
ある程度対策の方向が見えてきたので
すね。
　小枝　そうですね。
　池田　将来的にも非常に明るい展望
だと思うのですけれども、自閉症に関
しては薬とか、対処方法は見つかって
きているのでしょうか。
　小枝　自閉症については、中核的な
症状自体にかかわる薬はないのですが、
二次的に見られる行動の問題、例えば
こだわりが強いとか、強迫神経症のよ

うに非常に強迫的な行動を繰り返すと
か、暴言、暴力に走ってしまうといっ
た二次的な行動については、薬物療法
が非常に効くケースがあります。
　池田　自閉症スペクトラムの場合は、
本筋ではないけれども、二次的行動を
抑えることによって、ご本人と家庭内
の平安を保てるのですね。
　小枝　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　禁煙外来の現状と展望という
ことでうかがいます。
　喫煙率は下がってきてはいますけれ
ども、まだまだということですか。
　舘野　そうですね。ようやく20％を
切ってきてはいますけれども、ゼロま
でには遠いですし、中長期目標の12％
にもまだまだ遠いと思います。
　齊藤　とても高齢になると率は下が
りますけれども、60歳ぐらいまではけ
っこう吸っている人がいるのですね。
　舘野　そうですね。
　齊藤　先生は禁煙外来をいつごろか
ら始められたのですか。
　舘野　私は2007年12月から慶應病院
で禁煙外来を立ち上げまして、2008年
に現在のさいたま市立病院に移り、そ
ちらでまた禁煙外来を開始して、現在
に至っています。
　齊藤　禁煙の保険診療自体はもう少
し前からですか。
　舘野　そうですね。2006年からです
ので、ちょうど10年の節目を越えたと
ころです。

　齊藤　今、外来に禁煙で来る患者さ
んはどういう方が多いのですか。
　舘野　私たちがやっている病院の禁
煙外来ですと、何か余病を持たれた方
が一緒に受診されるとか、依頼でかか
られるとか、そういったことが多いと
思います。
　齊藤　年齢層はどうですか。
　舘野　クリニックなどの禁煙外来は、
30代、40代、50代などもけっこう多い
と思うのですが、我々のところでは30
代よりも60代のほうが多くなっていま
す。
　齊藤　健康意識が高いことと、病気
の合併症が多いからでしょうか。
　舘野　そうですね。あと、病院の禁
煙外来ですと予約外来になっています
ので、平日の日中に定期的にかかる必
要がありますので、そういうところも
影響があると思います。
　齊藤　ところで、禁煙外来では具体
的にどのような流れで治療を行うので
しょうか。
　舘野　12週間の間に５回受診してい
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さいたま市立病院内科科長
舘　野　博　喜

（聞き手　齊藤郁夫）
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いいと思いますし、禁煙の成功しやす
い禁煙外来に結びつけるような支援が
あったほうがいいと思います。今は、
薬を使ったりして、楽に、上手に禁煙
できる方法があることを助言してさし
あげるのがいいのではないかと思いま
す。
　齊藤　健康診断が年に１回あります
から、毎年繰り返していくといいので
しょうか。
　舘野　そうですね。また、いろいろ
な人から話しかけられるのもいいと思
います。保健師さんなども禁煙の支援
のノウハウを知っている方が増えてい
ますけれども、そういうアドバイザー
の講習会とか、学会の認定資格なども
出てきていますので、保健師さんなど
がそういうところを利用して支援のス
キルを高められると、さらにいいと思
います。
　齊藤　禁煙外来を受診している患者
数は、喫煙者から見てどんな率なので
すか。
　舘野　現在の日本の喫煙人口は2,000
万人ぐらいといわれていますけれども、
そのうちの１～２％、そのくらいの人
が年間に利用しているだけで、まだま
だ利用数が少ないと思いますので、も
っともっと利用できるように働きかけ
たほうがいいと思います。
　齊藤　禁煙の話が出た場合に、禁煙
に抵抗する人がいますが、何か対策が
ありますか。

