
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、

COPD・喘息の最新情報（Ⅱ）

東京女子医科大学内科学第一講座主任教授
玉　置　　淳

（聞き手　齊藤郁夫）
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病の中に隠れているといわれますけれ
ども、ACOSもそういうことですか。
　玉置　ありますね。COPDに比較す
れば隠れていることは少ないといわれ
ています。なぜなら、重症度が高いか
らです。COPDの軽い人は医療機関に
かからない人もたくさんいますけれど
も、ACOSになると明らかに臨床症状
が出てきて、息切れも強い。喘息の発
作もたびたび出るので、多くの人は医
師にかかることになります。
　齊藤　検査では、スパイロメトリー
が重要でしょうか。
　玉置　スパイロメトリーが重要なの
ですが、ACOSの場合はCOPDがある
ので、COPDの診断をするために可逆
性のない気道閉塞、具体的には気管支
拡張薬を投与しても１秒率が70％未満
であることでCOPDの診断ができます。
その後は、先ほど申しましたいろいろ
な臨床症状を参考に診断していきます。
スパイロメトリーだけでACOSを診断
することは現時点ではできません。
　齊藤　レントゲン、CTはどの程度
役立つのですか。
　玉置　レントゲンは、よほどCOPD

が重症になってしまえば、肺の過膨脹
や滴状心などの所見が出てきますし、
肺気腫が進行してくれば気腫性病変を
CTで見つけることができます。ただ、
COPDの場合でも、慢性気管支炎型の
ような場合はなかなか診断も難しい。
画像では診断できないということにな
ります。
　齊藤　そういった病態に基づくと治
療はどうなりますか。
　玉置　喘息治療の最も基本的な薬剤
は吸入ステロイド、一方COPDは気管
支拡張薬で、ACOSの場合は両方、つ
まり吸入ステロイド＋気管支拡張薬で
す。この気管支拡張薬は長時間作用性
のβ2刺激薬であるLABA、あるいは長
時間作用性の抗コリン薬のLAMAのど
ちらでも大丈夫です。
　齊藤　喘息の場合には、ロイコトリ
エン受容体拮抗薬も使いますが、それ
はこのACOSにはどうですか。
　玉置　これも使われます。ICS＋気
管支拡張薬で効果が不十分な場合は、
ロイコトリエン受容体拮抗薬とか、テ
オフィリン製剤も使われます。
　齊藤　ありがとうございました。

COPDは好中球性の気道炎症、あるい
はCD８のリンパ球が関与している。で
すから、ACOSの場合は両方の細胞が
気道の粘膜に出てきてしまっているの
です。
　齊藤　肺の病理的な変化も喘息と
COPDはだいぶ違うということですが、
ACOSではどうなりますか。
　玉置　喘息とCOPDの両方の病理的
特徴を持っていることになります。喘
息の場合は、気道平滑筋の肥大とか、
粘膜下腺の増生、基底膜の肥厚といっ
た病理所見がありますが、COPDの場
合は肺胞壁の破壊が主体です。ACOS
の場合はこういった病理所見が両方と
も認められるのです。
　齊藤　患者さんの特徴としてはどう
でしょうか。
　玉置　典型的な喘息の人の症状は、
夜間や早朝に症状が出やすいとか、咳
や痰、喘鳴といった症状が時間経過に
伴って変動する、あるいは運動や感情
の変化に伴って変わるという特徴があ
ります。一方、COPDの場合には、主
な臨床症状は、階段を上ったり、ある
いは坂道を歩いたりしたときの労作時
息切れですけれども、これが常に見ら
れる。しかもこれが徐々に進行してい
くというのが特徴です。したがって、
ACOSの場合は臨床症状においても、
こういった両方の疾患の特徴を示して
いることになるのです。
　齊藤　患者さんの年齢は、COPDが

絡みますから、高いのですか。
　玉置　ピュアな喘息の場合は若い人
からお年寄りまでいて、平均年齢は
COPDに比べればずっと若いです。で
すから、ACOSの場合はその中間ぐら
いで、平均年齢は60代の前半ぐらいに
なります。
　齊藤　家族歴も違いますか。
　玉置　喘息の場合はアトピー素因と
いう大きな遺伝的な影響があります。
一方、COPDの場合は、あまりはっき
りした遺伝ではなくて、主な原因はた
ばこです。よって、喘息の場合は先天
的な要素が大きい、COPDの場合は後
天的な要素が大きいのですが、ACOS
の場合はそれも両方持っているという
ことになります。
　齊藤　喘息はアレルギー性の疾患代
表ですけれども、ほかのアレルギー疾
患を合併することが多いのでしょうか。
　玉置　喘息の人は、アレルギー性鼻
炎とかアトピー性皮膚炎を合併する頻
度がかなり高いことがわかっています。
　齊藤　COPDでは、それほど際立っ
ていないということですか。
　玉置　それほど際立ってはいません。
ですから、COPDでずっと診てこられ
た患者さんが、例えば花粉症の症状が
出現したとか、日によって、あるいは
季節によって変動するような症状を示
し始めたら、これはACOSを疑わなけ
ればいけないということです。
　齊藤　COPDの患者さんは生活習慣
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病の中に隠れているといわれますけれ
ども、ACOSもそういうことですか。
　玉置　ありますね。COPDに比較す
れば隠れていることは少ないといわれ
ています。なぜなら、重症度が高いか
らです。COPDの軽い人は医療機関に
かからない人もたくさんいますけれど
も、ACOSになると明らかに臨床症状
が出てきて、息切れも強い。喘息の発
作もたびたび出るので、多くの人は医
師にかかることになります。
　齊藤　検査では、スパイロメトリー
が重要でしょうか。
　玉置　スパイロメトリーが重要なの
ですが、ACOSの場合はCOPDがある
ので、COPDの診断をするために可逆
性のない気道閉塞、具体的には気管支
拡張薬を投与しても１秒率が70％未満
であることでCOPDの診断ができます。
その後は、先ほど申しましたいろいろ
な臨床症状を参考に診断していきます。
スパイロメトリーだけでACOSを診断
することは現時点ではできません。
　齊藤　レントゲン、CTはどの程度
役立つのですか。
　玉置　レントゲンは、よほどCOPD

