
　大西　ACOS（エイコス）の診断と
いうことで、診断を中心にいろいろう
かがいたいと思います。
　まず、ACOSとはどういうものかと
いうことから教えていただけますか。
　桑平　簡単に言うと、喘息とCOPD
の２つの病態がオーバーラップしてい
る病態ということで、頭文字を取って、
喘息のbronchial asthmaのA、それから
COPDのC、overlapのOでACOと申し
ます。これが本当に症候群かどうかと
いう議論がありますが、症候群として、
syndromeという表現を用いてACOS
と呼んでいます。最近では症候群とい
うとらえ方を必ずしもする必要はない
ので、３つの頭文字だけでACO（エイ
コ）と言ったりする場合もあります。
COPDと喘息という２つの病態が重な
り合っているような患者さんをACOS
と称しています。
　ただ、昔からCOPDの患者さんの中
に喘息の要素を持っている方たちがい
ることは皆知っていましたし、逆に喘
息の患者さんを診ていると、一番わか

りやすい例として、喘息の患者さんが
たばこを吸うとCOPDがかぶってくる
ので、喘息とCOPD、両方あるという
病態が考えられたのです。
　大西　いつぐらいから提唱されてき
たのですか。
　桑平　1960年前後に国際的な会議が
あって、そのときに英語の表現で、確
かasthmatic bronchitisという言葉が使
われたのが、さかのぼればそこまでい
くことになると思います。ただその後
も、特にACOSという表現はしなかっ
たのですけれども、臨床の現場では、
COPDの患者さんだけれども、喘息の
componentを持っている、asthmatic 
componentを持っているとか、喘息の
患者さんでもCOPDの要素を持ってい
ることは、常に経験されていたのです。
　大西　今、高齢の方も増えています
から、患者さんは増えてきているので
しょうか。
　桑平　ACOSをどのぐらい意識して
診療に当たるかによります。頭の中で
この疾患を疑わない限り、COPDだけ、

喘息だけで見てきてしまうので、実際
に率としては昔も今も、もしかすると
そんなには変わらないかもしれません。
一方、これだけ注目を集めているので、
率としては上がってきているかもしれ
ません。
　大西　何となく最近注目されてきた
ような印象もありますので。臨床の現
場でどうやってACOSを見つけるかが
重要だと思いますけれども、まず患者
さんの問診といいますか、症状、どう
いった点に注目していったらよいです
か。
　桑平　COPD側から見る場合と、喘
息側から見る場合とで少し違いがあり
ます。私はどちらかというと、COPD
の患者さんをたくさん見ている立場で、
COPDの患者さんの中にどのぐらい喘
息の要素を持つ人がいるかということ
になるのですが、今おっしゃったとお
り、年齢が進むに従って合併してくる
率が高くなるようです。長年COPDを
診ている患者さんを例にあげます。も
ともとCOPDなので、息切れとか、慢
性の咳とか痰という症状があるのです
が、それが少し季節によって波が出て
くるとか、明け方から朝にかけて、夜
の間に症状が強くなるなどが疑う糸口
になります。また、COPDでヒューヒ
ュー、ゼイゼイ、喘鳴が出ることもも
ちろんあるわけですけれど、最近、ど
うもゼイゼイ、ヒューヒューいう日が
多かったりする場合は、喘息的な要素

