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【原著】 

 大学における５年間の敷地内全面禁煙化が 

喫煙率に与える効果 

小牧宏一 1） 鈴木幸子 1) 吉田由紀 2） 那須野順子 1) 市村彰英 1） 新井恵 1) 室橋郁生 1)  

 

要  旨 

背景：敷地内全面禁煙の効果についてこれまでにも報告があるが、経時的結果に統計学的に十分な検討は尐ない。 

目的：本学においても2005年6月1日に敷地内全面禁煙を実施し、5年が経過してその効果について敷地内全面禁煙が学生

の喫煙率にいかなる影響を与えるか、本学学生を対象とした調査から大学敷地内全面禁煙化の効果を検討する。 

方法：2005年から2010年に、毎年4月に全学生を対象とした無記名・自記式調査紙調査を実施した。検討は6年間の在籍学

部学生7441人、調査紙回収6947を対象に解析した。質問項目は喫煙状況、敷地内全面禁煙賛否などである。従属変数に喫

煙状況（0非喫煙者、1喫煙者）を、説明変数に性別（0女子、1男子）、年齢（歳）、調査年（2005年を対照として2006年

から2010年）を投入して二項ロジスティック回帰分析してオッズ比(OR)と95%信頼区間(95%CI)を求めた。統計はSPSS 19 

(W)を使用し有意水準は0.05とした。 

結果：二項ロジスティック回帰分析による喫煙者比率は禁煙化前の2005年を1とすると2006年はOR 0.626（95%CI 0.419-

0.935,  p=0.022）、2007 年 OR  0.549（95% CI  0.373-0.808,  p=0.002）、2008 年 OR  0.524  (95% CI  0.361-0.758, 

p<0.001）、2009年OR 0.446（95%CI 0.309-0.645, p<0.001）、2010年OR 0.483（95%CI 0.337-0.692, p<0.001）で禁煙

化後の各調査年でORは有意に低くなった。 

結論：大学敷地内全面禁煙化実施後の喫煙者比は有意に減尐し、敷地内全面禁煙化は喫煙者を減らす事が出来た。大学敷

地内全面禁煙は有効であり今後も堅持される必要がある。 
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  埼玉県立大学 
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  E-mail：komaki-koichi@spu.ac.jp  

1) 埼玉県立大学保健医療福祉学部   

2) 埼玉県立大学保健センター 

 

緒    言 

 全国大学禁煙化プロジェクトは「21世紀を支える大学

生を非喫煙者で社会に送ろう」のテーマの元に2004年に

高橋ら1,2)により組織された。大学禁煙化の推進は①受動

喫煙の防止、②学生の喫煙開始の防止、③喫煙大学生と

喫煙教職員の禁煙促進による健康増進、④周囲住民への

啓発からなり、目標到達への手法として大学内敷地全面

禁煙化が提唱されている。本学でも喫煙率抑制を目的に

2002年にたばこ自販機撤去に始まり、健康増進法施行に

合わせて2003年には屋内禁煙化と屋外喫煙所設置の分煙

化を実施した。しかし、鈴木ら3)が報告したように学内に

おける受動喫煙防止と学生の喫煙率抑制は十分でなかっ

たため、2004年に全国大学禁煙化プロジェクトに参加

し、2005年6月1日に敷地内全面禁煙を実施した。敷地内

全面禁煙化実施にあわせて①禁煙教育、②広報活動、③

無料ニコチンパッチによる禁煙サポート、④喫煙状況調

査、⑤違反者対策を実施し、5年が経過した。 

 全国では多くの大学が前後して敷地内全面禁煙化とな

り、その効果について中島4)らや山本ら5)は禁煙化後の3年

の経過を検討した縦断的研究で喫煙率の低下があったと

する報告をしている。しかし、率の減尐は論じられてい

るが統計学的に十分な検討がされているとは言えず、喫

煙率の線形傾向性、多変量解析での検討が必要であると
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考えた。そこで、今回の目的は5年間の敷地内全面禁煙が

