、読書を開始または継続させるための動機づけが重

要である。「これを読んで(聴いて)禁煙して下さい」という説明を行うと、禁煙したい気持ちと禁

煙したくない気持ちの間で揺れ動いている喫煙者は読む(聴く)のをためらってしまうことが多い

ので、「これを読んだ(聴いた)からといってその通りに禁煙しなくちゃいけないと考える必要はあ

りません」「ちょっと新しい試験的な内容なので試しに読んで(聴いて)感想を聞かせてください」

などと話して、読むことと禁煙することを一度切り離して読んで(聴いて)もらうことが、結果的

には禁煙の確率を上げる。また、内容を理解しているかどうかを確認するために、感想文を書い

てもらったりすることも勧められる。リセット禁煙法を面接として実践するための解説書として

作成された『リセット禁煙プラクティスマニュアル』(磯村毅；東京六法出版)に冒頭には、リセ

ット禁煙の読書療法を導入するための手順や選択肢が解説されている。 

 自宅で読書(CD)療法を行ってもらう場合にも、医療機関でCDを聴いてもらう場合にも重要なの

は、必ず順番通りに一気に読む(聴く)ことである。リセット禁煙の中核的な治療理論の一つは、

いくつかの気づきを連続的に起こして、その連鎖反応的な心理効果によって心理的依存を解消し

ていくというものである。したがって、邪魔の入らない時間を確保して、本やCDを一気に読む(聴

く)ことが効果発現の大前提になる。同様の理由で、リセット禁煙の内容の一部を抜き出して、治

療者が断片的に受診者に教示するのは、のちに気づきの連鎖反応が起こる機会を奪うことになる。 

 リセット禁煙と似た読書療法の教材として、アレン・カーの考案した『禁煙セラピー』のシリ

ーズがある。5種類の書籍、CDブック、DVDなどが発売されている。「リセット禁煙」と共通する内
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容もあるが、立脚する心理療法理論に若干の違いがあり、片方を読んだ(聴いた)後にもう一方を

読んで(聴いて)も、それなりに新しい発見があるという人が多い。 

 

 

 

■フォローアップの要点 

 

 「重要度」「自信度」「準備性」は容易に変わりうる。治療者の働きかけによって上昇、下降す

ることもあるし、日常の出来事によって上昇、下降することもある。「重要度」「自信度」「準備性」

のすべてが整って禁煙を開始しても、予想外の障害が存在することに気づいて「重要度」や「自

信度」が崩れ再喫煙に至ることもある。 

 「重要度」「自信度」「準備性」は変化しうるものだが、だからこそ、治療者の働きかけによっ

て変化を促進したり抑制したりすることも可能であると言える。特定保健指導のフォローアップ

においては、必要に応じてアセスメントを繰り返し、受診者の状況を把握して必要な支援を調整

していく必要がある。「重要度」「自信度」「準備性」以外に、ファガストローム式ニコチン依存度

(FTND)、加濃式社会的ニコチン依存度(KTSND)、タバコ依存スクリーニング(TDS)などを把握すれ

ば、禁煙外来受診や禁煙補助薬使用を勧める目安となる。これらの詳細は『禁煙医療のための基

礎知識』(神奈川県内科医学会；中和印刷)参照のこと。 

 

 

 

■ヤーキーズ・ドットソンの法則（１）心理療法の分類 

 

 一般的に「重要度」「自信度」が高ければ禁煙は容易になるが、ときとしてこれらが高すぎるこ

とが禁煙の障害になる場合もある。このことは、ヤーキーズ・ドットソンの法則と呼ばれる心理

学の法則で説明される。ヤーキーズ・ドットソンの法則とは、問題を適切な程度に重大視したと

きに問題解決能力が最大値をとり、それより重大視の程度が低くても高くても、問題解決能力が

減少するという法則である(図３)。 

 完全に区分できるわけではないが、問題を重大視する程度を上昇させるのが矛盾を拡大する「動

機づけ面接法」などで、問題を重大視する程度を低下させるのが柔軟な思考を勧める認知行動療

法や論理療法などであると考えられる。砕けた言い方をすれば、ゆるんだネジをしめるのが「動

機づけ面接法」で、しまりすぎたネジをゆるめるのが認知行動療法や論理療法だということにな

る。 
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図３ ヤーキーズ・ドットソンの法則 

 

 

 

 

■ヤーキーズ・ドットソンの法則（２）高すぎる「重要度」 

 

 禁煙の「重要度」が低すぎるのは、依存によって喫煙し続けている状況に対する重大視の程度

や、喫煙の影響に対する重大視の程度が低すぎることに起因している。したがって、受診者の中

の矛盾を拡大して重大性の認識を形成する「動機づけ面接法」が有効になる(表４)。 

 逆に、禁煙の「重要度」があまりにも高く「絶対に失敗できない」と悲壮な決意で禁煙に挑む

受診者も禁煙外来などでは散見される。ニコチン依存症以外の精神疾患を有する方に多いかもし

れない。「重要度」と同様に「自信度」が高ければ問題ないが、「重要度」に比べ「自信度」が極

端に低い場合、この「重要度」の高さが禁煙の障害になる場合もある。たとえば、「絶対に失敗で

きない」という気持ちで禁煙を始めた人が、何かのきっかけで強い喫煙衝動を感じると、失敗の

不安から混乱に陥って、結局そこから再喫煙に走ってしまうというような状況がそれにあたる。

こういった極端すぎる「重要度」は、禁煙が挫折することを重大視する程度が高すぎることに起

因しているから、認知行動療法や論理療法などのアプローチによって重大視の程度を下げ「失敗

しても何度でもチャレンジはできる」との認知を作り出すことが禁煙を容易にする場合もある(表

４)。 

表４ ヤーキーズ・ドットソンの法則から見たニコチン依存症の病態分類 
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■ヤーキーズ・ドットソンの法則（３）高すぎる「自信度」 

 

 「自信度」が低すぎるのは、禁煙に伴う障害(離脱症状、喫煙時の感覚の喪失など)に対する重

大視の程度が高すぎることに起因している。したがって、そういった障害にさらされる自分を客

観視し、それら障害が本当に許容できないかどうかを客観的に検討する認知行動療法や論理療法

のアプローチが有効になる(表４)。 

 逆に「自信度」が極端に高い受診者も要注意である。根拠のない楽観主義や能力の過信があっ

たり、依存症であるという病識が希薄だったりすると、治療者のアドバイスに耳を貸さず「減ら

しながらでもやめられる」「1本くらい吸っても問題ない」など不適切な方法や信念に固執するこ

とがある。結果的に挫折すると、一変して「自信度」あるいは「重要度」が急落してしまう場合

も多い。「自信度」が高すぎるのは、禁煙の障害に関する重大視の程度が低すぎるということなの

で、「動機づけ面接法」などを使って過信と現実の矛盾に気づかせ、減らしながらやめる禁煙法の

困難さや、1本でも依存症が再発しうることなどを認識できるくらいまで、禁煙の障害を重大視す

る程度を増大させる工夫も必要かもしれない(表４)。 
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７．動機づけ面接法 

 
・許可を得て原井宏明氏のHPから一部転載 
 http://homepage1.nifty.com/hharai/mi/index.htm 
・より詳細な理論や実施方法はミラー他『動機づけ面接法 基礎・実践編』(星和書店)を参照 
 
 
■動機づけ面接法とは？ 
 
 ニコチン依存症からのである禁煙を促す動機づけには、リスク説明等の医学的方法のみでは効

果が限られる。カウンセリング理論(特にクライアント中心療法)からミラーとロルニックが発展さ

せた「動機づけ面接法(Motivating Interviewing)」は、物質依存や嗜癖行動からの脱却に有効性

が証明され、米国薬物乱用精神衛生管理庁の治療プロトコルにも取り入れられている。 
 依存性物質摂取を続ける人の心理は「変わりたい、しかし変わりたくない」という両価的(アン

ビバレント)な思考の綱引きに象徴される。禁煙への動機が欠如していると見なされる喫煙者も、

むしろ複数の方向に動機づけられていると考えた方が理にかなっている。 
 人は、自分自身がある立場を擁護する論陣を張ることによって動機づけられる。両価的な状態

にある受診者に対し、治療者が「変わること」を強制しようとすれば、受診者は抵抗して「変わ

らなくてもいい理由」や「変われない理由」を述べ立て、変化から遠ざかる(表１)。逆に、治療者

が「変わりたい、でも変わりたくない」という両価性に共感してから、改めてその両価性の矛盾

に気づかせ拡大する質問を投げかけていくと、受診者は「変わる必要性」「変われる可能性」を述

べ始め、変化に近づく。 
 これはちょうど、雪や氷の上で自動車を運転する場合のコツに似ている。すなわち、氷の上で

車が右に滑ったら、左へ戻そうとして自然にハンドルを左に回す傾向がある。しかしそうすると、

車のコントロールが失われて、さらに右に滑っていく。初めは間違っているように感じるが、ハ

ンドルは車が滑っている方向に回すのが正しい。そうすると、車がコントロールを取り戻し、元

の道に戻ることができる(『動機づけ面接法 基礎・実践編』ミラー；星和書店)。 
 両価性の理解は精神分析理論から、共感的応答はクライアント中心療法から、気づきを与える

ソクラテスの質問法は認知行動療法から統合されている。そういった意味で、動機づけ面接法は

特定の心理療法というよりも、物質依存や不健康な嗜癖行動に対し有用な治療パッケージである

と言える。 
 禁煙指導においては、特に禁煙への意欲が欠如しているように見える受診者に対して利用価値

があり、「禁煙したいけれども禁煙したくない」という依存症特有の両価性の解決を図ることによ

って、禁煙への動機を形成することができる。禁煙そのものの動機づけを行えるのももちろんだ

が、禁煙外来の受診、禁煙補助薬の使用、認知行動療法の導入などに抵抗を示す受診者に対して、

その必要性の認識を高めるよう働きかけることも可能である。 
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表１ 動機づけ面接法でない説得 

ミラー他『動機づけ面接法 基礎・実践編』(星和書店) p96を改変 

 

受診者：タバコをやめようかどうしようか迷っています。 

治療者：それは当然やめるべきでしょう。【早すぎる説得】 

受診者：でも、決心がつかなくて。 

治療者：そうでしょうか。心の中ではどうすべきか分かっているはずです。【解釈の押しつけ】 

受診者：タバコがないと落ち着かなくて。 

治療者：それは一時的なものです。禁煙補助薬で何とかなります。【早すぎる助言】 

受診者：でも今はまだその時期ではないと思うんです。 

治療者：しかし、今すぐ始めないときっと後悔しますよ。【脅し】 

受診者：そんなおおげさな。 

治療者：あなたのために必要なことです。【早すぎる説得】 

受診者：タバコを吸わないでいられる自信がありません。どうしたらいいか。 

治療者：大丈夫ですよ。【慰め】 

 
 
 
■共感的応答(OARS) 
 
 「共感」は、一般用語としては「他人の考え・行動に、まったくその通りだと感ずること」と

いう意味であるが、臨床心理学においては「相手の思考や感情を正確に理解すること」と定義さ

れる。動機づけ面接法の基本的技術は、受診者に対して共感的に応答することで、両価的な思考

や感情の存在を実感させることにある。 
 共感的応答の具体的方法は「OARS」(櫂；かい)という言葉で要約されている。すなわち【開か

れた質問(Open Question)】【肯定(Affirming)】【振り返り(Reflecting)】【要約(Summarizing)】の

4つを櫂のように使い、少しずつ変化への動機を前進させることにたとえている(表２)。 
 表３に「OARS」の具体例を示す。同じ発言で始まる表１との差を感じていただきたい。表１

の例では、受診者は両価的な状態を自己吟味するための援助を与えられていないばかりでなく、

反論を封じられて一つの方向に押しまくられている。面接中、自分の問題に向き合っておらず、

表面的に治療者の言動に対処することのみに労力を使っている。表１のような応答がまったく駄

目というわけではなく、治療者に依存的で絶えずアドバイスを求め続けるような受診者には有効

である場合もあるが、そうでなく表１の例のように、治療者の言動に反応して抵抗が増加してい

るような場合には、方法の変更が必要ということである。 
 【開かれた質問】とは「はい」「いいえ」で回答できない質問のことで、受診者の思考や感情を

表現してもらうことで動機づけへのきっかけを作れる。動機づけ面接法の第1段階においては、「タ

バコについて話していただけますか？ タバコを吸うと、どんな良いことがあります？」などと、

現状の利点を尋ねる【開かれた質問】を行い、さらに「他には？」との質問を繰り返し、利点を

十分に聴く。十分に聴いたら反対に「タバコを吸うと心配なのはどういうことでしょう？」「他に

は？」などと現状の欠点を尋ねていく。利点と欠点の順序は逆でもよい。「他には？」も【開かれ

た質問】だが、「他には？」で止めることが重要で、「他にはありますか？」と尋ねると閉じられ

た質問になって「ありません」という会話の中断を発生させやすい。 
 【肯定】は、受診者の思考や感情、行動に対する否定的コメントを控え、受診者の言動や行動

の中で少しでも望ましい部分があれば、それを取り上げて評価することである。「今日はよくおい
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でになりました」「長いこと頑張ってこられたのですね」などの言葉になるかもしれない。 
 【振り返り】では、本来の意味を合理的に推測して、その推測に肯定文(または否定文)の形で言

葉を与える。完全に相手の言葉をオウム返ししてもよいが、言葉が感情的な内容を含んでいる場

合は、少し控えめな言葉で返すことが望ましい。受診者が自らの表現の言い過ぎに気づくと、そ

れを訂正する反応が起こってくるが、この反応は【振り返り】の自己探索を妨げる場合もある。

どの程度の「意訳」が適切かは、受診者の反応を見ながら調節する。単純なオウム返しと「意訳」

の違いは、表４の例によって理解できるだろう。すなわち、表４のオウム返しの例では、受診者

が禁煙した方がいい理由を取り下げてしまっている。 
 表３の冒頭部分において、「胃の調子も良くないんですね？」という質問でなく「胃の調子も良

くないんですね」というような肯定文(または否定文)で【振り返り】を行っているが、質問文を避

けることが抵抗を呼び覚ます可能性を減じる。質問文は受け手に確認作業を要求し、聞かれたこ

とが事実かどうかの自問を促す。この反応は、自分の発した言葉の意味を味わってもらうという

【振り返り】の目的からは微妙に異なる。たとえば、表５の2種類(文末の音を上げるかどうか)の
【振り返り】の違いを比べると分かりやすい。 
 【要約】は、両価性の状態を明確にするために用いられる。行動変容が必要な理由とそれを妨

げる理由(順序は逆でもよい)を並列に並べ、2つの側面が同時に存在することを強調するが、この

際、接続詞として「しかし」「でも」などを使わず、「そして」「一方で」「同時に」などを使うこ

とが重要である。「しかし」「でも」は、前に話した言葉を曖昧にして両価性の矛盾も曖昧にする

場合と、受診者が矛盾を指摘されて責められているように感じる場合がある。どちらにしても、

本来の【要約】の目的は果たせなくなる。 
 「そして」「一方で」「同時に」などを使うとしても、治療者が両価性の矛盾を指摘する言動に

なることは避けなければならない。矛盾を指摘されたと感じた受診者は、釈明または矛盾の理由

付けを始め、矛盾を実感することからは遠ざかっていく。治療者は、矛盾に気づかぬポーカーフ

ェイスをもって、受診者が自己像を映す鏡になる必要がある。この作業はちょうど、受診者から1
本ずつもらった花を束ねて、花束にして返すことに例えられる。 
 
表２ 動機づけ面接法の共感的応答(OARS) 

 

【開かれた質問(Open Question)】：行動変容を行わないことに対する良い面と悪い面を十分に聴く

【肯定(Affirming)】：良いところを探してほめる 

【振り返り(Reflecting)】：相手の言葉を肯定文(否定文)でそのまま返す 

【要約(Summarizing)】：良い面と悪い面を並列に並べ、相手に返す 
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表３ 共感的応答(OARS)の具体例 

 

