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今年も“暑い”夏休みでしたが、どんな毎日でしたか、長期休暇ならではの色々な経験ができたことで

しょう。そんな１ヵ月もあっと言う間に過ぎてしまい、もう少し休みが欲しいと思っているでしょうが、２学

期は始まりました、気持ちを切り替えて学校生活を充実させて下さい。 

さて、５月に実施した「タバコに関する意識調査」の結果を紹介します。右下の回答をまとめた一覧

表を見てください。『大人になったらタバコを吸う』と答えた人は１１４５人中、たった２５人でした。『タバ

コはかっこ悪く、一生吸わない』と思っている和工生が圧倒的大多数です。 

 

 産業デザイン科  奥田 恭久 
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回答数  

 

（％） 
昨年 

（％） 

1 669955  タタババココをを吸吸ううののはは、、かかっっここ悪悪いい  61 55 

2 4499  タタババココをを吸吸ううののはは、、かかっっここいいいい  4 6 

3 1062 
タバコを吸うのは、自分にもまわりの

人にも有害だ 
93 91 

4 46 
タバコを吸うのは、本人の勝手で誰に

も迷惑かけない 
4 5 

5 999922  一一生生、、タタババココはは吸吸わわなないいつつももりり  87 83 

6 2255  大大人人ににななっったたらら、、タタババココをを吸吸ううつつももりり  2 3 

7 659 友達がタバコを吸うのは、イヤだ 58 55 

8 308 友達がタバコを吸っても、平気だ 27 29 

9 576 先生がタバコを吸うのは、イヤだ 50 48 

10 341 先生がタバコを吸っても、平気だ 30 32 

11 768 家族がタバコを吸うのは、イヤだ 67 65 

12 229 家族がタバコを吸っても、平気だ 20 22 

13 949 タバコを吸うと、ガンになる 83 83 

14 26 タバコを吸っても、ガンにならない 2 2 

15 52 タバコの値段は、安い 5 4 

16 989 タバコの値段は、高い 86 87 

17 884444  学学校校ででタタババココをを吸吸っっててほほししくくなないい  74 69 

18 114444  学学校校ででタタババココのの煙煙をを見見ててもも、、平平気気だだ  13 14 

19 263 
そのうち、学校でタバコを吸う人はな

くなる 
23 24 

20 596 
永久に、学校からタバコを吸う人はな

くならない 
52 51 

総数 1145    
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前回紹介したアンケート結果によると「タバコの値段は高い」と思っている人が８６％もいましたが、タ

バコっていくらするか知っていますか。 

現在、ほとんどのタバコは１箱２０本入りで４４０円前後です。コンビニなどで販売しているお弁当と同

じぐらいなのですが、下の図を見てください。じつは、４４０円のうち２７７.４７円が税金なのです。通常

の商品には８％の消費税がかか

りますが、タバコには、それ以外

に「国たばこ税」「地方たばこ税」

「たばこ特別税」という３つの税金

が含まれていて、その合計は本

体価格を上回っているのです。 

 

ちなみに、左下のグラフを見て

ください。タバコ以外にも税金が

課せられている商品はありますが、

タバコの税率がダントツです。どう

してこんなに高いのかは別の機

会に紹介しますが、とにかく「こん

なに高くても、タバコは売れてい

る」のです。 

 

その大きな理由は、ニコチン依存症になってしま

った喫煙者にとっては「高くても買う」しかないからで

しょう。見方を変えれば、ニコチン依存症の人がいる

限りタバコの値段が高くても売れ続けるとも言えるの

です。 

 

皆さん、この事をどう思いますか。 

「こんなに税金を払うなら、タバコに手を出さんとこ」

と思う人もいれば、「なんか、ずるい税金の取り方」

だと感じる人もいるかも知れませんね。 

タバコはその煙が有害なだけではなく、商品とし

ても特異な存在です。 

 産業デザイン科  奥田 恭久 
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JTたばこ税の仕組みサイトから 



喫煙者の医療費推計 

         

 

