
　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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吸入ステロイドを中心とした治療をす
ることだと思います。
　しかも、今喘息の治療もICSとLABA
の配合薬が中心ですので、ACOSを疑
った場合にはICSとLABAの配合薬で
まず治療していただく。それでも効果
不十分な場合には長時間作用性の抗コ
リン薬を追加していただくのが基本だ
と思います。
　大西　うまく治療していけば、オー
バーラップの予後はいかがでしょうか。
　橋本　COPDの立場から申しますと、
COPD単独よりもACOS、喘息の要素
が合併している患者さんのほうが予後
が悪い。増悪を起こしやすいといわれ
ているので、治療することによって予
後の改善も望まれるということです。
　大西　そういった患者さんに、普段
の生活の指導はどのようにされていま
すか。
　橋本　もちろん、COPDの方ですと
禁煙、たばこを吸っていると禁煙が第
一ですし、もう一つは、日本ではあま
り問題はないのですけれども、大気汚
染の環境にあれば空気に対する配慮も
重要だと思います。家族にたばこを吸
っている人がいれば副流煙も問題にな
るし、そういったことは対応していた
だきたいと思います。喘息の立場から
考えると、抗原が明らかな患者さんは
抗原の回避という大原則があるので、
様々な環境整備です。抗原であれ、大
気汚染であれ、たばこであれ、環境整

備が非常に重要かと思います。
　大西　これからますます高齢の方が
増えてくると思いますけれども、今後
の展望に関してお聞かせいただけます
か。
　橋本　喘息の患者さんは、高齢化し
ていくと、COPDの特徴、すなわち慢
性の気流閉塞を合併してくることが多
いので、ACOSの鑑別がなかなか難し
いと思います。もう一つは、喘息は可
逆性の気流閉塞ですけれども、喘息が
リモデリング、コントロールが悪いと、
非可逆、すなわち気管支拡張薬でも反
応しにくくなってくることがあります。
ACOSを知るに従って難しくなると思
いますけれども、喘息のリモデリング、
高齢者喘息、ACOSとの鑑別。基本は
喘息の炎症をきちんと抑えることによ
って予後の改善が望まれますので、喘
息の特徴、すなわち末梢の好酸球とか
呼気中の一酸化窒素等のバイオマーカ
ーを測って、喘息の要素をきちんと知
っていただく。そしてICS、LABAを
中心に治療して、反応が悪い場合には
長時間作用性の抗コリン薬を加えると
いう視点で診ていただければと思いま
す。
　大西　諸外国の患者さんと日本の患
者さんで病像の違いのようなものはあ
るのでしょうか。
　橋本　ないと思います。低開発国で
すと、バイオマスといって生物燃料を
燃やすことによるCOPDがあると思い

者さんが増える、リスクが増えると考
えてよいでしょうか。
　橋本　そのとおりだと思います。
　大西　やはり男性が多いのですか。
　橋本　COPDそのものが男性に多い
ので、そういった観点からは男性が多
いということだと思います。
　大西　COPDは特にたばことの関係、
喫煙との関係が大きいですね。喘息は、
アレルギーが原因ですか。
　橋本　そうですね。原因が全く異な
ります。
　大西　原因が異なるけれども、かぶ
ってくる。
　橋本　はい。
　大西　そうしますと、なかなか診断
が難しいケースもあるかと思いますけ
れども、どのようにしてACOSを見つ
けていったらよいのでしょうか。
　橋本　症状の特徴、例えば喘息は変
動性の症状、１日のうちでも朝、症状
が出やすい。そして発作性の呼吸困難
で、１日の中の変動が多い、変動性の
症状である。COPDは慢性の持続性の
症状、例えば労作時の呼吸困難、慢性
の咳・痰という症状の特徴があります。
その両者、なかなか難しいのですけれ
ども、坂道を歩いたときに苦しい、慢
性の咳・痰がある、しかも朝方多いと
か、季節の変動で症状が出やすいとい
うような喘息の特徴を持っている患者
さんは、まず疑っていただきたいと思
います。

