
　齊藤　ACOSの治療と予後を中心に
うかがいます。
　ACOSはどんなものでしょうか。
　滝澤　ACOSというのは、Asthma 
COPD Overlap Syndromeの頭文字で
ACOSと言っています。したがって、
喘息とCOPDが合併した状態をACOS
と言おうということです。これには、
臨床的な意義がありまして、単に足し
算ではなくて、予後とか治療の必要度
が、ACOSのほうが単独のそれぞれの
病気よりも必要になってくる。そうい
う差があることが、今回注目されてい
る大きな要因と考えています。
　齊藤　比較的最近の概念と言ってい
いですか。
　滝澤　実は以前から、喘息とCOPD
が合併したり、あるいは両者の移行例
というか、そういう患者さんがいらっ
しゃることは我々専門医は気づいてい
ました。ただ、そういったものに対し
てどういう治療がいいかという、いわ
ば臨床試験が全くされておらず、経験
的にその都度治療してきたというのが

現実でした。
　ところが、10年ぐらい前に、海外で
大規模な長期にわたる調査がありまし
て、それによるとACOSの方はCOPD
単独の方よりはるかに予後が悪くて、
日常の生活が破られるような悪化、増
悪の頻度も高い。しかも、入院ですと
か治療薬がたくさんかかるということ
で、にわかにACOSという言葉が注視
されるようになったのです。
　齊藤　日本でACOSの患者さんはど
のぐらいいるといわれているのですか。
　滝澤　なにぶん日本ではそういう大
規模疫学調査の歴史が浅いので、明確
には言いにくいのですが、COPDの患
者さんは今日本で500万人以上といわ
れ、その20％ぐらいは喘息の要素を持
っているのではないかと。また一方で、
喘息の患者さんから見ると、特に中高
年の方の実に半分ぐらいはCOPDのフ
ァクターを持っている。したがって、
多めではあると思うのですけれども、
かなり多くの方が実はACOSなのでは
ないかと疑われているのです。

　齊藤　ACOSの治療はどうなります
か。
　滝澤　気管支喘息は一般的に気道に
炎症がある。その炎症を抑える吸入ス
テロイド（ICS）を使うと改善が見ら
れます。十分に改善が見られない場合、
今、標準的にはICSに長時間作用性の
β2刺激薬（LABA）の吸入を行います。
もしACOSということになると、一方
でCOPDの薬物治療の標準が伝統的に
は長時間作用性の抗コリン薬の吸入な
ので、しばしばICS、そして長時間作
用性β2、さらに長時間作用性の抗コリ
ン薬（LAMA）を用いる、つまりトリ
プル治療ということになります。
　齊藤　ということは、３回吸入する
のもたいへんですから、配合剤ができ
ているのですか。
　滝澤　そうです。今、一般的には主な
ターゲットは喘息ですけれども、ICS＋
LABAの製剤が配合薬として使われて
います。したがって、ACOSの患者さ
んはICS＋LABAの配合薬に、必要に
応じてLAMAの吸入が加わることにな
ります。
　齊藤　どのような配合薬があります
か。
　滝澤　ICSとLABAの配合薬は、一
般的にパウダーのタイプと、いわゆる
ガスが入っている、メータードドース
という、押すとシュッと出てくるタイ
プです。このシュッと出てくるタイプ
の配合薬が数年前に市場に出まして、