　舘野　たばこが体に悪いと思ってい
ない人は今どきあまりいませんので、
悪いと思いながら吸っているという心
理があると思います。たばこをいいと
思い込みたいとか、害を低めに見積も
りたいとか、そういった心理状況があ
るので、あまり強い押しつけにならな
い程度に、そういったところを理解し
て話すのが大事だと思います。喫煙者
独特の心理というのを講習会などでも
よく学ぶことができますので、そうい
うものを理解して接することが大事か
と思います。
　齊藤　独特な心理なのかもしれませ
んけれども、会社に勤めている人は、
たばこを吸うと、定期的にたばこを吸
いに行って、そのリズムがよいとか、
あるいはそういうところで仲間とコミ
ュニケーションできてちょうどいいと
か、言う人がいますね。
　舘野　よくたばこは節目、節目に使
われていると言いますけれども、実際、
禁煙してみると、世界が180度変わっ
て、たばこを吸う必要がなくなったら、
一気に１時間、２時間と仕事に集中で
きるようになったとか、喫煙所のコミ
ュニケーションはすごく大事だと思っ
ていたけれども、禁煙してみると、全
然そんなこともなかったと、皆さんお
っしゃいます。喫煙している世界と禁
煙できたあとの世界が明らかに違うこ
とを、元喫煙者の方が言っているとお
伝えしてもいいと思います。

ただき、禁煙補助薬という薬を使って
禁煙をサポートして、また毎回カウン
セリングを行って禁煙を進めていきま
す。
　齊藤　５回のカウンセリングですね。
　舘野　そうですね。
　齊藤　患者さんのアドヒアランスは
どうでしょうか。
　舘野　当院の場合はかなりいいほう
だと思っていますけれども、日本全体
で見ますと、昔の報告では平均して５
回のうち３、４回ぐらいが平均のよう
です。
　齊藤　禁煙の成功率はどうですか。
　舘野　日本全体で見ると、長期的な、
治療開始から１年後の禁煙率は平均30
％ぐらいとのことです。
　齊藤　禁煙外来を利用してですね。
　舘野　そうですね。自力禁煙ですと、
一般的には１割を切るといわれていま
すので、かなり高いと思うのですが、
まだまだ満足いく値ではないと思いま
す。
　齊藤　カウンセリングをしっかり受
けて学べば、より率は高くなりますか。
　舘野　受診回数とかなり関係があり
まして、５回全部来られた方ですと、
治療開始から１年後に約５割の方が禁
煙できているのですが、４回、３回、
２回と受診回数が減るに従って成功率
が下がっていて、１回ですと１割を切
っているような状況になります。多く
受診したほうが成功しやすいという結

果になっています。
　齊藤　最近、診療報酬の改定があっ
て、少し要件が変わってきたのでしょ
うか。
　舘野　そうですね。大事なことは、
まず34歳以下の方に関しては、吸って
いた本数や年数に関係なく保険算定が
できるようになったということです。
　齊藤　それまでは。
　舘野　吸っていた本数と年数を掛け
算したブリンクマンインデックスが200
以上必要でした。
　齊藤　20本で10年ということですね。
　舘野　それでないと保険がきかなか
ったので、若い方があぶれてしまうと
いう状況がありました。また、今回の
改定では保険算定の回数が年間で平均
して２回を切っている外来では、算定
料の３割が減額されることになりまし
た。
　齊藤　若い層が保険適用を受けやす
くなったということで、これは妊婦さ
んなどにとっても重要ですか。
　舘野　非常に重要だと思います。
　齊藤　禁煙外来まで来られれば、だ
いぶ禁煙に接近すると思うのですけれ
ども、健康診断あるいは人間ドックで、
喫煙している方がいた場合に、声かけ
としては何かありますか。
　舘野　特に大きな検査異常がなくて
も、喫煙をしている方には、「よかっ
たですね」で終わりにはしないで、必
ず禁煙を促すような支援をしたほうが
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いいと思いますし、禁煙の成功しやす
い禁煙外来に結びつけるような支援が
あったほうがいいと思います。今は、
薬を使ったりして、楽に、上手に禁煙
できる方法があることを助言してさし
あげるのがいいのではないかと思いま
す。
　齊藤　健康診断が年に１回あります
から、毎年繰り返していくといいので
しょうか。
　舘野　そうですね。また、いろいろ
な人から話しかけられるのもいいと思
います。保健師さんなども禁煙の支援
のノウハウを知っている方が増えてい
ますけれども、そういうアドバイザー
の講習会とか、学会の認定資格なども
出てきていますので、保健師さんなど
がそういうところを利用して支援のス
キルを高められると、さらにいいと思
います。
　齊藤　禁煙外来を受診している患者
数は、喫煙者から見てどんな率なので
すか。
　舘野　現在の日本の喫煙人口は2,000
万人ぐらいといわれていますけれども、
そのうちの１～２％、そのくらいの人
が年間に利用しているだけで、まだま
だ利用数が少ないと思いますので、も
っともっと利用できるように働きかけ
たほうがいいと思います。
　齊藤　禁煙の話が出た場合に、禁煙
に抵抗する人がいますが、何か対策が
ありますか。