受診者：タバコをやめようかどうしようか迷っています。 

治療者：それは何か理由が？【開かれた質問】 

受診者：最近咳が止まらないし、胃の調子も良くないんです。 

治療者：最近咳が止まらないのが心配だし、胃の調子も良くないんですね。【振り返り】 他には？

【開かれた質問】 

受診者：妻も心配しているし、子供も小学校でタバコの授業があったようで、やめろやめろとうる

さいんです。 

治療者：そうですか。○○さんは最近咳が止まらないのが心配で、胃の調子も良くない。奥さんも

心配されていて、お子さんも○○さんがタバコをやめることを望んでいる。【振り返り】

他には？【開かれた質問】 

受診者：いやあ・・・でも、タバコがないと落ち着かなくて。 

治療者：タバコがないと落ち着かない。【振り返り】 タバコがやめにくいと考える理由は他に？【開

かれた質問】 

受診者：まだその時期ではないようにも思えるんです。 

治療者：他には？【開かれた質問】 

受診者：いや、そんなところです。 

治療者：そうすると、今までの話をまとめると、○○さんは最近咳が止まらないのが心配で、胃の

調子も良くない。奥さんも心配されていて、お子さんも○○さんがタバコをやめることを

望んでいる。一方で、タバコがないと落ち着かなくて、まだ禁煙の時期ではないと考えて

いらっしゃる。他に何か付け足すことは？【要約】 

 

表４ 感情的内容を含む言動に対する【振り返り】 

 

・オウム返し 

 受診者：子供も小学校でタバコの授業があったようで、やめろやめろとうるさいんです。 

 治療者：お子さんがやめろやめろとうるさいんですね。 

 受診者：うるさいと言っても、もうあきらめましたけどね。 

 

・控えめな表現の意訳 

 受診者：子供も小学校でタバコの授業があったようで、やめろやめろとうるさいんです。 

 治療者：お子さんもタバコをやめることを望んでいる。 

 受診者：そうです。優しい子なんです。 

 

表５ 文末の違いによる印象の違い 

 

 「タバコがないと仕事に差し支える？」 

 「タバコがないと仕事に差し支える」 

 

 「心の底から禁煙を望んでいる？」 

 「心の底から禁煙を望んでいる」 

 

 

 

■ソクラテスの質問法 
 
 共感的応答(OARS)は動機づけ面接法の基本技術で、これだけでも両価的状態から抜け出せる場

合があるが、行動変容をより促進するために、ソクラテスの質問法を応用した動機づけ面接の技



 - 27 -

法がある。ソクラテスの質問法とは、認知行動療法で汎用される対話術で、情報収集や事実確認

のためではなく、相手に気づきを与えるために行われる質問を意味する。 
 動機づけ面接法においては、共感的応答で認知された両価的状態の矛盾をさらに広げ、変化へ

の自信を高めるために、【変化の必要性を呼び覚ます質問】【懸念の感情を呼び覚ます質問】【変化

の願望を呼び覚ます質問】【変化の自信を呼び覚ます質問】が行われる(表６)。【変化の必要性を呼

び覚ます質問】は、現状が望ましくない客観的理由について検討してもらうための質問で、【懸念

の感情を呼び覚ます質問】は、現状がこの悪しくないことの主観的理由や懸念について検討して

もらうための質問である。【変化の願望を呼び覚ます質問】は行動変容の希望を増加させるための

質問で、【変化の自信を呼び覚ます質問】は自己効力感(自分はやれるという気持ち)に焦点を当て

る。 
 このソクラテスの質問法の目標は、行動変容に志向する受診者の言葉であるチェンジ・トーク

を引き出すことにある。チェンジ・トークは表７に表されるように《変化の必要性を表現する言

葉》《懸念の感情を表現する言葉》《変化の願望を表現する言葉》《変化の自信や具体的方法を表現

する言葉》に区分される。動機づけ面接法においてチェンジ・トークは、面接の過程が間違って

いないことを示す「青信号」(このまま進んでよい)を意味する。 
 チェンジ・トークを引き出したら、それを拡大する段階に入る。チェンジ・トークに対し表８

のように【振り返り】【開かれた質問で詳しい説明を求める】【肯定】【要約】等の対応を行うこと

によって、動機の強化を伴うさらなるチェンジ・トークを引き出すよう努める。チェンジ・トー

クに対してだけ【振り返り】や【要約】を行っていると、両価的な思考が再度現れて行動変容に

否定的な発言を始めることがあるが、そうなったらまたしばらく「OARS」で行ったような両面

性を並列にした【要約】で返していけばよい。 
 
表６ 矛盾を広げ、変化への自信を高めるためのソクラテスの質問法 

 

１．【変化の必要性を呼び覚ます質問】 

 ・このことが問題な点はどんなことですか？ 

 ・0(全く重要でない)～10(非常に重要)の間で、禁煙する重要性は＿ということですが、どうして

0ではないのですか？ 

２．【懸念の感情を呼び覚ます質問】 

 ・タバコを吸い続けることについてどんなことが心配ですか？ 

 ・このまま吸い続けているとして、考えられる最悪の結果は何でしょうね？ 

３．【変化の願望を呼び覚ます質問】 

 ・禁煙するとどんな利点があると思いますか？ 

 ・もし100％成功しうまくいったとすれば何が変わりますか？ 

４．【変化の自信を呼び覚ます質問】 

 ・もし禁煙すると決心したとして、何があればそれができると思いますか？ 

 ・0(全く自信がない)～10(非常に自信がある)の間で、禁煙できる自信は＿ということですが、ど

うして0ではないのですか？ 
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表７ チェンジ・トーク(動機を強化する受診者自身の言葉) 

 

１．《変化の必要性を表現する言葉》 

 「最近子供が生まれて、やはりタバコはよくないかなと」 

 「お金もかかりますしね」 

２．《懸念の感情を表現する言葉》 

 「父は心筋梗塞で死んだんですよ」 

 「確かに、何でこんなもの吸い始めちゃったんだろうって思うことがあります」 

３．《変化の願望を表現する言葉》 

 「できることならやめたいと思います」 

 「吸っていない人を見てうらやましいと思うことがあります」 

４．《変化の自信や具体的方法を表現する言葉》 

 「10年前には半年間吸わなかったんです」 

 「同僚はニコチンパッチを使ってやめました」 

 
表８ チェンジ・トークを拡大する応答 

【振り返り】 

 １「お子さんの健康にもよくないと」 

 ２「お父さんは心筋梗塞で亡くなられた」 

 ３「方法があればやめたい」 

 ４「10年前には半年間吸わないでいられた」 

【開かれた質問で詳しい説明を求める】 

 １「それはどういうことです？」 

 ２「他に何か？」 

 ３「やめたいと思われる、その他の理由は何でしょう？」 

 ４「それはどのようにして？」 

【肯定】 

 １「確かにそうですよね」 

 ２「そのご心配もごもっともですね」 

 ３「それはよい考えだと思います」 

 ４「あなたならまたできると思いますよ」 

【要約】 

 「お子さんの健康にもよくないと考えておられて、お父さんが心筋梗塞で亡くなられていること

もあって、できればやめたいと思われていると。それで、10年前にも半年間やめられた経験がおあ

りだということですね」 

 

 

 
■抵抗への応答 
 
 禁煙できない理由をあげつらったり、治療者に敵意を示したりというような受診者の抵抗は、

治療者からの心理的圧力に対抗する活力の存在を意味するので、むしろ治療の中で抵抗があるこ
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とは、治療者の働きかけに無反応である状態より良い予後を示唆する。治療への抵抗は、チェン

ジ・トークと同様に、治療者と受診者の関係性に関連する現象であり、受診者の問題であるとと

もに治療者の技術的問題でもある。治療者は受診者の抵抗を増やすことも減らすこともでき、治

療のスピードや方向性が適切であるかの情報を、抵抗の増減から得ることができる。そういった

意味で、チェンジ・トークが面接の「青信号」であるように、抵抗は面接の「赤信号」であると

言える。 
 受診者の示す抵抗に対しては、言い争い、遮り、否定、無視などを避け、表９に示されるよう

な応答をすることで、抵抗を弱め、場合によっては変化への動機に転換することも可能である。

「OARS」の【振り返り】では、自己探索を促すためにやや控えめな「意訳」を使うことが提案

されていたが、抵抗への応答においては、表９の【増幅した振り返り】で示されるように、むし

ろ誇張した「意訳」を用いることによって、受診者の「いや、そこまでは・・」というような誇

張を訂正する反応を引き出す。 
 
表９ 抵抗への応答 

 

１．【単純な振り返り】(受診者の言葉を中立の形で繰り返す) 

 受診者：不安なときはタバコが必要です。 

 治療者：必要なときはタバコが必要と感じておられる。 

 

２．【増幅した振り返り】(受診者の言葉を誇張して極端な言い方で繰り返す) 

 受診者：不安なときはタバコが必要です。 

 治療者：不安なときはタバコがないと死んでしまうと感じておられる。 

 

３．【二面性を持った振り返り】(受診者が過去に言った反対の言葉とともに繰り返す) 

 受診者：不安なときはタバコが必要です。 

 治療者：何度もやめようと思いながらも、不安なときにはタバコが必要だと感じておられる。 

 

４．【焦点ずらし】(難しい問題から取り組みやすい問題に注意を引きつける) 

 受診者：不安なときはタバコが必要です。 

 治療者：分かりました。不安への対処は必要ですよね。ただ、まず私たちに必要なのは・・・ 

 

５．【違う視点からの言い換え】(受診者の挑戦的な意見に新しい意味や解釈を与える) 

 受診者：不安なときはタバコが必要です。 

 治療者：不安が強くなったときに、何らかの心の支えになるものがあればと考えていらっしゃる

のですか？ 

 

６．【自己決定権の保証】(受診者自身が行動の選択権を持っていることを保証する) 

 受診者：不安なときはタバコが必要です。 

 治療者：必要なものを無理矢理取り上げることはできませんし、しようとは思いませんよ。私の

できることは、タバコを吸うか吸わないかを自由に選べるようにするお手伝いだけで

す。 
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■実際の面接例 
 
 表１０に実際の応答例を示した。医師の言葉には【 】として面接技法の種別(表２、表６、表

８、表９を参照)を付記し、受診者(田中さん)の言葉には《 》としてチェンジ・トーク(表７を参

照)に該当する言葉を記した。 
 
表１０ 日常診療での動機づけ面接例 

許可を得て原井宏明氏のワークショップ資料より転載 

http://homepage1.nifty.com/hharai/mi/index.htm 

 

 田中は25歳の女性で乳児の子供が一人いる。赤ん坊の診察にやってきた。カルテによれば，彼女

は一日に20本のタバコを吸う。赤ん坊の診察の結果は良好だった。あなたは彼女に赤ん坊について

何か気になることがあるか？ と尋ねた。彼女は別にない，と答えた。まだ次の患者がくるまで時

間が数分ある。あなたは喫煙のことにふれることにした。 

 

医師：田中さん，ちょっと喫煙のことを伺いたいのですが，いいですか？ 

 

田中：言われなくてもわかっています。禁煙しないといけないことぐらい。赤ちゃんには悪いと思

っています。 

 

医師：そうですね。確かに禁煙は簡単ではありませんね。【違う視点からの言い換え】 

 

田中：そう。何度もやめようとは思いはしました。でも生活が大変だし，旦那は子育てに何も協力

してくれない。旦那は仕事もしていないし。タバコもやめろといわれたら，たまったもので

はありません。 

 

医師：タバコでストレス解消になるのですね。 

 

田中：そうです。仕事場でも家でもストレスを感じたとき，タバコをいつも手にしています。 

 

医師：他にタバコを好きな理由はありますか？【開かれた質問】 

 

田中：そうねえ。ストレスをやりすごす以外にねえ。なんだか，今ではタバコが癖になってしまっ

たみたいです。そう，それから，禁煙したら体重が増えると思います。 

 

医師：他には？【開かれた質問】 

 

田中：今の時点では，これぐらいしか思いつきません。旦那はタバコの煙と臭いを嫌がっているし，

母は，赤ちゃんのことを考えなさいといっつもうるさい。《変化の必要性を表現する言葉》 

 

医師：ということは，禁煙は結構，大きな問題なのですね。あなたにとって。【違う視点からの言い

換え】 

 

田中：ええ，まあ禁煙しないといけないとは分かっています。赤ちゃんの体重が普通よりも軽いこ

とが気になるし。母親の喫煙が原因だと思うし，この間看護婦さんからもタバコの煙のせい

で赤ちゃんが喘息になっていると言われました。《変化の必要性を表現する言葉》 

 

医師：他に，タバコについて気になっていることは？【開かれた質問】 
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田中：やっぱり自分の健康も気になります。赤ちゃんが大きくなったときにも健康体でいたいです。

父が肺がんで早くに亡くなったのを覚えているし，とても見ていて辛かったです。《懸念の

感情を表現する言葉》 

 

医師：田中さん，よければ，将来，禁煙してしまったとしたら，そのときはどんな風になっている

か，想像してみてもらえませんか？【変化の願望を呼び覚ます質問】 

 

田中：どういうことかしら？ 

 

医師：そうですね，私が魔法使いで，その魔法で，6ヶ月後には田中さんが禁煙しているということ

にしましょう。そうなったら，どうなっていると思いますか？【変化の願望を呼び覚ます質

問】 

 

田中：へえ。そうですね，多分，今よりも健康になっているでしょう。風邪を引きにくくなってい

ると思う。赤ちゃんにタバコの煙がいかないようにとかどうかとか心配しなくてよくなって

いるだろうし。旦那も母も文句を言わなくなっているでしょう。《変化の願望を表現する言

葉》 だけど，タバコがなかったらストレスが大変。それに太ってしまいそう。 

 

医師：なるほど。田中さんの話を私なりにまとめると，タバコは今のストレス解消になっているこ

と，そしてタバコをやめたら今のストレスに対して何か助けが必要だと思っていること，タ

バコが癖になっていて止めるのがとても難しいことと，やめたときに太ることが嫌なこと，

ですね。その一方で，禁煙する十分な理由があるのですね。あなたは赤ちゃんを大事にして

いるし，自分の健康も大事にしようとしている。そして，ご主人もお母さんもタバコをやめ

るのに協力してくれる。更に，喫煙を続けたらどうなるかお父さんのことでよく知っている。

自分のためにも子どものためにもそうなりたくない，健康でいたいと思っている。こんな感

じでいいですか？【要約】 

 

田中：そうです。 田中：そうです。仰るとおりです。そんな風に言われると，ぜひ，禁煙しなくて

はという気持ちになります。《変化の願望を表現する言葉》 

 

医師：残念だけど，もう次の患者さんが待っておられる。だけど，そうね，何か今のあなたに役立

つものが必要ですね。【変化への自信を呼び覚ます質問】 

 

田中：ええ，どうしたらいいのか。何か考えなくては。ニコチンパッチとかガムとか聞いたことが

あります。禁煙に役立つと。《変化の自信や具体的方法を表現する言葉》 先生はこれらを

使えば私も止められると思いますか？ 

 

医師：そうですね。良い補助になります。でも，まずあなたが禁煙するという気持ちになることが

大事なのですよ。もし禁煙方法に関心があるなら，受付の看護婦が禁煙の仕方というパンフ

レットをもっています。それから，妊娠中かどうかも問題だから，ニコチンパッチとか使う

前に検査も受けてくださいね。田中さん，あなたの禁煙したいという気持ちの強さがよく分

かりました。【肯定】 一度では成功しないかもしれないけれど，なんどか試せば，きっと

田中さんなら禁煙できます。【肯定】 

 

田中：先生ありがとう。また結果を知らせますね。《変化の自信や具体的方法を表現する言葉》 
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８．禁煙指導で使えるワンポイント心理療法 

 

 

■認知行動療法の効果 

 

 認知行動療法は「個人の抱える問題を認知と行動の側面から自己改善するための考え方と方法

の総称」と定義される。うつ病、不安障害などに薬物療法と同等の効果があり、薬物療法よりも

再発率が低く、適用禁忌がないことから、各種臨床現場で汎用されている。 

 禁煙についても、特に他の精神的問題を抱える禁煙困難例に対して、認知行動療法の背景理論

の一つである行動療法(学習理論に基づき行動と情動を修正する技法の総称)のみを単独で実施す

る場合に比べて、オッズ比で2倍以上の禁煙達成率を生み出すことが複数のランダム化比較試験で

示されている(表１)。米国精神医学会の物質依存治療ガイドラインでは、行動療法とともに、ニ

コチンの心理的依存に対する「確固たる臨床的信頼性とともに推奨される治療法」にリストアッ

プされている。 

 