　もう一つは検査上の特徴です。COPD
の患者さんと思っても、一度は血液の
検査をしていただいて、末梢の好酸球
が多い場合。何％以上なのかというの
はなかなか難しいところですけれども、
５％以上。あとは、特異的IgE、一番
多いのはダニとかハウスダストが陽性
の人がいれば、まずACOSを疑ってい
ただきたいと思います。
　もう一つは、呼吸機能検査の中の呼
気中の一酸化窒素（FeNO）は好酸球
性、すなわち喘息の特徴である好酸球
性の炎症は、呼気中の一酸化窒素を測
ることによって知ることができます。
今全国で1,500台、この機械が普及して
いるので、ぜひそういった機械を利用
していただいて、呼気中の一酸化窒素
が高いような症例はACOSの疑いがあ
るとみてください。
　ですから、喘息とCOPDの特徴をそ
れぞれとらえて、診断の第一歩として
いただきたいと思います。
　大西　治療もいろいろ難しい面もあ
るかと思いますけれども、どのように
していったらよいのでしょうか。
　橋本　喘息の治療の基本は吸入ステ
ロイド（ICS）、COPDは気管支拡張薬、
長時間作用性の抗コリン薬、長時間作
用性のβ2刺激薬（LABA）が主体です。
ACOSは、両者の特徴を持っているの
で、両者の特徴を踏まえながら治療し
ますが、基本は喘息の特徴、すなわち
コントロールできる特徴があるので、

ドクターサロン61巻４月号（3 . 2017） （289）  4948 （288） ドクターサロン61巻４月号（3 . 2017）

1704本文.indd   49 17/03/13   20:24



吸入ステロイドを中心とした治療をす
ることだと思います。
　しかも、今喘息の治療もICSとLABA
の配合薬が中心ですので、ACOSを疑
った場合にはICSとLABAの配合薬で
まず治療していただく。それでも効果
不十分な場合には長時間作用性の抗コ
リン薬を追加していただくのが基本だ
と思います。
　大西　うまく治療していけば、オー
バーラップの予後はいかがでしょうか。
　橋本　COPDの立場から申しますと、
COPD単独よりもACOS、喘息の要素
が合併している患者さんのほうが予後
が悪い。増悪を起こしやすいといわれ
ているので、治療することによって予
後の改善も望まれるということです。
　大西　そういった患者さんに、普段
の生活の指導はどのようにされていま
すか。
　橋本　もちろん、COPDの方ですと
禁煙、たばこを吸っていると禁煙が第
一ですし、もう一つは、日本ではあま
り問題はないのですけれども、大気汚
染の環境にあれば空気に対する配慮も
重要だと思います。家族にたばこを吸
っている人がいれば副流煙も問題にな
るし、そういったことは対応していた
だきたいと思います。喘息の立場から
考えると、抗原が明らかな患者さんは
抗原の回避という大原則があるので、
様々な環境整備です。抗原であれ、大
気汚染であれ、たばこであれ、環境整

備が非常に重要かと思います。
　大西　これからますます高齢の方が
増えてくると思いますけれども、今後
の展望に関してお聞かせいただけます
か。
　橋本　喘息の患者さんは、高齢化し
ていくと、COPDの特徴、すなわち慢
性の気流閉塞を合併してくることが多
いので、ACOSの鑑別がなかなか難し
いと思います。もう一つは、喘息は可
逆性の気流閉塞ですけれども、喘息が
リモデリング、コントロールが悪いと、
非可逆、すなわち気管支拡張薬でも反
応しにくくなってくることがあります。
ACOSを知るに従って難しくなると思
いますけれども、喘息のリモデリング、
高齢者喘息、ACOSとの鑑別。基本は
喘息の炎症をきちんと抑えることによ
って予後の改善が望まれますので、喘
息の特徴、すなわち末梢の好酸球とか
呼気中の一酸化窒素等のバイオマーカ
ーを測って、喘息の要素をきちんと知
っていただく。そしてICS、LABAを
中心に治療して、反応が悪い場合には
長時間作用性の抗コリン薬を加えると
いう視点で診ていただければと思いま
す。
　大西　諸外国の患者さんと日本の患
者さんで病像の違いのようなものはあ
るのでしょうか。
　橋本　ないと思います。低開発国で
すと、バイオマスといって生物燃料を
燃やすことによるCOPDがあると思い

者さんが増える、リスクが増えると考
えてよいでしょうか。
　橋本　そのとおりだと思います。
　大西　やはり男性が多いのですか。
　橋本　COPDそのものが男性に多い
ので、そういった観点からは男性が多
いということだと思います。
　大西　COPDは特にたばことの関係、
喫煙との関係が大きいですね。喘息は、
アレルギーが原因ですか。
　橋本　そうですね。原因が全く異な
ります。
　大西　原因が異なるけれども、かぶ
ってくる。
　橋本　はい。
　大西　そうしますと、なかなか診断
が難しいケースもあるかと思いますけ
れども、どのようにしてACOSを見つ
けていったらよいのでしょうか。
　橋本　症状の特徴、例えば喘息は変
動性の症状、１日のうちでも朝、症状
が出やすい。そして発作性の呼吸困難
で、１日の中の変動が多い、変動性の
症状である。COPDは慢性の持続性の
症状、例えば労作時の呼吸困難、慢性
の咳・痰という症状の特徴があります。
その両者、なかなか難しいのですけれ
ども、坂道を歩いたときに苦しい、慢
性の咳・痰がある、しかも朝方多いと
か、季節の変動で症状が出やすいとい
うような喘息の特徴を持っている患者
さんは、まず疑っていただきたいと思
います。

