
　池脇　大前先生はご自身のクリニッ
クで喫煙と白血球との関係をお調べに
なっていますし、禁煙外来も積極的に
やっておられると聞きました。
　今回の質問では、48歳男性で、たば
こは１日20本ぐらい吸っていて、健診
で白血球が11,000前後とちょっと高い。
再検査の場合には、血液像は入ってい
るようですけれども、特に問題ない。
こういう方は多いのでしょうか。
　大前　健康診断、うちも多くやって
いますが、白血球が１万を超えると再
検査になります。そうすると、この方

と同じような方がけっこう多くみられ
ます。
　池脇　この質問の場合には、再検査
のときに、どういう検査をやられたの
か、すべては書かれていないのですけ
れども、少なくとも血算に血液像をつ
けて再検査をされたということです。
通常、そういう方が健康診断で異常を
指摘されたときにはどういう再検査を
するのでしょうか。
　大前　とりあえず炎症反応を見ない
といけないので、血液像とCRPを行う
ことになっています。人間ドックです

と初めからCRPや血液像は入っている
のですけれども、意外と健康診断の場
合に入っていないことが多いのです。
　池脇　この質問の場合には、血液像
に関しては特に問題ない。そういう方
が多いのでしょうか。
　大前　そうです。最近、私のところ
では、人間ドック、健康診断で、喫煙
者であって、しかも１万、１万数千、多
い方は16,000ぐらいになる方もいます
けれども、そういった方などでもCRP
が陰性で、しかも血液像が全部バラン
スだけは保たれている場合には、最近
は自信を持って「たばこのせいでしょ
う」と答えることができるようになり
ました。
　池脇　今の先生の言葉からすると、
再検査をして、逆にCRPがちょっと上
がっているとか、血液像に異常がある
という場合には、喫煙以外の原因を考
えたほうがいいということなのでしょ
うか。
　大前　そうですね。
　池脇　どうして喫煙で白血球が増加
するのでしょう。
　大前　私も９年前に発表したことが
あるのですが、いろいろ調べてみたと
ころ、なかなかいい文献がなくて、た
だ、たばこは、大ざっぱですが、4,000
種類ぐらいの化学物質を煙の中に含ん
でいます。その中の数百種類は有害物
質で、その中の数十種類は発がん性が
あるとなっていますので、体の反応と

して、まず白血球が上がるということ
が一つは考えられます。
　池脇　細かいところですけれども、
何年も何十年もたばこを吸っていて、
ある意味そういった有害物質、化学物
質に体が慣れてしまって、だんだんと
白血球がまた正常化するのではなく、
吸っているかぎりは高いのですか。
　大前　そうですね。本数が増えれば
高くなりますし。
　池脇　本数が増えると白血球の数も
増えると。また、吸った後、どのくら
いで増えて、また元の値に戻ってくる
のかということですが、どうでしょう
か。
　大前　具体的にそれを調べたことは
ないのですが、たばこの影響はすぐに
出ると思います。
　池脇　化学物質はすぐに体の中に入
ってきますので、それに対して白血球
の反応も比較的早い段階で起こる。
　大前　そうですね。
　池脇　睡眠の後、起床時などに測っ
たとすれば、普段たばこを吸われてい
る方も、ある時間帯、禁煙しているこ
とになりますので、白血球数はちょっ
と下がってきているかもしれないとい
うことですか。
　大前　その辺は調べたことはないの
ですけれども、可能性はあるかもしれ
ません。
　池脇　人間ドックあるいは健康診断
で、どういうタイミングで採血をする