学生の喫煙率にいかなる影響を与えるか、本学の全学学

生を対象とした調査から線形傾向性をコクラン・アーミ

テージ検定で検討し、係わる因子を二項ロジスティック

回帰分析で検討した。 

対象と方法 

１）学部全学生を対象として 

 2005年から2010年に、毎年4月の健康診断時に全学生を

対象とした無記名・自記式調査紙調査を実施した。本学

は学部と短期大学部の併設校であったが、短期大学部は

2007年までに閉科し、2009年に大学院を開設したため年

度ごとに履修学生構成が複雑に変化している。このた

め、今回の検討は学部学生に対象を絞って解析した。対

象は6年間で学部在籍者数7441人とし、調査紙回収数は

6947枚、回収率93.3%であった。調査年別の学部学生数は

2005年704人、2006年908人、2007年1130人、2008年1393

人、2009年1646人、2010年1660人と定員増のため増加

し、男女比では男子学生の割合が2005年14.3％、2006年

17.1％、2007年18.5％、2008年18.6％、2009年18.2％、

2010年17.6％と増加した。年齢は現役入学生が多いため

各年とも平均年齢は20歳前後にある。回収数を在籍数で

除した回収率は 2005年 92.0％、2006年91.7％、2007年

93.2％、2008年93.2％、2009年92.2％、2010年96.3％で

あった（表1）。 

２）4年生を対象として 

 また、本来の卒業するまでに喫煙を開始する学生を減

らす効果があったか検討するため、大学最終学年である4

年生のみを年毎に抽出して解析対象とした。在籍数に対

する 回収率は 2005 年 90.6％、2006年 76.7％、2007年

86.8％、2008年87.2％、2009年82.3％、2010年89.7％で

あった（表2）。 

３）方 法 

 無記名自記式質問紙を用い、質問項目は喫煙状況、敷

地内全面禁煙に対する意見、禁煙に関してなどである。

質問紙での喫煙者の定義は「この1ヶ月で1本でも喫煙し

たもの」とした。性別、年齢、喫煙有無の項目が記載さ

れている回答を有効回答として対象とした。 

 喫煙率の年次による経過の線形傾向の検定としてコク

ラン・アーミテージ検定を用いた。敷地内全面禁煙が喫

煙率に与える影響を検討するために、従属変数に喫煙状

況（0非喫煙、1喫煙）を、説明変数に性別（0女子、1男

子）、年齢、調査年（2005年を対照に2006年から2010年

まで）を投入して二項ロジスティック回帰分析を用い、

オッズ比odds ratio(OR)と95%信頼区間confidence in-

tervals (95%CI) を求めた。敷地内禁煙賛否の検討には

解析にはPearsonのχ2検定を使用した。SPSS Ver.19 for 

Windows、およびR検定を使用し、有意水準は0.05とし

た。 

４）倫理的配慮 

 予め調査の意義と回答は自由である旨の告示をした。

調査は無記名で個人が特定できないよう配慮して回収・

処理した。 

結  果 

１）学部学生における喫煙率推移 

 学部学生の喫煙率は、2005年9.4％、2006年6.1％、

2007年5.5％、2008年5.5％、2009年4.7％、2010年5.3％

で減尐した（図1）。喫煙率の傾向性の検討をコクラン・

アーミテージ検定で行うと、傾き：χ2
T 11.448、自由度

1、p<0.001、直線からの乖離性：χ2
Q 8.627、自由度4、

p=0.071、非一様性：χ2
H 20.076、自由度5、p=0.001で有

意な線形傾向性を認め、年毎に有意に減尐した。 

表１ 学部生全員を対象とした 

       調査紙回収数及び回収率と属性 

※2005年が敷地内全面禁煙化前の調査、2006年から2010年が敷地内全面

禁煙化後の調査 

※2005年が敷地内全面禁煙化前の調査、2006年から2010年が敷地内全面

禁煙化後の調査 

表２ 学部４年生を対象とした 

       調査紙回収数および回収率と属性 
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 二項ロジスティック回帰分析での喫煙率比ORは、禁煙

