
第２章 

  実　践　編 



1　母子保健事業における知識の普及

　たばこの害に関する話はあらゆるところでできます。下記のようなポイントを押さえ

て、あらゆる場面で普及していきましょう。 

妊娠期の喫煙の影響について（13～15頁参照）  

　・ニコチン、一酸化炭素の影響による胎児、胎盤の低酸素状態 

　・上記に伴う胎児の発育発達障害  

育児中の喫煙の影響について（16～19頁参照）  

　・母乳への影響（母乳分泌の影響、乳児の不眠・下痢等のニコチン症状） 

　・事故（誤飲、火傷） 

　・乳幼児突然死症候群（SIDS）の危険性 

　・副流煙の影響について  

分煙方法について（20～21、51頁参照）  

　・受動喫煙の害(副流煙)について 

　・正しい分煙方法について 
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（1）　妊娠期

母子手帳への記載例 

たばこの害から赤ちゃんを 

守りましょう 

 

妊娠中の喫煙は、胎盤の血流量を減らし、胎

児に運ばれる酸素や栄養を少なくします。

また、赤ちゃんのそばの喫煙も呼吸機能へ

影響したり、SIDS（乳幼児突然死症候群）の

原因となることがあります。妊婦自身の禁

煙はもちろん、お父さんをはじめ周囲の人

も妊婦や赤ちゃんのそばでは、たばこを吸

うことをやめましょう。 

赤ちゃんの安全対策 

 
★誤飲★ 

赤ちゃんの誤飲の約半数がたばこです。たばこ

を食べると急性ニコチン中毒という危険な状態

になることもあります。たばこや灰皿は手が届

かないところに置きましょう。 

★火傷★ 

たばこを持つ大人が手を振り落とした高さは子

どもの顔の高さになることがあります。屋外で

の歩きたばこや育児中のくわえたばこは、火傷

の可能性が高くなります。子どものそばではた

ばこを吸わないようにしましょう 

たばこの他、お酒や薬

物の影響も含めて、胎

児や乳児への害につい

て書いても良いですね。 
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マタニティ教室など 

何本吸ったから、胎児に影響が出るということはわかりません。 

ただ、喫煙をしている妊婦は、喫煙していない妊婦より、赤ちゃ

んの体重が少なかったり、異常が出ることが多いというデータがあります。 

吸い方でも変わります。 妊娠したら禁煙 しましょう。 

　マタニティ教室では、いろいろな場面でたばこの害に関する内容を話すことができま

す。ここで一例を紹介します。 

◆医学的な話（妊娠の生理・機能について） 

　◎話す人：医師（産科医師）、助産師、保健師、看護師等 

　◎内　容：妊娠期の喫煙の影響について（13～15頁参照） 

1日何本吸うと、 

赤ちゃんに影響がでるの？ 

◆母乳などの影響（赤ちゃんの栄養） 

　◎話す人：医師(産科医師)、助産師、保健師、栄養士等 

　◎内　容：母乳への喫煙の影響（16頁参照） 

　　　　　  喫煙するお母さんから母乳を飲んだ赤ちゃんの症状（16頁参照） 

出産まで我慢したら、たばこを

吸えると思ったのに吸えないの？ 
母乳をあげなければ

吸っていいの？ 

赤ちゃんが飲む母乳は、お母さんの血液からできています。 

お母さんが吸ったたばこは、母乳を通して直接、赤ちゃんの体に

入るため赤ちゃんに対する影響は大きくなります。 

母乳は赤ちゃんの栄養になるだけではなく、免疫を高めたり、何

よりお母さんと赤ちゃんの絆が深まります。 

一番良いのは、妊娠を機に禁煙することです。 

赤ちゃんとたばこ、どちらを選びますか？ 
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一番良いのは、家族の人も禁煙することです。しかしどうしても禁煙できな

