
【はじめに】近年、我が国において禁煙支援を取り
巻く環境は大きく変わり、社会環境が次第に整備さ
れ、禁煙に関する国民的意識が高まってきました。
今年2月1日厚労省の≪がん対策推進協議会≫では、
10年後の喫煙率を12.2% に減らすという目標をあ
げました。平成17年4月より、禁煙治療が保険適
用となり専門機関による禁煙治療が可能となりまし
た。当院では禁煙外来を平成17年11月より開始し、
7年経過しました。
禁煙補助薬として、以前は長時間作用型のニコチン
製剤＜ニコチンパッチ＞を用いていましたが、現在
はニコチンを含まない経口禁煙補助薬を使用してい
ます。

平成18年4月から平成24年3月までの、1年間の受

診者数は、平均18.6名　成功率は平均38.3% でした。

禁煙外来での看護師の役割は、生活、環境の変化、
家族の反応などを考慮し、患者さんが禁煙行動を継
続できるよう援助していくことです。
禁煙外来では12週間に5回の診察を行います。初
診時には禁煙宣言書を書いてもらいます。また、受
診時には呼気一酸化炭素濃度測定を行うとともに、
看護師は禁煙日記をみながら生活習慣の中で喫煙行
動を確認し、喫煙環境・習慣を見直すことを患者と
ともに行っています。5回目の診察日に禁煙に成功
した患者には、表彰状を渡しています。看護職の介
入により禁煙効果は、1.5倍に高まると言われてお
り、指導の重要性を感じ、禁煙日記の改善　予約表
の作成　パンフレットの作成を行ったので報告しま
す。
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禁煙外来とは…？  
Ｑ：目的は？ 
Ａ：煙草をやめたいと明確な意思を持つ患者に対してニコチン依存や 
  離脱症状を抑えるための禁煙補助薬を使用することで、長年の  
  喫煙行動、習慣を改善する。 
 
Ｑ：保険は使えるの？ 
Ａ：医療保険を使った禁煙治療。 
 
Ｑ：いつから始まったの？ 
Ａ：当院ではH17年11月から開始。毎週水曜日！内科外来にて！ 
 
Ｑ：使う薬は？ 
Ａ：当院では長時間作用型のニコチン製剤【ニコチンパッチ】から 
  ニコチンを含まないタイプの経口禁煙補助薬に移行。 

   H１８年～H２３年度 禁煙成功者数 
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研究方法については、スライドを参照してください。

【禁煙日記の改善】以前の禁煙日記は、記録用紙が
小さいため書き込みにくく、受診時に持参される患
者が少ないため禁煙状況が把握しにくいものでした。
また、禁煙できていても離脱症状や薬の副作用など
症状を記入する欄がなく、分かりにくいため改善し
ました。禁煙できた ? の欄では、＜ YES　NO ＞
でチェックを行います。また、薬の副作用として吐
き気を伴うため、チェック欄をもうけました。気に
なる症状と禁煙の効果に関し、相談したいことなど
を記入する欄を設けました。受診時に、禁煙日記を
元に喫煙行動を確認し、喫煙環境、習慣の見直しを
行い、禁煙が継続できるよう支援しました。

【予約票の作成】禁煙日記を必ず受診時に持参し、
治療中分からないこと、不安なこと、薬に関する質
問などあればいつでも連絡できるよう予約票を作成
しました。

【パンフレットの作成】今回、禁煙外来で使用する
パンフレットを作成しました。内容は、＜タバコを
やめると良いことがたくさんあります。＞＜吸いた
くなった時の対処法＞＜患者様のおうちの方へ＞な
どです。

【結果　考察】禁煙日記の改善では、禁煙に対する

★禁 煙 外 来 の流れ★ 

禁煙外来の対象者は？ 
①スクリーニングテストでニコチン依存症と診断された！ 
②ブリンクマン指数＜1日の喫煙本数×喫煙年数＞が 
  200本以上！ 
③今すぐ禁煙したい人！ 
④禁煙治療を受けることに文書で同意した人 

禁煙宣言書      

1１2週間に5回の診察。診察時には呼気一酸化炭素濃度測定。 

禁煙成功！ 
おめでとう（＾３＾）V 

（12週間後） 

2週 2週 4週 4週 

薬を徐々に増やしていきます 内服継続 

初診 2回目 3回目 4回目 5回目 

診察 （2週間後） （４週間後） （8週間後） 

研 究 方 法 

研究期間：平成23年8月～平成24年3月 

研究対象：禁煙外来受診患者 

研究方法： 

②禁煙外来受診予約票の作成 
①禁煙日記の改善 

③禁煙外来パンフレットの作成 
 
 

受診 喫煙本数 ニコチンパッチ ニコチンガム 体重
1日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
2日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
3日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
4日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
5日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
6日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
7日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
8日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏

12日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
13日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
14日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
15日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
16日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
17日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏
18日目 　　/ 　　　　　本 　　　　　　個 　　　㎏