喫煙者と白血球数の増加

新浦安虎の門クリニック理事長
大　前　利　道

（聞き手　池脇克則）

　白血球数増加の原因についてご教示ください。
　48歳男性、たばこは１日20本くらい吸い、職場の健診で白血球数11,000前
後を以前より時々指摘されますが、再検査をすると血液像も含め正常範囲の方
がいます。本人症状はありません。食後や興奮時、運動前後に、喫煙者では好
中球数増加による白血球数増加を認めることがあるようですが、これらの場合、
白血球数は最高どのくらいまで増加を容認できるのでしょうか。食後の時間、
本数、喫煙してからの時間により増加程度に変化はありますか。また、これら
で増加をきたす理由についてご教示ください。
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かで多少数値が変動する可能性もある
かもしれないですね。
　大前　そうですね。
　池脇　また、必ずしも喫煙と関係し
ていない質問ですけれども、食事、興
奮、運動によって喫煙者では好中球が
増えるようですとあるのですけれども、
そうなのでしょうか。
　大前　好中球は確かに増えるという
文献もけっこうありまして、だいたい
10～20％ぐらいまで増えるという文献
もあります。ただ、血液像が変わるか
といいますと、好中球が増えても血液
像のバランスまでは変わっていかない
ので、最初に血液像が入っていない健
康診断をお受けになって、精密検査で
検査されますと、血液像そのものはす
べてバランス的には正常範囲と見える
ような状態だと思います。
　池脇　全体的に上がっていく。ある
一つの分画だけ上がるというタイプで
はないのですね。
　大前　はい。
　池脇　先ほど高いときは16,000ぐら
いまでとおっしゃいましたけれども、
最高どのくらいまで増加を認めるので
しょうか。
　大前　今まで健康診断の結果を見て
血液科に紹介した方で２万を超えてい
る方がいました。結果的にはほかの理
由が見つからなくて、ヘビースモーカ
ーだからだろうという診断が返ってき
た方がいました。その方は１日60本以

上吸っている方でした。
　池脇　何十本も吸われる方は、その
ぐらいになる可能性があるということ
ですね。
　大前　そう思います。
　池脇　さすがに２万だと、喫煙を原
因としていいのかと心配になってしま
いますね。
　大前　そうですね。
　池脇　私として少し気になるのは、
そういう方は慢性的に白血球数が高い。
これが何か体に対して有害事象を起こ
しはしないか、何かデータがあるので
しょうか。
　大前　例えばよく知られているのは、
循環系ですと心筋梗塞を起こしたとき
に白血球数がすぐ上がるとか言われて
いますけれども、白血球数が多いから
といって、血管系の炎症を起こすよう
なことは、あまりはっきりとはわかり
ません。
　池脇　たばこそのものが発がん性、
あるいは動脈硬化の進展という意味で
のよくない要素ではあるけれども、白
血球が増加していることだけが特別に
独立して何か悪いことの原因になって
いるという考え方ではない。
　大前　そういう考え方はしていない
のです。逆に体を白血球で守っている
という考え方をしています。
　池脇　代償的という感じでしょうか。
　大前　そうですね。
　池脇　先生は白血球のことも留意さ

れて、人間ドック、健康診断の受診者
に、例えばたばこを吸って白血球が上
がっているというような方に、どうい
う指導をされているのでしょう。
　大前　喫煙している方と、喫煙本数
との関係を考えているのです。喫煙し
ていない方のデータも持っています。
それはうちのクリニックのデータなの
ですけれども、これを一つの表にまと
めて、たばこの本数、例えば20本でい
くと、自分の白血球値は本来このあた
りなのに、現状はもっと高いよねとい
う言い方をして、できるだけ禁煙外来、
禁煙指導に導くようにしたいと思って
います。
　池脇　先生は禁煙外来も含めて積極
的に禁煙を勧めていますけれども、禁
煙すると、この高い白血球数は正常化
していくのでしょうか。
　大前　正常化します。例えば全くた

ばこを吸っていない方、非喫煙者がい
らっしゃいます。あるいは、たばこを
吸っていた方で、おやめになった方の
数年間のデータを取ってみますと、ほ
ぼ非喫煙者に近い値になってきますの
で、たばこが白血球の増多に影響した
のだろうと考えています。
　池脇　先生のご説明の中で、比較的
早いスパンでたばこが白血球アップに
影響しているという話がありましたの
で、禁煙されると比較的早く落ちてく
るのでしょうか。
　大前　そうです。
　池脇　禁煙して白血球も正常になっ
たというのも、対象の患者さんにとっ
ては禁煙を続ける一つの動機づけにな
りますね。
　大前　そう思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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