
夜中から明け方の咳嗽や鼻炎、いろい
ろなアレルギー疾患の合併、家族歴が
あるかなどを積み上げていって、どう
やら咳喘息っぽいということになった
ら、できれば気管支拡張薬の反応をま
ず見ていただく。反応がありそうなら、
吸入ステロイドを中心とした喘息の治
療をして、効果を判定していけばいい
と思うのです。しかし、なかなか激し
い咳の場合には、この質問にあるよう
に、最初からステロイドと気管支拡張
薬の合剤を使う機会が多いかと思いま
す。私はそれは仕方がないと思います。
症状が強くて、患者さんを何とかして
あげたいと思うのは医師の本分という
か、気持ちとしては間違いないと思い
ます。ただ、そうするのであれば、本
当に効いているのか効果判定する。効
いたのであれば、例えば減量していっ
たところで気管支拡張薬の反応を見る
とか、あるいは初めて使う場合に一緒
に気管支拡張薬を単剤で併用しながら、
その反応性を見る。そこはしっかりや
っていただきたいと思います。
　山内　感染性のものでしたら気管支
拡張薬はまず効かないと見てよいので
しょうか。
　松瀬　気管支拡張薬自体に咳反射を
抑える薬理作用はないといわれていま
す。気管支拡張薬で改善する咳は収縮
に関係して起こる咳反射なので、喘息

もしくは咳喘息とほぼ考えていいとい
うことになります。
　山内　そのあたりはぜひやっていた
だきたいですね。
　松瀬　そうですね。
　山内　我々はよく漢方薬の麦門冬湯
を使うのですが、このあたりの位置づ
けを先生はどのように考えますか。
　松瀬　副作用がないとは言えません
が、安全ということで、好まれる方は
います。いろいろ薬理学的に咳反射に
対する鎮咳効果もわかってきているの
で、おそらく一般的な治療が効かない
ときに使う分には問題ないと思います
し、通常の治療で反応が十分でないと
きに組み合わせて使われるのもいいと
思います。ただ、薬剤ですので、副作
用をしっかりチェックして、先ほどと
同じになりますが、本当に効いている
のかの効果判定をしながら、減量や中
止のタイミングも怠らないようにする
ことが大事かなと思います。
　山内　遷延性のちょうど中間的なと
ころ、つなぎで使うのも一つの意味が
あると見てよいでしょうね。
　松瀬　感染後の咳には何も効かない
となっているので、普通の咳止めと漢
方薬を組み合わせることはよく行われ
ていると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

敬愛クリニック内科／元 東京女子医科大学病院呼吸器内科禁煙外来担当
阿　部　眞　弓

（聞き手　池脇克則）

　経口禁煙治療補助薬バレニクリン酒石酸塩（以下、バレニクリン）の登場で
禁煙成功率は高まりましたが、患者サポートや指導のコツ、禁煙に失敗した際
の対処についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

禁煙治療の最近の動向

　池脇　禁煙補助剤のバレニクリンは
従来のものに比べると禁煙成功率は高
まりました。今回の質問は、ただ処方
するだけではなくて、患者さんをどう
やってサポートするか、指導するか、
あるいは失敗したときにどう対処する
のか。私もそこはどうするのだろうな
と思っていました。
　阿部　時間が限られた臨床の中では
難しいところですよね。
　池脇　まず、患者サポートや指導の
コツあたりから教えてください。
　阿部　忙しい外来では薬の処方中心
になりがちですが、患者さんの禁煙へ
の思いや動機を丁寧に尋ねたり、カウ
ンセリングを軽視しないことが大事で
す。薬の処方だけでも、自己管理能力
の高い人はしっかり禁煙できることが

