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諸　　言

受動喫煙は，肺癌や慢性閉塞性肺疾患（COPD），気
管支喘息のリスク上昇1）～3）など，生体へのさまざまな悪
影響が問題となっており，国際条約や健康増進法におい
て受動喫煙対策が検討されている．近年，公共施設や職
場を中心にその対策が進められているが，受動喫煙対策
を行ううえで重要な点は，受動喫煙の現状把握に加えて，
自身が受動的に喫煙しているという事実を認識すること
であると我々は考えた．しかし，能動喫煙と違い，実際
に受動的に喫煙しているかどうかの判断は難しく，バイ
オマーカーを用いて科学的測定量として評価しなければ
わからないため，我が国においてその実態についての客
観的データが少ないのが現状である．

岡山大学では，禁煙希望職員に対してメールを使った
禁煙サポートを行ったり4）5），アンケートから喫煙を行う
可能性が高いと判断した学生に対して重点的に禁煙指導
を行うなどの喫煙対策に取り組んでいる6）7）．現在は「大
学病院」と「医・歯学部地区」は敷地内全面禁煙，その

他の地区は建物内禁煙と定め，喫煙場所は敷地内の屋外
数ヶ所に設けている．今回，受動喫煙対策を行ううえで，
職員の受動喫煙に対する認識を調査するとともに，タバ
コ煙に含まれるニコチンの代謝産物であるコチニンをバ
イオマーカーとして用いることにより，実際の受動喫煙
状況を客観的に評価，検討したので報告する．

対象と方法

1．調査対象
2010 年度職員健康診断時に，喫煙・受動喫煙に関す

るアンケート調査を実施した．アンケート回答者のうち
コチニン測定に同意・署名が得られた職員を対象として，
対象者の尿検体，血液検体を用いて，タバコ煙に含まれ
るニコチンの代謝産物であるコチニンの濃度を測定し，
解析を行った（Table 1）．人間ドック受診のため職員健
康診断未受診者および健康診断を別途行っている「大学
病院」と「医・歯学部地区」の医療系職員を除く健康診
断受診者は 1,193 名であり，アンケート回答者 1,112 名

（99.3％，職員喫煙率9.2％），コチニン測定者506名（42.4％）
であった．コチニン測定者の年齢（mean±SD）は 42.7
±10.6 歳で，男性 313 名，女性 193 名，非喫煙者 481 名，
喫煙者 25 名（測定者喫煙率 4.9％）であった．対象者の
職種は，教職 233 名，事務職 186 名，技術職 60 名，そ
の他 27 名であった．

コチニン測定者と非測定者間で，年齢，性別や職種に
おいて明らかな差はなかったが，アンケートで「受動喫
煙を自覚した」と回答した割合，「まわりに喫煙者がいた」
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と回答した割合はコチニン測定同意者で高かった．
健康診断受診者には健康診断およびアンケート結果を

論文として報告する旨，書面による同意を得ている．
2．検査試料と方法
尿検体，血液検体は採取後－80℃で凍結保存し，モノ

クローナル抗体を用いた高感度競合 ELISA 法（株式会
社コスミックコーポレーション，東京；測定限界：尿検
体 1.3 ng/ml，血清検体 0.6 ng/ml）により測定した8）．
測定結果は検査意味の説明とともに文書にて各職員に伝
えた．

3．受動喫煙の判定
生体内から検出されるコチニンは，基本的にはタバコ

由来とされており，非喫煙者の尿や血液からコチニンが
検出されれば受動的に喫煙していると考えられ，非喫煙
者におけるコチニン濃度の測定は受動喫煙の指標になる
とされている9）10）．本研究では，日本禁煙学会の慢性受
動喫煙診断基準を参考として11），尿中コチニン濃度 5 
ng/ml 以上を受動喫煙陽性と判定した．また，そのうち
基準値の 10 倍の値である 50 ng/ml 以上の場合を受動喫
煙強陽性として解析した．

4．統計解析法
統計解析には Mann-Whitney の U 検定，χ2 検定，回

帰分析を用い，有意水準は p＜0.05 とした．

結　　果

1．尿中および血液中のコチニン濃度
尿中と血液中のコチニン濃度のいずれも測定限界以上

であった111例における両濃度の関係をFig. 1に示した．
両者は，回帰分析にて有意に正の相関を示した（p＜
0.001）．非喫煙者において，両濃度ともに測定限界以上
であったのは 87 名，尿中コチニン濃度のみ測定限界以
上であったものは 186 名，血液中コチニン濃度のみ測定
限界以上であったものは 33 名，両濃度ともに測定限界
未満であったのは 175 名であり，尿中と血液中のコチニ
ン濃度は相関を認めた（p＜0.001）．