タバコには、「消費税」「国たばこ税」「地方たばこ税」「たばこ特別税」という４つの税金が含まれてい

て、その合計は２７７．４７円にもなります。喫煙者はタバコを買うたびにこの税金を払っているのですが、

日本全体では、その総額はいったいどれぐらいになるでしょうか。 

日本たばこ産業㈱の発表によると、昨年（２０１６年度）の販売本数は１，０６２億本だったそうです。と

言うことは、下図の計算のようにタバコの税金の総額は約１兆５千億円にものぼる事がわかります。これ

ほどの税収があれば、国や地方自治体の運営に大きく貢献していると言えます。なので、タバコを買う

人が多いと行政的には助かるように見えます。 

タバコの税金は、今から１５０年近く

前の１８７５年から徴収されていて、国

や地方自治体の予算に組み込まれて

います。つまり行政はタバコの税金を

あてにしているので、タバコの販売を

なくす訳にはいかないのです。 

 

しかし、タバコは人体に有害な事は

明らかです。喫煙を続ける人が多いと

健康被害は大きくなり、そのための医

療費は増大することになります。 

 

そこで、左下図を見てください。厚

生労働省の研究班が２０１４年度の喫

煙関連の医療費の推計をしています。 

喫煙者本人にかかる医療費は１兆１７

００億円、それに加えタバコを吸わない

のに受動喫煙の被害を受けた人にかか

る医療費は３２３２億円となっています。合

計すると約１兆５千億円、タバコの税収と

ほぼ同じです。 

 

人々の健康を犠牲にして税金を得ても、

同じだけ医療費で支出しているのですか

ら、わざわざタバコに頼る必要はないと思

いませんか。 

 

 産業デザイン科  奥田 恭久 
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277.47 円 ÷ 20本＝13.9円 

13.9円 X 1,062 億本＝11 兆兆 44776611 億億円円 

JTたばこ税の仕組みサイトから 

毎日新聞ニュースサイトから 



タバコには税金が多く課せられているので値段は高い事を紹介してきました。ところがところが・・・

下図のグラフを見てください。なんと日本のタバコは米国、英国、オーストラリアの半額にも満たないほ

ど安いのです。 

しかも、オーストラリアでは値上げが継続していて、一番下の表にあるように２０１５年時点で１箱ほぼ

２０００円、今後も喫煙者を減らすために、税金を毎年１０％以上引き上げる事が決まっているそうです。

すると２０２０年には３２００円になる見込みだそうです。 

オーストラリアは高すぎますが、日本のタバコは安すぎるように思えませんか。 

 産業デザイン科  奥田 恭久 
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ドイツ銀行調べ（２０１５年） 

1 位：オーストラリア・メルボルン ＄18．45（約 1923 円） 

2 位：オーストラリア・シドニー  ＄16．92（約 1764 円） 

3 位：ニュージーランド・オークランド ＄15．81（約 1648 円） 

4 位：ニュージーランド・ウエリントン ＄15．05（約 1569 円） 

5 位：イギリス・ロンドン  ＄13．35（約 1392 円） 

 

6 位：アメリカ・ニューヨーク ＄13．00（約 1355 円） 

7 位：イギリス・エディンバラ ＄11．87（約 1237 円） 

8 位：アメリカ・シカゴ ＄11．00（約 1147 円） 

9 位：アメリカ・ボストン ＄10．00（約 1042 円） 

10 位：シンガポール  ＄9．46（約 986 円） 

 



前回、タバコの国際的な価格は日本より、かなり高い事を紹介しましたね。喫煙による健康被害を減

らすためなのですが、これは『たばこ規制枠組条約（FCTC1）』という世界保健機関（WHO）が策定した

国際条約があるからなのです。その主だった条文は下表のとおりで、日本を含む世界の１６８カ国がこ

の条約を守ることを約束（批准）しています。 

この条約は２００５年に発効してから１２年を経過しているので、多くの先進国ではタバコ対策が進ん

でいます。それらの国では一箱１０００円前後もするのに、日本はその半額以下です。さらにパッケー

ジの５０％以上に「タバコは健康に有害である」警告を表記しなければならないのに、日本のタバコは

ほとんど気付かない程度にしか表示されていないなど、我が国のタバコ対策はかなり遅れています。 

このように現在の日本はタバコに関する国際的な流れに乗り遅れていますが、この国際条約を批准

しているのですから、今後は価格がさらに上がり、タバコはもっと買いにくくなるでしょう。 

 

