
公益社団法人愛媛県看護協会

1

病院に勤務する看護職の
タバコ実態調査からみた課題

〇西嶋真理子1) 梅川由紀2) 青井みどり3) 伊場紀子4) 栗原美香5)

笹山千代美6) 重見美代子7) 宮崎里美8) 山本奈津美9) 立川妃都美10)

1)愛媛大学 2)松山市民病院 3)松山記念病院 4)大洲中央病院

5)今治保健所 6)道後温泉病院 7)美須賀病院 8)西条中央病院

9)宇和島徳洲会病院 10)愛媛県看護協会

研究を始めた経緯
• 愛媛県看護協会 社会福祉委員会の活動 看護職の労働環境改善→質の高いケア

腰痛予防 → ノーリフティングケア

就労環境改善研修会（WLB)、看護職合同就職説明会

禁煙についての研修会→看護から社会に発信

• 社会の動き

たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約（FCTC）2005

「屋内を100％全面禁煙する」2016年までに55か国が罰則規定の法実施

→ 国民の心臓病・脳卒中・呼吸器疾患による入院数が最大39％減少

労働安全衛生法による快適職場形成の一環、受動喫煙防止（事業者の義務）

健康増進法改正により受動喫煙防止に罰則規定（2018年7月）

研究目的

「日常の生活環境で、ある物質に曝露されると病気が増え、その曝露が少なくなること

で病気が減ることが証明されているのは【受動喫煙を含むタバコの煙】だけ（大和）」

にもかかわらず、対策が難しい背景

• 受動喫煙は話題にしにくく、受動喫煙対策を望む声は潜在化しやすい（望月ら）

• 看護職の精神的ストレスの蓄積・交代制勤務における慢性疲労（市江ら）

• 喫煙への寛容度の違いがある（水木将ら）

• 加熱式タバコ製品の流行による公衆衛生上の懸念（中村ら）

愛媛県の看護職の喫煙状況と喫煙関連要因の検討、喫煙への意識、医療機関

の禁煙対策やその実効性等を看護協会として調査することにより、組織的に有効

な対策を検討する。

方法

愛媛県内の51の病院で勤務している看護職7,260名を対象に自記式調査票

を用いた調査を2019年6～8月に実施

（2013年に日本看護協会が作成した調査票を使用）

【調査項目】

喫煙状況、ニコチン依存度、喫煙関連要因（労働環境、職場の禁煙・

受動喫煙防止対策等の状況、夜勤や睡眠・睡眠障害）、性・年齢・職種等

【分析方法】

喫煙行動や喫煙関連要因について基本統計やΧ2 検定

倫理的配慮

• 愛媛県看護協会倫理委員会 及び

愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻研究倫理審査委員会

の承認（看護31-4）を得た上で実施した。

• 看護部長に対して文書を用いて研究内容を説明し、同意書に署名

していただいた。

• 調査票や入力データの取り扱いには細心の注意を払った。

結果

１ 対象者の概要

２ 喫煙状況

３ 喫煙者の意識・依存度

４ 喫煙習慣別特徴

５ 喫煙への寛容度・意識
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１．対象の概要

回収数は6,573名(90.5%)であった。そのうち性別・年齢が記入されて
いた5,974名（有効回答率90.8％）を今回、分析対象とした。

２．喫煙状況：

性別喫煙状況

総数 男性 女性 ｐ値

N=5974 n=609 n=5365

毎日吸う 538 (9.0) 183 (30.0) 355 (6.6) <0.001

時々吸う 63 (1.1) 12 (2.0) 51 (1.0)

今は吸っていない 671 (11.2) 125 (20.5) 546 (10.2)

喫煙習慣無し 4621 (77.4) 274 (45.0) 4347 (81.0)

無回答 81 (1.4) 15 (2.5) 66 (1.2)

喫煙率: 10.1％
男性 32.0％
女性 7.6％

男女とも20代は低い，職位別には差がない

P<0.001

准看護師の喫煙率は21.8％（2倍以上）
今は吸っていない人も17.1％と高い

P<0.001

３．喫煙者の意識・依存度

タバコをやめたい33.6％・本数減らしたい16.5％
男性に本数減らしたいが多い
年齢別にはあまり差がない

P=0.025
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喫煙者がタバコをやめた理由ベストテン
第1位 健康上良くないから