2．尿中コチニン濃度分布
尿中コチニン濃度の分布を Fig. 2 に示した．非喫煙者

の尿中コチニン濃度は［中央値（25～75パーセンタイル：
IQR）］：1.8（0.2～4.5）ng/ml で，非喫煙者のうち尿中
コチニン濃度 5 ng/ml 以上で受動喫煙陽性と判断された
職員は 23.3％（112 名）であり，うち 2.9％（14 名）が
50 ng/ml 以上で強陽性者と判断された．喫煙者の尿中
コチニン濃度は［中央値（IQR）］：2,109.7（345.8～6,860.9）
ng/ml であり，喫煙者では 100％（25 名）の職員が陽性，
うち 84.0％（21 名）が強陽性だった．尿中コチニン濃
度は非喫煙者に比べ喫煙者で有意に高かった（p＜
0.001）．

Table 1　Result of the questionnaire survey for nonsmokers and passive smoking by urinary cotinine level

Questionnaire for nonsmoker Answer, n
Urinary cotinine, n （％）
Positive Negative

Q1. Did you feel exposed to passive smoking in these three 
days?
　 Was it a university campus or outside of a university 

campus?

Yes 136 41 （30.1） 95 （69.9）
University campus 38 7 （18.4） 31 （81.6）
Outside of university campus 83 34 （41.0） 49 （59.0）
Both 12 1 （8.3） 11 （91.7）

No 335 69 （20.6） 266 （79.4）
Q2. Were smokers around you in these three days? Yes 265 76 （28.7） 189 （71.3）

Friend 23 12 （52.2） 11 （47.8）
Family or roommate 53 19 （35.8） 34 （64.2）
Coworker 99 24 （24.2） 75 （75.8）
Other 60 13 （21.7） 47 （78.3）

No 213 36 （16.9） 177 （83.1）
Q3. Did someone smoke in the following locations around you 

in these three days?
Yes 72 26 （36.1） 46 （63.9）

Bedroom 2 2 （100） 0 （0）
In a car 17 8 （47.1） 9 （52.9）
Living or dining 29 13 （44.8） 16 （55.2）

No 403 85 （21.1） 318 （78.9）
Q4. Did you go to a place that had a lot of tobacco smoke in 

these three days?
Yes 60 25 （41.7） 35 （58.3）

Pachinko parlor 4 4 （100） 0 （0）
Japanese style pub 23 12 （52.2） 11 （47.8）
Restaurant 24 9 （37.5） 15 （62.5）

No 419 87 （20.8） 332 （79.2）

n＝481. Excluding nonrespondents （n＝10, 3, 6, and 2 for Q1, Q2, Q3, and Q4, respectively）. The subquestion has multiple answers.
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3． 受動喫煙の自覚と尿中コチニン濃度から判定した
受動喫煙の関係

コチニン濃度測定者のうち非喫煙者 481 名の回答を
Table 1 に示した．「受動喫煙の自覚」（アンケート Q1）
と「尿中コチニン濃度から判定した受動喫煙の有無」の
関係について Table 1，2，Fig. 3 に示した．アンケート
によると，非喫煙者のうち受動喫煙の自覚のない職員は
335 名（71.1％）であったが，そのうち 69 名（20.6％）
が尿中コチニン濃度より受動喫煙陽性と判断された．逆
に，受動喫煙陽性と判断された職員は 110 名（23.4％）
であったが，受動喫煙の自覚があったのはそのうち 41
名（37.3％）のみで，69 名（62.7％）が受動喫煙の自覚
がなかった．「受動喫煙の自覚」と「尿中コチニン濃度
から判断した受動喫煙の有無」の一致率は 65.2％と，基
本的には本人の自覚と受動喫煙には相関を認めたが（p
＝0.026），乖離する例もみられた（Table 1）．

