
COPD 最新の話題

座談会

　LAMA/LABA/ICSの3剤配合薬が発売され、COPDに対するトリプルセラピーが注

目を集めています。本座談会では、トリプルセラピーと2剤を比較した大規模臨床試験

の1つKRONOS試験を紹介するとともに、ICSが有効であった3試験（IMPACT、

TRIBUTE、KRONOS）とICSが無効であった2試験（WISDOM、FLAME）を比較検

討し、なぜICSに関する結果が異なるのかを考察します。それに基づき、COPDでトリ

プルセラピーを用いる際の注意点にも言及いただきました。

　そのほかにも、気道病変をフラクタル次元で評価し予後予測する論文、COPDの原

因となるバイオマーカーに関する論文、増悪発現の地域・季節による変動に関する論文

など、興味深い話題が紹介されました。

トリプルセラピーを
どのように位置付けるか

臨床試験を比較して読み解く
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永井　本日は、2018年10～12月に
発行されたCOPDに関する重要論文
のうち、気道イメージングによる病
変評価の論文と増悪の論文を室先生
に、バイオマーカーの論文を杉浦先
生に、薬物治療の論文を桑平先生に
ご解説お願いします。
室　『Airway fractal dimension pre-

dicts respirator y morbidity and 

mortality in COPD.』1）は、気道病
変をフラクタル次元（Airway Fractal 

Dimension：AFD）で評価し、呼吸
機能や死亡率との関係を検討したも
のです。
　気道の分岐様式にはフラクタル性
があることが知られています。ある
対象の形態を観測したときに、視野
の大きさを変化させても自己相似性
をもっているということがもともと
のフラクタルの概念です。この論文
では、Minkowski-Bougliand box-

counting dimensionという方法を用
いてフラクタル性を算出しています。
気道の形状が正常で複雑性を保って
いればAFDは高く、破壊が進行す
ればAFDは低下します。AFDの最
大のメリットは、気道肥厚や狭小化
等の指標に比べて、すべての気道を

含んだ指標だということを著者は強
調しています。また気腫の指標とし
て、気道から5mm以内の気管支周
囲の気腫性病変（per ibronchia l 

emphysema）の拡がりも評価してい
ます。
　結果ですが、AFDは、年齢や人種
などで補正後もFEV1およびFEV1/

FVCと有意に関連していました（p＜
0.001 ）。多変量解析では、AFDはま
た、呼吸器関連QOL・6分間歩行距
離と関連しており、経時的追跡では、
増悪・呼吸機能低下・死亡率と関連
していました。
　 また、AFDと per ibr onch ia l 

emphysemaの高低で、4つのカテゴ
リーに分けますと（図1）、最も悪い
カテゴリーⅣ（AFDが低く、peri-

bronchial emphysemaが高い）が、
呼吸機能の保たれているGOLD0で
も247例もいることがわかりました。
さらに、カテゴリーⅣは、最もよい
カテゴリーⅠ（AFDが高く、peri-

bronchial emphysemaが低い）と比
較して有意に生存率が低下している
ことがわかりました（H R2 .72、
95%CI；2.20-3.35、p＜0.001 ）。
　結論として、AFDとperibronchi-

al emphysemaの評価が、今後予後
予測因子として有用であろうとして
います。

桑平　GOLD0でカテゴリーⅣの例
がかなりいるというのは驚きですね。
室　ですから「Discussion」で、予
後予測因子として有用だと述べてい
ます。しかし、GOLD0でカテゴリー
Ⅳがどのような生存曲線となるのか
については書かれていません。
桑平　AFDとperibronchial emphy-

semaに着眼したアプローチはこれ
までなかったので、その点は斬新な
研究だと感じました。

永井　次に、杉浦先生に病態のバイ
オマーカーに関する論文を2つご紹
介お願いします。
杉浦　『COPD Biomarkers and 

their Interpretation.』2）は、レビュー
論文で、COPDのバイオマーカーを
創出する上での問題点をいくつか議
論しています。
　まず、COPDと健常者の比較で、
よく行われるのが横断的な研究です。
しかし横断的研究で見つかったバイ
オマーカーの最も大きな問題点は、
それが原因（cause）か結果（effect）
か不明瞭であることだと述べられて
います。たとえば呼吸機能とあるバ
イオマーカーが相関したとすると、
それは重症度（severity）との相関で

フラクタル次元で評価した
気道病変の意義

バイオマーカーは原因か
結果か
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ICSを含む治療や、トリプル製剤を処方する際には、
投与目的を明確に意識する必要があります。
やみくもに使用するのはよくないと考えます。



