
喫煙の害について

　平成27年7月から禁煙外来を担当しています。まず、表1に
言葉の定義を示しました。次に、日本の喫煙率は表2に示して
います。順調に下降していますし、今後も減少していくと考え
られます。この喫煙率減少の背景は次のように考えられます。
1.喫煙の健康被害に関する意識の高まり
2.飛行機、バス、電車を含めた公共の場所での禁煙エリアの拡大
3.タバコの値上げ
4.禁煙のための薬の開発など
　タバコの害についてですが、百害あって一利なしです。その
中でがん、特に肺がんに対する影響を述べてみます。表3はが
ん統計です。上段が死亡数、下段が罹患数です。肺がんは男女
合計で死亡数は1位ですが、罹患数は3位です。このことは5
年生存率が男性で25％であり、女性で41％ということで理解
できます。つまり肺がんは悪性度が高いといえます。
 女性では乳がんが罹患数の1位ですが、5年生存率は89％と
なっており、死亡数は５位です。男性では前立腺がんが罹患数

の2位ですが、5年生存率は92％と良く、死亡数は５位以下と
なっています。肺がんは治療成績が悪い1つです。そこで肺が
んにならないようするのは大事なことです。
　表4は喫煙者のがんによる死亡リスクを表したものです。全
部位では男性1.65倍、女性では1.32倍です、特に治療成績の
悪い肺がんでは、男性4.45倍、女性2.34倍と高いです。そこ
で、是非、タバコをやめてほしいと考える次第です。がん以外
のタバコの害も多いのですが、タバコに含まれる一酸化炭素が
血管の動脈硬化を促進するといわれています。高血圧、脳梗
塞、心筋梗塞の人たちはもちろんのこと、心、血管系の老化防
止のため禁煙は大事なことと考えます。
　なお、ニコチンは末梢循環を悪くします。タバコを吸う人で
手足が冷えるという人は一度禁煙して手足の冷え具合を試して
ください。字数がつきましたので次の機会に肺のCOPDにつ
いて述べます。
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喫煙率に関係なく「過去1か月間に、毎日または時々たばこを吸う者」
が全体に占める割合喫　煙　率
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用　語 意　　味

 男性 肺 胃 大腸 肝臓 膵臓 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸8位

  １位 2位 ３位 4位 5位 

 女性 大腸 肺 胃 膵臓 乳房 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸9位

 男女計 肺 胃 大腸 膵臓 肝臓 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸7位

2013年の死亡数が多い部位は順に

 男性 胃 前立腺 肺 大腸 肝臓 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、直腸6位

  １位 2位 ３位 4位 5位 

 女性 乳房 大腸 胃 肺 子宮 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸8位

男女計 胃 大腸 肺 前立腺 乳房 大腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、直腸8位

2011年の罹患数（全国推計値）が多い部位は順に
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参照：厚生労働省平成10年度喫煙と健康問題に関する実態調査結果の概要より 参照：厚生労働省の最新たばこ情報 成人喫煙率（JT全国喫煙者率調査）より

参照：がん情報サービス 日本の最新がん統計まとめより 参照：厚生労働省 平山らによる調査（1966-82）を改変

がんの部位別にみた肺がん死亡についての相対危険度
（非喫煙者を１とした時の喫煙者の危険度）
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２０１３年の男性のがんの死亡数で１番多い部位はどこでしょう。

★答えは次号で発表します。当選者の発表は発送を
もってかえさせていただきます。
★応募締切：平成２8年4月9日㈮　当日消印有効Quiz

クイズの答えをお寄せ下さい。正解者の中から抽選で7名の方に図書カード（500円）を差し
上げます。ハガキに答えと、郵便番号、住所、氏名、「サンテ宮崎」をどこで見られたか、取り上げ
てほしいテーマ、感想などをお書き添えのうえ、右記へお送り下さい。メッセージはこのページ
で紹介する場合もあります。応募により得られた個人情報は、当選発送のみに使用します。