4． 周囲の喫煙状況と尿中コチニン濃度から判定した
受動喫煙の有無，受動喫煙の自覚の関係

アンケート Q2 で周囲の喫煙状況について，「周囲に
喫煙者がいた」と回答した職員の尿中コチニン濃度は［中
央値（IQR）］：2.2（0.4～6.4）ng/ml であり，「周囲に喫煙
者がいなかった」と回答した職員では［中央値（IQR）］：
1.3（0.1～3.7）ng/ml と，前者で有意に尿中コチニン濃
度が高かった（p＝0.003）．受動喫煙陽性と判断された
職員では 67.9％が「周囲に喫煙者がいた」と回答してい
た（Table 3）．「喫煙者がいた」と回答した職員のうち，
その喫煙者は「友人」と回答した職員では，そのうちの
52.2％が受動喫煙陽性と判断された（Table 1）．その喫
煙者は「家族」と回答した職員では 35.8％，「職場の同僚」
と回答した職員では 24.2％が受動喫煙陽性との結果で，
各群間に有意差を認め（p＝0.020），受動喫煙に与える
影響は友人の喫煙が最も大きかった（Table 1）．自宅に
おける喫煙場所についてはアンケート Q3 で「寝室」に
喫煙者がいたと回答した職員 2 名は，いずれも受動喫煙
陽性と判断された．また，「周囲に喫煙者がいた」と回
答した職員のうち 56.8％は「受動喫煙の自覚はない」と
回答した（Table 4）．

5． タバコの煙が立ち込めていると考えられる場所へ
の来訪

タバコの煙が立ち込めていると考えられる場所を訪問
した 60 名は，訪問していない 419 名と比較し明らかに
受動喫煙陽性者が多かった（p＜0.001）（Table 1）．アン
ケート Q4 より「パチンコ店を来訪した」と回答した職
員では，100％が受動喫煙陽性と判断された．「居酒屋」
を来訪した職員では 52.2％，「居酒屋以外の飲食店」を
来訪した職員では37.5％がそれぞれ受動喫煙陽性であり，

Fig. 1　Correlation between urinary and serum cotinine 
levels. log［serum cotinine level（ng/ml）］＝－0.630＋
0.733×log ［urinary cotinine level （ng/ml）］, R2＝
0.865, p＜0.001, n＝111 （excluding subjects with 
serum cotinine level ＜0.6 ng/ml or urinary cotinine 
level ＜1.3 ng/ml）.

Fig. 2　Urinary cotinine levels in the study subjects. 
■, nonsmokers （n＝481）; □, smokers （n＝25）.

Table 2　Relationship between “self-reported passive 
smoking” and “passive smoking determined by uri-
nary cotinine level”

Self-reported 
passive smoking

Urinary cotinine
Total

Positive Negative
Yes 41 （5） 95 136
No 69 （9） 266 335
Total 110 （14） 361 471

Data are expressed as n （strongly positive）. Excluding nonre-
spondents （n＝10）.
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来訪場所間に有意差を認めた（p＝0.038）（Table 1）．
6． 尿中コチニン濃度高値者（50 ng/ml 以上）につい

ての検討
尿中コチニン濃度 50 ng/ml 以上と高値で受動喫煙強

陽性と判定された職員 14 名（男性 4 名，女性 10 名）に
ついてのアンケート結果では，男性 1 名を除く 13 名

（92.9％）の職員が「周囲に喫煙者がいた」と回答したが，
「自身が受動喫煙をした」と自覚していたのは5名（35.7％）
のみであった（Table 2，3）．「周囲に喫煙者がいた」と
回答した職員のうち「その喫煙者は家族である」と回答

した職員は，男性では 3 名中 0 名，女性では 10 名中 7
名であった（p＝0.192）（Fig. 4）．

考　　察

今回の検討では，喫煙しない職員のうち 23.3％が受動
喫煙陽性と判断された．公共施設の禁煙化が進むなか，
岡山大学では現在「大学病院」と「医・歯学部地区」は
敷地内全面禁煙，その他の地区は建物内禁煙と定めてお
り，職場で職員が喫煙できる場所は限られているため，
職員の受動喫煙は比較的少ないと予測していた．しかし，

Fig. 3　Correlation between self-reported passive smoking and urinary cotinine levels.

Table 3　Relationship between “smokers” and “passive 
smoking determined by urinary cotinine level”

Smokers
Urinary cotinine

Total
Positive Negative

Yes 76 （13） 189 265
No 36 （1） 177 213
Total 112 （14） 366 478

Data are expressed as n （strongly positive）. Excluding nonre-
spondents （n＝3）.