あって、活動性（activity）との相関
とは限りません。その観点からみる
と、本当に原因なのか結果なのかわ
からないと指摘されています。
　やはり活動性と関連したバイオマー
カーの探索を重視すべきで、そのた
めには縦断的な研究を推奨すべきだ
と述べられています。しかし、縦断
的研究を行う場合には、呼吸機能の

経年低下に影響を与える因子、すな
わち年齢・喫煙・増悪・気腫化などに
十分注意を払う必要があることにも
言及しています。
　そして、さまざまなバイオマーカー
のうち、現時点で重要なのは薬物反
応性に関するバイオマーカーであろ
うとしています。薬物反応性に関す
るバイオマーカーとしては、吸入ス

テロイド薬（ICS）に対する血中好酸
球数が、現時点ではprospectiveな
試験も含めて最もエビデンスが多い
ことを紹介しています。そして、今
後このような薬物反応性に関するバ
イオマーカーの創出が望まれると結
んでいます。
永井　この論文で述べられている、
バイオマーカーが「原因か結果か」
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ヒトで得られたバイオマーカーは、
それが本当に病態形成の原因であるか確認する必要があると思います。

そのため私たちは、その分子に関して、
動物モデルやin vitroのモデルを作成して、

病態を形成する現象を再現できるか確認するようにしています。

図1　�文献1のFigure�1
 （Bodduluri S, et al. J Clin Invest. 2018；128（ 12 ）：5374-5382.より引用）
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Figure 1. Airway Fractal Dimension, Peribronchial Emphysema, and Survival. (A) Group definitions based on median values of 
AFDs and percentage of peribronchial emphysema (PBE) estimated in 8,030 COPD subjects. Participants were stratified into high and 
low above the median for each metric. (B) Distribution of severity of airflow obstruction by GOLD criteria in each group. (C) Kaplan-Mei-
er survival curves for the 4 groups based on AFD and percentage of peribronchial emphysema.
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という観点は重要だと思います。杉
浦先生はバイオマーカーの探索研究
において、どのようなことに注意し
ていらっしゃいますか。
杉浦　ヒトで得られたバイオマーカー
は、それが本当に病態形成の原因で
あるか確認する必要があると思いま
す。そのため私たちは、その分子に
関して、動物モデルや in vitroのモデ
ルを作成して、病態を形成する現象
を再現できるか確認するようにして
います。さらに、2つの独立したコ
ホートを用いた縦断的な研究で検証
することが大切だと考えています。

杉浦　 次に『A Dis integr in and 

Metalloproteinase Domain-8： A 

Novel Protective Proteinase in 

Chronic Obstructive Pulmonar y 

Disease.』3）について解説します。
　A D A M8（A D i s i n t e g r i n a n d 

Metalloproteinase Domain-8 ）は、
健常者では白血球や上皮細胞に発現
しているメタロプロテアーゼで、こ
の研究では、A D A M8 の発現が
COPD患者の肺やタバコ煙曝露マウ
スで増加しているか、またADAM8
がCOPDの進展を促進しているかを
検討しました。

　著者らはCOPD患者の細胞では
ADAM8の発現が増加していると予
想していましたが、結果は、健常者
と比較して、COPD患者の肺のマク
ロファージ・肺胞および気道上皮細
胞では、ADAM8の発現が減少して
いました。タバコ煙曝露マウスでも
同様でした。
　ADAM8欠損マウスを作成してタ
バコ煙曝露させたところ、肺胞腔の
拡大と気道粘液細胞の過形成が認め
られました。
　そのメカニズムですが、タバコ煙
曝露ADAM8欠損マウスでは、肺胞
マクロファージ数・酸化ストレスレ
ベル・肺構築細胞死の増加と、肺構
築細胞増殖率・EGFRレベルの低下
が認められ、ADAM8の欠損は、マ
クロファージにおける内因性アポトー
シス経路を減弱させることによって、
肺の炎症を増強させていました。マ
クロファージなどの炎症細胞が生存
延長した結果、肺の酸化ストレスが
増強して、肺構築細胞死が増加し、
構造破壊が進行するのではないかと
いうことです。
　 粘液産生については、 ヒト
ADAM8は、in vitroで気道上皮細胞
表面に発現するEGFRを切断するこ
とでムチンの発現を減弱させており、
ADAM8は組織の保護作用を有する