いときは、煙が家の中に入らないようにする必要があります。 

つまりベランダや外で吸う分煙方法が一番効果的ですが、どう

してもという場合は、お部屋を分けましょう。 

換気扇は、たばこの煙を排気しきれません。また、空気清浄機も

ガス状のものまでは、取り除けません。 

妊婦さんの通るところに、喫煙場所を設けないことが一番です。 

◆副流煙の影響（赤ちゃんの生活環境） 

　◎話す人：医師(産科医師)、助産師、保健師等 

　◎内　容：副流煙の害について（20～21頁参照） 

　　　　　  家庭内での分煙方法について（51頁参照） 

◆事故防止（赤ちゃんの生活環境） 

　◎話す人：医師(産科医師)、助産師、保健師等 

　◎内　容：赤ちゃんが誤飲しがちなもの、誤飲してしまったら（17頁参照） 

　　　　　  火傷について（18頁参照） 

夫は妊婦の私を気づかって、換気扇

の下で吸っています。これもだめなの？ 

事例紹介～赤ゃんがたばこを誤飲してしまったら～  

　1歳くらいになるとなんでも興味をもって、手で触ったり、口に入れて確かめます。 

・・・・ある家庭では、お父さんもお母さんもたばこを吸いますが、いつもは手の

届かないところに灰皿を置いていました。しかし、ある日うっかりして灰皿をダ

イニングテーブルの上に置きっぱなしにしてしまいました。子どもが灰皿のそ

ばで泣き叫んでいる様子で、たばこを飲んでしまったことがわかり、あわてて病

院に連れて行きました。病院で胃洗浄を行い、事なきを得たのですが、子どもの

苦しそうな様子をみて、禁煙を決意したのでした。・・・・ 

このように苦しい体験をすると、赤ちゃんの食欲まで影響を及ぼします。 

場合によっては、致死量を飲んでとりかえしのつかないことになる

可能性もあります。誤飲を絶対させないように家庭内の環境には気

を配りましょう。 
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◆禁煙したいとき（その他） 

　◎話す人：医師(産科医師)、助産師、保健師等 

　◎内　容：禁煙の効果（22～23頁参照） 

　　　　　　禁煙方法について（36～39頁参照） 

禁煙したいけれど、 

どうしたらいいの？ 

家族の方にも禁煙をすすめましょう 

新しい家族が増えるときは、家族の健康を見直すチャンスでもありま

す。妊婦や子どもを喫煙の害から守るために、この機会に家族の禁煙

もすすめてみましょう。 

まず、たばこの害を理解してもらい、赤ちゃんが無事に生まれるよう一緒に考

えていきましょう。また、依存のメカニズム、喫煙するときの状態を振り返って

もらい、禁煙に向けていきましょう。同じ禁煙仲間で支え合うのも良い

でしょう。 
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たばこを吸う前だったら、

母乳をあげてもいいの？ 

たばこを吸ってからどのくらい

たてば、母乳をあげられるの？ 

　母乳は、お母さんの血液からできており、たばこの中に含まれるニコチンな

どの有害物質は母乳を通して赤ちゃんの体に入ります。すると不眠、嘔吐・下痢、

頻脈等のニコチン症状が出現します。また、母乳ホルモンの分泌が低下し、母

乳が出にくくなります。 

　また、体が求めるニコチンの量は、人により決まっているため、本数を減ら

しても、深く吸ってしまう等、吸い方が変わり、結果的に母乳への影響は変わ

らなくなります。 

　授乳期間は、たばこは吸わないことが原則です。 

　たばこと母乳をどちらかで悩むときは、赤ちゃんの母乳

のメリットを考えてみてください。 

◆母乳等の影響（赤ちゃんの栄養） 

　◎話す人：保健師・栄養士等 

　◎内　容：母乳への喫煙の影響（16頁参照） 

事例紹介～両親が喫煙している赤ちゃんへの影響～  

　受動喫煙の影響を調べる検査のひとつに尿の中のコチニン（ニコチンの代謝産

物）があります。両親共に喫煙者で、お母さんが母乳をあげている赤ちゃん（4ヶ月）

にこの検査をしたところ、喫煙している人と同じくらいのコチニンの値が出てし

まいました。お母さんは、母乳にニコチンが移行することは知らず、早速正しい

知識を伝えました。 

（2）　育児期

健康診査・育児学級

　ミニ講座等で話せること 

母乳をあげているけれど、

何本まで吸って良いの？ 
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こんな場所にも気をつけて！ 

　お出かけのときの車の中、飲食店などの喫煙コーナー、肩車をしているとき

など、ついつい煙の流れを注意することを忘れてしまいます。気がつかない場

所でお子さんは煙をあびているかもしれません。 

　子どもがそばにいるときは、煙の流れに注意する、喫煙するときは子どもと

離れた場所で喫煙するなど、お子さんを煙から守りましょう。 

◆副流煙の影響（赤ちゃんの生活環境） 

　◎話す人：保健師等 

　◎内　容：副流煙の害について（20～21頁参照） 

　　　　　  家庭内での分煙方法について（51頁参照） 

家族が喫煙しています。同じお部屋

で空気清浄機を利用しています。 

これで大丈夫？ 

　空気清浄機は、煙の中の有害物質の一部は減らすことができますが、

一酸化炭素などのガス状のものは取り除けません。 

　赤ちゃんのいるお部屋には、たばこの煙が流れないことが必要です。

赤ちゃんと同じお部屋では、吸わないように頼みましょう。 

　空気の流れに注意してください。 
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こんなことも起こります 

