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たばこを吸うひとの肺
はい

たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺

す

たばこを吸わない人の肺 たばこを吸う人のよごれた肺

たばこを吸うひとの肺
はい

たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺

す

たばこを吸うひとの肺
はい

たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺たばこを吸わないひとの肺 たばこでよごれた肺

す

たばこを吸わない人の肺 たばこを吸う人のよごれた肺
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お腹の赤ちゃんもあぶない 
なか 

お腹の赤ちゃんに栄養や酸素が十分に運ばれない 

東京都三鷹市 松元典子さんの作品 
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大 中 小

４週間 ４週間 ２週間
ニコチンパッチ 大 中 小

４週間 ４週間 ２週間

大 中 小

４週間 ４週間 ２週間
ニコチンパッチ



28 

たばこは歯にも悪い
わる

ヤニ 口が臭い
くさ

ヤニ 口が臭い
くさ

は

歯ぐきの病気 むし歯
びょうき

歯ぐきの病気 むし歯
びょうき
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たばこを吸うのはどちらでしょう？ 
す 
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肺がん  4.5倍 

肝臓がん  1.5倍 

のどのがん 32.5倍 

心筋こうそく 
1.7倍 

胃がん 
1.5倍 
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スライド番号 タイトル・内容 参考図書・文献
1 たばこはどうして体に悪いの？ 原図
2 たばこを吸うと．．． 原図
3 スタミナがなくなる、息切れしやすい 原図
4 サッカーで息切れしている場面 原図
5 いやな臭いがする、食べ物がまずい 原図
6 病気になりやすい、咳が出やすくなる 原図
7 なぜこうなるのだろう？ 原図
8 一酸化炭素の害 原図
9 一酸化炭素は車の排気ガスなみ 原図 日本医師会 「健康ぷらざ　21号」　平成10年2月5日付け　　http://www.med.or.jp/plaza/no021/021.html
10 一酸化炭素が酸素を減らすので速く走れない 原図 Cooper KH.　JAMA. ;203(3):189-92, 1968.　
11 一酸化炭素が酸素運搬をじゃまする 原図 長谷川瑞吉　「タバコの害・授業セット」　アーニ出版　2002年
12 タールの害 原図
13 スモーキングガイ 原図
14 たばこを吸う人の肺 中村正和　「明日からタバコがやめられる」　p.18　法研　1999年　（フランス製作のポスター）
15 となりのたばこの煙も体に悪い 原図
16 受動喫煙の妻 原図
17 お母さんの肺がんの危険も2倍 原図 Hirayama T.  Lancet Dec 17;2(8364):1425-6, 1983
18 ニコチンの害（その１） 原図
19 うさぎの実験 原図 浅野牧茂　「写真で見る喫煙関連疾患（改訂版）」　p.17　メディカスインターコン　1997年
20 手のひらのサーモグラフィ像 原図
21 おなかの赤ちゃんも危ない 日本禁煙医師連盟宮城支部　「たばこはどうして体に悪いの？」　2007年
22 ニコチンの害（その２） 原図
23 たばこはまねから始まる 原図
24 吸い始めると止めたくても止められない 原図
25 もしお家にたばこを吸う人がいたら．．． 原図
26 たばこをやめて元気で長生きしてね
27 ニコチンパッチの説明 ノバルティスファーマ社　「ニコチネルTTS禁煙指導用チャート」
28 たばこは歯にも悪い
29 たばこを吸うのはどちらでしょう？ BBCのHP
30 たばこの先の温度は摂氏700度 原図
31 たばこ一本で5分30秒寿命が短くなる 原図 平山　雄． 病態生理　7：695-705、1988.
32 復習　たばこはなぜ体に悪いのか？
33 薬物依存 原図 「新・みんなの保健5･6年」　pp.38-39　学習研究社　2007年
34 なにか質問ありませんか？ 原図
35 Q．たばこはいつごろから吸われていたのか？ 原図 日本専売公社編　「たばこの話あれこれ」　pp.15-30　日本専売公社　1976年
36 Q．体に悪いたばこがなぜ売られているの？ 原図
37 参考編
38 Q．健康に悪いのになぜたばこがうられているのか？ 原図
39 たばこを吸うと一酸化炭素が酸素の運搬をじゃまする 原図 長谷川瑞吉　「タバコの害・授業セット」　アーニ出版　2002年
40 成長期にたばこを吸うと体の成長が妨げられる 原図
41 たばこがあるとカイワレダイコンも成長しない ナルミ医院（弘前市）　鳴海　晃　2005年
42 タールの蓄積量 原図 中村正和　「明日からタバコがやめられる」　p.18　法研　1999年　
43 本人より周りに有害 原図 Wynder EL.  .N Engl J Med 300：894, 1979.
44 受動喫煙の妻の肺 ノバルティスファーマ社　「ニコチネルTTS禁煙指導用チャート」
45 子の喫煙習慣に与える親の影響 大阪がん予防健診センター　「がん予防対策普及のための調査研究報告書」　1990年
46 喫煙を始めた切っ掛け（高校生） 木津保健所
47 わが国の中高生の喫煙率 厚生労働省科学研究費補助金　上畑班・林班
48 たばこを吸い始めた年齢　 日赤和歌山医療センター　池上達義　 2001年
49 肺癌死亡者数 厚生労働省　「2005年人口動態統計」　2006年6月
50 閉塞性動脈硬化症
51 たばこの経済学 後藤公彦　「環境経済学概論」　5.経済・不経済の判定事例 　pp.28-41　朝倉書店　1998
52 たばこと35歳以降の生存率曲線 Doll R.  BMJ 309:901-911, 1994.
53 選手寿命の短命化 原図