というのがこの論文の結論です。

永井　次に、室先生に増悪に関する
論文を2つご紹介お願いします。
室　『Seasonal and Regional Varia-

tions in Chronic Obstructive Pul-

monar y Disease Exacerbation 

Rates in Adults without Cardiovas-

cular Risk Factors.』4）は、心疾患を
可能な限り除外したCOPD患者で、
増悪発現率の季節的・地域的差異が
あるかを検討した論文です。
　STATCOPE試験とMACRO試験
プラセボ群から症例を集め、北米を
6つの気候グループに分類して、そ
れぞれにおける季節ごとの増悪発現
率を検討しました。
　増悪の発現は、6つの気候グルー
プ（Great Lakes、Upper Midwest、
Southwest、Nor theast、West、
Southeast）で差異がみられ、季節的
には、春・夏・秋と比較して冬に有
意に多い（ 0.13増悪 /人 -月、p＜
0.001 ）という結果でした（図2）。冬
に増悪が多いというのは、これまで
にも一般的にいわれてきたことです
が、心疾患を除外した集団で検証し
たのは初めてだと論文中に述べられ
ています。

COPD病態形成に対する
ADAM8の保護作用

Frequent exacerbationと
季節による感染性の増悪

4  ( 4 )

この研究には、組み入れ基準および
患者背景に気になる点がいくつかあります。
1つ目は、IMPACT試験やTRIBUTE試験にも共通することですが、
組み入れ基準に喘息の既往を許容していることです。



　さらに、夏の増悪は、絶対数は少
ないけれども重度の増悪の割合が
40.5％で、春（ 32.6％）・秋（ 34.7％）・
冬（ 33.1％）と比較して、有意に高い
（p=0.004 ）ことがわかりました。し
かし、重度の増悪の絶対数は季節を
とおして同様であり、夏には軽度や
中等度の増悪が減るために相対的に
割合が高くなっているのです。それ

で「Discussion」で、季節は関係な
しに増悪する重症患者の frequent 

exacerbationと、呼吸器感染が原因
の軽い増悪が存在するのではないか
と推測しています。
　死亡率に関しては、春（ 34％）と
冬（ 30％）に最も高いという結果で
した。
杉浦　増悪の発現率に地域差が認め

られたのですね。Great Lakesが最
も高くなっていますが、この理由は
何でしょうか。
室　湿度が関係するのではないか、
あるいは社会経済的状態の差があり
医療へのアクセスが異なることが影
響しているのではないかと書かれて
いました。
永井　日本でこのような地域差はあ
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特にトリプルセラピーについては、
エビデンスの解説とともに、論文を解釈する際の注意点にも言及いただき、

臨床応用に有用なディスカッションになったと思います。

図2　文献4のFigure�2
 （So JY, et al. Ann Am Thorac Soc. 2018；15（ 11 ）：1296-1303.より引用）
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Figure 2. Rates of exacerbations in each season in each region. Rate ratio (RR) and 95% confidence interval (CI) in the 
regions with highest and lowest exacerbation rates include: West (RR, 0.65; 95% CI, 0.53–0.81), Southeast (RR, 0.80; 
95% CI, 0.56–0.87), and Great Lakes (RR, 1.35; 95% CI, 1.04–1.73) compared with Northeast.



るものでしょうか。
室　それはぜひ知りたいですね。北
海道COPDコホートで、冬はそんな
に増悪が多くないと報告されていま
したが5）、東京や京都では違うかも
しれませんから、学会主導でデータ
を集めると興味深い結果が得られる
と思います。

室　次の『What is a COPD exacer-

bation? Current definitions, pitfalls, 

challenges and opportunities for 

improvement.』6）はレビュー論文で、
COPD増悪の現在の定義は、不完全
で問題があることを挙げています。
COPD増悪の症状は非特異的であり、
COPD以外の急性心肺疾患からも同
様の症状を呈することが問題点とし
て挙げられています。
　そこで、COPDの増悪を、①息切
れの増加（ 0から10のVASで5以上）、
②酸素飽和度の安定期からの4％以
下の低下、または（ベースライン値
がわからなければ）酸素飽和度90％
以下、③CRP 3mg/L以上、④血中
好中球9,000/mm3以上、または血中
好酸球2％以上、⑤胸部Ｘ線で、肺
炎・うっ血性心不全・気胸・胸水を否
定、の組み合わせで定義することを
提案しています。
永井　この論文では、増悪における
咳嗽や喀痰をさほど重要視していな
いことが気になりました。

永井　続いて薬物療法に関する論文

をご紹介いただきます。まずは、
COPDに対するLAMA/LABA/ICS

のトリプルセラピーの評価について
です。
桑平　KRONOS試験7）は、2018年
10月に発表された、トリプルセラピー
とLAMA/LABAあるいはLABA/

ICSとの効果を比較検討した研究で
す。トリプルセラピーと2剤を比較
した試験では、このKRONOS試験
と、 同じく 2018 年に発表された
IMPACT試験8）およびTRIBUTE試
験9）の3つがランドマークに位置づ
けられると思います。
　KRONOS試験は、二重盲検並行
群間多施設第Ⅲ相試験で、カナダ・
中国・日本・米国から患者が集めら
れました。対象は、40～80歳の中
等症から重症のCOPDで、2剤以上
の吸入維持療法を受けているにもか
かわらずCATスコアが10以上の症
候性の患者としました。患者は、
LAMA/LABA/ICS MDI群・LAMA/