化前の2005年を1とすると 

2006年OR 0.626（95%CI 0.419-0.935, p=0.022） 

2007年OR 0.549（95%CI 0.373-0.808, p=0.002） 

2008年OR 0.524 (95%CI 0.361-0.758, p<0.001) 

2009年OR 0.446（95%CI 0.309-0.645, p<0.001） 

2010年OR 0.483（95%CI 0.337-0.692, p<0.001） 

で禁煙化後のORは有意に低くなった。すなわち、敷地内

全面禁煙化により学部学生の喫煙率は有意に低下した。

また、年齢が1歳上昇するごとにOR 1.062（95%CI 1.062-

1.112, p<0.001）で有意に喫煙率が高くなり、学年が進

行すると喫煙率が高くなる。また、男子学生は女子学生

を1とするとOR 3.660（95%CI 2.946-4.547, p<0.001）で

有意に喫煙率は高い（表3）。 

２）4年生における喫煙率推移 

 年齢すなわち学年が進行するに従って喫煙率が増加す

るため、本来の卒業するまでに喫煙を開始する学生を減

尐させる効果があったか、大学最終学年である4年生のみ

を解析対象として検討すると喫煙率は2005年15.2%、2006

年15.3%、2007年4.3%、2008年10.5%、2009年7.1%、2010

年9.2%で減尐した（図2）。 

図１ 学部学生の喫煙率の推移 

※2005年が敷地内全面禁煙化前の調査、2006年から2010年が敷地内全面

禁煙化後の調査 

表３ 学部学生を対象とした 

       二項ロジスティック回帰分析 

※学部全学生を対象に従属変数に喫煙状況（0非喫煙者、1喫煙者）を、

説明変数に性別（0女子学生、1男子学生）、年齢（歳）、調査年（2005

年を対照として2006年から2010年）を投入して二項ロジスティック回帰

分析してオッズ比(OR)と95%信頼区間(95%CI)を求めた  

図２ 学部４年生の喫煙率の推移 

※2005年が敷地内全面禁煙化前の調査、2006年から2010年が敷地内全面

禁煙化後の調査 

 4年生のみを対象にした喫煙率の傾向性の検討をコクラ

ン・アーミテージ検定で行うと、傾き：χ2
T 6.672、自由

度1、p<0.01、直線からの乖離性：χ 2
Q 12.753、自由度

4、p=0.013、非一様性：χ2
H 19.426、自由度5、p=0.002

で有意な線形傾向は認めなかったが、年毎に減尐する傾

向は認めた。 

 4年生のみを対象にした二項ロジスティック回帰分析

で、喫煙率ORは、禁煙化前の2005年を1とすると、喫煙率

が2005年を1とすると 

2006年OR 1.052（95%CI 0.551-2.006, p=0.878） 

2007年OR 0.236（95%CI 0.098-0.571, p=0.001） 

2008年OR 0.552（95%CI 0.279-1.093, p=0.088） 

2009年OR 0.363（95%CI 0.198-0.666, p=0.001） 

2010年OR 0.465（95%CI 0.264-0.818, p=0.008） 

で2006年と2008年を除いてORは有意に低い。調査年によ

りばらつきはあるが4年生においても敷地内全面禁煙は喫

煙率を減らした。男子学生は女子学生を1とするとOR 

4.493（95%CI 2.992-6.746, p<0.05）で喫煙率は高い。

年齢はOR 0.969（95%CI0.899-1.044, p=0.40730）で単一

年齢集団のため差がなかった（表4）。 

３）敷地内全面禁煙化に対する賛否意見の推移 

 敷地内全面禁煙に対する賛否を問うと、賛成の割合は

2005 年 75.3%、2006 年 87.5%、2007 年 93.4%、2008 年

93.5%、2009年95.3%、2010年95.5%でPearsonのχ2検定で

は有意に増加した。 
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考  察 

 清原ら6)は学校を敷地内全面禁煙化することは必ずしも

喫煙率を低下させる結果にはならないとしている。中島4)