　
若林区保健福祉センター 荒谷　育美 保健師
連坊小路小学校 飯島　多美子 養護教諭
南材木小学校 伊藤　佳枝 養護教諭

六郷小学校 井上　真紀子 養護教諭
南小泉小学校 奥寺　由美 養護教諭
荒町小学校 小野寺　美枝 養護教諭
荒町小学校 河原木　眞貴子 教諭
蒲町小学校 熊谷　宏子 養護教諭
遠見塚小学校 熊谷　陽子 養護教諭
松陵中学校 (前　蒲町中学校) 西城　順子 養護教諭
古城小学校 佐々木　優子 養護教諭
若林小学校 佐藤　逸子 養護教諭
JR仙台病院健康管理センター 佐藤　研 医師
東六郷小学校 佐藤　直子 養護教諭
沖野小学校 竹ヶ原　絵里 養護教諭
七郷小学校 玉田　知世 養護教諭
荒浜小学校 丹野　由紀 養護教諭
沖野東小学校 洞口　美奈子 養護教諭
大和小学校 山田　智子 養護教諭
聖ウルスラ学院英智小学校 結城　みや 養護教諭

イラストレーション 大村斗喜子

仙台市若林区　小学校における防煙教育に関する検討会名簿　（アイウエオ順）



CDに添えて 
 

 仙台市若林区保健福祉センターでは区内の中学生を対象に、平成13年より喫煙の害の啓発に取り組んでき
た。当初は保健福祉センター保健師に現場の教師や養護教諭を加えたスタッフが保健体育の授業の一環とし
て行っていた。その後、授業に「ライフスキル教育」が導入されたのを機会に、“実際に喫煙をすすめられた場合
の断り方”などを具体的に学習させるようになり、その際には教師が児童生徒に扮して寸劇を演じるなど、授業
一辺倒であった防煙教育の方法にも多様性がもたらされるようになった。その成果は第５回東北禁煙指導研究
会（平成18年、仙台）でも発表したところである。 

 機を同じくして、父兄からは児童生徒の防煙には地域全体の取り組みが必要との声が上がるようになった。
若林区健康づくり区民会議と地域との連携による「歩行禁煙ストリートキャンペーン」において、喫煙の害の啓発
活動や吸殻拾いなど活発な活動が繰り広げられているのはその一例である。また、有志による劇団も結成され、
学校や地域のイベント等に出向くなどして喫煙の害を訴える寸劇を演じ、児童や地域住民に好評を博している。 

 若林区保健福祉センターではこうした区全体の取り組みを背景に、平成19年度からは小学生にまで対象を
ひろげて防煙教育を実施していたが、その過程で小学校の教師・養護教諭と医師・保健師が集まり「小学校の
防煙教育に関する検討会」が立ち上げられた。検討会では地域ぐるみで取り組む防煙活動の一環として、現場
の教師や養護教諭が授業に活用できる分かりやすい防煙教育用教材を製作し、各校に配布する計画が立てら
れた。平成20年8月の初会合以来４回の話し合いがもたれ、内容の検討と改正が繰り返された結果、本CDが完
成した次第である。 

 CDの制作にあたっては、各地で禁煙活動や防煙教育に携わっている方々から多くのアドバイスを頂戴した。
心から御礼申し上げる。まだまだ満足のいく内容ではないが、諸賢のご批判をいただいたうえ、改めてより良い
ものにしていきたい。 

 最後になるが、私たちの活動に賛同され、分かりやすくかわいらしい絵を描いてくださったイラストレーターの
大村斗喜子氏に感謝の意を表する。 

 
平成21年1月 
 

仙台市若林区・小学校の防煙教育に関する検討会 