多いのですが、禁煙したいがどうした
らいいかわからない方とか、自己効力
感の低い方もいらっしゃいます。その
一人ひとりの能力というか、実力を引
き出す、自己効力感を高めるような、
介入方法を取ることが重要かと思いま
す。
　池脇　患者さんとの信頼関係も必要
ですか。
　阿部　とても重要なことだと思いま
す。まず、忘れてはならないのは、「禁
煙外来」というだけで、喫煙者の方は
怖い外来、怒られる外来という認識で
来られるということ。まずは笑顔でお
迎えして、挨拶から始めて、もちろん
皆さんなさっていることですが、受診
者の方を大切に思っていますよと、そ
ういう姿勢を医師のほうから見せるこ
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いでください、自己嫌悪に陥らないで
ください、という方向で、気を取り直
し、もう一度禁煙をスタートしてもら
います。そういうことが大事になると
思います。
　池脇　吸ったら、それでもう終わり
というよりも、吸ったら吸ったで、ど
うして吸ったのか、それを振り返ると
いう意味では何か記録をつけてもらう
ようなこともしていますか。
　阿部　記録をつけていただくという
のはとても大事です。吸ってしまった
ときには、例えばどういう状況で、ど
ういう気持ちで吸ってしまったか。ま
た、吸った後、どのように感じられた
か。吸ったときに、おいしく感じたか
とか、自己嫌悪があったとか、その後、
タバコをどうされたかとか、そういう
ことを記録してもらう。それは大事な
ことです。そのように頼んで記録を取
ってもらうことで、患者さんも治療に
参加する、医師だけではなくて、治療
に自分も参加している。客観的に自分
の喫煙行動をチェックする。そういう
観察者の目を持ってもらうことになり
ます。
　そして、再喫煙してしまっても、そ
の状況を記録に取っておけば、医師は
またそこで相談に乗ってくれ、「再喫
煙」を今後の禁煙に役立てることがで
きるわけです。
　池脇　バレニクリンという質問です
が、それ以外にも様々な禁煙補助剤が

あって、副作用もありますので、患者
さんに説明したほうがいいですね。
　阿部　おっしゃるとおりです。バレ
ニクリンで一番多い副作用は「吐き気」
だと思いますが、吐き気を起こさない
ように食直後にのむことは必要ですし、
吐き気止めを事前に処方しておいて、
バレニクリン服薬開始の際に使ってい
ただくこともあろうかと思います。
　また、ニコチンパッチやニコチンガ
ムに関してですが、処方として出せる
のはニコチンパッチです。これに関し
てはニコチンの急性中毒症状の出現に
注意します。発汗、脱力感、頭痛や吐
き気などの症状ですが、喫煙者の方に
は「吸い過ぎたときにどんなふうにな
りましたか」とお尋ねするといいと思
います。これらの症状が出たときは急
性中毒を疑い、パッチをはがして、２～
３時間様子を見ます。時間経過ととも
に症状が軽くなる場合はニコチンの過
量投与の疑いがあり、投与量を減らす
必要があります。次回の通院まで間が
あるときは、応急的にパッチの面積を
減らすことで対処します。介在物、例
えば救急絆創膏をパッチと皮膚の間に
貼って、パッチと皮膚の接触面積を減
らす方法を事前にお伝えしておくとよ
いと思います。
　池脇　禁煙をスタートして、定期的
に医師が診られるのですよね。うまく
いっていることもあれば、場合によっ
てはちょっと吸ってしまったというこ