らは敷地内全面禁煙化が喫煙率を低下させると結論して

いるが、粗の喫煙率の減尐は敷地内全面禁煙化前の期間

も存在していて、統計学的な証明はされていない。 

 今回の検討では敷地内全面禁煙前の2005年に9.4%で

あった喫煙率は翌年には6.1%に減尐して以降、横ばいの

状況にある。しかし、コクラン・アーミテージ検定を用

いると線形傾向をもって有意な減尐があるため、敷地内

全面禁煙化後も喫煙率は減尐していると考えられる。二

項ロジスティック回帰分析において調査年のオッズ比は

2006年から2010年の禁煙化後の各年で有意に低く、敷地

内全面禁煙の後は学部学生全体の喫煙者を有意に減らし

たと考えられ、敷地内全面禁煙化は有効であったと考え

られる。女子学生より男子学生において喫煙率が高いの

は、一般社会と同様に男子の喫煙への抵抗感が尐ない事

も影響していると考えられる。 

 学部4年生については2009年と2010年は学科構成や定員

の変化、男子学生比率変化の因子の変化があって喫煙率

の変動も大きいため評価が難しいが、2007年、2009年、

2010年で喫煙率ORは有意に低下し、学部全体のORと大き

く変わらない点から学部全学生に比較してやや遅れて、

同じ程度に喫煙者を減らす効果が現れていると考えられ

る。 

 現在の大学敷地内全面禁煙化による喫煙者ORは禁煙化

前に比して0.4から0.5である事から半分以下に減らす程

度の効果があると考えられる。すなわち敷地内全面禁煙

化は効果が認められる。ただし、山本5)らが指摘している

ように、大学内の喫煙率の変化は学内環境のみに影響さ

れるのではなく、社会全体の環境にも影響されるため敷

地内全面禁煙化の影響を正確に計ることは難しい。漆坂7)

らは2008年に大学生世代2180名の喫煙調査を行い、喫煙

率21.5%、男26.9%、女14.3%と報告した結果と比較する

と、本学の喫煙率4.7～6.1%、男10.0～16.0%、女5.3～

2.8%は低い。久根木ら8)は2003年に分煙した大学において

2000年から2005年の6年間の調査を行っているが、1年生

と3年生に限られ、時期がやや古いため比較には問題があ

るが、分煙後には3年男子で19.5%～17.7%、3年女子では

3.4%～4.6%の間にあり減尐傾向にないと結論されてお

り、減尐傾向を続けている本学では全面禁煙化は有効で

あったと考えられる。 

 本研究の限界は、単独校での検討であって非全面禁煙

化校での縦断的喫煙率と比較していないために検討とし

ては十分でない。しかし、本邦では非禁煙化校でも喫煙

率の縦断的調査は禁煙化が前提であることが多く、全く

無介入である大学では喫煙率の調査は行われず報告はな

いため比較検討が出来なかった。 

 今後とも大学の敷地内禁煙化は重要な手段であり、継

続されるべきであるが、一層の効果を上げるには加えて

他の複数の因子すなわち、Wakefield9)らが報告している

ように大学入学前の高校での積極的な喫煙防止教育や法

規で公衆の場の禁煙化、タバコ価格の値上げが必要と考

えられる。 

結  語 

 詳細な統計的検討から本学の敷地内全面禁煙化により

学部生の喫煙率を減らす効果があり、敷地内全面禁煙は

有効な方法である。しかし、その効果は喫煙者を40から

50%程度に減らす効果と考えられ、更に喫煙者を減らすに

は対策が必要である。 
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表４ 学部４年生を対象とした 

       二項ロジスティック回帰分析 

※学部4年生を対象に従属変数に喫煙状況（0非喫煙者、1喫煙者）を、

説明変数に性別（0女子学生、1男子学生）、年齢（歳）、調査年（2005

年を対照として2006年から2010年）を投入して二項ロジスティック回帰

分析してオッズ比(OR)と95%信頼区間(95%CI)を求めた 
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Title: Effect of a 5-year total ban on smoking in Saitama Prefectural University 

Authors: Koichi Komaki1), Yuki Yoshida1), Sachiko Suzuki2), Junko Nasuno2), Akehide Ichimura2), Megumi Arai2), 

Ikuo Murohashi2) 
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Saitama Prefectural University , School of Health and Social Services 

Address: 820 San-nomiya, Koshigaya city, Saitama 343-8540, Japan 
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Abstract 

Background: Saitama Prefectural University prohibited smoking in all university buildings and grounds in 

June 2005. 