表１ 禁煙に対する認知行動療法のランダム化比較試験 

・Hall SM et al: J Consult Clin Psychol 1994; 62:141-146 

 うつ病既往の喫煙者； 52週間追跡の禁煙率 

 [ガム+標準指導 18%] vs [ガム+標準指導+認知行動療法 34%](p=0.0478) 

 

・Hall SM et al: Arch Gen Psychiatry 1998; 55:683-690 

 うつ病既往の喫煙者； 64週間追跡の禁煙率 

 [健康教育 15%] vs [認知行動療法 36%] 

 

・Patten CA et al: J Stud Alcohol 1998; 59:327-335 

 うつとアルコール依存既往喫煙者； 1年間追跡の禁煙率 

 [行動療法 12.5%] vs [行動療法+認知行動療法 46.2%](p=0.04) 

 

・Brown RA et al: J Consult Clin Psychol 2001; 69:471-480 

 うつ病既往で25本以上の重喫煙者； 1年間追跡の禁煙率 

 [行動療法] vs [行動療法+認知行動療法] オッズ比2.62(95%CI:1.18-5.83)で後者好成績 

 

・Burling TA et al: J Consult Clin Psychol 2001; 69:295-304 

 薬物かアルコール依存既往喫煙者； 1年間追跡の禁煙率 

 [通常ケア 0%] vs [認知行動療法 12%](p<0.0001) 

 

 

 

■自滅的な心理傾向の是正 

 

 ただし、心理療法における効果の考え方は、疾患と治療法との対応のみで評価するべきではな

い。医学モデルにおいては、さまざまなニコチン依存症患者における共通要素を「疾患」という

概念で明らかにし、その病態に対する共通の治療法(たとえば薬物療法)を探ろうとする。対して

心理療法が基盤とする臨床心理学モデルにおいては、患者の問題を複雑化させている個別の自滅

的な心理傾向を明らかにし、それを変化させる治療法を探ろうとする。たとえば、「自分だけは肺
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がんにならない」と豪語する喫煙者と、「心の底からやめたいけど不安になると吸ってしまう」と

漏らす喫煙者では、禁煙を妨げている理由はおそらく異なるが、その違いを重要視してセミ・オ

ーダーメイドで治療を組み立てていくのが臨床心理学モデルの考え方になる。したがって、心理

療法の治療効果を議論する場合には、疾患の治癒率で評価することのみならず、「重大性の認識」

や「不安に対する対処能力の向上」など、疾患に併存する心理傾向の質的変化もあわせて評価す

ることが適切である。 

 自滅的な心理傾向は、喫煙のみならず過食、アルコール多飲、必要な服薬の中断などさまざま

な自己破壊的な行動に関係しているので、禁煙を材料として、その人に合わせてアレンジした心

理療法で自滅的な思考パターンや信念の是正を図れれば、特定健診・特定保健指導に関係する他

の問題も一気に解決する可能性がある。このような考え方は、特定の疾病への治療ではなく体質

改善を主眼に組み立てられる漢方医療の理論体系と類似している。 

 

 

 

■基本モデルに基づいた事例の概念化 

 

 認知行動療法はアセスメントと介入から成立する。アセスメントは、図１に示されるような認

知行動療法の基本モデルに基づいて受診者の問題を概念化していく過程である。禁煙の障害にな

っているような特定の事象があれば、その事象を状況、および個人(認知、気分・感情、身体反応、

行動)に切り分けて評価することで、それぞれの要素が相互に影響し合い、悪循環を形成している

ことが見て取れる。 

 この概念化を受診者と治療者の共同作業として行っていくことで、受診者は自分の問題を高所

から客観的に概観する能力(メタ認知力)を伸ばしていくことができる。このため、問題プロセス

の概念化と共有は、各種の認知行動療法技法による介入を行う上で必須のものであるばかりでな

く、それ自体で受診者の問題解決能力を増大させる治療的効果がある。 

 具体的な手順としては、図１のようなアセスメントシート(白紙に手書きでもよい)を用意して、

「そのときどんな気分でしたか？ (気分・感情)」「どんな言葉が頭に浮かんでいましたか？ (認

知)」など、禁煙の障害になった状況とそれに伴う認知、気分・感情、身体反応、行動を区別する

質問を重ね、受診者に確認しながら番号をつけて記入していくだけでよい。また、受診者への宿

題として、禁煙の障害になるような事象に直面した時、どのような感情と認知が生じたかを自己

観察してもらうようにすると、それだけでメタ認知力が上昇して感情のコントロールが容易にな

る場合もある。 
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図１ 認知行動療法の基本モデル 

伊藤絵美: medicina 2007; 44:2056-2060を改変 

 

 

 

■論理療法(合理情動行動療法) 

 

 論理療法は、認知行動療法の原型とも言うべき治療理論で、認知行動療法の中核的なアセスメ

ント・介入技法に含まれる他、単独で不安障害、薬物依存などに適用される。論理療法では、各

種の好ましくない状況に対して根拠なく「～ねばならない」「～になったらおしまいだ」と決めつ

ける非合理的な信念が、感情の混乱を生じさせ、かえってその状況を改善させるための問題解決

能力を低下させることに注目する。この非合理的信念を、合理的な「～であった方が好ましいが、

～ねばならないわけではない」「～は不都合だが、おしまいではない」というルールに変更してい

くことで、感情の調整と問題解決能力の向上を図ることができる。 

 定格的には、相談者の問題をA(出来事)、B(信念)、C(感情・行動)に切り分けて概念化する13

ステップもしくは18ステップからなる面接法が提唱されていて、非合理的信念が禁煙の障害にな

っている禁煙希望者に対して有効だが、そういった本格的な面接でなくても、上記の治療理論を

理解した上で、以下のようにワンポイント的に論理療法式指導を行うことも可能である。 

 

 

 

■論理療法式ワンポイント禁煙指導（１）条件の再検討 

 

 禁煙指導での論理療法式ワンポイント指導法としては、禁煙を困難にしている原因が受診者自

身のマイ・ルールであるという視点を提案することが有効である。禁煙は本来、困難なものでは

ない。しかし禁煙困難者では、「○○を避けて禁煙しなければならない」というようなマイ・ルー

ルを無意識のうちに絶対化して、禁煙の足かせにしてしまうことが多い。 

 例えばこの“○○”には「離脱症状」「体重増加」「これ以上の禁煙の失敗」などの不都合があ

てはまる(表２)。これらの不都合はもちろん好ましくはないわけだが、好ましくないことを認め
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た上で「本当に許容できないものか？」「耐えられないものなのか？」と自問をしてもらうことで、

○○が本質的な禁煙の障害とはならなくなる場合が多い。例えば、離脱症状は一時的だし、離脱

症状そのもので死んだりすることはない。「体重増加」にしても、健康へのリスクを冷静に評価す

れば喫煙継続の方がはるかに大きいし、禁煙を目標に定めたのならその目標に専念して自己コン

トロール能力を磨くことが将来の体重コントロールにもつながる。「これ以上の禁煙の失敗」がな

く一度で達成すればそれに越したことはないが、挫折したところで元の喫煙者に戻るだけで、実

質的な損失は何もない。挫折によって落ち込んで次のチャレンジが困難になったり、挫折を恐れ

るあまりチャレンジを先延ばししたりするのは、挫折の弊害ではなく、挫折を許容できない信念

を絶対化することによる弊害である。 

 論理療法の指導において重要なのは、好ましくない○○を無理矢理「好ましい」と思いこむよ

うな非現実的なポジティブ思考を勧めてはならないことである。指導の目的は、根拠のないマイ・

ルールを論理的、現実的な思考で書き換えるスキルを身につけさせることであり、「何でもポジテ

ィブに捉える」というような思考法は、むしろこのスキルの習得を阻害する非合理的なものだか

らである。重要なのは「好ましくない」と「許容できない」とを区別する科学的な視点を持って

もらうことである。 

 

表２ 禁煙を困難にしているマイ・ルール 

・離脱症状(イライラ、眠気など)を避けて禁煙しなければならない 

・体重増加を避けて禁煙しなければならない 

・薬剤の副作用(かぶれ、不眠、悪夢など)を避けて禁煙しなければならない 

・対人関係や仕事の支障を避けて禁煙しなければならない 

・仕事の能率低下を避けて禁煙しなければならない 

・通院や出費を避けて禁煙しなければならない 

・これ以上の禁煙失敗を避けて禁煙しなければならない 

 

 

 

■論理療法式ワンポイント禁煙指導（２）吸わなかったらおしまいか？ 

 

 一定期間禁煙が継続した受診者が強い喫煙衝動にさいなまれるような場合、「今吸ったらこれま

での苦労は水の泡」と考えることを勧めるのはあまり得策ではない。そう考える時に頭に浮かん

でいるのは、吸ってしまって絶望的な気分になっている自分のイメージであり、それを回避しよ

うと焦れば焦るほど、破滅的なイメージは強くなる。 

 そういう時に勧められる思考法は、「吸ったらおしまいだ」と考える代わりに「吸わなかったら

おしまいか？」と考えることである。強い喫煙衝動がわき起こった時に吸わないでいても、せい

ぜい喫煙衝動が続くだけで、この世の終わりというような 悪なことは何も起こらない。すなわ

ち、吸いたくなった時に吸わないでいても、多少不都合なだけで、耐えられないわけではないの

である。 

 さらに具体的には「吸いたくなった時に吸わないでいて、10分後(1時間後、1日後)にどんなこ

とが起こるでしょう？」というような質問も有効である。10分後、1時間後、1日後などに実際に

起こることを答えさせ、破滅的な状況が発生するかどうかを受診者自身に考えさせるのである。 
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■森田療法 

 

 森田療法は日本で開発された心理療法であるが、うつ病やパニック障害など不安の増強が介在

する病態に効果があり、日本のみならず世界各国で、認知行動療法と類縁の治療理論として実践

されている。森田療法の中心概念は、精神交互作用という病態が悪循環を起こすメカニズムであ

る(図２)。人間は何らかの身体症状があるとそれに対して恐怖反応が起こり回避行動を取ろうと

するが、それによって「自分に症状が起こってきているかどうか」を過剰に意識する「病感への

注意集中」が起こる。「病感への注意集中」は、もともとの症状を増幅したり、もともとは存在し

ない症状を誘発したりして、症状増悪の悪循環を引き起こす。 

 この精神交互作用の悪循環を断ち切るために森田療法で勧めるのが、「気分本位の生活」を捨て

「事実本位の生活」に切り替えることである(表３)。「気分本位の生活」とは、症状を消して気分

を良くすることを目標にする生活のことで、症状の有無や程度に一喜一憂するから精神交互作用

に陥りやすい。気分が悪くないときにも、気分を悪くする恐れのあることができないから、本来

できることまでできなくなっていく。 

 これに対して「事実本位の生活」は、症状や気分に関係なくその日1日すべきことを実践してい

く生活のことで、症状や気分に注意を集中しないから精神交互作用が起こりにくい。症状があっ

てできることが限られているときにも、症状があるなりにできることを精一杯やっていくことが

求められる。たとえば、喫煙欲求や何らかのストレスに苦しみながらやっとの思いで禁煙を続け

ることができた日は、気分本位で評価すれば 悪の日だが、事実本位で評価すれば合格点の日に

なる。 

 本格的な森田療法は、入院治療を原則とした大がかりなものだが、このような森田療法の考え

方を基にして、健診や一般外来の場でワンポイントの禁煙指導を行うこともできる。 

 

図２ 精神交互作用 

 
 

表３ 気分本位の生活と事実本位の生活 

・気分本位の生活 

 症状をなくし気分をよくすることだけが行動の基準 

 症状がなければ、気分をいいままで保つことだけが行動の基準 

 

・事実本位の生活 

 症状や気分に関わらず、何をなすべきかが行動の基準 
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■森田療法式ワンポイント禁煙指導（１）恐怖突入 

 

 禁煙初期にイライラなど離脱症状が耐え難いと訴える受診者の多くは、「イライラしないように

するにはどうしたらいいのか」というように症状を消すことを必死で考えている。少しでもイラ

イラを軽減するために、代償行動としてさまざまな禁煙グッズを使い、離脱症状を紛らわそうと

する。そういった代償行動法もある程度の効果はあるが、場合によってはそのような代償行動で

離脱症状から逃れようとする回避行動自体が離脱症状を増幅してしまうこともある。 

 もし、代償行動法では喫煙衝動のコントロールがうまくいかない受診者がいたら、むしろ逆に

離脱症状を回避する努力をやめてみる提案をすることが有効である。具体的には、「イライラしな

いように頑張るのをやめて、今度イライラしてきたら、思いっきりイライラしようと思って下さ

い」と指導する。離脱症状としてのイライラが、禁煙を挫折させるまでに膨らむのは、その人が

「イライラしてはいけない。何とかイライラを抑えなければ」と考えても、意に反してイライラ

してくるからである。「とことんイライラしてやる」と開き直ってしまえば、多少はイライラする

ことはあっても、大したイライラにはならない。森田療法においてはこのような開き直りを恐怖

突入と呼ぶ。 

 長年吸っていたタバコをやめるのだから、一時的に心身の変調が起こるのは当たり前のことで

ある。イライラしていても一切の日常生活が不能になるわけではなく、イライラしているときに

はイライラしているなりに、できることをできる範囲でこなしていき、事実本位の生活を実践し

ていけばよい。 

 

 

 

■森田療法式ワンポイント禁煙指導（２）喫煙欲求への注意集中をやめる 

 

 禁煙がある程度継続して離脱症状などもなくなってきてからも、強い喫煙衝動に苦しむ受診者

から、「先生、いつになったら吸いたくなくなりますか？」と問われることがある。こういう問い

かけをする受診者の多くは、自分が吸いたいかどうかを絶えず意識している。朝起きたときには

「昨日は吸いたかったけれど、今日はどうだろう？」と喫煙欲求の有無を確認し、食後や酒の席

など過去に吸っていた状況では「吸いたくなってこないだろうか？」と喫煙欲求の生起を確認し

ている。喫煙欲求に怯えすぎるがために、喫煙欲求に注意が集中して、そこから喫煙欲求が本当

にわき起こってきてしまうという精神交互作用の悪循環に陥っているわけである。 

 こういう受診者は、その確認作業を中止するよう勧めるだけで悪循環から脱却できることが多

い。吸いたくても、吸いたくなくても、タバコを吸わなければいいという行動目標は同じなのだ

から、今吸いたいか、吸いたくないかという情報は必要のない情報で、それを知ろうとする努力

は無用のことである。突発的に吸っていた記憶がフラッシュバックして吸いたくなるのは仕方が

ないにしても、その後その喫煙欲求がいつまで続いているのかを確認し続ける努力は何のメリッ

トもない。 

 それと同時に「吸いたくなることは吸ってしまう本当の理由ではない」という視点に気づかせ

ることも効果的である。人間は、 終的に自分の行動を決定できる能力と自由がある。喫煙欲求

が強かったとしても、実際はそれ自体が喫煙の直接的な原因ではない。喫煙欲求を感じている状

態を何らかの手段を使って回避しようと考えることが喫煙してしまう原因である。吸いたくなる
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ことをあるがままに受け入れて、吸いたくなったままでいることから逃れようともがかなければ、

喫煙する理由はなくなるし、いずれは吸いたい気持ちも意識から薄れていく。 

 

 

 

■心理療法実践のコツ 

 

 認知行動療法や論理療法などにおいては、治療者が受診者に施術して治療するというよりは、

治療者と受診者でチームを組み、協力して問題解決に当たるというスタンスが取られる。また、

診察室の指導の中で問題解決を行うことが目標ではなく、受診者が問題解決のスキルを習得して、

実生活の中でそのスキルを実践して新たな問題にも対処できるようになることが 終目標である。

これはちょうど、料理をやったことのない人が、料理教室で指導を受けて一通りの料理が作れる

ようになるのと似ている。 

 禁煙指導は、単に受診者にタバコを吸わない状態に移行させるだけでなく、どんな状況になっ

ても吸わないでいられるスキルを習得させることが目標である。禁煙の妨げになるような要因は、

必ずしも指導の場で治療者が取り除いてしまうだけでなく、受診者自らが将来にわたって克服し

ていけるようにすることが重要である。だから、禁煙の障害になるようなストレスフルな出来事

が指導期間中に起こっても、不運なことと考える必要はなく、スキルアップのための課題として

ともに解決法を検討すればいい。もし受診者が初診時に、禁煙を「タバコを吸わない期間を延長

していくこと」というような失敗の許されない綱渡りのようなイメージで捉えているならば、「タ

バコを吸わなくても大丈夫になること」というような練習を積み重ねる料理教室のイメージを提

案して、治療の目標を明確化しておくとよい。 

 なお、心理療法は医学とは異なる学問体系に基づいているために、医師としての臨床感覚が逆

に習得の妨げになる場合もあるが、心を開いて学べばそれほど難解なものではない。特に認知行

動療法や論理療法などは、心理療法の中でも比較的短期間で本格的に習得して使用できるように

なるので、本稿を読んで興味の湧いた諸氏は、表４のような場で研修を受けることも検討された

い。各種患者指導やムンテラなどに役立つだけでなく、医師自らが困難に直面したときの問題解

決能力やストレス対処能力を向上させることができる可能性もある。 

 