●お父さんが飲んだジュース缶をつい灰皿代わりにして、机の上に置きました。 

　2歳になった子は、それを、見つけてごくり。ニコチン水を飲んでしまいました。 

　あわてて病院に行き、胃洗浄をしました。それ以来、ジュースを飲むことはも

ちろん、ご飯を食べるのも怖くなってしまいました。 

●くわえたばこで子どもと遊び、ついうっかり、たばこがぽろりと子どもの上

に落ちてしまい、火傷しました。たばこの火は約800度。眼だと失明の危険も

あります。 

　また、くわえたばこの場合、煙を常にあびさせることになります。 

 

子どもに接するときには、たばこグッズをそばに置くのはやめましょう！ 

◆事故防止（赤ちゃんの生活環境） 

　◎話す人：保健師等 

　◎内　容：赤ちゃんが誤飲しがちなもの、誤飲してしまったら（17頁参照） 

　　　　　  火傷について（18頁参照） 
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母子保健手帳交付時アンケート 

　多くの方の妊娠初期の喫煙状況が把握できます。喫煙している場合、早期に禁

煙支援に結びつけることができます。 

乳幼児健診時アンケート 

　アンケート項目の中に喫煙に関することを盛り込めば、妊娠期の喫煙状況を把

握できます。また、あわせて出産後の喫煙状況を把握できます。禁煙支援を行うの

は、育児期からになりますが、副流煙の害など家族向けの話をすることができます。 

母子カード 

　母子カードの中に、喫煙の項目を入れることで、妊娠から幼児期までの長期間

における喫煙状況を把握できます。このとき、家族の喫煙状況もあれば家庭の禁煙、

分煙を推進することができるでしょう。 

その他 

　行政で行う健康づくりに関するアンケートや地域の中で行っているサークルな

どいろいろな場所での調査は可能です。 

　あなたの地域は、喫煙状況はどのくらいですか？ 

　妊婦と子どもは、喫煙率をゼロにする！という目標を大きく掲げることができ

ます。 

2　母子を中心とした地域の喫煙状況の把握

喫煙率の調査はこの事業で可能です。 
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夫をはじめとする家族の喫煙状況 

　家族の喫煙は、妊婦や育児中のお母さんの喫煙状況に大きく影響します。また、

副流煙、誤飲・火傷等の事故のきっかけにもなります。家庭訪問や育児学級のとき

など、機会があれば家族の喫煙状況を調べてみると良いでしょう。 

 家族の禁煙は、家族の健康維持にもつながります。子育てを活用して家族の禁煙

にも貢献できると良いでしょう。 

　育児に関する相談にのるときは、さりげなく家族の喫煙状況も把握しましょう。

問診表の中に項目立てすることもできると思います。 

問診時や相談時では、家族の喫煙状況も把握しましょう 
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　子育て世代の喫煙率が高い（１頁参照）ことから、家族に喫煙者

がいることを前提に接する必要があります。また、家族がお子さん

と同じお部屋で喫煙している可能性も高いことが予測されます。 

　いきなり禁煙をすすめるのではなく、まず、育児全体をみながら、

禁煙意識を確認しましょう。また、他の育児相談とあわせて、「煙

の害」、「分煙方法」、「誤飲などの事故防止」など一般的な話からは

じめてみましょう。 

　相談関係を築いていき、いろいろな機会を利用して、禁煙意識を

高められると良いと思います。 

3　家庭訪問

　訪問は、家庭状況を把握するチャンスです。 

　喫煙の問題だけでなく、育児不安等、総合的に捉えていきましょう。

虐待の芽をつむこともできます。また、家族の喫煙状況を知ること

もできます。家族の健康問題として喫煙防止、禁煙支援に結び付け

られると良いと思います。 

訪問したら、部屋がたばこ臭い。 

でも、お母さんは喫煙していないという。 

どう指導すればいいの？ 
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　まず、育児環境について把握をしていきましょう。何