Method: To evaluate the effect of a 5-year total ban on smoking, 6947 students were surveyed using a self-

reported questionnaire on smoking attitudes every April from 2005 to 2010. Multivariate logistic regression 

analysis was conducted on the response variable of smoking (0 no, 1 yes) and with the explanatory variables 

of gender (0 women, 1 men), age, and survey year (2006 to 2010 compared to 2005). 

Results: The odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (95%CI) for smoking for each of the 5 years were: 

OR=0.626 (95%CI 0.419 to 0.935, p=0.022) in 2006, OR=0.549 (95%CI 0.373 to 0.808, p=0.002) in 2007, OR=0.524 

(95%CI 0.361 to 0.758, p<0.001) in 2008, OR=0.446 (95%CI 0.309 to 0.645, p<0.001) in 2009, and OR=0.483 (95%

CI 0.337 to 0.692, p<0.001) in 2010, compared to 1.000 (reference) in 2005. 

Conclusion: A total ban on smoking at a university reduced the ratio of student smokers. 
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 『思いを形に!!禁煙支援の実践講座』 ～困難が余裕に変わる!!新しい禁煙支援～ 

◆開催日：２０１１年２月２０日（日） 四日市市医師会館（三重県四日市市） 

◆共 催：三重県医師会・日本禁煙科学会・禁煙健康ネット三重・禁煙マラソン 

◆後 援：三重県・三重県教育委員感・三重県歯科医師会・三重県看護協会・三重県薬剤師会・健康日本２１推進全国連絡協議 

 

【主たるプログラム】 

◇開会の挨拶  三原クリニック  三原武彦 

◇コース別講習 

産業現場で役立つ禁煙推進ノウハウ（１） 

禁煙支援のエビデンス  のだ小児科 野田 隆 

禁煙３．０の提唱    禁煙マラソン 三浦 秀史 

禁煙治療        鈴鹿回生病院 松島 康 

禁煙支援の難点を克服する 

◇ランチョン・セミナー 

禁煙支援最新情報       奈良女子大学 高橋 裕子 

◇コース別講習 

産業現場での禁煙推進ノウハウ（２）  

事例と理論から学ぶ、鬱傾向のある人への禁煙支援の実際 奈良女子大学 高橋 裕子 

薬剤師が進める禁煙支援       伊藤内科医院 伊藤 裕子 

◇閉会の挨拶  名古屋大学医学系研究科 地域医療教育学講座  安井浩樹 

【報告】 

第９２回 全国禁煙アドバイザー育成講習会 ｉｎ三重 開催報告 

 今回の三重での講習会は、産業医向けのプログラムが午前・午後にわたって設けられた事が特徴で、他に午前中にアドバンスコース、

午後には伊藤裕子先生の薬剤師の禁煙支援のセッションという内容でした。遠くは岩手県や熊本県からも参加して頂きました。会場と

なった四日市医師会館は満席で、通路にも椅子を出していただき、むんむんの熱気の中で講習会がスタートしました。 

 

 午前の初心者向け・産業医向けのセッションでは「産業現場での禁煙推進（１）」として、野田先生の禁煙支援のエビデンス、三浦先

生の禁煙３．０の提唱に続き、鈴鹿回生病院の松島康先生の禁煙治療の講演がありました。 

 同時刻に行われたアドバンスコースでは高橋先生、伊藤先生、野田先生の他に、地元から廣田先生と三原も回答者に入れて頂き、活発

なディスカッションが行われました。禁煙する気のない人への言葉かけの仕方やタバコ・アルコール依存症に対する対応の仕方など他の

講演会では聞けない内容でした。 

 

 昼のランチョンセミナーでは、直前に糖尿病学会での講演内容を紹介しながら高橋先生が最新の禁煙事情をお話しされました。 

 

