
禁　煙　体　験　談

利用者 利用者 利用者

年代（10歳刻み） 50歳代 40歳代 30歳代

性別 女 女 男

喫煙年数 33年 28年 11年

一日喫煙数 40本 20本 20本

禁煙のきっかけ
インフルエンザ感染病棟と
なったこと

当院に入院してから、院内は
禁煙といわれる。

禁煙の経過

インフルエンザ感染病棟解除
になる前、○○係長にこのま
ま禁煙継続のすすめがあっ
た。

６月に入院してからずっとタバ
コは吸っていない。

禁煙のﾒﾘｯﾄ

その時は禁煙は無理と返答
したが、解除後２本吸ったら
マズイと感じ、禁煙することに
した。経済的負担減、ごはん
がおいしくなった。体にいい。

鼻が楽になったこと、お腹が
すく。

特に感じない

禁煙のﾃﾞﾒﾘｯﾄ
ない。が、水を5㍑/日飲むよ
うになった。明日からやめま
す、2.5㍑/日にします。

イライラ時々すいたくなる。 特に感じない

禁煙の経済（節約費用はいくら
で何に使っているか、その他）

貯まっている。タバコの代わり
はない。

吸いたくないから吸わない。
お金が貯まるからタバコ吸い
たくない。

ジュースが多く飲めるように
なった

禁煙継続のﾎﾟｲﾝﾄ
吸いたいと思わなくなったか
ら、ポイントはない。

タバコ吸わないと体が楽にな
る。体が丈夫になる。お金
が。ごはんおいしい。

喫煙を特に意識しないこと

喫煙者へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
やめられたらやめた方がいい
と思います。

依存の気持ちを持たないこと

その他

酒はやめられないと思ってい
た。私は禁煙できないだろう
なあ、と思っていたが、案外
簡単だった。

禁煙に成功した方の体験談をまとめてみました。

これまで何回も禁煙してうまくいかなかった方、

体験談を参考にあらためてチャレンジしてみませんか！！
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禁　煙　体　験　談

年代（10歳刻み）

性別

喫煙年数

一日喫煙数

禁煙のきっかけ

禁煙の経過

禁煙のﾒﾘｯﾄ

禁煙のﾃﾞﾒﾘｯﾄ

禁煙の経済（節約費用はいくら
で何に使っているか、その他）

禁煙継続のﾎﾟｲﾝﾄ

喫煙者へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

その他

利用者 利用者 利用者 利用者 職員 職員

60歳代 50歳代 60歳代 50歳代 50歳代 40歳代

男 男 男 男 女 女

40年 3年 25年 35年 20年 19年

60本 20本 20本 40本 飲酒時5本 10本

タスポを無くしたため 灰皿当番がいやだった 体に悪いから お金が足りなくなった 院内全面禁煙 価格、喫煙場所の減少

タバコを見たくないほどになっ
た

たまに吸いたいときがあった

ガム等の代用なく、吸うことを
がまんした。吸いたいと思っ
てもひたすら「我慢」と思っ
た。その結果、禁煙すること
ができた。

太った 院内全面禁煙
何回か（数年）禁煙、喫煙を
繰り返し禁煙期間が延長

食欲が出てきた 金が浮いた 体の調子が良くなった お金がたまった
元来仕事場以外では喫煙習
慣はなかったのでﾒﾘｯﾄ、ﾃﾞﾒ
ﾘｯﾄ感はない

ｲﾗｲﾗ感の減少（吸いたいけど
吸えないというｽﾄﾚｽがなく
なった）

一時的に太った なし 特になし 肺に悪い
仕事が一段落すると喫煙欲
求がある時もある

特になし

年１０万円貯金している ジュース 貯金をしている 貯金 約7万円節約、家計に反映

意志の強さ 臭いところで掃除はいやだ 健康に気を付けていた 絶対に吸わない
禁煙環境（周囲に誰か喫煙す
る人がいると難しい）

喫煙可能な場所に近づかな
い。喫煙者との交流を減ら
す。

意志の問題 服が臭くなる
健康に気を付ける、お金もか
かる

体を悪くするから吸わない 健康のため注意しましょう 禁煙もまんざら悪くない

完全禁煙でなく飲み会で喫煙
することはあるが、年々本数・
日数とも減少し吸わずに過ご
せる飲み会がほとんど。禁煙
を意識しないことが近道と思
う。
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禁　煙　体　験　談

年代（10歳刻み）

性別

喫煙年数

一日喫煙数

禁煙のきっかけ

禁煙の経過

禁煙のﾒﾘｯﾄ

禁煙のﾃﾞﾒﾘｯﾄ

禁煙の経済（節約費用はいくら
で何に使っているか、その他）

禁煙継続のﾎﾟｲﾝﾄ

喫煙者へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

その他

職員 職員 職員 職員 職員

40歳代 40歳代 40歳代 30歳代 50歳代

男 女 男 男 男

16年 20年 17年 13年 7年

20本 20本 20本 20本 10～15本

職場で喫煙しにくい状況と
なったため。昼休みにしかす
えなくなり、昼休みを禁煙した
ら日中は吸わなくなり、それな
ら止めてしまおうとなった。

見た目が悪かったので止め
たかったが止められなかっ
た。家庭では夫以外は喫煙し
ていることは知らなかった。子
供の成長を機に禁煙してみよ
うと思った

体調を崩し、咳が止まらず夜
も眠れない状態が続いた。ア
レルギー性の喘息もあり

職場の敷地内禁煙開始のた
め

風邪を引き、咽頭痛で4～5日
タバコをやめていた。そのま
ま禁煙。

ﾐﾝﾄﾀﾌﾞﾚｯﾄをたばこの代用とし
た

20代から時々禁煙を決め（強
い意志で禁煙を決めて）ﾄﾗｲし
たが1日の成功できず自己嫌
悪感があった。軽い気持ちで
ﾄﾗｲしてみて1日成功したらま
た明日禁煙と目標を大きくし
ないようにした。

禁煙ガムを使用、禁煙ガムに
ついてきたテープを聞いた。

禁煙外来通院、服薬
1か月後、飲み会の席で周り
でタバコを吸っていると吸いた
くなった。

お金がかからない。体臭・口
臭が減る。

経済面、健康、悪臭（部屋、
自分）がない。喫煙できる場
所を探したり、喫煙できるﾀｲﾐ
ﾝｸﾞをはからねばならなかった
が、その時間がなくなった。

咳が止まり夜も眠れるように
なった。

経済面 呼吸が楽になった。

太る。喫煙者との交流の場が
無くなりｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが減る

なし 特にない 集中力低下 なし

特に別の物を購入することは
なく、喫煙時より使わなくなっ
た感じ

節約費用は不明だが、自由
に使えるお金に余裕ができ
た。

月１万円　→　特に使ってい
ない

はっきりしない

周りに喫煙者が居なく、吸え
る場所がない環境でたばこの
事を考えなくてよくなった

個人の性格によるが、強い意
志でなく1日できたらまた1日
という感じ。あの禁断症状は2
度と味わいたくない、辛かっ
た。

禁煙ガムすら噛みたくなくなっ
た。

根性
１本吸ったら終わり。ここまで
我慢した、と自分に言い聞か
せる。

始めはﾐﾝﾄﾀﾌﾞﾚｯﾄで誤魔化
し、それを乗り越えるとタバコ
の事を考えなくなった

禁煙ﾄﾗｲしてみるのもいいで
すよ！成功するかも。

なんとも言えない。「百害あっ
て一利なし」とも思うが、リフ
レッシュできることもあると思
うし。

体調の変化やタバコを少しや
めた時、それを続けてみる。
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