Table 4　Relationship between “self-reported passive 
smoking” and “smokers”

Smokers
Self-reported passive smoking

Total
Yes No

Yes 112 147 259
No 23 188 211
Total 135 335 470

Data are expressed as n. Excluding nonrespondents （n＝11）.
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尿中コチニン濃度を測定し客観的に判断したところ，約
4 人に 1 人もの割合で受動喫煙ありと判断された．周囲
の喫煙者として「職場の同僚」と回答した職員は 99 名，
そのうち受動喫煙陽性者は 24 名であったが，「職場の同
僚」の喫煙が受動喫煙の原因となっている場合，学内と
学外の場合があると考えられた．

井埜らは，家族の喫煙，とくに母親の喫煙が子供の受
動喫煙に高く影響したと報告している12）．今回の結果で
は，周囲の環境として，「家族」が喫煙していた場合よ
りも「友人」が喫煙していた場合のほうが，受動喫煙陽
性の割合が高かった．これは，受動喫煙の悪影響につい
ての知識が普及したことにより，受動喫煙の影響を配慮
し，家庭では別室やベランダで喫煙を行う一方13），友人
の場合は，居酒屋などごく近い距離で食事や会話をしな
がら喫煙を行っていたため，このような結果になったと
推測される．しかし一方で，受動喫煙強陽性だった女性
職員では 70％が「家族に喫煙者がいた」と回答しており，
また，「寝室」に喫煙者がいたと回答している職員では
100％が受動的に喫煙していた．すなわち「家族」の喫
煙でも，主として男性側がごく近い場所で周囲への配慮
なく喫煙することにより，家庭においても高い確率で受
動的に喫煙することを示している．

また，今回の調査では，「パチンコ店」を訪れていた
職員では全員，「居酒屋」を訪れた職員ではその半数以
上が受動喫煙陽性であった．近年，禁煙となっているパ
チンコ店や居酒屋も増えてきているが，多数の喫煙者が
存在する環境では，受動的に喫煙する可能性がきわめて
高いことを示す結果である．

ニコチンの代謝は，腎からニコチンとして 5～10％程
度排泄されるが，体内からの消失は主として肝代謝に依

存し，その主要な代謝反応はコチニンへの酸化である．
この反応はシトクロム P450（cytochrome P450：CYP）
の分子種である CYP2A6 によって触媒され，ニコチン
の 80％はコチニンとして尿中に排泄されることが報告
されている9）14）．今回は日本禁煙学会が受動喫煙の診断
基準として定めている尿中コチニン濃度を用いて受動喫
煙の判定を行ったが，尿中に含まれるコチニン濃度は，

「受動的に喫煙したニコチン量」と「受動的に喫煙して
から尿中コチニン濃度を測定するまでの時間」に依存し，
検出率が変わってくる．またニコチンからコチニンへの
代謝が低下している遺伝子多型（ホモまたはヘテロ CY-
P2A6＊4）が日本人では約 20％存在すると言われており，
コチニン濃度を過少評価する可能性もある15）．そのため，
今回受動喫煙陰性と判断された職員の中にも，今回は検
出されなかったが受動的に喫煙している職員が存在する
可能性もあり，その点を考慮すると，受動喫煙を強いら
れている職員の割合はさらに高い可能性もあると考えら
れた．また，現時点で我が国では血液中コチニン濃度に
よる受動喫煙の判定基準は示されていないため，今回の
受動喫煙判定に血液中コチニン濃度は用いなかったが，
血液中コチニン濃度のみ測定限界以上の職員が 33 名存
在した．尿中コチニン濃度は安定性が高く，検体採取も
容易であるため，受動喫煙診断に用いられることが多い
が，「個体間の代謝時間の差」や「受動的に喫煙してか
ら尿中コチニン濃度を測定するまでの時間」の影響を受
けるため10），尿中コチニン濃度に加えて血液中コチニン
濃度も受動喫煙診断に併せて用いることにより，さらに
検出率が上がる可能性があると考える．

今回の検討では，本人の受動喫煙の自覚と実際に受動
喫煙を受けているかどうかは，乖離している場合がある
ことが示された．ことに，尿中コチニン濃度 50 ng/ml
以上と高値で明らかに受動喫煙を受けたと思われる職員

（14 名）においても，受動喫煙の自覚があったのはその
うち 35.7％のみであった．しかし興味深いことに，受動
喫煙強陽性者に「受動喫煙の自覚」ではなく，「実際に
周囲に喫煙していた者がいたか」を問うと，そのほとん
どの職員（92.9％）は「周囲に喫煙者はいた」と回答し
ていた．受動喫煙者全体（112 名）をみても，「周囲に
喫煙者がいた」と答えた職員は 67.9％だったが，受動喫
煙の自覚について問うと，自覚していたのは 37.3％のみ
であった．つまり受動喫煙陽性者の多くは「周囲に喫煙
者はいたが，自分が受動的に喫煙しているとは思ってい
ない」ということであり，これは受動喫煙に関する認識
が甘いことを示唆している．現在，さまざまな場で受動
喫煙に関する情報が発信されており，岡山大学でもこれ
までに受動喫煙に関する説明や講義を通して，知識を広
めるための活動を行ってきた．しかしながら，そのよう