表４ 心理療法の研修リソース 

・東京認知行動療法アカデミー http://www.tokyocbt.com/ 

 年4回程度、複数の講師を招いてワークショップを開催 

 

・洗足ストレスコーピング・サポートオフィス http://www.stress-coping.com/index.html 

 初級～専門技法など各種ワークショップを不定期に開催 

 

・日本論理療法学会 http://www.j-rebt.org/ 

 熟達度に合わせて各種研修コースを設定 
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９．禁煙外来開設のすすめ 

 
 
■禁煙外来の必要性 
 
 喫煙者に対する特定保健指導においては、禁煙補助薬の使用が推奨されている。医療機関で指

導だけを行い、OTC薬であるニコチンパッチ(発売予定)やニコチンガムを受診者に購入してもら

うこともできるが、3ヶ月以上行うことになっている「積極的支援」ならば、医療用医薬品の禁煙

補助薬であるニコチネルTTSやチャンピックスを使用した禁煙治療と平行して実施すると効率が

よい。 
 禁煙治療の実施にあたっては、施設基準を満たしてニコチン依存症管理料を算定する場合、禁

煙補助薬を健康保険で処方することが可能になる。以下にその手順を概説する。詳細は表１の資

料を参照されたい。日本禁煙学会HPやファイザー社HPからは、届け出の書式等のダウンロード

も可能である。 
 
 

表１ 禁煙外来開設のための参考資料 
 

・日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/ 

 「禁煙治療のための標準手順書 第3版」http://www.j-circ.or.jp/kinen/anti_smoke_std/ 
 

・日本禁煙学会 http://www.nosmoke55.jp/ 

 ニコチン依存症管理料情報 http://www.nosmoke55.jp/nicotine/index.html 
 

・ノバルティスファーマ社 http://www.novartis.co.jp/ 

 禁煙補助薬ニコチネルTTS 医療関係者用ページ http://www.nicotinell.jp/medical/index.html

 ニコチネル専用ダイヤル 0120-377-305(平日9:00～18:00；医療関係者及び一般消費者共用) 
 

・ファイザー社 http://www.pfizer.co.jp/ 

 医療従事者のための情報サイト 禁煙治療宣言 http://www.sugu-kinen.jp/med/top.html 
 

・神奈川県内科医学会『禁煙医療のための基礎知識 改訂版』(中和印刷) 
 
 
 
■施設基準 
 
 ニコチン依存症管理料を算定し、禁煙補助薬を保険で処方するためには、医療機関が表２に示

される施設基準を満たし、社会保険事務局に届け出を行う必要がある。施設基準を満たすことが

できない場合、禁煙治療は自由診療のみの実施となり、禁煙補助薬も全額患者負担での処方とな

る。 
 基準のうち、病院などでは「敷地内禁煙」の条件を満していない場合もあるが、逆に、厚生労

働省が定めた治療行為を実践するという根拠が、医療機関の敷地内禁煙化を促進することもある

ので、この基準の設定をむしろ好機と考え、医療機関の管理者に禁煙化の要請を行うとよいだろ

う。健康を増進または回復させるための社会の砦である医療機関で、健康を踏みにじる代表的な

行為を許容することは、医療機関の存在意義をも失わせる矛盾でもあるので、医師を始めとする

医療従事者は、率先して医療機関の敷地内禁煙化を進めるべきである。 
 しかし、もし何らかの理由ですぐには敷地内禁煙が困難で、ニコチン依存症管理料算定の届け
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出が出せない場合であっても、まず自由診療のみで禁煙外来を開設し、専門外来での禁煙指導を

開始することが望ましい。なぜなら、かかりつけ医が禁煙外来を開設することが、これまで禁煙

を考えたことのなかった通院患者に禁煙のきっかけを与える可能性があるからである。実際、喫

煙者の多くはタバコ代として年間10万円以上の金額を煙にしており、自由診療であっても禁煙治

療を勧めた方が患者の経済負担を軽くできる可能性が高い。 
 
 

表２ ニコチン依存症管理料算定に係る施設基準 
 

・禁煙治療の表示 
 

・禁煙指導経験医師：非常勤でも可；経験年数等の規定なし(★日常診療で患者に禁煙を勧めることも

指導経験) 
 

・専任の看護師：准看護師でも可；専従ではないので他の業務と兼務可 
 

・呼気一酸化炭素測定器設置(表３参照) 
 

・医療機関の敷地内禁煙：医療機関として使用している敷地内すべて(★ビル内診療所では該当機関の

使用している部分が禁煙であればよい) 
 

・施設基準に係る届け出：「施設基準に係る届出書（別添２）」「ニコチン依存症管理料に係る届出書添

付書類（様式８の２）」「従事者の名簿（様式４）」各正副2通(★日本禁煙学会HP、ファイザー社HPか

らダウンロード可) 
 
 
 
■必要物品 
 
 表３に示されるような物品を用意する必要がある。禁煙治療の実施は、日本循環器学会 他によ

る「禁煙治療のための標準手順書」に基づいて行うことが定められているので、これを入手する

ことが必要である。インターネットへの接続環境がない場合は、表１のニコチネル専用ダイヤル

や、禁煙補助薬メーカーのMR氏に相談をするとよいだろう。 
 呼気一酸化炭素測定器は、「禁煙治療のための標準手順書」で使用することが決められている他、

毎年7月に結果報告が義務づけられている禁煙治療の成否判定の際にも必要である。平均15万円程

度の定価の機器だが、8人程度の診療で元が取れ、禁煙外来のみならず一般の診療においても、禁

煙の必要性認識や禁煙による身体変化認識を通しての動機づけに有用であるため、決して高い買

い物ではない。 
 禁煙補助薬としては、ニコチネルTTSとチャンピックスの2種類が医療用医薬品として使用可能

である。チャンピックスは、投与開始から4日目、8日目に投与量を増やし、定常量になった8日目

から禁煙を開始するというユニークな使用法の薬だが、初回処方時の漸増を間違いなく行うため

に、服薬開始から14日目までの各日の服薬分がシートにセットされたスタートパックが提供され

ている。 
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表３ 禁煙外来の必要物品 
 

・日本循環器学会他「禁煙治療のための標準手順書 第3版」(★日本循環器学会HPからダウンロード可)
 

・呼気一酸化炭素測定器(以下のいずれか) 

 －マイクロスモーカーライザー(定価16万5000円) 原田産業(03-3213-8271) 

 －PiCOスモーカーライザー(定価14万5000円) 原田産業(03-3213-8271) 

 －マイクロCOモニター(定価14万8000円) セティ(03-5510-2652)・フクダ電子(0120-07-9880) 
 

・禁煙補助薬(以下の両方；院外処方の場合は不要) 

 －ニコチネルTTS(30・20・10)ノバルティスファーマ社 

 －チャンピックス(0.5mg錠・1mg錠・スタートパック)ファイザー社 
 

・診察室などプライバシーの保てる落ち着いた場所 
 

・できればあった方がよいもの(貼り紙、案内チラシ、予約簿、禁煙外来用問診票※、指導用パンフレ

ット※) 

 ※は『禁煙医療のための基礎知識』(神奈川県内科医学会；中和印刷)に付録 
 
 
 
■予約外来 
 
 禁煙治療は、一般外来の中で行うことも不可能ではないが、少なくとも初診は予約制を取るこ

とが望ましい。初診や、禁煙が順調に行かなかったときの再診には、禁煙の障害となっている要

因を明らかにして対策を立てる必要があるため、ある程度まとまった時間が必要である。後に待

っている患者がいる状態では、患者も医師も落ち着いて問題解決に当たることができず、禁煙の

障害要因を克服できないままになる可能性が高い。 
 忙しい外来診察枠で禁煙外来として一定の時間枠を取ることは容易ではないかも知れないが、

可能な範囲で(週に30分でも1時間でも)禁煙外来枠を設定すれば、断片的な指導を行うだけでは禁

煙できない患者に有効なアプローチを行える可能性がある。なお、治療の方針を決定して禁煙補

助薬の処方をすることは医師の仕事だが、それ以外の生活指導や服薬指導、心理的問題に対する

相談などは、医師以外のスタッフが行ってもよい。 
 
 
 
■広報 
 
 待合室などにポスターを貼り、案内のチラシを置く。「禁煙外来」を診療科として広告すること

はできないが、2001年の医療広告規制緩和によって、「乳幼児健診」「予防接種」などと同様に「禁

煙指導」等の診療内容の院外広告を行うことができるようになった。また、インターネット上の

禁煙外来のリストに登録すると患者が集まりやすい(表４)。 
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表４ 禁煙外来のリスト(医療機関から直接登録可能なもの) 

・ノバルティスファーマ社 禁煙サポートサイト「いい禁煙」 

 http://www.e-kinen.jp/search/index.html 
 

・禁煙マラソン 全国禁煙支援医療機関リスト 

 http://kinen-marathon.jp/info/hospital-01/index.html 
 
 
 
■対象患者 
 
 施設基準を満たし届け出をした医療機関において、表５の条件をすべて満たす患者に対して禁

煙治療を行った場合に保険算定が可能になる。詳細は「禁煙治療のための標準手順書 第3版」(日
本循環器学会HPからダウンロード可)に記載されており、TDS(タバコ依存スクリーニングテスト)
を含む判定のための問診票(兼同意書)も添付されているので利用されたい。 
 ブリンクマン指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が200未満だと条件を満たさないため、重点的に治

療すべき未成年喫煙者や若年喫煙者が対象から外れてしまいやすい。現時点での制度の不十分な

点であるが、将来の適用拡大を期待したい。 
 禁煙治療のプログラムに従って受診することを確約してもらうことは、禁煙治療を開始する時

点で非常に重要な確認項目である。毎年7月に社会保険事務局に提出する禁煙治療の結果報告書に

は、「禁煙成功者数」として、ニコチン依存症管理料5回目(初診から3ヶ月後)算定時点での4週間

以上の禁煙継続が、呼気一酸化炭素測定によって確認できた患者の数を記入することになってい

る。したがって、途中で受診を中断した患者は、電話や後日の一般外来受診によって禁煙継続が

確認できていても、「禁煙不成功者」として報告することになる。 
 禁煙治療の途中で自信過剰になり治療を中断してしまう患者や、途中で自信や動機を喪失して

通院を中断してしまう患者もいる。しかしこれらの方々も通院を継続してさえくれれば、再喫煙

の危険を低下させたり、禁煙達成の方法を検討したりすることができるので、初診時に「禁煙の

成否に関係なく、とにかく受診だけは必ず継続する」という約束をすることが重要である。初診

時にあらかじめ 終回までの日程を書き込んだ日程表を渡すのも一法である。 
 
表５ ニコチン依存症管理料算定の対象患者 

・10個の質問からなるTDS(タバコ依存スクリーニングテスト)によってニコチン依存症と判定される 

・ブリンクマン指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が200以上 

・即座の禁煙希望とプログラム参加(スケジュール通りの受診)を文書同意 

・1年以内にニコチン依存症管理料(初回)の算定を伴う禁煙治療を受けていない 
 
 
 
■治療日程 
 
 「禁煙治療のための標準手順書 第3版」(日本循環器学会HPからダウンロード可)に則って行う

必要がある。もっとも基本的な日程と、神奈川県内科医学会が推奨する日程を表６に示す。後者
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は、標準手順書に記されたルールの範囲で、禁煙成功率を上げるための臨時診療や追加処方を加

えた。 
 ニコチネルTTSを使用する場合は、ニコチン依存症管理料を算定する5回(初回、2週後、4週後、

8週後、12週後)が標準的な受診日となる。2008年5月に発売の経口禁煙補助薬チャンピックスは、

発売から1年間(2009年4月末まで)は、1回の 高処方期間が14日となる。このため、ニコチン依存

症管理料を算定しない6週後、10週後にも受診して処方を受けてもらう必要がある。すなわち受診

日は標準で7回(初回、2週後、4週後、6週後、8週後、10週後、12週後)となる。 
 医療機関や患者の都合、あるいは祝日などの影響で、受診日を同じ曜日にすることが困難なこ

ともあるので、数日前後の調整は問題ない。ニコチネルTTSは、患者と相談の上で多少多めに処

方すると安全である。チャンピックスは、当面 大2週間分までしか処方できないので、可能であ

ればあらかじめ受診日を少し前倒しにしておくのがいいかも知れない。 
 これら手順書に規定された受診日以外にも、臨時診療や電話再診での臨時診療を行うことが可

能である。米国医療品質局(AHRQ)ガイドラインによれば、禁煙開始後1週間以内のアプローチが

成功率を上昇させる。薬剤を開始して1週間以内には副作用に対処する診療(薬の調整や副作用に

対する追加処方)が必要になる場合が多いし、禁煙を開始直後の離脱症状に対する臨時診療が有効

であることが多いので、ニコチネルTTS使用時にもチャンピックス使用時にも、初回の1週間後に

全員に臨時診療を勧めるのが好ましい。 
 また、再診時に禁煙が継続していない患者に対しては、1～3日後に臨時診療日を設定して、仕

切り直しとして短期間(1～3日間)を目標にした禁煙にチャレンジさせると、そこから禁煙達成で

きる場合が多い。これは、禁煙困難者に対して行えるもっとも容易な心理療法(スモールステップ

法)である。 
 ニコチン依存症管理料(初回)の算定から1年間は、再度の算定ができない。したがって、ニコチ

ン依存症管理料を算定しての規定の禁煙治療を行った後に、さらに継続して診療が必要な場合に

は、継続分の診療は自由診療となる。ただし、継続投薬の必要がなく、面接での指導もしくはフ

ォローアップだけであれば、喫煙者の多くは喫煙関連疾患(気管支炎など)を有しているので、その

診療として禁煙指導を行うことも可能である。当然この場合は、ニコチン依存症管理料を算定す

ることはできないし、禁煙補助薬を処方することはできない。 
 チャンピックスの処方に関しては、標準的な投与期間は12週間だが、その期間の終了時に禁煙

を継続できている人にさらに12週間の追加投与を行うことで長期的な禁煙維持率が上昇すること

が分かっており、「禁煙治療のための標準手順書 第3版」でも追加投与が提案されている。追加の

12週間は保険適用にならないため、決して安くない金額(12週間の合計薬価3万9883円)ではあるが、

少しでも禁煙継続に不安を抱いている患者には、再喫煙による損失と対比させて自由診療での継

続服薬を提案してみるのもよいだろう。ニコチン依存症管理料算定 終回にチャンピックスの保

険での処方が可能なはずであるが、12週間を超えた分の処方は保険算定が認められない可能性も

あり、翌日以降に再度来院してもらい自由診療の診察を開始する必要があるかもしれない。 
 
 
 
■治療中の入院と入院患者の禁煙治療 
 
 外来でニコチン依存症管理料を算定して禁煙治療を行っていた患者が入院した場合には、入院
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中の禁煙補助薬の薬剤費を保険算定することができる。外来で禁煙治療を行っていた医療機関と

入院した医療機関が異なっていても、入院した医療機関が敷地内禁煙でニコチン依存症管理料算

定の届け出をしていればよい。診療報酬請求の際には、明細書の摘要欄に「外来においてニコチ

ン依存症管理料を算定する患者に対し、禁煙治療を継続するために使用した」との記載が必要で

ある。 
 もともと入院している患者に、保険での禁煙治療を行うことはできない。しかし、患者に十分

な説明をして合意を得た上で禁煙補助薬を使用し、その薬剤費を自費扱いで請求するのは、予防

接種と同等で混合診療には該当しないという厚生労働省通知がある(保医発第0901002号)。 
 
表６ ニコチン依存症管理料算定時の診療日程 

使用禁煙補助薬 ニコチネルTTS使用 チャンピックス使用 

  