 午後のセッションでは、まず野田先生のアイスブレーキングで皆様の肩の力を抜いて頂きました。 

 続いての高橋先生の「産業現場での禁煙推進（２）」は、精神疾患のある患者への禁煙支援や職域での対応についての講演でした。こ

れは私が特にお願いして入れて頂いた内容でした。本院の近くにも精神病院が有り、そこから患者さんが紹介されてくるのですが対応が

難しく成功率が低いのと、保険で対応できる期間では短すぎて、その悩みもあってお願いしたのです。 

 鬱だけでなく各種精神疾患での禁煙支援の特徴と注意点、職域で禁煙推進をする際のメンタル疾患を有する人への対応についてお話し

いただきました。 

 同時に行われた伊藤裕子先生による「薬剤師の禁煙支援」では、薬剤師が禁煙支援に積極的にかかわる必要性とコツを、禁煙日記を用

いながら実演やワークを交えて楽しくお話しいただきました。 

  

 最後のＱ＆Ａに沢山の質問がありましたが、三浦先生・伊藤先生・そして最後に高橋先生と、全ての質問に丁寧に答えていただきまし

た。出席された方はかなりの悩みが解消されて、または励まされて、これからの禁煙指導に勇気と情熱を持って、それでいて優しく、時

間をかけて立ち向かっていってくれるのではないかと感じました。認定試験にも多くの方が挑戦されていました。 

 

 １０時から１６時半までを本当に短く感じるほど充実した講習会でした。講師も素晴らしいが、聴衆も一言も聞き逃さないという気迫

が感じられて、後ろで聞いていてぞくぞくするような感覚にとらわれました。 

 また来年も、三重県でお会いしましょう！（報告者 医療法人 社団 三原クリニック理事長 三原武彦） 

満員のメーン会場 カフェテリアのようなサブ会場 
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【報告】 

第９４回 全国禁煙アドバイザー育成講習会 ｉｎ沖縄 開催報告 

◆開催日：２０１１年２月１２日（土） 沖縄県小児保健センター（沖縄県那覇市） 

２０１１年２月１３日（日） 石垣市健康福祉センター（沖縄県石垣市） 

◆共 催：日本禁煙科学会・禁煙健康ネット沖縄・禁煙マラソン・日本対がん協会 

※本講習会は、日本対がん協会のがん医療水準均てん化推進事業「がん医療従事者等研修会」を兼ねて開催されました。 

 

【主たるプログラム】 

1.困難を楽しさに変える禁煙治療のポイント     奈良女子大学 高橋裕子 

2.「童どう寶」石垣における喫煙防止教育と子どもへの禁煙支援  石垣市健康福祉センター 城所 望 

3.子どもをたばこから守るために     琉球大学  笠原大吾 

4.子どもはなぜタバコを吸う大人になるのか？-児童生徒の喫煙に関する意識調査より  沖縄県教育委員会委員 安次嶺馨 

5.地域の零細企業への禁煙環境づくりの支援  沖縄県南部保健所  譜久山民子 

6.(那覇)世界一受けたい授業 禁煙編  (石垣)なるほど ザ 防煙教育（講演とワーク） 岡山大学 岡崎好秀 

7.ＱＡ あなたの疑問をすっきり解決します！ 

座長の譜久山先生と 
   コメンテーターの城所先生 

【那覇（２／１２）報告】 

  

 全国が雪に包まれた２月１２日午後2時から、暖かい沖縄にて、第９４回全国アドバイザー育成講習会（厚生労働科研 がん医療水準均

てん化推進事業「がん医療従事者等研修会」を兼ねる）を開催いただきました。 

 

 会場は、今年１１月の第６回日本禁煙科学会の学術総会の会場のひとつである沖縄県小児保健センター。庭にはたんぽぽや桜が咲き、い

くつもの賞を受賞したというメルヘンのお城のような明るいホールが、満席になりました。 

 座長は、今年11月の第６回日本禁煙科学会の学術総会会長をお勤めくださいます安次嶺馨先生でした。 

 