比較的刺激が少ないとか、優しく吸え
ることから、高齢の方にもいいのでは
ないかと。ACOSは一般的に少し高齢
の方が多いですから、適しているかも
しれません。
　それから、今度はCOPDのほうの薬
で、いわゆる長時間作用性のLAMAが
ありますけれども、こういったものも
長時間、しかも効き始めも早いことで
最近使われてきています。
　齊藤　吸入も、パウダーとガスと両
方あるのですか。
　滝澤　そうなのです。パウダーの場
合は、中にガスがない分、自分で強く
吸い込まなければいけません。ですか
ら、ある程度の吸引力が必要です。よ
く言うのは、日本そばをすすれるぐら
いの勢いが必要なのです。一方、ガス
を使っているものは押すと出てきます
ので、吸引する必要は全くないです。
ただ、一方で同期といいまして、押す
タイミングと吸うタイミングを合わせ
なければいけないのです。
　どちらがその患者さんに適している
かというのは非常に難しくて、我々も
経験則でやりながらも、必ずフィード
バックをかけて、２回目、３回目の外
来でどうなっているか聞いて、それに
よってセレクションすることが多いで
す。
　齊藤　薬剤師の指導も重要なのでし
ょうか。
　滝澤　時間の許すかぎり、医師とし
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ても指導いたしますけれども、実際の
手順というのはやはり薬剤師、施設に
よっては看護師に従って行っていただ
くことになると思います。
　齊藤　それで患者さんがよくできる
ほうを続けていく。
　滝澤　そうですね。この治療は長期
間継続しないと意味がないので、患者
さんの好みとか、患者さんの適性に応
じた吸入療法薬を選択するのがカギだ
ろうと思います。
　齊藤　長期間ということは、血圧の
薬とか脂質の薬と同じような位置づけ
になりますか。
　滝澤　全く同じです。これは日本人
だけではないのですが、内服薬おもに
高血圧や心臓の薬ですね。これに比べ
て吸入薬はすぐ飽きてしまうらしいの
です。少し病状が安定するとやめてし
まう率がそういった内服薬に比べてた
いへん高い。これもアンケート調査で
明らかになっています。いかに必要性
を理解いただいて、長期間、同じよう
なペースで吸っていただけるか、これ
が大きなポイントだろうと思います。
　齊藤　アドヒアランスの問題ですね。
　滝澤　そうですね。
　齊藤　となると、今の配合剤タイプ
というのは有利ですね。
　滝澤　はい。
　齊藤　これは吸うタイミングは朝が
いいとか、夜がいいとかあるのですか。
　滝澤　基本的には朝晩２回に分けて

行うものが一般的です。製剤によって
は１日１回のものがありますので、朝
か夜のいずれかを決めていただければ
いいのですけれども、それもどちらを
選ぶかは、その方のライフスタイルと
か、希望によるので、一概には言えな
いですね。
　齊藤　なるべく患者さんが続けられ
るようなものを選んで行っていくとい
うことですね。
　滝澤　もう一つ、非薬物的な意味で
非常に強調したいのが禁煙していただ
くことです。ACOSの方は、もともと
COPDはたばこで起こる病気ですし、
また長期で重症化する喘息の、かなり
の方はたばこを吸っていらっしゃいま
す。ACOSの場合、まず禁煙を強く指
導する必要があると思います。
　そのほか、インフルエンザワクチン
の励行とか、５年に１回でいいので肺
炎球菌のワクチンを行うことが病気の
経過にももちろんいいですし、ICSは、
一部の患者さんにとって、COPDがあ
ると肺炎を起こす副作用があります。
そういう意味でもワクチンをきちんと
打つのは大事だと思います。
　齊藤　禁煙が非常に重要であること
は間違いないのでしょうが、禁煙に抵
抗する人はいませんか。
　滝澤　先生の指摘はたいへん重要で、
高齢の方になればなるほど、「もう年
だから好きなものを吸わせてくれよ」
という方が多いのです。我々がよくお

話しするのは、40歳のときに禁煙する
と、その後の人生はたばこを吸わない
人と同じぐらいのペースでしか呼吸障
害は進まない。あなたは70歳だから、
もういいかと思うと、70歳のところで
たばこをやめると、それ以降は生まれ
てからたばこを１本も吸っていない70
歳男性と同じような呼吸障害の進行に
なる。１年、２年、５年と考えると、
すごく貴重な年数が元気で過ごせます

と言うのです。それによって「じゃあ
やってみるか」となる方もいますので、
医師としての指導は非常に重要だろう
と考えます。
　齊藤　そこを患者さんにわかりやす
く説明するということですね。アドヒ
アランスを含めて、患者・医師関係も
すごく重要な領域ですね。
　滝澤　おっしゃるとおりです。
　齊藤　ありがとうございました。
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