標準的な 

診療日程 

 

神奈川県内科医学

会が推奨する診療

日程 

標準的な診療日程 

 

神奈川県内科医学会 

が推奨する診療日程 

初診 

 

ニコチン依存症管

理料算定1回目； 

喫煙状況や依存度

などの評価； 

禁 煙 開 始 時 の 指

導； 

ニ コ チ ネ ル TTS30

×14枚処方 

 

ニコチン依存症管理

料算定1回目； 

喫煙状況や依存度

などの評価； 

禁煙開始時の指導；

ニコチネルTTS30×

14枚＋α処方 

 

ニコチン依存症管理料算定

1回目；喫煙状況や依存度

などの評価； 

禁煙開始時の指導； 

チャンピックス錠 スタート

パック※処方 

 

ニコチン依存症管理料算定1

回目；喫煙状況や依存度など

の評価； 

チャンピックス錠 スタートパッ

ク※処方 (2009年5月以降は

スタートパック＋α処方)； 

制吐薬考慮(以後必要なら継

続) 

初診から1週後 

 
 

臨時再診； 

禁煙開始時の障害

や薬剤の副作用に

ついて相談 

 
 

臨時再診； 

禁煙開始時の指導； 

薬剤の副作用について相談と

対症薬処方(以後必要なら継

続) 

初診から2週後 

 

ニコチン依存症管

理料算定2回目； 

禁煙開始時の障害

や薬剤の副作用に

ついて相談 

ニ コ チ ネ ル TTS30

×14枚処方 

 

ニコチン依存症管理

料算定2回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導； 

ニコチネルTTS30×

14枚＋α処方 

 

ニコチン依存症管理料算定

2回目； 

禁煙開始時の障害や薬剤

の副作用について相談； 

チャンピックス1mg錠×1日2

回×14日分処方 

 

ニコチン依存症管理料算定2

回目； 

禁煙開始時の障害について

相談； 

チャンピックス1mg錠×1日2回

×14日分処方 (2009年5月以

降は14日分＋α処方) 

初診から4週後 

 

ニコチン依存症管

理料算定3回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導； 

ニ コ チ ネ ル TTS30

×14枚処方； 

ニ コ チ ネ ル TTS20

×14枚処方 

 

ニコチン依存症管理

料算定3回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導； 

ニコチネルTTS30×

14枚＋α処方； 

ニコチネルTTS20×

14枚＋α処方 

 

ニコチン依存症管理料算定

3回目； 

禁煙の状況に合わせた指

導； 

チャンピックス1mg錠×1日2

回×14日分処方 (2009年5

月以降は28日分処方) 

 

ニコチン依存症管理料算定3

回目； 

禁煙の状況に合わせた指導；

チャンピックス1mg錠×1日2回

×14日分処方 (2009年5月以

降は14日分＋α処方) 

初診から6週後 

 
 

この間、必要に応じ

て臨時再診による指

導を何回でも実施 

 

ニコチン依存症管理料を算

定しない再診； 

禁煙の状況に合わせた指

導； 

チャンピックス1mg錠×1日2

回×14日分処方 

(2009年5月以降は診療な

し) 

 

ニコチン依存症管理料を算定

しない再診； 

禁煙の状況に合わせた指導；

チャンピックス1mg錠×1日2回

×14日分処方 (2009年5月以

降は14日分＋α処方) 

初診から8週後 

 

ニコチン依存症管

理料算定4回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導 

 

ニコチン依存症管理

料算定4回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導 

 

ニコチン依存症管理料算定

4回目； 

患者の状況に合わせた指

導； 

チャンピックス1mg錠×1日2

回×14日分処方 (2009年5

月以降は28日分処方) 

 

ニコチン依存症管理料算定4

回目； 

禁煙の状況に合わせた指導；

チャンピックス1mg錠×1日2回

×14日分処方 (2009年5月以

降は14日分＋α処方) 
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初診から10週後 

 
 

この間、必要に応じ

て臨時再診による指

導を何回でも実施 

 

ニコチン依存症管理料を算

定しない再診； 

禁煙の状況に合わせた指

導； 

チャンピックス1mg錠×1日2

回×14日分処方 

(2009年5月以降は診療な

し) 

 

ニコチン依存症管理料を算定

しない再診； 

禁煙の状況に合わせた指導；

チャンピックス1mg錠×1日2回

×14日分処方 (2009年5月以

降は14日分＋α処方) 

初診から12週後 

 

ニコチン依存症管

理料算定5回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導 

 

ニコチン依存症管理

料算定5回目； 

禁煙の状況に合わ

せた指導 

 

ニコチン依存症管理料算定

5回目； 

禁煙の状況に合わせた指

導 

 

ニコチン依存症管理料算定5

回目； 

禁煙の状況に合わせた指導 

費用(3割負担；

院内処方として) 

 

約1万1700円 
 

約1万2100円 
 

約1万7600円 (2009年5

月以降は約1万6900円) 

★ 

 

約1万8300円 ★ 

 

 ※ チャンピックス錠スタートパック：「0.5mg錠×1日1回×3日分」「0.5mg錠×1日2回×4日分」「1mg錠×1日2回×7日分」のセット 

 ★ チャンピックスは標準の12週間使用後も自由診療でさらに12週間継続することが望ましい。その場合の薬剤費は12週間分で約4万

円。 
 
 
 
■治療手順 
 
 ニコチン依存症管理料を算定する場合には「禁煙治療のための標準手順書 第3版」(日本循環器

学会HPからダウンロード可)に則って禁煙治療を行うことが義務づけられている。初診時には、

①適用判定と同意署名(手順書帳票)、②喫煙状況確認(問診票および問診)、③呼気一酸化炭素測定、

④自信強化や問題解決のアドバイス、⑤禁煙開始日決定、⑥禁煙補助薬の説明と選択などを行う。

再診時には、①禁煙状況確認、②呼気一酸化炭素測定、③自信強化や問題解決のアドバイス、④

禁煙補助薬の効果や副作用の評価などを行う。「自信強化や問題解決のアドバイス」として、本書

に解説されているリセット禁煙法、動機づけ面接法、認知行動療法、論理療法、森田療法などを

本格的に実施することも可能である。呼気一酸化炭素測定は、ウソ発見器として使用するのでは

なく動機づけの一助となるように使用すべきであるが、うっかり忘れると社会保険事務局への報

告に支障を来す場合もあるので気をつけたい。 
 ニコチンパッチを使用する場合には、ニコチネルTTS30を4週間、TTS20を2週間、TTS10を2
週間の合計8週間使用して終了するのが標準的である。ニコチネルTTSは、連続して10週間までの

使用が許容されているので、禁煙の自信が十分でなかったり、禁煙開始が遅れて禁煙後の使用期

間が短かかったりする場合には、標準より2週間分長い処方が可能である。これ以外にOTC薬と

してのニコチンパッチやニコチンガムなども治療の選択肢に加えられる。 
 チャンピックスを使用する場合には、0.5mg分1処方を3日間、1mg分2処方を4日分行ってから、

2mg分2の常用量まで漸増する方法が標準とされている。これは、常用量から開始すると嘔気など

副作用が強いためである。開始から14日分の使用薬剤が組み込まれたスタートパックを使用する

と、漸増時の服用が容易になる。ニコチン製剤と異なり、禁煙開始は漸増期間の終了した8日目か

ら行う。チャンピックスは、ニコチンの脳内報酬回路への効果をブロックして、喫煙行為を報酬

として学習した認知を消去する効果を有するため、喫煙しても報酬効果が現れない体験をじっく

り味わうことが必要である。初診時に即日からの禁煙意欲が満々な人に、あえて禁煙開始を思い

とどまらせて意欲を削ぐ必要はないが、そのような場合には、むしろ開始当日から十分な薬効を
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得られるニコチン製剤の使用を勧めた方がいいかもしれない。 
 チャンピックスの代表的な副作用として、嘔気など消化器症状がある。嘔気の発現率は3割程度

とかなり高いので、服薬コンプライアンスの低下を来さないために、予防的に制吐薬(ナウゼリン

30mg分3食前など)を併用処方するのも一法である。ただし、チャンピックスの副作用は投与開始

初期にのみ起こることが多いので、投与期間中ずっと制吐薬が必要ということではない。 
 院外処方の場合は、どの禁煙補助薬であっても「ニコチン依存症管理料算定に伴う処方」と記

載する。ニコチン依存症管理料を算定する日の処方でなくても、ニコチン依存症管理料を算定し

ての禁煙治療の期間中であれば、同じ記載をする必要がある。 
 
 
 
■算定方法と結果報告 
 
 保険診療での禁煙治療を行う場合には、表７に示される診療報酬の算定が可能である。診療報

酬明細の適用欄には、ニコチン依存症管理料1回目を算定した日付を記載する。1年以内にニコチ

ン依存症管理料1回目の算定を伴う禁煙治療を受けた患者に対して再算定することはできない。他

の医療機関での算定もこれに該当するのかについては明確な規定が示されていない。患者が申告

しなければ治療歴を把握することは困難ではあるが、これまでの治療歴を把握することは治療上

も重要なので、初診時にしっかりと確認することが望ましい。 
 規定の回数の診療を受けず、途中で治療が中断してしまった場合にも、受診した回までの算定

が可能である。しかし、「対象患者」の項目で触れたように、治療を中断した患者は「禁煙不成功

者」として社会保険事務局へ報告しなければならない。 
 毎年7月に義務づけられている社会保険事務局への結果報告には、ニコチン依存症管理料1回目

を算定した人数を分母に、ニコチン依存症管理料5回目算定の時点における4週間以上の禁煙継続

を、呼気一酸化炭素測定によって証明できた人数を分子にして、算出された禁煙成功率を記載す

るようになっている。届け出の書式は表１の日本禁煙学会HPからも入手できる。日程通りに受診

できなかった人は、実際には禁煙できていても「禁煙不成功者」にカウントしなければならない。

この結果報告の集計は、禁煙治療の制度を見直すときの参考にされる。 
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表７ 禁煙治療の保険算定 

■初診 

 ・初診料 

 ・ニコチン依存症管理料(初回:230点) 

 ・処方料※ 

 ・調剤技術管理料/月※ 

 ・薬剤情報提供料/月※ 

 ・薬剤費※ 

 ・(※のかわりに)院外処方料 

■再診(初診から2、4、8、12週後) 

 ・再診料(外来診療料) 

 ・外来管理加算 

 ・ニコチン依存症管理料(初診から2、4、8週後:184点、12週後:180点) 

 ・処方料※ 

 ・調剤技術管理料/月※ 

 ・薬剤情報提供料/月※ 

 ・薬剤費※ 

 ・(※のかわりに)院外処方料 

■再診(初診から6、10週後)、臨時再診 

 ・再診料(外来診療料) 

 ・外来管理加算 

 ・処方料※ 

 ・調剤技術管理料/月※ 

 ・薬剤情報提供料/月※ 

 ・薬剤費※ 

 ・(※のかわりに)院外処方料 

 
 
 
■自由診療 
 
 施設基準を満たし保険での禁煙治療を行っている医療機関でも、そうでない医療機関でも、自

由診療の料金や手順を決めておく必要がある。治療を行おうとする患者が算定条件を満たしてい

ない場合もあるし、たとえ満たしていたとしても、12週間の治療が終了した後にも禁煙達成まで

到達しなかったりして、自由診療へ切り替えての禁煙治療継続となる場合もある。あるいは、保

険診療の条件を満たしている患者であっても、禁煙困難が予想され、保険診療の日程に従わない

濃厚な診療日程が好ましいと判断される場合には、医師と患者で合意した上で敢えて自由診療を

選択する場合もある。 終的には、適用不可能な場合を除き患者の選択が優先されるが、選択を

促す基準を表８にまとめた。 
 自由診療の場合、指導料、薬剤費などは医療機関で自由に設定できる。保険算定時の10割負担

として料金設定(初診料5000～6000円、再診料2000～30000円程度)を行うことも理にかなってい

るが、もう少し安い料金(初診料3000円；再診料1000円程度)としている医療機関も多い。料金は

高すぎても高いハードルとなってしまうが、低すぎても禁煙のモチベーションを下げる。禁煙外

来でそれなりの額を支払うことが、行動療法的な禁煙の動機づけになるという側面もあるので、

もっとも多くの患者の禁煙に貢献できるよう、適切な値段を設定することが好ましい。 
 薬剤費は、標準的な使用法でニコチネルTTSの場合2万1000円程度、チャンピックスの場合3万
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8000円程度となる(表９)。薬剤費と、初診料(5000円と仮定)および再診料(2000円×4回と仮定)を
合計すると、ニコチネルTTS使用では約3万4000円、チャンピックス使用では約5万1000円である。 
 保険診療のカルテと自由診療のカルテを別々に作ってもよいし、通常のカルテの診療記録に「自

由診療」と記載するだけでもよい。電子カルテの場合は後者になるだろう。 
 前述の通り、多くの喫煙者は年間10万円以上のタバコ代を支出しており、自由診療での禁煙治

療が不可能である場合は希である。「保険が使えなければ受診できない」という訴えは、「そこま

でして禁煙しようとは思わない」という無意識の治療抵抗であったり、「大金をかけてもし禁煙で

きなかったらおしまいだ」という不安の表れだったりする可能性もある。このような言葉の裏に

ある本心が、実はその人の禁煙を妨げている心理的な病態と直結している場合もあるので、自由

診療ではいけない理由を率直に聴くことが治療のスタートになると言えるかも知れない。 
 ただし支払いの大きい自由診療を勧めるときには、医療機関の儲け主義だと誤解される場合も

あるので、保険診療での支払い額を3.3倍(3割負担の場合)した額が自由診療での支払い額以上にな

ることを具体的に示し、自由診療を勧める理由が医療機関の採算とは無関係だということを患者

に納得させるようにするとよい。 
 
表８ 保険診療と自由診療の選択基準 

 保険診療を勧める 自由診療を勧める 

絶対的要件 

・同日に保険診療での診療報酬を

算定する 

・医療機関が管理料の施設登録を

していない 

・患者が算定要件を満たさない(表

５参照) 

相対的要件 

・自費での支出が受診の開始や継

続の妨げになると判断される 

・保険診療の日程に従うことが禁

煙の維持に役立つと判断される 

・入院患者に保険での禁煙補助薬

処方を行っている病院への入院

が予定されている 

・自費での支出が動機の強化につ

ながると判断される 

・保険診療の日程に従わない濃密

な支援が必要と判断される 

 
 
表９ 禁煙補助薬の薬価 

 ・ニコチネルTTS30：387.7円(標準で初診から1枚/日で28日間使用) 

 ・ニコチネルTTS20：361.7円(標準で5週目から1枚/日で14日間使用) 

 ・ニコチネルTTS10：343.6円(標準で7週目から1枚/日で14日間使用) 

  → 標準使用(8週間)でのニコチネルTTS薬剤費合計：2万0729.8円 
 

 ・チャンピックス錠(0.5mg)：132.6円(標準で初診から1錠/日で3日間、2錠/日で4日間使用) 

 ・チャンピックス錠(1mg)：237.4円(標準で8日目から2錠/日で11週間使用) 

  → 標準使用(12週間)でのチャンピックス薬剤費合計：3万8018.2円(1日薬価から算出される実

際の額は3万7660円) 
 



 - 49 -

１０．ニコチン製剤と経口禁煙補助薬の使い方 

 
 