 産業デザイン科  奥田 恭久 

                                                   
1 FCTC: Framework Convention Tobacco Control 
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だから外国の
タバコは高い。 

オーストラリアのタバコは、こん
な写真と警告が印刷されている。 

日本でもタバコ

のＣＭはない。 

でも 

低価格で警告は

目立たない。 



未成年者の喫煙は「未成年者喫煙禁止法」で禁止されています。だから、君たち高校生が喫煙すると法律違

反なのですが、現実には隠れて喫煙をしている生徒の割合は下図のとおりです。 

君たちが生まれる前（１９９６年と２０００年）の男子高校生は３人に一人が喫煙者だったなんて、今で

は信じられない事態でした。当時は多くの高校生が「タバコはかっこいい」と思っていました。しかし、タ

バコは人体に「百害あって一利なし」という事実を学んだ現在の高校生は、２０１４年のグラフが示すと

おり３０人に一人にまで激減しています。 

「隠れてまで、タバコを吸うなんて馬鹿げている」という事ですかね。 

 産業デザイン科  奥田 恭久 
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厚生労働省「最新たばこ情報」サイトから 

上側  （月に１度でも喫煙した者） 下側  



 

タバコの正しい知識を持てば「一生タバコは吸わない」という態度をとる事はできますが、そんな知

識を持つ前の１０代の若者にとっては、好奇心や興味本位で喫煙を開始してしまうケースは少なくあり

ません。じつは、若いうちに喫煙を開始してしまうと下図に示すような事態を招きます。 

 

まず、１０代から吸い始

めると、当然喫煙年数が

長くなります。するとそれ

だけタバコの毒に冒され

る程度は大きくなるので、

上側のグラフにあるように、

肺がんの死亡率が非喫

煙者に比べると５．７倍に

もなるのです。 

 

さらに、下側のグラフは

「若い脳ほどニコチン依

存が強まる」という事を示

しています。つまり、未成

年のうちからタバコを吸い

始めるとタバコをやめる事

が難しくなると言えるので

す。 

 

だから、タバコの正しい

知識は大人になるまでの

できるだけ早い時期に身

につけておくに越したこと

はありません。 

 

産業デザイン科  

 奥田 恭久 

  

（一社）日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会 HP から 
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横浜市健康福祉局「禁煙 NOTE」サイトから 



写真の２人は双子です。「えっ、そうなん？」と思いませんか。だって、とても同い年には見えません

からね。じつは、２０年間タバコを吸い続けた場合（左）と吸わなかった場合（右）を化粧でシミュレーシ

ョンした写真です。タバコが顔の老化を早める事を強調した警告画像なのです。 

 

だから実際に、こんなに老けた顔になるかどう

かはわからないのですが、シミュレーションのもと

になるようなデータは存在しています。下のグラ

フを見てください。４０歳代の女性において、喫

煙者と吸わない人では、顔のしわの割合に大き

な差がありますよね。 

タバコに含まれるにニコチ

ンは、血管を収縮させる作用

があります。つまり血流が少

なくなり肌に酸素が届きにくく

なるので、しわが多くなります。

また、しみの原因となるメラニ

ン色素を抑える効果があるビ

タミンＣが壊されるので、しみ

も増えるという訳です。 

 

そのほかにもタバコを吸うと

下のポスターにあるように、健

康はもちろん美容にもよくあり

ません。 

 

これは女性だけではなく男性も同

じです。タバコを吸うのもカッコ良く

ないですが、タバコによる老け顔（ス

モーカーズフェイス）も、カッコ悪い

ですよね。 

 

産業デザイン科  奥田 恭久 
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ファイザー「すぐ禁煙..jp」トから 

徳島県「たばこと健康」サイトから 



前回、喫煙者の顔にはシミやシワが増えてスモーカーズフェイスになってしまう事を紹介しましたね。

つまり老化が早まるわけですが、その原因のひとつに“活性酸素”と呼ばれる酸素が関係しています。

“活性酸素”は通常の酸素よりも酸化させる力が強いので活性酸素が体内に多くなると、金属が酸化

すると錆びるように、カラダも酸化して老けていくと言うわけです。 

 

では、体内に活性酸素が増える要因は何かと言うと、下図にあるように紫外線、喫煙、ストレスなの

です。タバコを吸うと体内の活性酸素が増え、顔のシミやシワが増えるのですが、じつはそれだけでは

ありません。活性酸素が増

えると、もっと具合の悪い事

がおこります。 

 

左下の図は、血管の断面

図です。血液中に活性酸素

が多くなると、血管の内皮細

胞が活性酸素によって傷つ

けられます。すると、その傷

口からＬＤＬコレステロール

が入り込み、血管の内皮が

だんだん厚くなるのです。そ

うなると、その部分の血管は

細くなり血液が流れにくくな

ります。これが「動脈硬化」と

呼ばれる現象です。 

 