Ａ　胃がん Ｂ　肺がん Ｃ　大腸がん Ｄ　肝臓がん

前号の答え： A　ＤＨＡ

〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2
〈送り先〉

 宮崎県健康づくり協会「サンテ宮崎」編集係
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　凛と空気の冴えわたるこの季
節、雄大な山並みを眺めながら
のウォーキングを楽しみません
か。小林市では、霧島連山を望
むウォーキングイベントが開催
されます。農家民泊と合わせて
楽しむのもおすすめですよ。

　霧島連山の絶景を眺めながらのウオーキン
グ。5㎞、10㎞、20㎞、30㎞の4コース
に分かれ、出の山や生駒高原、三之宮峡など
自然を満喫できるコースです。途中のポイン
トでは、地場の農産物や手作りお菓子など地
元のみなさんによるあたたかいおもてなしが
あり、ふれあい・交流も醍醐味です。詳しく
は小林市観光協会ホームページを。

　皇子原神社を拠点とし
て神武天皇ゆかりの地を
歩ける神秘的なコース。
晴天なら美しい霧島連山
の眺めに圧倒されます。

！

絶景を望む冬のウォーキング絶景を望む冬のウォーキング

地元の皆さんに
よるあたたかい
おもてなし

雄大な眺めに心身リフレッシュ

地元地元地元地元地元地地元地元地元
よよるるよるよるよるよる
おおもおも 2016年2月27日㈯・28日㈰

小林市・小林総合運動公園
中央広場（スタート・ゴール）
大人2000円、小中学生500円、
未就学児無料
小林市商工観光課
☎0984-23-1174

日　程
会　場

参加費

問合せ

2016年2月26日㈮
小林市・すきむらんど集合
大人2000円（弁当付）
小林市須木庁舎地域振興課
☎0984-48-3111

日　程
会　場
参加費
問合せ

2016年2月11日㈷
高原町・狭野神社本殿前集合
300円（保険料・記念品込）
高原町教育委員会
☎0984-42-1484

日　程
会　場
参加費
問合せ

　高千穂峡や高千穂神社、つ
り橋などを通る変化に富んだ
コース。景色を楽しみながら
無理せず自分のペースで歩き
ましょう。

2016年2月14日㈰
高千穂町・がまだせ市場（スタート）
1000円
同実行委員会
（高千穂町企画観光課内）
☎0982-73-1212

日　程
会　場
参加費
問合せ

　大会前日入りしての農家民泊もおすすめ。地元
農家さんの家に宿泊し、一緒に食事の準備をした
り、団らんを囲んで親睦を深めます。ホテル・旅
館のようなサービスはありませんが、第2の故郷
となるようなあたたかい交流があります。
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魅力にとりつかれた

リピーターさん

雄大な眺めにめに心身心身心身リ心身心身心身リ心身心身身身リ身 フレッッッッフ シシシシシュシュシュュシュシュュュ

第18回みやざきツーデーマーチ
こばやし霧島連山絶景ウオーク
第18回みやざきツーデーマーチ
こばやし霧島連山絶景ウオーク

泊まって
楽しむ 農家民泊

「すきむら 日本のふるさとと
　大自然探訪のみち」せっかくウオーク
「すきむら 日本のふるさとと
　大自然探訪のみち」せっかくウオーク

たかはる神話街道ウォーキングたかはる神話街道ウォーキング 九州オルレフェア 高千穂トゥギャザーウォーク九州オルレフェア 高千穂トゥギャザーウォーク

北きりしま田舎物語推進協議会
☎0984-22-3020

料金

問合せ
申込み

1泊朝食7020円、1泊2食8100円

たかはる神話街道ウォーキングたかはる神話街道ウォーキングたかはる神話街道ウォーキング 九州オルレフェア九州オルレフェア高高

冬のウォーキングイベント冬のウォーキングイベント

　ツーデーマーチ前日には、すきむらん
ど集合でせっかくウオークが開催されま
す。大つり橋やままこ滝や茅葺き屋根の
かるかやなど小野湖周辺のコースを楽し
みます。