■禁煙補助薬の概観 
 
 禁煙しようとしない、または禁煙できない原因であるニコチン依存症は、禁煙したときの不快

な症状(離脱症状)によって表現される身体的依存と、喫煙行動の学習や認知の歪みで説明される心

理的依存の2つの要素によって成り立っている。後者に対する心理療法の普及はまだ端緒に着いた

ばかりだが、前者に対する薬物療法は近年発展がめざましく、一般用医薬品(OTC薬)や医療用医

薬品として多くの人が利用できる環境が整ってきた。 
 日本では、1994年よりニコチンガムであるニコレットが保険非適用ではあるが医療用医薬品と

して発売された後、2001年より一般用医薬品に切り替えられ、さらにニコレットミント、ニコレ

ットクールミントという味や柔らかさに変化をつけた製剤が追加発売された。1999年にはニコチ

ンパッチであるニコチネルTTSが保険非適用の医療用医薬品として発売され、2006年4月のニコ

チン依存症管理料新設に伴って6月に薬価収載された。2008年5月にはニコチンを含まない禁煙補

助薬であるチャンピックス(一般名バレニクリン酒石酸塩)が保険薬価収載された医療用医薬品と

して発売された。また、2008年5月現在、ニコレットパッチ、シガノンCQ、ニコチネルパッチと

いう3種のニコチンパッチが一般用医薬品として認可を取得しており、販売の秒読み段階に入って

いる。 
 すなわち禁煙指導、禁煙治療においては、OTC薬としてニコチンガム3種類およびニコチンパ

ッチ3種類が選択でき、医療用医薬品としてはニコチンパッチ1種類と経口剤1種類の計2種類が選

択できるということである(表１)。 
 
表１ 日本で使用できる禁煙補助薬(剤型別) 

剤型 商品名 用途 製造元 販売元 

ニコレット 

ニコレットミント 

ニコチンガム 

ニコレット 

クールミント 

ニコレットパッチ 

ジョンソン・エン

ド・ジョンソン(株) 

武田薬品工業(株) 

シガノン CQ グラクソ・スミスク

ライン(株) 

大正製薬(株) 

ニコチネルパッチ 

一般用医薬品 

(処方せん必要な

し) 

ニコチンパッチ 

ニコチネル TTS 

ノバルティス ファーマ(株) 

経口剤 チャンピックス 

医療用医薬品 

(処方せん必要) ファイザー(株)  

 
 
 
■ニコチン製剤(ニコチンガムおよびニコチンパッチ) 
 
 離脱症状など身体的依存の症状は、中脳腹側被蓋野や大脳辺縁系側坐核などに位置する脳内報



 - 50 -

酬回路のドパミン作動性ニューロンにニコチンが作用して、ニコチンの作用しない状態ではニュ

ーロンのドパミン放出能力が衰える機能不全が生じることによって発生する。通常はニコチンの

作用がなくなって数日から1週間程度でこの機能不全は解消されるので、離脱症状の継続も数日か

ら1週間程度ということになるのだが、禁煙初期の離脱症状は心理的依存とあいまって禁煙挑戦者

の禁煙意欲を削ぐ力があり、離脱症状のつらさを理由に禁煙を断念する場合が少なくない。 
 ニコチンをガムやパッチに含有させたニコチン製剤は、口腔粘膜や皮膚から緩徐にニコチンを

摂取することにより、この禁煙開始時の離脱症状をおおはばに減少させる。この使用法をニコチ

ン置換療法(NRT)と呼ぶ。禁煙開始とともにニコチン製剤(ガムまたはパッチ)の使用を開始し、ガ

ムの個数を漸減またはパッチの用量を減少して体内に移行するニコチン量を徐々に減量し、2～3
ヶ月で使用を終了する方法が一般的である。各薬品の具体的な使用方法については、表２、表３、

表４および各薬品の添付文書、あるいは『禁煙医療のための基礎知識』(神奈川県内科医学会；中

和印刷)などを参照されたい。 
 重要なことは、ニコチン置換療法を開始したら完全に禁煙することで、少ない本数でも喫煙し

ながらニコチン製剤を使用することは、血中のニコチン濃度が高まりすぎて危険であるばかりで

なく、高い濃度でのニコチン曝露に慣れてニコチン製剤の使用意義が薄れてしまう。そういった

状態になったら、いちどニコチン製剤の使用を中止してから再度禁煙の仕切り直しをすることが

推奨される。 
 身体的依存のメカニズムである脳内報酬回路ニューロンの機能不全は、脳内のニコチン濃度が

急激に上昇する「血中濃度上昇インパクト」によって生じることが分かっており、喫煙のように

摂取から数秒で脳にニコチンが到達する投与方法では起こりやすいが、ガムやパッチなどの形態

で緩徐に血中濃度が上昇する投与方法では起こりにくい。使用中「ニコチンを体に入れて依存が

治っていくのだろうか」と不安を感じる使用者もいるので、このメカニズムの差はあらかじめ説

明しておきたい。 
 国内外の各種ガイドラインにて、禁忌の要件を満たさなければニコチン製剤など禁煙補助薬を

積極的に使用することが推奨されている。朝起きて 初の喫煙までの時間が短い受診者や、ファ

ガストローム式ニコチン依存度テスト(FTND)の点数が高い受診者に有効なのはもちろんだが、そ

れ以外の受診者に対しても、ニコチン製剤を使用すること自体が禁煙継続の動機づけとなり、プ

ラセボ(偽薬)効果もあいまって、禁煙確率を上昇させる可能性がある。依存症は精神疾患だが、精

神疾患に対してプラセボ効果は無視できない。 
 ニコチンガムは、喫煙欲求が生じたときに1個を使用することになっており、急な喫煙欲求に対

処できることが利点とされているが、臨床心理学的にはこの性質は諸刃の刃である。本書「禁煙

指導で使えるワンポイント心理療法」の森田療法の項目で説明されるように、喫煙欲求に対して

回避行動とともに過度の注意集中を行う状況は、喫煙欲求を生起または増幅させやすい(精神交互

作用)。もし、身体的依存が解消しているはずの時期になっても不安からニコレットを手放せない

という受診者がいたら、喫煙欲求と関係なく少量のニコレットを一定時間ごとに使用して漸減す

るよう勧めるとよいだろう。 
 新規に発売になる3社の一般用医薬品のニコチンパッチは、現在医療用医薬品として使われてい

るニコチネルTTSと基本的には同等のものだが、医師の指導なしに使用されることを想定してか、

いくつか使用上の制限が加えられている。まず、医療用のニコチネルTTSでは原則として24時間

貼付するが、一般用の3薬品では16時間(起床時から就寝時まで)貼付してはがす。また、16時間あ

たりのニコチン放出量で見ると、ニコレットパッチのみがニコチネルTTS30・20・10に相当する
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ニコレットパッチ1・2・3を揃えるが、シガノンCQとニコチネルパッチでは、ともにニコチネル

TTS20・10に相当する製品しか発売しない(海外では発売)。 
 
表２ 一般用(OTC)禁煙補助薬の比較 

剤型 ニコチンガム ニコチンパッチ 

商品名 ニコレット 

同ミント 

同クールミント 

ニコレットパッチ１ 

ニコレットパッチ２ 

ニコレットパッチ３ 

 

シガノンCQ 14 

シガノンCQ 7 

 

ニコチネルパッチ20 

ニコチネルパッチ10 

ニコチン含有量 2mg/個 １：24.9mg/枚 

２：16.6mg/枚 

３：8.3mg/枚 

 

14：78mg/枚 

7：36mg/枚 

 

20：35mg/枚 

10：17.5mg/枚 

ニコチン放出量 口腔内で50%が放出され、

43%が全身循環に移行 

１：15mg/16時間 

２：10mg/16時間 

３：5mg/16時間 

 

14：14mg/24時間 

7：7mg/24時間 

 

20：14mg/24時間 

10：7mg/24時間 

標準的な用量 ①1日4～12個を4週間 

②1週間毎に1～2個ずつ減

量 

③3ヶ月をめどに終了 

①１を6週間 

②２を2週間 

③３を2週間 

①14を6週間 

②7を2週間 

①20を6週間 

②10を2週間 

基本的な使用法 ・タバコを吸いたくなった

ときに1個を使用 

①5～15回ゆっくり噛む 

②歯と歯ぐきの間に挟む(1

分以上) 

③ピリッととした感じがな

くなれば再び噛む 

④これを30～60分繰り返す 

・肩、胸、腕などに貼り、1日1回貼り替える 

・起床時に貼り、就寝前にはがす 

ニコチン吸収部

位 

口腔粘膜(飲み込まれたニ

コチンは薬効がなく副作用

のみを起こす、唾液は飲み

込まない) 

皮膚 

ニコチン摂取 使用法と個数に依存 貼ると確実に摂取される 

副作用 嘔気、咽頭刺激など かぶれ、不眠など 

利点 ・口寂しさが紛れる 

・急な喫煙欲求に対応でき

る 

・使用法が簡単 

・安定した血中濃度の維持が可能 

・他人に分からない 

・仕事中使用可能 

注意点 ・使用法の十分な指導が必

要(噛む薬ではなく口腔内

貼付剤として指導) 

・歯の状態や職業によって

は使いにくい 

・口腔内が酸性だと効果が

落ちる 

・喫煙欲求への注意集中か

ら喫煙欲求が増大するこ

とがある 

・皮膚が濡れていたり、激しい運動をしたりするとはがれることがある 
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表３ 医療用禁煙補助薬の比較(１)使用法と特徴 

剤型 ニコチンパッチ 内服剤(錠剤) 

一般名 ニコチン 

(ニコチン置換療法薬) 

バレニクリン酒石酸塩 

(α4β2ニコチン受容体部分作動薬／拮抗薬) 

商品名 ニコチネルTTS30・20・10 チャンピックス0.5mg錠・1mg錠 

標準的な 

用法・用量 

・肩、胸、腕などに貼り、1日1回朝に貼り替える 

①30を4週間(使用開始時に禁煙開始) 

②20を2週間 

③10を2週間 

・禁煙開始日を設定し、その1週間前から服用開始する

①第1～3日目は0.5mg錠1日1回(朝昼晩いつでもよい) 

②第4～7日目は0.5mg錠1日2回朝晩 

③1mg錠1日2回朝晩を11週間(第8日目から禁煙開始) 

大使用 

期間 

連続して10週間を超えない ・標準使用期間終了時の禁煙継続者に、禁煙を確実に

するためにさらに1mg錠1日2回12週間の投与が可能(保

険適用外) 

主な 

副作用 

皮膚炎、不眠 嘔気、異常な夢、不眠、頭痛、便秘、鼓腸 

代謝経路 約90％が肝臓で代謝される 約90％が未変化体として腎排泄される 

利点 ・国内での使用数が多く、副作用に対する情報や対処

法のノウハウが蓄積されている 

・1回に14日を超える処方が可能 

・やや安価 

・離脱症状の緩和だけでなく、喫煙による報酬効果も抑

制 

・使用禁忌が少なく、循環器疾患患者などニコチン製剤

が禁忌の症例にも使える 

・使用法が非常に易しい 

注意点 ・皮膚が濡れていたり、激しい運動をしたりするとは

がれることがある 

・新しい機序の薬であるため、未知の副作用などが存在

する可能性を否定できない 

・1回に 大14日間の処方(2009年4月まで) 

・やや高価  
 
表４ 医療用禁煙補助薬の比較(２)使用禁忌等 

剤型 ニコチンパッチ 内服剤(錠剤) 

商品名 ニコチネルTTS30・20・10 チャンピックス0.5mg錠・1mg錠 

使用禁忌 
(添付文書) 

・妊婦又は妊娠している可能性のある婦人、授乳婦〔動

物で催奇形性及びヒトで乳汁中移行が報告されてい

る。〕 

・不安定狭心症、急性期の心筋梗塞（発症後３ヵ月以

内）、重篤な不整脈のある患者又は経皮的冠動脈形成

術直後、冠動脈バイパス術直後の患者〔カテコラミ

ン放出促進による血管収縮、血圧上昇をきたし症状

が悪化するおそれがある。〕  

・脳血管障害回復初期の患者〔脳血管の攣縮・狭窄を

起こし症状が悪化するおそれがある。〕  

・本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

慎重投与 
(添付文書) 

・心筋梗塞、狭心症(異型狭心症等)の既往歴のある患

者、又は狭心症で症状の安定している患者〔症状が

再発又は悪化するおそれがある〕 

・高血圧、不整脈、脳血管障害、心不全、末梢血管障

害(バージャー病等)のある患者〔症状が悪化するお

それがある〕 

・甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、糖尿病(インスリ

ンを使用している)等の内分泌疾患のある患者〔症状

が悪化するおそれがある〕 

・消化性潰瘍のある患者〔症状が悪化するおそれがあ

る〕 

・肝・腎機能障害のある患者〔症状が悪化するおそれ

がある〕 

・アトピー性皮膚炎あるいは湿疹性皮膚炎等の全身性

皮膚疾患の患者〔症状が悪化するおそれがある〕 

・てんかん又はその既往歴のある患者〔痙攣を引き起

こすおそれがある〕 

・神経筋接合部疾患(重症筋無力症、イートン・ラン

・重度の腎機能障害のある患者［重度の腎機能障害のあ

る患者では血中濃度が高くなるおそれがある］ 

・血液透析を受けている患者［十分な使用経験がないた

め、本剤を投与する際には十分に観察を行うこと］ 
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バート症候群)又はその既往歴のある患者〔筋力低下

等の症状が悪化するおそれがある〕 

重大な 

基本的 

注意 
(添付文書) 

・禁煙の成功は、禁煙指導の質及び頻度に依存するの

で、本剤は、医師等による適切な禁煙指導の下に禁

煙計画・指導の補助として用いること。また、本剤

使用後も禁煙を維持させるため、禁煙指導を実施す

ること。 

・本剤使用中の喫煙により循環器系等への影響が増強

されることがあるので、本剤使用中は喫煙させない

こと 

・本剤は禁煙意志が強く、循環器疾患、呼吸器疾患、

消化器疾患、代謝性疾患等の基礎疾患を持つ患者で

あって、禁煙の困難な喫煙者に使用すること。 

・本剤の使用開始にあたって、本剤の使用に関する説

明書を患者に与えること。 

・医師等により、禁煙治療プログラムに基づいた指導の

下に本剤を適切に使用すること。  

・禁煙は治療の有無を問わず様々な症状(不快、抑うつ

気分、不眠、いらだたしさ、欲求不満、怒り、不安、

集中困難、 落ち着きのなさ、心拍数の減少、食欲増加、

体重増加等）を伴うことが報告されており)、基礎疾患

として有している精神疾患の悪化を伴うことがある。

本剤を使用して禁煙を試みた際にも、 因果関係は明ら

かではないが、抑うつ気分、不安、焦燥、興奮、行動

の変化、自殺念慮及び自殺が報告されているため、 本

剤を投与する際には患者の状態を十分に観察するこ

と。 

・めまい、傾眠等があらわれることがあるので、自動車

の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させる

こと。 

・本剤の投与の有無にかかわらず、禁煙により生じる生

理的な変化のため、下記のような薬剤の薬物動態や薬

力学が変化し、 用量調節が必要になる場合がある。 

テオフィリン、ワルファリン、インスリン等 

また、喫煙によりCYP1A2の活性が誘導されるため、禁

煙を開始後、CYP1A2の基質となる薬剤の血漿濃度が上

昇する可能性がある。 

併用注意 
(添付文書) 

・アドレナリン遮断薬(アドレナリン遮断薬の作用減

弱) 

・アドレナリン作動薬(アドレナリン作動薬の作用増

強) 

シメチジン(バレニクリンの腎クリアランス低下) 

 
 
 
 
■経口禁煙補助薬チャンピックス（１）作用機序 
 
 脳内報酬回路にあるドパミン作動性ニューロンのα4β2ニコチン性アセチルコリン受容体(以
後α4β2受容体)にニコチンが結合するとドパミンの過剰放出が起こり、生体のフィードバック効

果の結果、ニコチンの存在しない状態ではニューロンのドパミン放出能力の低下が起こる。いわ

ゆる離脱症状を感じている身体的依存の状態がこれである。この状態で喫煙してニコチンを急激

に摂取すると、低下していたドパミンの放出が回復するため離脱症状が消失するが、脳はこのニ

コチンの効果を「報酬」および「罰からの回避」として学習するために、離脱症状発現時にはニ

コチンへの渇望が起こるようになる。 
 経口禁煙補助薬として2008年5月に発売されたチャンピックス錠(一般名バレニクリン酒石酸

塩)は、ニコチン製剤とは作用機序を異にするユニークな薬である。 
 チャンピックスの薬効成分であるバレニクリンは、α4β2受容体に対して①部分作動薬、②拮

抗薬、の2つの性質を併せ持つ(図１)。α4β2受容体に結合して部分作動薬として作用することに

よって、ニューロンからはニコチン 大作用の40～60％(動物実験)のドパミンが放出され、ニコ

チンを摂取していなくても離脱症状が緩和される。この離脱症状緩和効果はニコチン製剤の効果

と類似のものである。 
 バレニクリンはこれに加えて、α4β2受容体におけるニコチンの作用を遮断する拮抗薬として

の作用を有する。チャンピックス服用時にはニコチンの作用が発現せず、使用者は「喫煙しても

期待した効果が得られない」という体験をすることになる。この体験によって、学習された「報

酬」および「罰からの回避」が消去されるために、ニコチンへの渇望が弱まる。この消去の現象

は、エサをもらって芸をしていたサーカスや水族館の動物が、芸をしてもエサをもらえない状況
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が続くと芸をしなくなることで説明される。 
 チャンピックスは以上のように、ニコチン置換療法と類似の離脱症状緩和作用と、学習効果を