血管が細くなり血液の流

れが悪くなったり、最悪の場

合詰まってしまえば大変な

事態になります。 

怖いですよね。タバコは

血管にもダメージを与えるの

です。 

産業デザイン科   

奥田 恭久  
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茶カテキン情報センターHP から 

公益財団法人日本心臓財団 HP から 



喫煙は血管にダメージを与え”動脈硬化“の原因となります。血管は体内の隅々にまで張り廻られて

いて、その長さの合計は１０万キロ㍍におよぶと言われています。人間一人の血管をつなぎ合わせると、

なんと地球２周半もしてしまうほどの長さです。そのうち９５％は目に見えない細さの毛細血管なのです

が、１mm程度より太い動脈と静脈だけでも５０００キロ㍍もあります。 

 

タバコを吸い続けると、その動脈の内側が傷つけられ傷口がだんだん厚くなる“動脈硬化”が進行し

ます。５０００キロ㍍もあるどのあたりでこの現象が発生するかは予測できません。それに傷口が厚くなり

血管内部が狭くなっていても、本人にはまったく自覚症状がありません。動脈硬化が進行している事

に気付かないでいると下図にあるように、ある日突然血液の流れが悪くなったり、止まってしまったり、

さらには血管が破れてしまうかも知れません。もし、その箇所が心臓であれば「狭心症」や「心筋
しんきん

梗塞
こ う そ く

」

と呼ばれる病気を発症します。そして、そ

れが脳であれば「脳
のう

梗塞
こ う そ く

」を発症します。

いずれも命に関わる緊急事態で即座に処

置が必要です。 

 

ところで、タバコは血管を傷つけるのと

同時に血圧と心拍を上げる作用もありま

す。これは、タバコに含まれるニコチンが

交感神経を刺激するためで、この様子は

下図のグラフに示すとおりです。 

 

血圧と心拍が上がるということは、動脈硬化

で狭く硬くなった血管に多くの血液を勢いよく

流そうとする訳ですから、痛んだ血管には非

常に大きな負荷がかかり、さらに血圧もあがり

ます。つまり、タバコを吸い続けると動脈硬化

と血圧上昇の悪循環に陥ります。 

 

だから、喫煙年数が長くなると

「ある日突然」緊急事態に見舞わ

れる危険度が増します。 

 

産業デザイン科 奥田 恭久  
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阪和記念病院 HP から 

国立循環器センターHP から 



心臓を構成する筋肉は心筋と呼ばれ、一分間に７０回前後の収縮・緊張を繰り返しています。一日

あたりに換算すると毎日約１０万回も動き続けているので、心筋には十分な酸素と栄養が必要です。

心筋に酸素と栄養を届けているのが、下図に示す“冠状動脈”で“右冠状動脈”と“左冠状動脈”に分

かれ心臓全体をカバーしています。 

喫煙などが原因で、この冠状動脈に動脈硬化を発生することがあります。動脈が硬化して血流が少

なくなると心臓を動かす血液が不足するので、胸に痛みや圧迫感を感じるようになります。その度合い

は様々なのですが強い痛みを伴う場合もあるようです。これが「狭心症
きょうしんしょう

」と呼ばれる病気です。そして、

冠状動脈がさらに狭くなって完全にふさがって血液が止まったままになると、その部分の心筋細胞が

死んでしまいます。これが「心筋
しんきん

梗塞
こ う そ く

」という病気です。この場合も強い胸の痛みに襲われる事が多く、

「狭心症」は長くても３０分程度で痛みがおさまるのに対し、「心筋梗塞」はそれ以上続くと言われてい

ます。 

心筋梗塞を発症すると時間が経過するほどに壊死する心筋が増えていきます。全身に血液を送る

心臓の筋肉が死んでいくのですから、速やかに処置をしないと命に関わる深刻な事態を招きます。突

然発症する急性心筋梗塞は死亡率が高く、特に４８時間以内の死亡が非常に多いと言われています。

だからもし、発作に遭遇した場合は大至急、救急車を呼ばな

ければなりません。 

 

こんな状況を想像しただけでも気持ちが重くなりませんか。

そして、自分の身にこんな事が起こるなんて考えたくないで

すよね。 

だから、タバコに手を出してはいけません。 

 