が重症になってしまえば、肺の過膨脹
や滴状心などの所見が出てきますし、
肺気腫が進行してくれば気腫性病変を
CTで見つけることができます。ただ、
COPDの場合でも、慢性気管支炎型の
ような場合はなかなか診断も難しい。
画像では診断できないということにな
ります。
　齊藤　そういった病態に基づくと治
療はどうなりますか。
　玉置　喘息治療の最も基本的な薬剤
は吸入ステロイド、一方COPDは気管
支拡張薬で、ACOSの場合は両方、つ
まり吸入ステロイド＋気管支拡張薬で
す。この気管支拡張薬は長時間作用性
のβ2刺激薬であるLABA、あるいは長
時間作用性の抗コリン薬のLAMAのど
ちらでも大丈夫です。
　齊藤　喘息の場合には、ロイコトリ
エン受容体拮抗薬も使いますが、それ
はこのACOSにはどうですか。
　玉置　これも使われます。ICS＋気
管支拡張薬で効果が不十分な場合は、
ロイコトリエン受容体拮抗薬とか、テ
オフィリン製剤も使われます。
　齊藤　ありがとうございました。

COPDは好中球性の気道炎症、あるい
はCD８のリンパ球が関与している。で
すから、ACOSの場合は両方の細胞が
気道の粘膜に出てきてしまっているの
です。
　齊藤　肺の病理的な変化も喘息と
COPDはだいぶ違うということですが、
ACOSではどうなりますか。
　玉置　喘息とCOPDの両方の病理的
特徴を持っていることになります。喘
息の場合は、気道平滑筋の肥大とか、
粘膜下腺の増生、基底膜の肥厚といっ
た病理所見がありますが、COPDの場
合は肺胞壁の破壊が主体です。ACOS
の場合はこういった病理所見が両方と
も認められるのです。
　齊藤　患者さんの特徴としてはどう
でしょうか。
　玉置　典型的な喘息の人の症状は、
夜間や早朝に症状が出やすいとか、咳
や痰、喘鳴といった症状が時間経過に
伴って変動する、あるいは運動や感情
の変化に伴って変わるという特徴があ
ります。一方、COPDの場合には、主
な臨床症状は、階段を上ったり、ある
いは坂道を歩いたりしたときの労作時
息切れですけれども、これが常に見ら
れる。しかもこれが徐々に進行してい
くというのが特徴です。したがって、
ACOSの場合は臨床症状においても、
こういった両方の疾患の特徴を示して
いることになるのです。
　齊藤　患者さんの年齢は、COPDが

絡みますから、高いのですか。
　玉置　ピュアな喘息の場合は若い人
からお年寄りまでいて、平均年齢は
COPDに比べればずっと若いです。で
すから、ACOSの場合はその中間ぐら
いで、平均年齢は60代の前半ぐらいに
なります。
　齊藤　家族歴も違いますか。
　玉置　喘息の場合はアトピー素因と
いう大きな遺伝的な影響があります。
一方、COPDの場合は、あまりはっき
りした遺伝ではなくて、主な原因はた
ばこです。よって、喘息の場合は先天
的な要素が大きい、COPDの場合は後
天的な要素が大きいのですが、ACOS
の場合はそれも両方持っているという
ことになります。
　齊藤　喘息はアレルギー性の疾患代
表ですけれども、ほかのアレルギー疾
患を合併することが多いのでしょうか。
　玉置　喘息の人は、アレルギー性鼻
炎とかアトピー性皮膚炎を合併する頻
度がかなり高いことがわかっています。
　齊藤　COPDでは、それほど際立っ
ていないということですか。
　玉置　それほど際立ってはいません。
ですから、COPDでずっと診てこられ
た患者さんが、例えば花粉症の症状が
出現したとか、日によって、あるいは
季節によって変動するような症状を示
し始めたら、これはACOSを疑わなけ
ればいけないということです。
　齊藤　COPDの患者さんは生活習慣
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