消去して渇望を減じる効果を有し、離脱症状に象徴される身体的依存に対して効果があるばかり

でなく、心理的依存のうち、学習効果によって渇望が生じる行動的症状(「禁煙しようと思わない

ことが依存症」参照)に対してもある程度有効であることが推定される。ただし、人間はエサによ

る学習効果で行動が決定的に動機づけられる動物よりも複雑な心理機制を持っているので、チャ

ンピックスを使用した禁煙であっても、行動的症状以外の心理的依存の形成要素である認知的症

状(害の過小評価、効用の錯覚、禁煙困難の過大評価など)に対して、何らかの対処や支援が必要に

なる場合が予想される。 
図１ チャンピックスの作用機序 

ファイザー社HPより許可を得て転載 

 
 
 
 
■経口禁煙補助薬チャンピックス（２）使用方法 
 
 添付文書(2008年5月現在)の「用法・用量」部分を表５に引用する。禁煙開始日を設定し、その

1週間前からチャンピックス錠服用を開始する。第1～3日目の3日間は0.5mg錠を1日1回、第4～7
日目の4日間は0.5mg錠を朝晩1錠ずつ、第8日目からは1mg錠を朝晩1錠ずつ服用し、第8日目から

禁煙を開始する。初期の服薬を確実に行うために、第1日目から第14日目までの錠剤が各日毎にセ
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ットされたスタート用セットが利用できる。第1～3日目の1日1回服用は朝昼晩を問わないことに

なっているが、後述する嘔気の副作用のことを考えると、夕食後の服用が理にかなっている。 
 開始時から定常量の服用を行わず少量から漸増するのは、服薬開始時に嘔気等の副作用が起こ

りやすいためである。これは抗うつ薬であるSSRIの性質や使用法に酷似している。添付文書(表
５)によれば、服用開始時の副作用が強く忍容性に問題があるときは定常量を減じることが記され

ているが、副作用の程度が投与初期に強いことを考えれば、むしろ投与初期の漸増の速度を遅く

するというイメージで捉えた方がいいかも知れない。 
 チャンピックスの作用機序である、学習を消去して喫煙への渇望を減じる効果は、喫煙しても

ニコチンの脳内効果が得られない体験を重ねることによって発揮されるので、服用初日から禁煙

するとかえって長期的な禁煙補助効果は薄れてしまう可能性がある。処方開始時にはチャンピッ

クスの作用機序を十分説明して、チャンピックスの効果が徐々に表れるにしたがって不味くなっ

ていく「タバコの味」を実感してもらうように勧めるのがよいだろう。 
 「タバコが美味い」というのは味覚の問題ではなく、機能不全に陥ったニューロンの働きをニ

コチンが代行する感覚を表現した言葉である。ニューロンの機能不全が起こっていない状態では、

タバコは「美味く」ないが、それがタバコ本来の「味」ということになる。このタバコ本来の「味」

は、非喫煙者が人生で 初の1本を吸ったときの「味」でもあるし、身体的依存が解消される程度

まで禁煙が継続した人が再喫煙したときの「味」でもあるが、チャンピックス使用時に感じる「味」

も、ニコチンの脳内効果を伴わないという点でこれと類似のものである。チャンピックス開始時

には「これからタバコが本来の味になり、将来禁煙が続いた後に吸ってしまっても同じ味がしま

す」という説明を加えると、禁煙治療終了後の再喫煙防止に役立つかも知れない。 
 投与期間は標準で12週間(禁煙開始から11週間)であるが、投与終了時に禁煙が継続している場

合には、長期の禁煙維持率を上げるために、さらに12週間の追加使用(1mg錠を朝晩1錠ずつ)を行

うことができるとされている。追加投与分は保険適用とはならないが、受診者が同意すれば合計

24週間の処方をすることになるだろう。 
 
表５ チャンピックス錠の用法・用量 (添付文書より) 

 

 通常、成人にはバレニクリンとして第1～3日目は0.5mgを1日1回食後に経口投与、第4～7日目は0.5mg

を1日2回朝夕食後に経口投与、第8日目以降は1mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。なお、本剤の投

与期間は12週間とする。 

 

［用法・用量に関連する使用上の注意］ 

(1) 本剤は原則として、他の禁煙補助薬と併用しないこと。［本剤の有効性及び安全性は単剤投与によ

り確認されており、他の禁煙補助薬と併用した際の有効性は検討されておらず、安全性についても

経皮吸収ニコチン製剤との併用時に副作用発現率の上昇が認められている。］ 

(2) 患者が禁煙を開始する日を設定すること。その日から1週間前に本剤の投与を始めること。 

(3) 本剤による12週間の禁煙治療により禁煙に成功した患者に対して、長期間の禁煙をより確実にす

るために、必要に応じ、本剤をさらに延長して投与することができる。その場合にはバレニクリン

として1mgを1日2回、朝夕食後に12週間投与すること。 

(4) 初の12週間の投与期間中に禁煙に成功しなかった患者や投与終了後に再喫煙した患者で、再度

本剤を用いた禁煙治療を実施する場合には、過去の禁煙失敗の要因を明らかにし、それらの要因へ

の対処を行った後のみに、本剤の投与を開始すること。 

(5) 本剤の忍容性に問題がある場合には、0.5mg 1日2回に減量することができる。 

(6) 重度の腎機能障害患者（クレアチニン・クリアランス推定値：30mL/分未満）の場合、0.5mg 1日1

回で投与を開始し、その後必要に応じ、 大0.5mg 1日2回に増量すること。 
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■経口禁煙補助薬チャンピックス（３）副作用と使用上の注意 
 
 添付文書(2008年5月現在)の「副作用」によれば、国内および海外臨床試験において、安全性評

価対象例3,627例中2,415例(66.6％)に副作用が認められている。主な副作用は、嘔気1,033例
(28.5％)、不眠症591例(16.3％)、 異常な夢472例(13.0％)、頭痛419例(11.6％)、鼓腸302例(8.3％)
だったという。高率に表れる嘔気については、服用初期に特に強いが定常量で継続しているうち

に軽くなることが多いということを、投与開始前に十分に患者に説明することで服薬中断や受信

中断を防げるだろう。必要に応じて初診時から制吐薬(ナウゼリン10mg 1日3回食前)などを検討す

るか、頭痛など他の副作用も含め、服用初期の有害事象に対して臨時再診の体制を整え、チャン

ピックス用量の調節や対症薬の追加投与ができることを受診者に伝えておくのもよいだろう。 
 投与禁忌対象は本剤成分に対し過敏症の既往歴がある場合に限られ、ニコチン製剤に比べ適用

可能な範囲は広い。重度の腎機能障害、腎透析症例は投与量の調整および慎重投与、高齢者およ

びシメチジン投与時には注意が必要とされる。妊婦、小児への安全性は確立されておらず、妊産

婦への投与は治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与することとされ、授

乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせることとされている。ニコチン製剤との併用は有効

性が証明されておらず副作用の発現率が高くなることから、原則として認められていない。 
 また同文書の「重要な基本的注意」(表４)には、「因果関係は明らかではないが、抑うつ気分、

不安、焦燥、興奮、行動の変化、自殺念慮及び自殺が報告されているため、本剤を投与する際に

は患者の状態を十分に観察すること」と記されている。チャンピックス使用の有無に関わらず、

ニコチン依存症以外の精神疾患を有する受診者では、禁煙期間中に気分の変調や自殺念慮が起こ

る可能性がある。受診者が危機を訴えたりほのめかしたりしたときには、無視するのでも大げさ

に騒ぐのでもなく、たとえ待合室に他の患者が待っていたとしてもじっくり時間を取って、共感

的な態度で具体的行動の可能性を質問することが必要である。自殺念慮に対する原則的な初期対

応の考え方として、カナダの自殺予防グループが作成した「TALKの原則」(表６)と、『自殺の危

険』(高橋祥友；金剛出版)に記された対処法の原則(表７)を引用する。詳細は両書を参照されたい。 
 
表６ 自殺の危険が高い人への「TALKの原則」 

日本医師会『自殺予防マニュアル 第2版』 p17 

 

Tell：あなたのことを心配しているということをはっきり言葉に出して伝えます。 

Ask：自殺のことをうすうす感じているならば、はっきりその点について尋ねてください。真剣に対応

するなら、それを話題にしても危険ではなく、むしろ自殺予防の第一歩になります。 

Listen：傾聴です。絶望的な気持ちを真剣に聞きます。 

Keep safe：危ないと思ったら、その人を決してひとりにしないで、安全を確保したうえで、必要な対

処をします。危険だと考えられる人については、確実に精神科受診につなげてください。 
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表７ 「自殺したい」と打ち明けられたら 

高橋祥友『自殺の危険』(金剛出版) p147 

 

・誰でもよいから打ち明けたのではない 

・患者は生と死の間を揺れ動いている 

・時間をかけて訴えに傾聴する 

・沈黙を共有してもよい 

・話を逸らさない 

・安易な激励をしない 

・批判をしない 

・世間一般の価値観を押しつけない 

・悩みを理解しようとする態度を伝える 

・十分に話を聴いた上で、他の選択肢を示す 

 
 
 
 
■各製剤の比較と選択 
 
 国内臨床試験(Nakamura et al,2007)におけるチャンピックスによる禁煙の効果は、プラセボ

(偽薬)との比較でオッズ比が2.98(95％CI:1.78-4.99)である(図２)。Wu Pら(2006)のメタアナリシ

スにおいても、プラセボに対する3ヶ月後の禁煙オッズ比は3.750(95％CI:2.652-5.303)とされてい

る。 
 Silagyら (2004)のメタアナリシスによるニコチンガムの禁煙成功オッズ比1.66(95％

CI:1.52-1.81)、ニコチンパッチの禁煙成功オッズ比1.81(95％CI:1.63-2.02)と比較すると、チャン

ピックスの効果はかなり大きいことが予想されるが、現在のところ同一対象群で評価したニコチ

ン製剤とチャンピックスの比較研究はなされておらず、国内外の各種ガイドラインなどで、ニコ

チン製剤よりもチャンピックスを優先的に使用べきという指針は示されていない。今後の研究に

よって流動的なところはあるが、現時点では、どちらかが使用をためらわれる何らかの要因がな

い限り、客観的な情報(試験データ、副作用情報、価格など)を受診者に示し、受診者の選択に任せ

るのが現実的と思われる。図３に、現時点で神奈川県内科医学会が提案する薬剤選択の原則を示

すが、これは今後の知見によって変更されうることを付記しておく。 
 さらに現実的な選択基準としては、チャンピックスでは投与開始から1週間後に禁煙を開始する

ことが効果発現に重要な意味を持つ。禁煙外来初診時に禁煙意欲が高まっていて当日や翌日から

の禁煙をすでに予定しているような受診者や、初診時にすでに自力で禁煙を開始している受診者

などでは、ニコチン製剤が優先されるかも知れない。 
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図２ チャンピックスの臨床成績(国内第II相用量反応試験) 

Nakamura M et al(2007): Clin Ther 29(6):1040-1056 

 

 
 
図３ 神奈川県内科医学会が提案する禁煙補助薬選択の原則 

 
 



禁煙３分間アドバイス 

●禁煙を成功させるためには・・・ 

 コツは、次の３つを考えていただくことです。 

 

・禁煙したときのニコチンの禁断症状は耐えられないものだと思いますか？ 

      ・・・・・高熱の出る病気にかかってそれが治るとき、熱が下がって大量の汗が出ますが、この

汗は、何とか止めなければならないものだと思いますか？ 禁煙したときに起こる禁

断症状もこの汗と同じで、体からニコチンが抜けるときの好ましい反応ではありません

か？ 

 

・禁煙にチャレンジして、もしうまくいかなかった場合、何か大きな損害があ

りますか？ 

      ・・・・・禁煙にチャレンジして挫折しても、元のスモーカーに戻る

だけです。禁煙は、無限に福引きを引けるようなもので、元

手がいらずに何十回でも、何百回でもチャレンジすること

ができる「お得な賭け」です。 

 

・禁煙に条件をつけて、わざと難しくしていませんか？ 

      ・・・・・禁煙が難しくなるのは、知らず知らずのうちに、「○○しないで禁煙したい」「△△しな

がら禁煙しなければならない」と条件をつけているからです。「仕事の能率を落とさな

いで」「いつも通りの生活を送りながら」「誰の助けも借りず自力で」・・・こういう条件は、

絶対に譲れない条件なんでしょうか？ 

 

 

●吸わないための方法 

・きっぱりやめる・・・・・・・だんだん本数を減らしていく禁煙法は、まず成功しない 

               （医学的に証明されています） 

・タバコを吸いたいという衝動は１～３分でおさまるため、その間、気を紛らわせればいい 

    氷をなめる 熱い茶を飲む 刻み昆布を噛む 野菜スティックをかじる 

    歯を磨く（いつも小形の歯ブラシを持ち歩き、磨き粉をつけずに磨く） 

    深呼吸 体操 洗顔 シャワー 歌を歌う 時計の秒針が１周するのを追う 散歩 

 

 

●禁断症状を緩和して禁煙を助ける薬（使うと体重増加が起こりにくい） 

・ニコチンガム（ニコレット、ニコレットクールミントなど） 

 薬局で購入する（24個入りで約2000円） 

・ニコチンパッチ（ニコチネルTTSなど） 

 薬局で購入するか禁煙外来で処方してもらう 

・チャンピックス（ニコチンを含まない飲み薬） 

 禁煙外来で処方してもらう 

 

●努力型の禁煙をせずにタバコをやめられる本とCD 
磯村毅『リセット！ タバコ無用のパラダイス』幻冬社 \1260 

『リセット禁煙のすすめCD版』東京六法出版 ¥2100 
 

●禁煙外来 
保険診療：日程の決まった3ヶ月間（費用は13,000～20,000円） 

自由診療：日程が自由に選べるが、費用は保険診療の約3倍 



ニコチン依存症ニコチン依存症　ストレス増幅　自殺誘発　知的作業能率低下　記憶力低下　反応速度低下　
不眠症不眠症　パニック障害・不安障害

肺がん肺がん（扁平上皮がん　小細胞がん　腺がん　大細胞がん扁平上皮がん　小細胞がん　腺がん　大細胞がん）　鼻腔・副鼻腔がん　喉頭がん鼻腔・副鼻腔がん　喉頭がん　気管・気管支がん　
肺悪性線維性組織球腫　脳腫瘍　口腔がん口腔がん(口唇がん　口腔底がん　舌がん口腔底がん　舌がん　口蓋がん　歯肉がん)　唾液腺がん　
扁桃がん　咽頭がん　食道がん　胃がん　咽頭がん　食道がん　胃がん　大腸がん　肛門がん　肝臓がん肝臓がん　胆のう･胆管がん　膵臓がん膵臓がん
白血病白血病　悪性リンパ腫　多発性骨髄腫　骨髄異形成症候群　腎臓がん　腎盂･尿管がん　膀胱がん腎臓がん　腎盂･尿管がん　膀胱がん　
前立腺がん　陰茎がん　卵巣がん　子宮(頚)がん子宮(頚)がん　外陰がん　絨毛性疾患　乳がん　
皮膚がん　副腎がん　軟部組織肉腫　がんの早期転移　重複がんがんの早期転移　重複がん　放射線治療の内臓合併症

慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎　肺気腫慢性気管支炎　肺気腫）　呼吸機能低下　気管支喘息呼吸機能低下　気管支喘息　慢性副鼻腔炎　
風邪風邪(ひきやすく　長引くひきやすく　長引く)　インフルエンザ　急性喉頭蓋炎　急性気管支炎　急性気管支炎　
肺炎肺炎（市中肺炎市中肺炎　院内肺炎　レジオネラ肺炎　クラミジア肺炎　カリニ肺炎　ＳＡＲＳ重症化）　肺結核　喉頭結核　
肺真菌症　好酸球性肺炎　肺ランゲルハンス細胞肉芽腫症好酸球性肺炎　肺ランゲルハンス細胞肉芽腫症　薬剤性間質性肺炎
特発性間質性肺炎特発性間質性肺炎（特発性肺線維症　剥離性間質性肺炎　間質性肺疾患関連呼吸細気管支炎剥離性間質性肺炎　間質性肺疾患関連呼吸細気管支炎）　
成人呼吸促迫症候群　慢性喉頭炎・声帯浮腫　喉頭ポリープ慢性喉頭炎・声帯浮腫　喉頭ポリープ　気管・気管支ポリープ
呼吸細気管支炎呼吸細気管支炎　グッドパスチャー症候群の肺出血　肺のう胞　自然気胸自然気胸　睡眠時無呼吸症候群

不整脈不整脈（心房細動　心室性期外収縮　ＱＴ延長　心室細動）　血圧上昇　血圧上昇　拡張型心筋症　動脈硬化　動脈硬化　
狭心症　心筋梗塞　狭心症　心筋梗塞　脳動脈瘤　大動脈瘤・大動脈解離大動脈瘤・大動脈解離　側頭動脈炎　腸間膜動脈閉塞症　腎血管性高血圧　
レイノー症候群　閉塞性動脈硬化症　バージャー病閉塞性動脈硬化症　バージャー病　静脈血栓症　下肢静脈瘤　肺塞栓症

一過性脳虚血発作　脳卒中脳卒中(脳梗塞脳梗塞　脳出血　クモ膜下出血クモ膜下出血)　脳血管れん縮　
認知症（脳血管性認知症脳血管性認知症　アルツハイマー病）　群発頭痛　遅発性ジスキネジア　多発性硬化症　
筋萎縮性側索硬化症　反射性交感神経性ジストロフィー　脊髄小脳変性症の悪化

むし歯　歯周病むし歯　歯周病（急性壊死性潰瘍性歯肉炎急性壊死性潰瘍性歯肉炎　難治性の歯根膜炎）　歯の喪失・無歯顎　インプラント失敗インプラント失敗　
ドライソケット　抜歯後骨髄炎　口臭口臭　歯肉メラニン色素沈着　ニコチン性ロ内炎ニコチン性ロ内炎　義歯性口内炎
正中菱形舌炎　毛舌症　白色浮腫　白板症白色浮腫　白板症　口腔扁平苔癬　口腔内カンジダ症口腔内カンジダ症　ワルチン腫瘍

胃・十二指腸潰瘍　慢性胃炎・萎縮性胃炎　胃・十二指腸潰瘍　慢性胃炎・萎縮性胃炎　ヘリコバクタ・ピロリ感染（感染　除菌失敗）
慢性扁桃肥大　慢性咽頭炎　咽喉頭異常感症　逆流性食道炎　逆流性食道炎　小腸カルチノイド腫瘍　虫垂炎　
大腸ポリープ　クローン病　大腸ポリープ　クローン病　肝硬変　胆石・胆のう炎　慢性膵炎慢性膵炎　そけいヘルニア

精神精神

がんがん

呼吸器呼吸器

循環器循環器

脳　神経脳　神経

口腔口腔

消化器消化器

早発閉経早発閉経　卵巣のう腫　月経困難症　不妊症　子宮外妊娠不妊症　子宮外妊娠　細菌性腟炎　子供のがん（肝芽腫）

抗利尿ホルモン不適合分泌症候群　甲状腺腫　甲状腺機能亢進症　甲状腺性眼症甲状腺性眼症　橋本病　甲状腺機能低下症
糖尿病　糖尿病性腎症糖尿病性腎症　糖尿病性網膜症　糖尿病性神経障害　内臓脂肪型肥満

二次性多血症二次性多血症　鎌状赤血球症の急性胸部症候群　エイズ（感染確率増大　発症促進）

骨粗しょう症骨粗しょう症　脊椎骨折　大腿骨頚部骨折　偽関節　骨髄炎　特発性大腿骨頭壊死　
低身長（未成年喫煙による）　関節リウマチ　強直性脊椎炎の悪化　腰痛症（椎間板変性症　椎間板ヘルニア）　
デュピュイトラン拘縮　外傷（発生頻度増大　治ゆ遅延）　リウマチ性多発筋痛症

術後合併症　血管再建術・神経接合術の失敗　移植失敗移植失敗（ドナーの喫煙　レシピエントの喫煙レシピエントの喫煙）　自己移植失敗

腎機能障害・腎不全　尿失禁　尿道炎　尖圭コンジローマ

勃起不全勃起不全　ペイロニー病　精子の異常精子の異常　不妊症　
先天異常（二分脊椎　先天性心疾患　四肢欠損　皮膚色素異常）
子供のがん(脳腫瘍　白血病　悪性リンパ腫　神経芽細胞腫　横紋筋肉腫)

前置胎盤　胎盤早期剥離　前期破水前置胎盤　胎盤早期剥離　前期破水　遅滞破水　妊産婦死亡　流産　早産　周産期死亡流産　早産　周産期死亡　
エイズ母子感染確率増大　先天奇形先天奇形(小頭症　水頭症　狭頭症　無脳症　二分脊椎　斜視　先天性弱視
　　唇裂・口蓋裂唇裂・口蓋裂　小顎症　先天性心疾患　先天性幽門狭窄症　鎖肛　さい帯ヘルニア　そ径ヘルニア　尿路奇形　
四肢欠損　内反足・外反足・カニ足　多指（趾）症・合指（趾）症・無指（趾）症　ダウン症候群）
低出生体重児・子宮内発育遅延低出生体重児・子宮内発育遅延　新生児頭蓋内出血　新生児多血症　乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群　
子供の運動能力低下　子供の呼吸機能低下　子供の知能低下　精神遅滞　小児自閉症　注意欠陥多動障害
子供のがん(脳腫瘍　白血病　悪性リンパ腫　神経芽細胞腫)　子供の喘息　
子供の将来の暴力的犯罪　子供の将来の不妊症

母乳分泌不全　ニコチン乳中毒症ニコチン乳中毒症

化学物質過敏症・シックハウス症候群　アレルギー性鼻炎　全身性エリテマトーデス　円盤状エリテマトーデス　
乾せん　掌せき膿疱症　掌せき膿疱症　白髪　頭髪無毛　女性の男性型多毛　しわしわ　しみ　スモーカーズフェイス
床ずれ　靴ずれ　水虫　にきび　化膿性汗腺炎　感染性湿疹様皮膚炎　乳房膿瘍

タバコ弱視タバコ弱視　暗順応低下　レーベル病　前部虚血性視神経症　黄斑変性症　網膜塞栓症　網膜静脈閉塞症　
白内障白内障　緑内障　騒音性難聴　老人性難聴　嗅覚鈍麻　味覚鈍麻

内分泌内分泌
代謝代謝

血液血液

骨　関節骨　関節
筋肉筋肉

手術手術

泌尿器泌尿器

男性性機能男性性機能

女性性機能女性性機能

妊婦の喫煙妊婦の喫煙

授乳授乳

アレルギーアレルギー
皮膚　乳房皮膚　乳房

感覚器感覚器

能動喫煙によって起こる疾患　加濃正人『タバコ病辞典』実践社,2004より

太字太字は喫煙との関連がほぼ確定している病気
細字は喫煙との関係が指摘された病気



胃排出能遅延

薬物 薬効 相互作用 効果

皮下吸収遅延

CYP1A2誘導

CYP1A2誘導

グルクロン酸抱合促進

CYP1A2誘導

CYP1A2誘導

機序不明

酸化、
グルクロン酸抱合促進

生物学的利用能の低下

抗うつ薬

糖尿病治療薬

抗精神病薬

強心薬

抗不整脈薬
酸化、
グルクロン酸抱合促進

吸収率と最高血中濃度遅延

血中濃度減少、臨床的効果なし

喫煙者ではインスリン必要量が増える可能性あり

クリアランス増加(98%)

クリアランス増加(56%)

AUC減少(36%)、血中濃度減少(24%)

AUC、血中半減期に影響なし

クリアランス増加(58-100%)、半減期減少(63%)、分布容積増加(31%)

クリアランス増加(44%)、血中濃度減少(70%)、臨床的意義は不明

AUC減少(44%)、血中濃度減少(47%)

クリアランス増加(61%)、トラフ血中濃度低下(25%)、投与量増量(17%)

クリアランス増加、半減期減少

クリアランス増加(25%)、半減期減少(36%)

AUC減少(200%)

クリアランス増加(13%)、血中濃度減少(13%)、プロトロンビン時間に影響なし

クリアランス増加(77%)

抗精神病薬

鎮痛薬

気管支拡張薬

抗精神病薬

抗うつ薬

抗不整脈薬

抗血栓薬

抗不整脈薬

抗不整脈薬

抗血栓薬

エタノールエタノール

イミプラミンイミプラミン

インスリンインスリン

オランザピンオランザピン

カフェインカフェイン

クロルプロマジンクロルプロマジン

メキシレチンメキシレチン

フレカイニドフレカイニド

フルボキサミンフルボキサミン

コデインコデイン

テオフィリンテオフィリン

ハロペリドールハロペリドール

プロプラノロールプロプラノロール

ヘパリンヘパリン

リドカインリドカイン

ワーファリンワーファリン

受動喫煙によって起こる疾患
加濃正人『タバコ病辞典』実践社,2004より

太字太字は受動喫煙との関連がほぼ確定している病気
細字は受動喫煙との関係が指摘された病気

喫煙によって効果が弱まる薬
Zevin. Clin Pharmacokinet 36:425-38,1999.より

肺がん　副鼻腔がん肺がん　副鼻腔がん　脳腫瘍　大腸がん　膵臓がん　
白血病　悪性リンパ腫　膀胱がん　子宮(頚)がん　乳がん

慢性閉塞性肺疾患・慢性気管支炎　呼吸機能低下　気管支喘息慢性気管支炎　呼吸機能低下　気管支喘息　
風邪　肺結核　好酸球性肺炎　手術時呼吸器合併症

動脈硬化　狭心症　心筋梗塞　動脈硬化　狭心症　心筋梗塞　バージャー病

一過性脳虚血発作　脳卒中

低出生体重児低出生体重児・子宮内発育遅延　子宮内発育遅延　流産・早産・周産期死亡　先天奇形（先天性心疾患)
小児がん(脳腫瘍)　乳幼児突然死症候群

将来のがん（肺がん　膵臓がん　白血病　悪性リンパ腫　乳がん）　悪性リンパ腫　
呼吸機能低下　気管支喘息　呼吸機能低下　気管支喘息　咳喘息　慢性副鼻腔炎慢性副鼻腔炎　風邪　急性気管支炎急性気管支炎･喘息様気管支炎　肺炎喘息様気管支炎　肺炎
のう胞性線維症悪化　急性細気管支炎　急性細気管支炎　肺結核　乳幼児睡眠時無呼吸症候群　髄膜炎　髄膜炎　
むし歯　歯肉メラニン色素沈着　慢性扁桃肥大・アデノイド増殖症　逆流性食道炎　虫垂炎　クローン病
ペルテス病　手術時呼吸器合併症　乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群　低身長　知能低下　注意欠陥多動障害
アトピー性皮膚炎　中耳炎中耳炎　難聴　嗅覚鈍麻

歯周病　早発閉経　月経困難症　化学物質過敏症・シックハウス症候群　アレルギー性鼻炎　じんま疹
老人性難聴　薬物の効果減弱　うつ病

がんがん

呼吸器呼吸器

循環器循環器

脳脳

妊婦の妊婦の
受動喫煙受動喫煙

小児小児

その他その他



特定保健指導用 喫煙状況問診票 
 

お名前            様. 
●あなたはタバコを吸われますか？ 
 
   ａ．毎日吸う ｂ．ときどき吸う ｃ．吸っていたがやめた ｄ．吸ったことがない  
 
 
●以下は「毎日吸う」「ときどき吸う」方だけお答え下さい。 
 
（１）１日の喫煙本数は平均何本ですか？ 
 
       本.  
 
（２）喫煙している年数は何年ですか？ 
 
       年.  
 
（３）朝目覚めてから何分位で最初のタバコを吸いますか？  
 
   ａ．5分以内   ｂ．6～30分   ｃ．31～60分   ｄ．61分以後  
 
（４）あなたにとって、禁煙することはどのくらい重要だと感じますか？ 0～10の中から選

んで下さい。 
 
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  まったく重要でない                  非常に重要 
 
（５）もし仮に禁煙するとしたら、禁煙できる自信は0～10でどのくらいありますか？ 
 
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  まったく自信なし                   非常に自信あり 
 
（６）禁煙の予定はありますか？  

 

      1. 禁煙に関心はない 

      2.  関心はあるが、1ヶ月以内に禁煙するつもりはない 

      3.  この1カ月以内に禁煙するつもりである 
 
 
●以下は「吸っていたがやめた」「吸ったことがない」方だけお答え下さい。 
 
（１）受動喫煙(他人のタバコの煙を吸わされること)を受けていますか？ 
 
   ａ．まったく受けていない  ｂ．少し受けている  ｃ．かなり受けている   
 
（２）受動喫煙について何かご心配はありますか？ 
 
   ａ．まったく心配ない  ｂ．少し心配  ｃ．かなり心配   
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推薦書籍・CD・DVD 
 

●喫煙の健康影響 

 

加濃正人 

『タバコ病辞典』 

実践社(2004/5)\2,100(税込) 

 

神奈川県内科医学会 

『禁煙医療のための基礎知識』 

中和印刷(2006/08)￥2,000（税込） 

 

日本禁煙学会 

『禁煙学』 

南山堂(2007/2) \3,675(税込) 

 

日本禁煙科学会 

『禁煙科学』 

文光堂(2007/12) \7,350(税込) 

 

井埜利博 

『喫煙病学』 

最新医学社(2007/7) \6,300(税込) 

 

●ニコチン依存症の心理学的病態 

 

磯村毅 

『リセット！ タバコ無用のパラダイス』 

幻冬舎(2007/03)￥1,260（税込） 

 

『CD 版リセット禁煙のすすめ』 

東京六法出版（2006/06）\2,100（税込） 

 

磯村毅 

『リセット禁煙プラクティスマニュアル』 

東京六法出版(2007/05)￥4,200（税込） 

 

『アレン・カーの禁煙セラピーDVD』 

CK エンタテインメント(2007/09)￥3,990（税込） 

 

K・イヴィングス 

『喫煙の心理学』 

産調出版（2007/05）\1,890（税込） 

 

●禁煙指導に利用可能な面接技法の解説書 

 

W・R・ミラー、S・ロルニック 

『動機づけ面接法（基礎・実践編）』 

星和書店（2007/06）\3,465 

 

鑪幹八郎、名島潤慈 

『心理臨床家の手引』 

誠信書房(2000/12)￥3,990（税込） 

 

高橋祥友 

『自殺の危険』 

金剛出版(1992/9) ￥4,830（税込） 

 

●認知行動療法 

 

伊藤絵美 

『DVD 版 認知療法・認知行動療法面接の実際』 

星和書店(2006/02)￥18,900（税込） 

 

伊藤絵美 

『認知療法・認知行動療法カウンセリング』 

星和書店(2005/12)￥2,520（税込）  

 

鈴木伸一、神村栄一、坂野雄二 

『実践家のための認知行動療法テクニックガイド』 

北大路書房(2005/12)￥2,625（税込） 

 

●論理療法 

 

アルバート・エリス 

『どんなことがあっても自分をみじめにしないため

には―論理療法のすすめ』 

川島書店(1996/07)￥2,625（税込） 

 

アルバート・エリス 

『理性感情行動療法』 

金子書房（1999/05）￥9,975（税込） 

 

M・エデルシュタイン、D・スティール 

『論理療法による３分間セラピー』 

誠信書房(2005/02)￥2,520（税込） 

 

J・ヤンクラ、W・ドライデン 

『アルバート・エリス 人と業績 論理療法の誕生と

その展開』 

川島書店(1998/08)￥2,310（税込） 

 

●森田療法 

 

北西憲二 

『森田療法のすべてがわかる本』 

講談社(2007/09)￥1,260（税込） 
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