産業デザイン科 奥田 恭久  

タバコは血管にダメージを与え、その結果“動脈硬化”をお

第１１話 

話 

話 

SSeerriiaall  nnuummbbeer 552277 
 

家庭の医学 HP から 

「頭痛や編頭痛による危険な病気と対処法【まとめ】」サイトから 



こし、血管が詰まったり破れたりします。そして、それが心臓でおこった場合は“心筋
しんきん

梗塞
こ う そ く

”や“狭心症
きょうしんしょう

”

と呼ばれる命にかかわる病気になる事はすでに紹介しましたね。同じように重要な脳の血管が詰まっ

たり破れたりすると、こちらも命にかかわる病気になります。 

 

下図に示すように、脳の血管に関係する病気全体は“脳
のう

卒中
そっちゅう

”と呼ばれ、大きく３つの種類がありま

す。それらは脳の血管が詰まる“脳
のう

梗塞
こ う そ く

”、脳の表面の太い血管が破れる“くも膜下出血”、脳の中の

細い血管が破れる“脳出血”です。脳は体の様々な機能をコントロールしているので、脳卒中を発症

すると命にかかわる事はもちろんですが、一命は取り留めたとしても寝たきりになるケースや、何らかの

後遺症が残る確率が高くなります。 

例えば大脳を損傷すると、運動麻痺や感覚障害、ろれつが回らない、言葉が出ないなど言語障害

が残ります。脳幹や小脳の場合はモノが二つに見えたり、ふらつくなどの症状がでるそうです。 

 

怖いですよね。こん

な病気にならないよう

に気をつけようと思い

ませんか。 

そのためには血管を

大切にしなければなり

ませんが、左下図にあ

るように血管にダメー

ジを与えるタバコを吸

い続けると脳卒中の発

症リスクが１．５倍にな

るそうです。 

 

だから、やっぱりタ

バコに手を出すべきで

はありません。 
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動脈硬化が心臓で起こると“心筋
しんきん

梗塞
こ う そ く

”や“狭心症
きょうしんしょう

”、脳で起こると“脳
のう

卒中
そっちゅう

”や“脳
のう

梗塞
こ う そ く

”になります。

どちらも命にかかわる病気である事を紹介してきました。しかし脳や心臓以外でも動脈硬化はおこりま

す。たとえば、手や足の血管が狭くなったり詰まってしまう病気は、下図にあるように“閉塞性
へいそくせい

動脈硬化

症”と呼ばれます。 

この病気は手足に十分な酸素や栄養が行き届かなくなるので、軽度のうちは手足がしびれたり冷た

く感じられる症状がでます。病状が悪化するにつれて歩くと痛みがでたり、さらには安静時にも痛みが

持続するようになり、最悪の場合

は足の一部が壊死するので切

断しなければならなくなります。

命を守るために足を切断しなけ

ればならなくなるのですから、心

筋梗塞や脳卒中と同じように大

きな病気です。 

 

そして、この病気にかかりやす

いのは喫煙者なのです。くり返し

伝えてきたとおり、タバコは血管

にダメージを与える大きな要因

ですからね。 

 

タバコを吸い続けると少しず

つ血管が傷ついていますが、そ

の様子は目に見えないうえに痛

みも伴いません。でも、もしかす

ると足を切断しなければならなく

なるなんて・・・想像できますか。 

 

そんな可能性があるタバコに、

わざわざ手を出すべきではあり

ません。 
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タバコを吸い続けると血管が傷み、いろいろな病気につながる事を紹介してきましたね。心臓や脳、

それに手足に起こる病気を知ってもらいましたが、じつは喫煙は眼の病気にも関係している事を知っ

ているでしょうか。 

 

眼の構造を示した上図を見てくださ

い。光が集まる網膜の中心にある黄斑
おうはん

（点線内）という部分に異常があると右

にあるように、ものがゆがんだり、ぼやけ

て見える症状がでます。 

この病気は年をとれば誰にでも起こ

る可能性があり、５０歳以上で発症する

ことが多いので「加齢黄斑
おうはん

変性
へんせい

症」と呼

ばれているのですが、とくに喫煙者に

多く発症すると言われています。 

 

原因は黄斑にある毛細血管が詰まることがきっかけで発生する新生血管だそうです。この新生血管

は正常な血管ではないため破れて出血をおこしやすく黄班に異常がおこるわけです。やはり喫煙が

血管にダメージを与える事と関係がありそうです。だから加齢黄斑変性症の予防には禁煙が非常に重

要です。もっとも、はじめから全くタバコを吸わないに越したことはありません。 

 