とが大切だと思います。
　池脇　禁煙する人も、家に帰れば家
族の方がいらっしゃる。また職場、環
境も重要でしょうか。
　阿部　とても重要です。同居のご家
族の中に、喫煙者の方がいらっしゃる
ときは要注意です。喫煙者のご家族に
はご本人がやめたいということをご理
解いただいて、例えば見えるところで
は吸わないでもらうとか、家の中では
吸わないでもらう。それから、タバコ
をあちこちに置かないとか、そういう
基本的なことをお願いして協力をとり
つけるのが大事だと思います。
　また、タバコを吸わないご家族の場
合は案外楽にいけそうと皆さん思われ
るかもしれないのですが、そこにまた
ちょっと落とし穴があります。吸わな
い方というのは、禁煙の苦しさとか、
非常に辛い思いを乗り越えて努力して
いることを、あまり認めないところが
あります。禁煙して１カ月ぐらいする
と、「吸ってなくて当たり前でしょう」
というように、無関心になってしまう
ことがあります。やはり折々に「禁煙
してくれているんだ、ありがとう」と
か「うれしい」とか、そういう気持ち
をご家族が伝えてくださるのがいいで
すね。ご本人の禁煙継続の動機にもな
り、とても大事だと思います。
　また、職場でも禁煙したことのある
経験者の方にお話しして、ちょっと辛
いときに愚痴をこぼしたらサポートし

ていただくとかが大事になると思いま
す。
　池脇　そういうことで始めて、すっ
といけばいいのでしょうが、やっぱり
吸ってしまったというようなときに、
どう対処したらいいのか迷うのです。
先生はどうされていますか。
　阿部　先ほど申し上げましたように、
一つは再喫煙しても通院していただく、
そこが大事です。受診者の方は、再喫
煙してしまうと、がっくりきてしまわ
れて、「お医者さんのところに行った
ら怒られるだろうな」と思ってしまっ
て、それで通院をやめてしまうことが
あります。これは医師側の努力で確実
に避けていく必要があります。禁煙開
始後に吸ってしまっても、また受診し
てもらえるような信頼関係を築いてお
く必要があります。
　池脇　失敗する方という言い方は失
礼かもしれませんが、早い時期に失敗
するのでしょうか。それとも、少した
ってからなのでしょうか。
　阿部　禁煙開始後３日以内の再喫煙
が多いです。この時期を乗り越えると、
吸わない生活に徐々になじめてきます。
禁煙開始直後の再喫煙に関しては、「失
敗」と考えてはいけないと思います。
再喫煙イコール禁煙失敗ではないので
す。そして、この時期の再喫煙に関し
ては、時にあることなので、あまりく
よくよしないで再チャレンジすればよ
いと考えてもらいます。がっくり来な
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いでください、自己嫌悪に陥らないで
ください、という方向で、気を取り直
し、もう一度禁煙をスタートしてもら
います。そういうことが大事になると
思います。
　池脇　吸ったら、それでもう終わり
というよりも、吸ったら吸ったで、ど
うして吸ったのか、それを振り返ると
いう意味では何か記録をつけてもらう
ようなこともしていますか。
　阿部　記録をつけていただくという
のはとても大事です。吸ってしまった
ときには、例えばどういう状況で、ど
ういう気持ちで吸ってしまったか。ま
た、吸った後、どのように感じられた
か。吸ったときに、おいしく感じたか
とか、自己嫌悪があったとか、その後、
タバコをどうされたかとか、そういう
ことを記録してもらう。それは大事な
ことです。そのように頼んで記録を取
ってもらうことで、患者さんも治療に
参加する、医師だけではなくて、治療
に自分も参加している。客観的に自分
の喫煙行動をチェックする。そういう
観察者の目を持ってもらうことになり
ます。
　そして、再喫煙してしまっても、そ
の状況を記録に取っておけば、医師は
またそこで相談に乗ってくれ、「再喫
煙」を今後の禁煙に役立てることがで
きるわけです。
　池脇　バレニクリンという質問です
が、それ以外にも様々な禁煙補助剤が