を合併してきているのではないかと考
えます。もともと家系に、あるいは既
往にアレルギーの要素がある方では一
段と疑うことが大事です。
　大西　次に診断のプロセスとしてど
ういった検査をされますか。
　桑平　検査も簡単な検査から非常に
難しい検査までいろいろあります。一
般の先生方が日常診療の中でというこ
とになると、まず血液検査を例に取り
ますと、白血球の中でも好酸球が大切
になります。アレルギーに関係します
ので、これまであまり好酸球が高くな
かった患者さんが、最近どうも繰り返
し好酸球数が増えていることは、診断
の大きな参考になります。
　ではどのぐらいかということになる
と、呼吸器内科医の中でも好酸球数の
値についてはdebateがあって、今非常
にホットな話題となっています。４％
あるいは２％という場合もあるし、あ
るいは５％ぐらい、病院によっては一
応６％ぐらいまでを正常にしている場
合があると思いますが、だいたい今は
５％とか４％で線を引くことが多いだ
ろうと思います。
　有名な「ランセット」という雑誌に
は、比較的最近、２％で線を引けばい
いという意見が掲載されています。た
だ、そうすると、COPDの患者さんの
過去のいろいろな臨床試験などを見て
いると、２％を超えている方はむしろ
過半数を超えるぐらいいて、本当にそ
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れでいいのか。２％で線を引いて、そ
れで見つけることが、どれだけ患者さ
んにとってベネフィットがあるか。そ
ういう議論にもなってくると思います。
何％かというところは、４％、５％ぐ
らいかと思いますけれども、その辺で
線を引いて、アレルギーの要素がある
かどうか。あとは、喘息のときによく
診断するIgEの値が高くなってきてい
ないかどうかも大切です。
　その辺であれば、一般の先生方の日
常診療の中でもできるかと思います。
もう少し、より専門的な、呼吸器とし
てやっている先生方であれば、息をふ
うっと吐いた呼気の中の一酸化窒素、
NOを測定することもできるようにな
りました。今は保険も収載されていて
点数もついています。呼気のNOも、ど
のぐらいの値で線を引くかいろいろ議
論がありましたけれども、今は35ppb
という値で線を引くことになっていま
す。呼吸器を専門にしている先生方で
あれば、自分の診療の際に、息をふう
っと吐いてもらって、その中のNOが
どのくらいあるかということがその場
で測定できます。そういう機械もあり
ますので、それも参考になりますね。
　あとは、本格的に呼吸機能検査を行
うときに、閉塞した状態が気管支拡張
薬でどのぐらいよくなるかということ
も参考にします。必ずしも絶対的なク
ライテリアがあるわけではなくて、気
道の可逆性がかなりある場合に疑いま

す。かなりというのは数値としては通
常は12％、かつ通常は200mLを使うの
ですが、それが400mLぐらい、はるか
に大きく変わる場合を指します。この
ようなケースでは、喘息のcompo nent
があることを疑ったほうがいいでしょ
う。一般の医師たちの日常診療で簡単
に検査できるものから、呼吸器内科医
としてより専門的に行うものまでいろ
いろあります。
　大西　最初は好酸球とか、そういう
アレルギーの要素がないかが重要です
ね。
　桑平　そうですね。その辺から見て
いくことが重要です。
　大西　場合によっては専門医に紹介
するほうがいいということで、突っ込
んだ検査としてはNOの検査、呼吸機
能検査というところでしょうか。
　桑平　ただ重要なことは、診ている
先生が喘息とCOPDとの両方が、この
患者さんにはあるかもしれないと疑う
ことでしょう。最初は問診ですから、
症状に波があるかどうか。明け方にち
ょっと苦しくなるとか、その辺のこと
がまずは診断の引き金、きっかけにな
ると思います。
　大西　今の話はCOPDがベースにあ
っての喘息で、その逆の場合もあるか
と思うのですけれども。
　桑平　もちろんそうですね。
　大西　その場合はどういったことに
注意したらいいでしょうか。

　桑平　一番わかりやすいのは、もち
ろん問診で喫煙歴があるかどうかを聞
いていただく必要がありますし、あと
は画像でいわゆるCOPD、昔は肺気腫
とか慢性気管支炎と言いましたけれど
も、何か変化がみられないかに注意す
ることです。特に単純写真だと気腫の
変化は相当進行しないとわからないの
で、できればCTで気腫性の変化が新
たに出てきていないかどうか見ていた
だく必要があります。喘息だけだと、
肺気腫のときに見られるような気腫性
の変化は通常出てきませんので、そう
いう変化が出てきた場合には、これは
合併しているのではないかと疑ってい
ただく必要があります。もともと昔か
ら学説として、喘息を繰り返すとCOPD
になるということがいわれています。
喘息がCOPDのリスクの一つになると
いうことはオランダ学説として知られ

ています。
　日常診療としては、画像などを参考
にしていただく。あとは呼吸機能の検
査で、これまで喘息の患者さんであれ
ば治療をするとよくなったものが、必
ずしも閉塞性障害がとれてこないこと
など、診断の参考になってくるかと思
います。
　大西　特に、これから高齢社会にな
りますけれども、高齢の方の診療で何
か注意する点はありますか。
　桑平　症状がこれまでに比べて安定
してこない場合は、そういう別の要素
が加わってきたと考えていただく必要
があるかと思います。
　大西　とにかく疑うことから始める
のが重要ですね。
　桑平　そうですね。それが一番重要
かと思います。
　大西　ありがとうございました。
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