　舘野　たばこが体に悪いと思ってい
ない人は今どきあまりいませんので、
悪いと思いながら吸っているという心
理があると思います。たばこをいいと
思い込みたいとか、害を低めに見積も
りたいとか、そういった心理状況があ
るので、あまり強い押しつけにならな
い程度に、そういったところを理解し
て話すのが大事だと思います。喫煙者
独特の心理というのを講習会などでも
よく学ぶことができますので、そうい
うものを理解して接することが大事か
と思います。
　齊藤　独特な心理なのかもしれませ
んけれども、会社に勤めている人は、
たばこを吸うと、定期的にたばこを吸
いに行って、そのリズムがよいとか、
あるいはそういうところで仲間とコミ
ュニケーションできてちょうどいいと
か、言う人がいますね。
　舘野　よくたばこは節目、節目に使
われていると言いますけれども、実際、
禁煙してみると、世界が180度変わっ
て、たばこを吸う必要がなくなったら、
一気に１時間、２時間と仕事に集中で
きるようになったとか、喫煙所のコミ
ュニケーションはすごく大事だと思っ
ていたけれども、禁煙してみると、全
然そんなこともなかったと、皆さんお
っしゃいます。喫煙している世界と禁
煙できたあとの世界が明らかに違うこ
とを、元喫煙者の方が言っているとお
伝えしてもいいと思います。

ただき、禁煙補助薬という薬を使って
禁煙をサポートして、また毎回カウン
セリングを行って禁煙を進めていきま
す。
　齊藤　５回のカウンセリングですね。
　舘野　そうですね。
　齊藤　患者さんのアドヒアランスは
どうでしょうか。
　舘野　当院の場合はかなりいいほう
だと思っていますけれども、日本全体
で見ますと、昔の報告では平均して５
回のうち３、４回ぐらいが平均のよう
です。
　齊藤　禁煙の成功率はどうですか。
　舘野　日本全体で見ると、長期的な、
治療開始から１年後の禁煙率は平均30
％ぐらいとのことです。
　齊藤　禁煙外来を利用してですね。
　舘野　そうですね。自力禁煙ですと、
一般的には１割を切るといわれていま
すので、かなり高いと思うのですが、
まだまだ満足いく値ではないと思いま
す。
　齊藤　カウンセリングをしっかり受
けて学べば、より率は高くなりますか。
　舘野　受診回数とかなり関係があり
まして、５回全部来られた方ですと、
治療開始から１年後に約５割の方が禁
煙できているのですが、４回、３回、
２回と受診回数が減るに従って成功率
が下がっていて、１回ですと１割を切
っているような状況になります。多く
受診したほうが成功しやすいという結