男性：タバコの値段、身近な人の勧め. 女性：妊娠・美容今は吸っていない人がタバコをやめた理由

男性 女性

n=125 n=546 p値

健康上良くないから 83 (66.4) 289 (52.9) 0.008

妊娠したから 1 (0.8) 132 (24.2) <0.001

美容上良くないから 5 (4.0) 95 (17.4) <0.001

タバコの値段が高くなったから 34 (27.2) 64 (11.7) <0.001

体調が悪かったから 13 (10.4) 55 (10.1) 0.931

身近な人に禁煙を勧められたから 22 (17.6) 2 (0.4) <0.001

病気をしたから 11 (8.8) 47 (8.6) 0.957

職場で喫煙しづらくなった 18 (14.4) 33 (6.0) 0.002

出産したから 2 (1.6) 48 (8.8) 0.006

職業倫理上良くないから 8 (6.4) 33 (6.0) 0.891

タバコを吸い始めた動機は友達が1位
男性に親の喫煙、女性にストレス解消

「職場の同僚が吸うため」は、男女とも1割強

男性 女性

n=320 n=952 p値

友達が吸うため 214 (66.9) 539 (56.6) 0.003

ストレス解消のため 110 (34.4) 452 (47.5) <0.001

職場の同僚が吸うため 36 (11.3) 129 (13.6) 0.277

親が吸うため 51 (15.9) 85 (8.9) <0.001

兄弟姉妹が吸うため 11 (3.4) 31 (3.3) 0.893

テレビ・広告 10 (3.1) 6 (0.6) 0.001

女性の8割弱は20歳以降に習慣的喫煙開始

P<0.001

ニコチン依存度（FTND指数）は40歳代、50歳代が高い傾向

P=0.06

FTND指数：「朝目覚めてから何分ぐらいで最初のタバコを吸いますか」「喫煙できない場所で喫煙をガマンするのが難しいと
感じていますか」「1日のうちどの時間帯のタバコをやめるのに、いちばん未練が残りますか」等6問の質問紙より計算

４．喫煙習慣別特徴
喫煙者の上司は喫煙者が有意に多い

P<0.001

アルコール頻度：毎日吸う、時々吸う、今は吸ってない人は、
週5～6日以上飲む人が20％以上

P<0.001
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アルコール量：毎日吸う人は2合以上飲む人が多い

P<0.001

睡眠：毎日吸う人は、睡眠で休養があまりとれてない人が多い。
眠りにつきにくいことが「しばしば」「常に」ある人が多い

P=0.002 P<0.001

ストレス：毎日吸う人は「まったくできなかった」人が多い

P<0.001

ストレス：毎日吸う人は落ち込むことやストレスが
「まったくなかった」人 と 「大いにあった」人が多い

P<0.001 P<0.001

５．喫煙への寛容度・意識

喫煙習慣別・年齢別に大きな開きがある
喫煙習慣無し、50歳代、60歳代の約6割が「はい」

毎日吸う、時々吸うの4割以上が「いいえ」
30歳代の25％が「いいえ」

P<0.001 P<0.001

敷地内全面禁煙が88.8％ （無回答除く）
禁煙治療の費用補助や禁煙に成功した職員に褒賞は極僅か

制度があっても
周知されてない
可能性もある
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毎日吸う人「守られている」、今は吸ってない「あまり守られていない」、
喫煙習慣無しは「ほぼ守られている」が多い

P<0.001

まとめ
• 愛媛県内の病院に勤める看護職の喫煙率は、国民栄養調査（平成29年）の男性29.4％、女性

7.2％と比較して男女とも高く、特に男性で顕著である。職位別には差が見られないが、年齢別では
20代に低く、免許別では准看護師に高い。

• 喫煙者のうち、たばこを「やめたい」が33.6％、「減らしたい」が16.6％を占める。

• 女性喫煙者の8割弱が喫煙開始年齢が20歳以上であり、喫煙の開始には男女とも1割強の者が同
僚の影響を受けていた。男性の14.4％は禁煙の理由が職場で喫煙しづらくなったから。

• 女性の喫煙動機は、ストレス解消が47.5％であるが、毎日喫煙している人にはストレスの高い人、
睡眠に問題を抱える人、アルコール量の多い人が多い。

• 喫煙者のニコチン依存度は性別には差がないが、年齢別では40歳代、50歳代に高い依存度の人
が多い傾向がある。

• 「看護職がタバコを吸うべきでないと思うか」は、喫煙習慣別・年齢別に大きな開きがある。
喫煙習慣無し、50歳代、60歳代の60%以上が「はい」、毎日吸う、時々吸うの40%以上が「いいえ」
30歳代の25％が「いいえ」。

• 敷地内全面禁煙と9割弱が回答したが、「あまり守られていない」がどの喫煙習慣も1～2割。
喫煙習慣別に職場の禁煙対策が守られているかの認識に大きな開きがある。

課題
• 男女ともに国民の平均を上回る喫煙率であり、喫煙者の約半数は、「やめたくない」「わからない」

→ストレスや夜勤との関連のさらなる分析の必要性

喫煙に代わる健康的なストレス解消法の検討

• 喫煙者の約半数はタバコをやめたい・本数を減らしたい →やめたい人が、やめられない理由の分析

→禁煙・減煙を支援する対策を利用した禁煙や減煙の実現。動機づけ、職場の理解、サポート方法の検討

• 「看護職はタバコを吸うべきでない」という考えは、喫煙習慣別・年齢別に大きな開きがある。

→ 職場内でも意識の違いが生じており、喫煙に対して話題にしにくい恐れがある

職場の風土、各年代、喫煙習慣等に応じたアプローチの方法を検討する必要性

喫煙者、非喫煙者両者の人権・健康を尊重することを共通認識とする

その上でタバコについて、フランクに語れる土壌づくりを組織的に展開する戦略を練る

• 今回、加熱式タバコの調査はしなかったが、アイコスの使用は日本で2015年から2017年で10倍以上の増加。

健康影響は、ニコチンは紙巻きタバコと同等か、やや低い程度。

発がん化学物質などの有害化学物質は紙巻きタバコ同様、多種類に及ぶことが指摘。今後の疫学研究で解明。

加熱式タバコ使用者の17％は加熱式タバコを喫煙と考えていない。加熱式タバコの普及は2015年以降の禁煙治療減
少の要因の１つと考えられている。 → 加熱式タバコを含めた啓発活動が必要ではないか
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