加齢黄斑変性症の患者は全国に約６９万人（平成２３年度の推計）もいるそうです。そして、喫煙が

眼の病気の原因となる事も知っておいて下さい。 

産業デザイン科 奥田 恭久 

 

  

第１４話 

話 

話 

SSeerriiaall  nnuummbbeer 553300 
 

カイバナ眼科クリニック HP から 



タバコには火をつけなければ煙はでません。通常、ものが燃えると空気中の酸素と反応して炎が発

生しますが、タバコは煙しかでません。酸素が燃えると二酸化炭素が出る事は知っていますよね。しか

し煙しかでないタバコの燃焼は不完全燃焼に近いので“一酸化炭素（CO)”が多く発生します。つまり、

喫煙者とその周りの受動喫煙をうける人は、一酸化炭素を多く吸い込んでいることになります。 

 

だから、喫煙者の呼気（はき出す息）の一酸化炭素濃度を測定すると下表のような結果になるそうで

す。タバコを吸わない人の息にはほとんど含まれませんが、ヘビースモーカーになるほど濃度は高く

なっていますよね。それだけ体内に一酸化炭素

が存在しているという事です。 

 

じつは、この“一酸化炭素”は危険な物質であ

る事を知っていますか。人体は血液を通して全

身に酸素を運んでいます。血液の中で酸素を運

んでいるのがヘモグロビンなのですが、一酸化

炭素は酸素よりヘモグロビンと結合する力が２０

０倍も大きいのです。だから、体内に一酸化炭素

が多くなると多くのヘモグロビンが一酸化炭素に

奪われてしまい、体内が酸素不足になってしま

います。 

 

すると、一番下の表

のように一酸化炭素

（CO)濃度が高くなるほ

どに頭痛や嘔吐などの

症状がで始めて、極度

に濃度が高くなると酸

欠で死亡に至ります。 

 

タバコの煙には、こん

な危険な物質が含まれ

ています。 

 

産業デザイン科  

奥田 恭久 

 

  

第１５話 

話 

話 

SSeerriiaall  nnuummbbeer 553311 
 

メディマグ「糖尿病」サイトから 

「看護 roo!」サイトから 

高崎市「もてき脳神経外科」HP から 



タバコの煙には一酸化炭素が含

まれています。この一酸化炭素は

血液中のヘモグロビンとの結合力

が大きい事を前回紹介しましたね。

だからタバコを吸うと、本来酸素を

全身に運ぶべきヘモグロビンが一

酸化炭素に奪われてしまい、体内

は酸欠状態になります。 

左図にあるように、喫煙習慣があ

る人は慢性的な酸欠状態となり、結

果的に免疫力が低下します。する

とウイルスや細菌などを体外に排

出することができず、感染しやすく

なるのです。 

 

また、体内が酸欠になると、運動

能力にも影響します。下のグラフを

見てください。１２分間でどれだけ

の距離を走れるかテストした結果で

す。持久走は“有酸素運動”と呼ば

れるほど酸素を多く必要とするので、

体内に一酸化炭素が多い、酸欠状

態の喫煙者は不利になる事を証明

するかのようなグラフです。 

つまり、喫煙習慣のあるスポーツ

選手は、それだけで損をしてしまう

わけです。 

 

タバコを吸っていると病気には

なっていなくても、日常生活をむや

みに苦しくしてしまいます。 
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私たちが無意識のうちに吸い込み続ける空気

には様々な物質が含まれています。人間の眼に

は無色透明にしか見えませんが、その中には人

体に有害なものも含まれています。例えば顕微鏡

でしか見ることができない小さな細菌やウイルス

などが含まれている事もありますが、そんな事を

知らずに吸い込んでしまうとどうなるでしょうか。 

じつは人体には、そんな事態に対応する仕組

みがあります。左図にあるように、気管にある粘液

と線毛が異物を体外に排出する働きをしています。

粘液が取り込んだ異物を線毛がゆらゆら動いて

口へと運び、咳や痰とともに体外へ排出するわけ

です。 

ところが、タバコを吸うと下の写真のように、そ

の有害な成分のせいで線毛がダメージをうけ、部

分的に脱毛してしまいます。すると異物を排出す

る働きが低下します。 

つまり、タバコは細菌やウイルスが体内に侵入

するのを助けてしまうのです。 
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