がストレスになるのか、育児について話せる人がいるか

等、話を聞くことからはじめて、育児ストレスの解消に

向けていきます。その中で禁煙の意志、家庭の喫煙環境

を把握し、禁煙支援に向けていくと良いでしょう。 

「育児のストレスからどうしてもた

ばこを吸いたくなる」と言われた。 

こんなときはどう答えればいいの？ 

　お母さんに禁煙の意志があれば、育児ストレスを理

解しながら、禁煙指導に結び付けましょう。たばこの害

を理解してもらったうえで、たばこを吸う時間を他の

ことに気を向ける、育児サークルを紹介する等、できま

すよね。 

　禁煙の意志がない場合は、お子さんへの影響をお話し、

子どもを喫煙の害から守るよう伝えましょう。 

「一人めの時は禁煙できたけれど、２人め

の出産後から喫煙再開してしまいました。

たばこを吸うときが息抜き時間だからや

められない。」こんなふうに言われた時、ど

う禁煙指導に結びつけたらいいのでしょう。 
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禁煙したい主な理由 

①健康を害したから、あるいは、体の調子が悪いので 

②今後、健康に良くない影響があると思って 

③経済的理由から 

④家族、知人から言われて 

⑤医者から言われて 

⑥周囲の人々の迷惑になると思って 

⑦自分の意志力を試したいと思って 

⑧子供や周囲の人々の手本になろうと思って 

⑨喫煙が社会的に受け入れられにくくなっているから 

例えば・・・・ 

・赤ちゃんに元気に産まれてきてもらいたい 

・子どもに病気になってもらいたくない 

・肌を美しく保ちたい、しわをつくりたくない 

・歯をきれいにしたい 

・子どもに「くさい」と言われたくない　等 

4　禁煙方法

（1）たばこがやめられない理由を理解しましょう。

（2）やめたい理由を確認しましょう。

た
ば
こ
の
依
存

ニコチンに対する
身体的依存

喫煙習慣による
心理的依存

ニコチンが体内から消失すると
　・イライラする
　・落ち着かない
　・集中困難　・だるい、眠い

・目覚めの一服
・仕事中
・お酒を飲みながら
・車の運転中

もっと具体的な

理由があると 

効果的です。 

自分なりの 

具体的な禁煙理由を 

みつけましょう。 
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たばこを吸わないメリット 

　　①たばこにしばられない人生を送る 

　　②自分の健康を守る 

　　③家族・同僚の健康を守る 

　　④子供の喫煙を防止する 

　　⑤地球の環境を守る 

　　⑥迷惑に気づかない無神経な人間にならない 

　　⑦火の不始末の心配がない 

　　⑧たばこ代がかからない 

その他身近なメリットを書き出すと良いでしょう。 

　　⑨子どもが病気になりにくくなる 

　　⑩自分の美しさが保てる 

　　⑪家族が仲良くできる 

　　⑫1年間のたばこ代で遊園地にいける　等 

（3）やめるといいことを書き出そう。

禁断症状に打ち勝つには 

　　①家族や友人に禁煙を宣言し、自分でたばこを吸いにくい環境をつ 

　　②ライター、灰皿など喫煙グッズを処分 

　　③喫煙のかわりに他の行動をとる 

　　　(水を飲む、深呼吸する、歯を磨く、ガムをかむ等） 

禁煙のメカニズムを把握し、吸いたくなるときの自分を確認しましょう。 

いつの間にか、たばこを忘れられているといいですね。 

（4）禁煙を実行する。

ニコチンは依存物質であり、たばこを吸う

のは「身体がほしがっているから」ということ、

この依存から回復することは大変であるこ

とを理解して指導に結びつけましょう。 
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①妊婦の価値観が多様化していることを認識する。 

②妊婦に対してはとりあえず、「○ヶ月」という禁煙目標を短く設定してみる。 

③家族も禁煙するようにすすめる。 

④気分転換などは、体を使う方法ではなく、他の方法で行うようにアドバイスする。 

⑤保健従事者として「赤ちゃんになりかわって伝えます」と妊婦に指導する。 

⑥赤ちゃんとたばことどちらに価値観があるかを考えてもらう。 

⑦副流煙などの影響を話す。 

⑧コスト意識（１日１箱で年間10万円くらい）をもってもらう。 

⑨「禁煙がストレス」というのは、言い訳の場合も多い。他のことに興味をもって

もらう。 

（5）妊婦、育児期間の禁煙指導のポイント
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5　禁煙したくない人に向かって話せること