　もう一つは検査上の特徴です。COPD
の患者さんと思っても、一度は血液の
検査をしていただいて、末梢の好酸球
が多い場合。何％以上なのかというの
はなかなか難しいところですけれども、
５％以上。あとは、特異的IgE、一番
多いのはダニとかハウスダストが陽性
の人がいれば、まずACOSを疑ってい
ただきたいと思います。
　もう一つは、呼吸機能検査の中の呼
気中の一酸化窒素（FeNO）は好酸球
性、すなわち喘息の特徴である好酸球
性の炎症は、呼気中の一酸化窒素を測
ることによって知ることができます。
今全国で1,500台、この機械が普及して
いるので、ぜひそういった機械を利用
していただいて、呼気中の一酸化窒素
が高いような症例はACOSの疑いがあ
るとみてください。
　ですから、喘息とCOPDの特徴をそ
れぞれとらえて、診断の第一歩として
いただきたいと思います。
　大西　治療もいろいろ難しい面もあ
るかと思いますけれども、どのように
していったらよいのでしょうか。
　橋本　喘息の治療の基本は吸入ステ
ロイド（ICS）、COPDは気管支拡張薬、
長時間作用性の抗コリン薬、長時間作
用性のβ2刺激薬（LABA）が主体です。
ACOSは、両者の特徴を持っているの
で、両者の特徴を踏まえながら治療し
ますが、基本は喘息の特徴、すなわち
コントロールできる特徴があるので、
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ますけれども、ACOSの臨床像におい
ての違いというのはまだわかっていな
いと思います。
　大西　最初に喘息がある方もいるか
もしれないし、逆にCOPDが最初にあ
る方もいるかと思いますけれども、ど
ういう経過をたどるのでしょうか。
　橋本　最初に喘息があって、成人で
たばこを吸っていると、ACOSになり
やすいですし、喘息にCOPDがオーバ
ーラップしてくる。COPDに喘息がオ

ーバーラップしてくるのは、COPDの
患者さんが抗原感作を受けて喘息の要
素を獲得するということですけれども、
多いのは喘息の患者さんがたばこを吸
ってACOSの病状を呈するものです。
　大西　臨床の現場でよく両者の違い
をわきまえて、うまくこの疾患を見つ
けていくことが大事ですね。
　橋本　はい。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　ACOSの病態についてうかが
います。
　ACOSはいつごろから注目されてい
るのでしょうか。
　玉置　2009年に喘息とCOPD、両方
の疾患を合併している病態ということ
で世界的に注目されました。喘息も
COPDも昔からある病気ですので、こ
の病態自体が新しいというわけではな
くて、概念として新しく提唱されたと
いう意味で大きなインパクトがあった
のです。
　齊藤　最近注目されてきた理由は何
なのでしょうか。
　玉置　これまで喘息やCOPDに関す
る臨床治験は、それぞれの病気をピュ
アに持っている患者さんのみを対象と
して行われてきました。例えばCOPD
に対する治療薬を開発する場合は、喘
息の要素を持っている人は全部除外し
て治験を行ってきたのです。ところが
実際調べてみますと、喘息とCOPDを
合併している人は意外に多い。しかも、
これらを合併している人は、それぞれ

単独の病気のみを持っている人よりも
重症度が高い、予後が悪い、死亡率も
高いといったことが注目されて、それ
で大きな問題になったのです。
　齊藤　どちらも頻度も高いですが、
どのようなかたちで合併するのでしょ
うか。
　玉置　合併の仕方は２つあります。
１つはCOPDの人が、もともとアトピ
ー素因のようなものを持っていたとし
ます。それは表に出てこない。ところ
が、何らかのきっかけでその症状が出
てきて、喘息の喘鳴などが出てくる。
もう１つは、もともと喘息でずっと経
過していた人が、喫煙を続ける、ある
いは大気汚染に曝露される。そして高
齢になってCOPDを発症してしまう。
この２つのタイプがあります。
　齊藤　どちらの病気も気道の慢性炎
症ですが、炎症にかかわっている細胞
は違うのですか。
　玉置　喘息の場合は好酸球が主体で
すが、それ以外にもCD４リンパ球が
重要な役割を果たしています。一方、
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