あって、副作用もありますので、患者
さんに説明したほうがいいですね。
　阿部　おっしゃるとおりです。バレ
ニクリンで一番多い副作用は「吐き気」
だと思いますが、吐き気を起こさない
ように食直後にのむことは必要ですし、
吐き気止めを事前に処方しておいて、
バレニクリン服薬開始の際に使ってい
ただくこともあろうかと思います。
　また、ニコチンパッチやニコチンガ
ムに関してですが、処方として出せる
のはニコチンパッチです。これに関し
てはニコチンの急性中毒症状の出現に
注意します。発汗、脱力感、頭痛や吐
き気などの症状ですが、喫煙者の方に
は「吸い過ぎたときにどんなふうにな
りましたか」とお尋ねするといいと思
います。これらの症状が出たときは急
性中毒を疑い、パッチをはがして、２～
３時間様子を見ます。時間経過ととも
に症状が軽くなる場合はニコチンの過
量投与の疑いがあり、投与量を減らす
必要があります。次回の通院まで間が
あるときは、応急的にパッチの面積を
減らすことで対処します。介在物、例
えば救急絆創膏をパッチと皮膚の間に
貼って、パッチと皮膚の接触面積を減
らす方法を事前にお伝えしておくとよ
いと思います。
　池脇　禁煙をスタートして、定期的
に医師が診られるのですよね。うまく
いっていることもあれば、場合によっ
てはちょっと吸ってしまったというこ

とが大切だと思います。
　池脇　禁煙する人も、家に帰れば家
族の方がいらっしゃる。また職場、環
境も重要でしょうか。
　阿部　とても重要です。同居のご家
族の中に、喫煙者の方がいらっしゃる
ときは要注意です。喫煙者のご家族に
はご本人がやめたいということをご理
解いただいて、例えば見えるところで
は吸わないでもらうとか、家の中では
吸わないでもらう。それから、タバコ
をあちこちに置かないとか、そういう
基本的なことをお願いして協力をとり
つけるのが大事だと思います。
　また、タバコを吸わないご家族の場
合は案外楽にいけそうと皆さん思われ
るかもしれないのですが、そこにまた
ちょっと落とし穴があります。吸わな
い方というのは、禁煙の苦しさとか、
非常に辛い思いを乗り越えて努力して
いることを、あまり認めないところが
あります。禁煙して１カ月ぐらいする
と、「吸ってなくて当たり前でしょう」
というように、無関心になってしまう
ことがあります。やはり折々に「禁煙
してくれているんだ、ありがとう」と
か「うれしい」とか、そういう気持ち
をご家族が伝えてくださるのがいいで
すね。ご本人の禁煙継続の動機にもな
り、とても大事だと思います。
　また、職場でも禁煙したことのある
経験者の方にお話しして、ちょっと辛
いときに愚痴をこぼしたらサポートし

ていただくとかが大事になると思いま
す。
　池脇　そういうことで始めて、すっ
といけばいいのでしょうが、やっぱり
吸ってしまったというようなときに、
どう対処したらいいのか迷うのです。
先生はどうされていますか。
　阿部　先ほど申し上げましたように、
一つは再喫煙しても通院していただく、
そこが大事です。受診者の方は、再喫
煙してしまうと、がっくりきてしまわ
れて、「お医者さんのところに行った
ら怒られるだろうな」と思ってしまっ
て、それで通院をやめてしまうことが
あります。これは医師側の努力で確実
に避けていく必要があります。禁煙開
始後に吸ってしまっても、また受診し
てもらえるような信頼関係を築いてお
く必要があります。
　池脇　失敗する方という言い方は失
礼かもしれませんが、早い時期に失敗
するのでしょうか。それとも、少した
ってからなのでしょうか。
　阿部　禁煙開始後３日以内の再喫煙
が多いです。この時期を乗り越えると、
吸わない生活に徐々になじめてきます。
禁煙開始直後の再喫煙に関しては、「失
敗」と考えてはいけないと思います。
再喫煙イコール禁煙失敗ではないので
す。そして、この時期の再喫煙に関し
ては、時にあることなので、あまりく
よくよしないで再チャレンジすればよ
いと考えてもらいます。がっくり来な
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うになります。禁煙チャレンジも何回
目かになると、上手にすっと離陸でき
るようになりますよと、そんな感じで
お伝えしています。いったん中止する
ときも、“次は禁煙できる”と考えら
れるように、希望を失わないでいただ
くようにお話ししています。
　池脇　最近私もたまに聞かれるので
すけれども、タバコを吸っている方で、
加熱式タバコに代えて、最終的には禁
煙したいという方もいらっしゃるので
すが、それはうまくいくのかという気
もするのですが、どうでしょうか。
　阿部　なかなかうまくいかないと思
います。加熱式タバコに代えること自
体、心理的には吸い続けたいというこ
とです。いわば禁煙するということと
は、正反対の行動になります。ですの
で、すでに加熱式タバコに代えてしま