　禁煙したくない人に対しては、受動喫煙など他人に影響を与えることへの配慮や、喫

煙マナーについて話していき、機会があれば禁煙に結びつけましょう。 

煙の行方に注意しましょう。 

　たばこの煙がこもる部屋では受動喫煙に注意しましょう。また、路上でも非喫煙者に

配慮して、煙の行方に注意しましょう。 

　特に妊婦や子どもは、副流煙の影響を受けやすいので、たばこを吸うときは周囲に気

を配ることが必要です。 

　また、たばこの火は火傷の原因です。歩きたばこもしないようにしましょう。 

置きたばこ、たばこの吸い殻を放置しない。 

　置きたばこは副流煙を増やすとともに、子どもの誤飲、火傷の原因になります。また、

たばこの吸い殻も同様に事故の原因となります。 

　子どものそばには、たばこを置かないことが原則です。たばこの吸い殻の始末もきち

んとしましょう。 

受動喫煙防止対策 

　健康増進法25条（42頁参照）では、人々が利用する施設の管理者に受動喫煙防止対策

を講じなければならないことを定めています。公共施設等で、分煙対策が講じられてい

ないときは、この法律があることを伝えましょう。 
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6　禁煙支援をするために必要なこと

まずは、武器としての知識をもちましょう。 

　子育て期世代の価値観の違い、家族の喫煙、ニコチンの依存性等、たばこをやめにくい

状況を理解したうえで、武器としての知識を十分にもちましょう。 

　また、１回でたばこの害をすべて説明するのではなく、あらゆる機会を利用して適切

な指導をしていくことが大切です。 

　さらに、禁煙したい人には、相談にのっていくことが大事です。 

　禁煙支援をする人（医師、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士等）は、皆が同じような

知識をもてるようにしましょう。 

指導のイメージをもちましょう。 

　実際の事例等を通し、指導のイメージをもちましょう。 

　定期的に勉強会等を開き、相談の時のシュミレーションをしてみると良いでしょう。 

模擬事例１（禁煙意識がある場合）－乳児健診－  

　母29歳、父33歳、第1子。 

　母は、出産するまでは、会社員として働いていたが、出産を機に退職し、今は子

育てに専念している。 

　夫は、会社員。残業続きで毎日夜遅いが、休みの日等は育児を手伝ってくれる。

赤ちゃんは、母乳も良く飲み、今回の健診でも順調に体重が増えていた。 

　今回は、問診表に「心配事がある」と記入があり、個別相談に回ってきた。 

　お母さんは、大学に入学したころから喫煙を始めた。会社員時代は、ストレス

もあり、1日1箱程、吸っていたが、妊娠を機にやはり良くない思い、禁煙した。 

　しかし、出産後初めての育児で不安であることや、日中赤ちゃんと2人きりで

あることから、イライラがつのり、ついつい夫のたばこ1本を吸ってしまい、喫煙

を再開してしまった。現在、1日5本程度吸っている。 

　母乳栄養のこともあり、喫煙直後は母乳を飲ませないようにしている。禁煙し

たいと思っているが、ついついいらいらしたときにたばこに手を出してしまう。 

1　乳児健診の場面でのアドバイス方法を考えてみましょう。 

2　自分の担当場面でできることは何ですか？ 

　各職種で考えてみましょう。 
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模擬事例２（禁煙意識がない場合）－新生児訪問－  

　母23歳、父23歳。第1子。 

　妊娠前から両親とも喫煙していたが、妊娠時に母子保健手帳にたばこの害が書

いてあり、それをきっかけに母は禁煙した。 

　しかし、出産後に喫煙を再開。子どものそばでは吸わないが、1日10本ほどの喫

煙をしている。夫も家にいるときは、喫煙している状況。 

　児は、2,500グラムで出生。特に異常は認められない。 

　今回、新生児訪問の依頼があり、生後30日で訪問した。 

　体重は3,600グラム、母乳で育てている。訪問時たばこの臭いがしたため、質問

したところ、生後20日位から我慢できずに喫煙を再開したとのこと。今のところ

禁煙の意志はない。 

1　訪問時に把握する情報は何ですか？ 

2　今後、どのように禁煙支援に向けていきますか？ 

模擬事例３（周囲に禁煙意識がない場合）－母親学級－  

　妊婦28歳、夫30歳。夫の家族と同居。 

　妊婦は喫煙歴はなし。夫は、妻の妊娠をきっかけに禁煙をしたが、夫の両親と

弟が喫煙をしている。 

　妊婦自身は、たばこの煙が嫌であるが、同居であるため、強くは言えない。食事

中や団欒時にも誰かが喫煙している。 

　今回、母親学級で副流煙の害を聞いたことがきっかけで、「なんとかしたい」と

相談があった。 

1　この妊婦の相談に何を伝えていきますか？ 

2　今後、どのように相談にのっていきますか？ 
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