
加熱式タバコ
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タバコ規制を免れて
次世代をターゲットにした古典的製品



だいぶ、よくなったが・・
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喫煙率 16.7%
史上最低に
タバコを吸う人は
珍しい人へ
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日本 毎年

タバコ
による死亡 13万人

4



山形市民の1/2が毎年死亡
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死亡者
自動車事故 3200人
タバコによる死亡
自動車事故の 40年分
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このまま放置すれば
今の未成年も
タバコによる死亡が継続する
避けることができる死亡が
私たちの目の前にある
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加熱式タバコ
使用状況
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加熱式タバコ
新型？タバコ
Heat-Not-Burn tobacco (HNB)

過去に一度同じシステムの製品を出して売れ
ずに、撤退した古典的製品。
画期的新製品ではない。



加熱式タバコ 利用者

男性が30.6%
女性が23.6%

厚生労働省の2018年国民健康・栄養調査
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東北大学歯学研究科
国際歯科保健学分野
准教授 相田潤



若者
高所得者
加熱式タバコ使用が多い
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フレーバー ＞女性、若者、初心者ターゲット
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IQOSは
最強の
ニコチン
デリバリーシステム
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効率的なニコチン補給
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最も効率的な
ニコチン摂取が
可能な温度

紙巻きタバコとは
別物



ニコチン吸収は同様

中毒が進行する可能性
IQOSは止めにくい
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マウス実験
血中ニコチン濃度
IQOSが紙巻きよりも高い

17松崎道幸先生のスライドから引用



有害性 減少？
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FDA 2020/07/07
IQOSを曝露軽減として認可

FDAは「販売を許可することが、IQOSが
安全であること、また”FDAが承認したこ
と”を意味するものではない。全てのたば
こ製品は有害かつ中毒性がある」と指摘。

「アイコスは紙巻きタバコより有害性
物質が少ないから販売は認めるけど、
タバコだからリスク軽減は認められな
い。
だから広告から何からすべて「タバ

コ」と同じ厳しい扱いにする」
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FDA 2020/07/07
IQOSを曝露軽減として認可
FDAは「販売を許可することが、IQOSが安
全であること、また”FDAが承認したこと”
を意味するものではない。全てのたばこ製品
は有害かつ中毒性がある」と指摘。

「アイコスは紙巻きタバコより有害性物質が
少ないから販売は認めるけど、タバコだから
リスク軽減は認められない。だから広告から
何からすべて「タバコ」と同じ厳しい扱いに
する」
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有害物質の軽減が健康リスク低減に
つながる科学的根拠ない
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有害物質
9割 カット？！

安全なタバコ？

アイコスパンフレット



有害物質カットの表現は、「健康への悪影響」が小さいこと
を意味しません。

有害物質の軽減が健康リスク低減につながる
科学的根拠ない



https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2628970

JAMA
IQOS成分
第三者機関に
よる成分調査



アセトアルデヒド
アクロレイン
ホルムアルデヒド

公表値より高値

石阪友貴 : 東洋経済 記事から引用
https://toyokeizai.net/articles/-/203903?page=2

https://toyokeizai.net/list/author/%E7%9F%B3%E9%98%AA_%E5%8F%8B%E8%B2%B4


グループ１：最強の発がん性物質

受動喫煙

アスベスト

ヒ素

プルトニウム ホルムアルデヒド

ガンマ線 C型肝炎ウイルス
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国際がん研究機構IARC

グループ１の発がん物質



ネイル化粧品
ホルムアルデヒド

回収騒ぎ

ダイソー

ホルムアルデヒド含有
＞即 回収対象となる問題

＞安全性に大きい問題

アイコス



タールとニコチン
大きく変わらない

加熱式タバコ
重金属、アセトアルデヒド、フォルムアルデ
ヒドも高濃度のおそれあり

プロピレングリコール
グリセリン
加熱、吸引することは無かった事例
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松崎道幸先生のスライドから引用



発がん性の有無
将来も分からない？
（多種類、紙巻きタバコとの併用）＞検証が難しい
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心筋梗塞、脳梗塞 ＞減らない
COPD ＞減る？
新たな未知の肺障害 ＞出現可能性

個人的な予想



どこかで見たような？
「デジャヴ」「déjà-vu」「既視感」

無知な人は、同じ手法で何度もだまされる
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20678人の医師が
ラッキーストライクは
のどのイライラを抑える抑止
効果があると言った。
全く逆の話で、驚きの広告。

フィルター付きのタバコでも
フィルターなしのタバコと同じ味と。
フィルター付タバコは、有害物質を
抑えて安全だし、味は同じだと、嘘
の宣伝をしています。

ライトタバコは、タールが1/3になり
ます！でも味は同じだと宣伝。

全くの嘘の広告。
WHOの規制で、ライト、マイルドなどの
タバコの名称は使えなくなった。



タール90%カット！
健康に良い？「軽く、マイルドな」タバコ？
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全くの嘘、
虚偽広告
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有害物質が
1/10に！
嘘に
だまされないように



受動喫煙
アエロゾルの見えない害
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新型タバコでも、受動喫煙から逃れることができない

受動喫煙擬似モデルにおいて紙巻タバコおよび新型タバコから放出されるSMPsの呼吸器系への分布
Pirotano C, et al.：Ann Ig. 28:109-112, 2016 松崎 道幸 （武田薬報）

PM2.5よりも更に小さいサブミクロン粒子（SMPs）の放出

産業医大
大和 浩先生のデータから
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タバコ規制枠組み条約



８条 原則 1
たばこ煙にさらされることについて
は安全なレベルというものはなく、
二次喫煙の煙の毒性についての閾値
などの概念は、科学的証拠と矛盾す
るため受け入れられない。
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８条 原則 1
たばこ煙にさらされることについて
は安全なレベルというものはなく、
二次喫煙の煙の毒性についての閾値
などの概念は、科学的証拠と矛盾す
るため受け入れられない。
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少量の煙でも高いリスク



人がふだんに口にするもので、
明らかな発がん性物質は
タバコしかない
Second-hand smoke kills



IQOS持ち込み 禁止！
タイ
 10年懲役または170万円の罰金

シンガポール
所持禁止、40万円の罰金
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安全なタバコはない！

23:48 41

NO



「フィリップモリス」
健康リスクを軽減させる
一番の方法は？

紙巻きタバコも
IQOSも
両方やめること
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IQOS使用者に禁煙を勧めよう

IQOSユーザー＝禁煙したい人

加熱式タバコにした理由を聞こう
褒めて背中を押そう



IQOSは
禁煙を邪魔する

44松崎道幸先生のスライドから引用
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