Fig. 4　The number of subjects with high levels of uri-
nary cotinine （≧50 ng/ml） according to the sur-
rounding smoking environment. □, men （n＝4）; ■, 
women （n＝10）, including multiple answers.
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な活動にもかかわらずこの結果は，受動喫煙を自分に関
係する問題として十分にとらえていないことを示すもの
である．

今回の研究は，対象者が大学職員であるが，我が国の
成人喫煙率 19.5％（2010 年）と比較し16），喫煙率の低い
集団（喫煙率 9.2％）での研究といえる．一般市民で同
様の調査を行うとすれば受動喫煙の割合はさらに高い結
果となる可能性もある．また調査対象の受動喫煙に関す
る知識レベルや関心の状況も結果に影響を与えると考え
られる．今回の調査においては，コチニン測定同意者と
非同意者間で受動喫煙に対する関心や周囲の状況には差
を認めており，サンプル抽出の偏りが結果に影響してい
る可能性もある．

2012 年 6 月に厚生労働省から示された「がん対策推
進基本計画」では，2022 年度までに「家庭の受動喫煙
率を 3％，飲食店では 15％にする」と掲げられている
が16），自分の受動喫煙の状況を把握していなければ，そ
の目標達成は難しい．客観的に自己の受動喫煙の状況を
把握することでさらに受動喫煙への意識が高まり，受動
喫煙を減らそうという動きが高まると考えられる．

今回の結果をみて，「家族に禁煙を勧めたい」と禁煙
指導を希望する職員や，自分では全く受動的に喫煙して
いるとは思っていなかったが測定により受動喫煙を強い
られていることがわかり，受動喫煙の問題を再認識した
という職員も存在した．また，予想以上に受動的に喫煙
をしている職員の割合が高いことがわかり，今回の調査
結果が大学敷地内全面禁煙化を推進するうえでの参考資
料にもなり，2014 年 4 月より岡山大学は敷地内全面禁
煙となることが決定した．

今回測定した尿中コチニン濃度などの客観的な指標を
積極的に用いて，受動喫煙の有無を目に見える形で表す
ことが，受動喫煙の認識をさらに高め，受動喫煙を減ら
していくうえで有効な方法と考えられた．厚生労働省か
ら示された計画の遂行も含めて今後の対策が必要であ
る．

以上をまとめると，「受動喫煙の自覚」と尿中コチニ
ン測定で示される「受動喫煙の有無」には乖離がみられ
た．受動喫煙の客観的評価に尿中コチニン濃度の測定は
有用であり，受動喫煙防止対策にも有効と考えられた．

著者の COI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容
に関して特に申告なし．
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Abstract

Association of urinary cotinine levels and current status of self-reported passive  
smoking in academic staff members

Hikari Koga a,b, Yoshiaki Iwasaki a, Arihiko Kanehiro b, Yukito Shimizu a, Masaru Onishi a, 
Nobuaki Miyaharab, Yasushi Tanimoto b, Mitsune Tanimoto b and Toshio Ogura a

aHealth Service Center, Okayama University
bDepartment of Hematology, Oncology, Allergy, and Respiratory Medicine, 

Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences

We measured the cotinine levels in urine and serum of academic staff members and performed a question-
naire survey on smoking and passive smoking to assess the association of cotinine levels and the current status 
of self-reported passive smoking. We enrolled 506 subjects including current smokers （n＝25）. Cotinine levels in 
urine showed significant correlation with those in serum （p＜0.001）. Most of the subjects （71.1％） answered that 
they were not exposed to passive smoking based on the survey; however, 20.6％ of them were found to be ex-
posed to passive smoking assessed by urinary cotinine level. The questionnaire also revealed that 23.4％ of the 
subjects showed an increase in urinary cotinine levels; however, 62.7％ of them were not aware of passive smok-
ing. The concordance rate of “self-reported exposure to passive smoking” and “assessment of passive smoking by 
urinary cotinine levels” was only 65.2％. In summary, a measurement of urinary cotinine levels might be useful 
for the assessment of passive smoking and prevention of smoking-related disorders.
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