果になっています。
　齊藤　最近、診療報酬の改定があっ
て、少し要件が変わってきたのでしょ
うか。
　舘野　そうですね。大事なことは、
まず34歳以下の方に関しては、吸って
いた本数や年数に関係なく保険算定が
できるようになったということです。
　齊藤　それまでは。
　舘野　吸っていた本数と年数を掛け
算したブリンクマンインデックスが200
以上必要でした。
　齊藤　20本で10年ということですね。
　舘野　それでないと保険がきかなか
ったので、若い方があぶれてしまうと
いう状況がありました。また、今回の
改定では保険算定の回数が年間で平均
して２回を切っている外来では、算定
料の３割が減額されることになりまし
た。
　齊藤　若い層が保険適用を受けやす
くなったということで、これは妊婦さ
んなどにとっても重要ですか。
　舘野　非常に重要だと思います。
　齊藤　禁煙外来まで来られれば、だ
いぶ禁煙に接近すると思うのですけれ
ども、健康診断あるいは人間ドックで、
喫煙している方がいた場合に、声かけ
としては何かありますか。
　舘野　特に大きな検査異常がなくて
も、喫煙をしている方には、「よかっ
たですね」で終わりにはしないで、必
ず禁煙を促すような支援をしたほうが
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　齊藤　今、学校、会社等々で、トッ
プダウンで、敷地内禁煙が決まるとこ
ろも多くなりましたね。
　舘野　トップダウンはとても大事な
方法だと思います。今、町中でも吸え
ないところがどんどん増えてきていま
すが、吸いにくくなっている状況は禁
煙を促す力にもなります。吸う場所を
探すこと自体が面倒くさくなって、そ
れが禁煙の動機になることもままあり
ますので、とてもいいことだと思いま
す。
　齊藤　ベランダでも、周りの人から
臭いと言われて吸いにくくなってきて
いますね。
　舘野　そうですね。実際、訴訟が起
こったりもしていますので。
　齊藤　あとは、電子たばこに変えた
らどうかという話もありますね。
　舘野　まだ長期的なデータが全くな
いので、決して安全とは言えないとい
う認識が必要だと思います。例えば、
タールが入っていない、それは多分い
いことなのだろうと思うのですけれど

も、その分、健康被害が実際に何％減
るのかは、20年、30年たってみないと
わからないので、医療者が強く勧めら
れるようなものでは、まだないだろう
と考えています。ですので、健康のた
めを考えて、電子たばこや加熱式たば
こに変えるのでしたら、いっそ禁煙を
お勧めしたほうがずっといいと思いま
す。
　齊藤　今、IT時代で、禁煙をサポー
トするようなアプリはあるのですか。
　舘野　はい。慶應病院やさいたま市
立病院ではベンチャー企業とタイアッ
プして、臨床試験を行って開発してい
ます。クリニックなどで使っていただ
きやすいように、また若い方が特に使
いやすいと思うのですけれども、24時
間、専門的なサポートを受けることが
できます。通常の禁煙外来は３カ月で
５回しか来られませんけれども、その
穴を埋めるような働きを期待して開発
しているところです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　橋本先生、喘息とCOPDがオ
ーバーラップした、ACOSという症候
群の、主として疫学的なことを中心に
いろいろうかがいたいと思います。
　まずACOSという、聞き慣れない略
語ですけれども、これはどういう定義
と考えたらよいのでしょうか。
　橋本　ACOSは、Asthma and COPD 
over lap syndromeの略語です。定義で
すけれども、まず前提としては慢性の
気流閉塞、すなわち呼吸機能検査で１
秒率が70％未満であること。その次に、
喘息とCOPDのそれぞれの特徴を持っ
ていることがACOSの定義となってい
ます。
　大西　これはいつごろから提唱され
てきた概念なのでしょうか。
　橋本　15～16年ほど前からです。
COPDと喘息の病態の理解が深まるに
つれて、COPDのみでなく、COPDと
喘息の両者の特徴を持っている患者さ
んが少なからずいることから、脚光を
浴びてきたということだと思います。
　大西　それでは次に、疫学的なこと

をうかがいたいのですけれども、喘息
とCOPDがオーバーラップするという
のはどの程度あるのでしょうか。
　橋本　喘息の診断をどのようにして
いるか、COPDの診断をどのようにし
ているか、合併率というか、頻度は異
なってくるのですけれども、だいたい
皆さんが納得できるのは喘息の患者さ
んの30％、COPDの患者さんの30％ぐ
らいはACOSの範疇に入るのではない
かということだと思います。
　大西　今の日本で患者さんは増えて
いるのか、あるいは見つかってきてい
るのか、どんな状況なのでしょうか。
　橋本　先生がおっしゃるように、増
えてきているのだと思います。原因と
しては、ACOSという病気の認識が深
まってきていることと、もう一つは高
齢化に伴い高齢者喘息の患者さんが増
えてきていますし、喘息の患者さんは
加齢とともに慢性の気流閉塞を呈する
傾向にあるので、増えてきていると言
っても過言ではないと思います。
　大西　やはりお年を召されるほど患
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日本大学呼吸器内科主任教授
橋　本　　修

（聞き手　大西　真）

ACOSの疫学
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