１．岡崎好秀先生「世界一受けたい授業～禁煙の効用あ・い・う・え・お」 

 いつもの、底抜けに楽しく夢中にしてくれる、岡崎先生ワールドです。「あいうえお」など、何かの語の文字を頭にして、禁煙の効用を

知らせるフレーズをつくる「禁煙の効用あいうえお」ワークでは 

「あ」・・・あたまの働きがよくなる 

「い」・・・いらいらしなくなる 

「う」・・・運動能力が高まる 

など、アイデアを出しあいます。 

 参加したみなさまからは、「こんどはこんな新しい観点で話してみよう」「こんどはこんなかかわり方をしてみよう」など、説得ではな

く「納得」ガッテン！のひらめきにつながったとの感想が聞かれました。ちなみに、岡崎先生はこの「あ・い・う・え・お」による教育を

１９８０年ごろから実践してこられました。１９８７年にはこの教育方法についての著作も書いておられます。 

 

２．高橋裕子「困難を楽しさに変える禁煙支援のポイント」 

 楽しいはずの禁煙支援に立ちはだかる「喫煙者の言うあれこれ」に役立つ一言を、データとともに提示させていただきました。 

 

３．笠原大吾先生「子どもをたばこから守るために」 

 学校薬剤師としての経験を生かして、受動喫煙の有害性など子どもをたばこから守るために役立つさまざまな情報をわかりやすくお教

えいただきました。 

 

明るいメインホール 沖縄県小児保健センター 石垣市健康福祉せンター 
     巨大な「敷地内禁煙」と大書 
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４．譜久山民子先生 「地域の零細企業への禁煙環境づくりの支援」 

 沖縄県では「健康おきなわ２１」のアクションプランでタバコ対策への取り組みを進め、施設の禁煙・分煙の認定を平成１８年度から開

始しています。 

 南部福祉保健所においては地域・職域連携推進協議会において、「禁煙に取り組んでいる」という条件が含まれる「健康優良事業所の表

彰」に取り組み、平成20年度には2箇所、平成21年度には5箇所の表彰を行ったとのことで、それぞれの企業での取り組みを紹介いただきま

した。もっとも困難と言われている零細企業の禁煙化ですが、さまざまな前向きの努力がなされ、着実に成果を挙げつつある現状に勇気を

いただきました。 

 

５．城所 望先生「喫煙防止教育と子どもへの禁煙支援」 

 沖縄県石垣市では２０年以上も前から世界禁煙デー行事がおこなわれてきました。その中で石垣の子どもたちがいきいきと主役を演じ

る、ユニークな禁煙ピアの活動が発展しました。 

 子どもたちの活動は単に喫煙防止教育にとどまらず、タクシーや学校の禁煙化の働きかけや中学校

小学校への出張授業などに広がっています。喫煙してしまった子どもたちには、奈良県と同様の禁煙

支援システムも構築されて成果を挙げています。 

 

 以上、とても充実した講演に、私自身も時間を忘れて聞き入りました。参加者のみなさんも、熱心

にメモをとりながら聞いてくださっていました。最後のQAでもレベルの高い質問が多く、実際に禁煙

支援に携わる人が増えていることを実感しました。 

 集団で参加くださった医療機関のみなさま、保健所や行政のみなさま、薬剤師や医師の先生方、楽

しい時間を共有くださりありがとうございました。（報告 奈良女子大学 高橋裕子） 

沖縄の桜は寒緋桜（カンヒザクラ）で、濃

いピンク色です。 

 

 

セリバオウレン 

 ２月も半分が過ぎました。熊本は

日中１５℃前後になり、草木の花芽

が膨らんできました。昨年は１月末

に開花したセリバオウレンがよう

やく開花しました。 

 周りには、マンサク、スイセンが、

日当りに良いところでは「菜の花」

が咲き出しました。コブシの膨らん

だ蕾をヒヨドリがつつきに来てい

ます。 

 

フクジュソウ 

  寒さが和らいで、福寿草が咲き

ました。心があたたまります。 

 

 

 

 

（写真と文） 

熊本大学薬学部 薬用資源エコフロン

ティアセンター准教授 矢原正治 
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