った方には、どこかのタイミングで吸
わないことを選択してもらわないとい
けないです。そういう介入が必要にな
ります。
　加熱式タバコを考えている人には、
加熱式タバコには、ニコチンや発がん
物質をはじめとする有害物質が多く含
まれていて、健康にはマイナスである
ことをお伝えしないといけないでしょ
う。吸い続ける行為は発がん物質を毎
日毎日体に吸収することなので、それ
は健康管理としてはやめなければいけ
ないことだと、しっかりお伝えするこ
とが大切です。呼気中の有害物質が家
族の健康にとってもマイナスであるな
ど、正しい情報をお伝えし、やめてい
ただくようにアプローチすることが大
事だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

ともあると思うのですが、どういうと
ころを留意して指導しているのでしょ
うか。
　阿部　とりわけ２回目の外来が重要
だと思います。そのときに禁煙外来の
担当医が気をつけることとしては、も
し再喫煙をしていた場合、そして再喫
煙をしてもすぐに禁煙した場合と、実
はまだだらだら吸っていたということ
があると思うのですが、すぐに禁煙さ
れた患者さんの場合は心から褒めてい
ただきたい。「ありがとうございます」
と御礼を申し上げるぐらい褒めていた
だきたいですね。そして、喫煙を続け
ている場合には、どういう状況で、ま
たどうして喫煙を続けざるをえないで
いるのか、お気持ちを傾聴して、その
方に合ったアドバイスをすることが大
事だと思います。
　ただ、医師側の基本姿勢として、こ
の時点ですごく優しい先生が陥りがち
な「吸ってもしょうがないですね」み
たいな流れになるのは絶対に避けてい
ただきたいです。医師がその時期の患
者さんに伝えなければいけない重要な
メッセージは、「これから次の外来ま
での期間、完全に断煙する。それがあ
なたにとって禁煙成功のために今、最
も重要なことです」なのです。そのメ
ッセージをきちんとお伝えしないと、
だらだら吸い続けて、そのまま失敗コ
ースへ、ということが時にあります。
　池脇　喫煙という悪い習慣をなくす

という、ネガティブなものを正常に戻
すというよりも、患者さんと医師で一
緒に達成するような感じで、一歩前進
した、頑張りましたねというのが大事
だということですね。
　阿部　おっしゃるとおりです。
　池脇　あるところで外来はストップ
するときがくると思うのですが、その
あたりの判断はどのようにされるので
しょうか。
　阿部　今、保険診療で５回通院が認
められていますので、５回きちんと来
ていただいて、それで終診になること
が多いです。ただ、ごくまれに最終外
来近くなって再喫煙される方があって、
なかなか断煙できない場合、外来での
禁煙治療を、例えばいったん中止して
仕切り直しをすることを考えなければ
いけないこともあります。
　いったん禁煙できた方がまた吸い始
めているということは、その背景に、
例えばご家族の介護や病気、仕事の負
荷が多くなったりとか、何か環境が悪
化している場合があります。禁煙とい
うのはけっこうな大事業なので、それ
に取り組めない背景因子ができている
ときは、環境が落ち着いたらまた受診
してくださいということでお約束し、
いったん介入を終了することもありま
す。禁煙は何回チャレンジしてもよく、
経験を積むと、ここを乗り越えれば禁
煙できる、という禁煙のコツというか
ツボのようなものが自分でもわかるよ
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