禁煙開始

【禁煙外来通院患者が今まで使用していた禁煙日記】 
 
問題点：記録用紙が小さく書き込みづらい。 
    受診時に持参しないので、日常生活での 
    禁煙・喫煙状況が把握できない。        

●初診日

●禁煙開始日

[記入例]
１)禁煙した場合は本数、ニコチンパッチを使用した場合は使用サイズ、
　　ニコチンガムを使用した場合は個数をご記入ください。
2）医療機関に受診した時には受診欄に★を付けてください。
3）網掛けは医療機関を受診する目安を示しています。

年

年

禁煙日記

月 日

月 日

パンフレット作成 

パンフレットの内容 
 

１．禁煙外来を受診するには 

 

２．たばこをやめると良いこと 

 がたくさんあります 

 

３．ニコチンの離脱症状って 

 どんなもの？ 

 

４．吸いたくなった時の対処法 

 

５．体重管理 

 

６．患者様のおうちの方へ 

 

７．おわりに  

パンフレットの内容の一例 

例） 吸いたくなる場面とその対処法 

煙草を吸いたくなる場面 代わりになる行動 

朝起きてすぐ すぐに顔を洗う 

食事の後 歯磨き 

コーヒーと一緒に コーヒーを紅茶に代える 

仕事の休憩時間 職場の人に禁煙宣言をする 

アルコールとともに 
冷水を一緒において 
吸いたくなったら飲む 

※煙草を吸いたい気持ちは、１日中ずっと続くわけではありません。 

  長くても３～５分です。 

     【今回見直して作成した禁煙日記】 
             
               の部分は新たに追加した項目 
 

                  

   初診日 年  月  日 

  禁 煙 日 記    

     禁煙開始日 年  月  日 

    

  氏名               様 
    

目標   
受診日 
○つけ 

本数 
禁煙できた？ 

チャンピックス 
錠 

体重  
Ｋｇ 

吐き気 
検査 
結果 

気になる症状と 
禁煙の効果 

  

  

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本 
       
錠 

   ㎏  □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

 
 

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

  □ＹＥＳ□ＮＯ（  ）本      □無□多少□かなり     

禁煙できたか？本数は？ 

吐き気はどうか？ 

気になる症状と 
禁煙の効果 
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意識を高めてもらいたいと考え、記録を毎日付けて
もらうよう指導しました。受診された患者さんは、
毎日、YESNO でチェックを行い、記入出来ていま
した。このことは、今日はできた、明日も頑張ろう
という意欲向上や自信の強化につながったと考えま
す。また、嘔気の有無や気になる症状の記入欄をも
うけることで、患者の現在、困っていること、不安
なことを理解することができ、情報交換がスムーズ
に行えるようになりました。
予約表の作成により、受診時は禁煙日記を必ず持参
されるようになり、診察がスムーズに行えるように
なりました。パンフレットに＜タバコをやめると良
いことがたくさんあります＞などの項目を設け、患
者と共に良いところを確認することにより、禁煙の
動機付けを明確にしました。タバコを吸いたくなる
場面とその対処法では、どうしたら吸わないでいら
れるかを一緒に考えます。これにより患者さんの思
いを傾聴し、不安の軽減に努めます。また、家族、
同僚の協力は重要であり、禁煙治療の支えになりま
す。禁煙成功に家族、同僚への指導が、ポイントで
あったケースが少数ながらみられました。対象者は
少数ですが、パンフレットを用いた禁煙支援を開始
後、禁煙成功率が上がっています。パンフレットを
利用し、患者さんの指導に加え、看護師が、家族、
同僚へ禁煙支援協力を促すことも重要と考えられま
す。

禁煙治療のカウンセリングテクニックの中で谷口は、
禁煙治療は医療者と患者との関わり合いの中で禁煙
の動機付けや禁煙達成の自信の強化としていくこと
が、行動変容を成し遂げる大きな鍵となると述べて

います。今後も、パンフレットを使用して指導内容
の統一をはかり、禁煙の動機付け、自信の強化に努
めて行きたいと考えます。
また、禁煙外来終了後、禁煙継続に対して不安を感
じている方も多く、喫煙評価をしていくことが大切
であると考えます。3か月後、6か月後、12か月後
にアンケート用紙を送ることにより、禁煙継続でき
ているか、体重の著しい増加はないかなど調査を行
い、禁煙継続の支援に役立てていきたいと考えます。

 まとめと今後の課題 

今回作成したパンフレットを使用し、 
 禁煙を目指す患者の意識づけの強化を 
 行うことにより、禁煙治療が継続できるよう   

 支援する             
 
禁煙外来終了後、フォローアップのために、定期的
にアンケート用紙を送り、禁煙継続のための介入を
行う 

  
 

結 果・考 察 
①禁煙日記の改善 
   ⇒毎日日記をつけることで患者自身の禁煙に対する意識が 
    高まり、意欲向上や自信の強化につながった 
   ⇒患者との情報交換がスムーズに行えるようになった 
 

②予約票の改善 
   ⇒受診時には禁煙日記を持参されるようになり、 
    診察がスムーズに行えるようになった 
 

③パンフレット作成 
   ⇒パンフレットによる指導を行うことで、医療者と患者との 
    信頼関係が深まるケースが増えた 
   ⇒「禁煙の意思」を診察時だけでなく、 
    家庭でも維持できるケースが増えた 
   ⇒禁煙成功のため、家族や同僚など周囲の協力を得るために 
    役立ったケースがみられた 
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