LABA MDI群・LABA/ICS MDI群・
LABA/ICS DPI群に2：2：1：1にラ
ンダム化されました。試験期間は24
週間でした。
　結果ですが、主要評価項目の呼吸
機能FEV1AUC0-4について、24週間
にわたって、LAMA/LABA/ICS 

MDI群は、LABA/ICS MDI群と比
較して最小二乗平均差104mL（p＜
0.0001 ）、LABA/ICS DPI群と比較
して91mL（p＜0.0001 ）と有意に改
善しました。また、トラフFEV1に
ついて、LAMA/LABA/ICS MDI群
は、LAMA/LABA MDI群と比較し

て22mL（p=0.0139 ）と有意に改善し
ました。副次評価項目として増悪発
現率について検討されていますが、
L A M A / L A B A / I C S M D I群は、
LAMA/LABA MDI群と比較して24
週間にわたり中等度から重度の増悪
発現率をレート比0.48と有意に低下
させました（p＜0.0001 ）。ICSで問
題となる肺炎の発生については2％
未満と少なく、群間で差はみられま
せんでした。
　この研究には、組み入れ基準およ
び患者背景に気になる点がいくつか
あります。1つ目は、IMPACT試験
やTRIBUTE試験にも共通すること
ですが、組み入れ基準に喘息の既往
を許容していることです。気道可逆
性が陽性の症例も各群で 41 .4 ～
44.8％認められました。末梢血好酸
球数も150/mm3以上の症例が各群
で50.6～53.4％存在しています。し
たがって、喘息とCOPDのオーバー
ラップであるACOが含まれている
ために、トリプルセラピー優位の結
果となったのではないかと推測され
ます。末梢血好酸球数で層別化して
サブ解析を行えば、はっきりするか
もしれません。　
　2つ目は、前年の増悪の有無にか
かわらず対象患者としている点です。
実際に各群の73.4～75.7％の症例が
前年に増悪を経験していないので、
もともと翌年も増悪を生じない傾向
にある症例が選ばれていた可能性も
あります。また、観察期間が24週間
というのも、増悪発現率を評価する
には短いという批判がありうると思

トリプルセラピーを対象と
した臨床試験の読み方
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います。
室　COPDへのトリプルセラピーで
ICSが有効であった3試験（IMPACT、
TRIBUTE、KRONOS）と ICSが無
効であ っ た 2 試験（W I S D O M、
FLAME）の患者背景などを比較し
てみると、FLAME試験は組み入れ
基準で、喘息の診断のみならず、喘
息の既往や血中好酸球数＞600/㎣を
除外していますから、ICSの効果が
出にくかったことが推察されると思
います。
桑平　FLAME試験は、アレルギー
性鼻炎も除外基準にしています。
室　そこまで徹底的に ICSの効果が
ありそうな症例を除外したため、サ
ブ解析でも ICSの効果は認められま
せんでした。逆にいえば、IMPACT

試験は、呼吸機能は比較的高いのに
頻回に増悪を起こす症例が組み入れ
られており、このような症例は喘息
の要素があるのではないかと考えら
れます。
永井　論文作成に相当いろいろなテ
クニックを使っていると感じますね。
室　その結果を誘導するためのプロ
トコルになっていないか、特に症例
の組み入れ基準や除外基準には注意
して読んでいく必要があると思いま
す。
永井　それでは先生方は、次回のガ
イドラインでトリプルセラピーはど
のような位置づけになるとお考えで
すか。
桑平　現在、Minds版（Clinical 

Question方式）のガイドラインを作
成しようとチームを作ってさまざま

な論文を検討しているところです。
その結果、やはり好酸球数が増加し
ていると ICSの効果が認められます
ので、いかにそのような患者さんを
見極めるかということになると思い
ます。ACOにはもちろん ICSを使用
しますが、ACOの基準を満たさな
くても喘息様の病態があり ICSの効
果がある患者さんを慎重に見極めて
使用していくべきだと考えます。
室　ICSを含む治療や、トリプル製
剤を処方する際には、投与目的を明
確に意識する必要があります。やみ
くもに使用するのはよくないと考え
ます。ICSは肺炎のリスクを増加さ
せますが、そのほかにも結核や非結
核性抗酸菌症などが数年後に問題に
なってくると思います。

桑平　次に『Triple therapy in the 

management of chronic obstructive 

pulmonar y disease： systematic 

review and meta-analysis.』10）を解
説します。これは、トリプルセラピー
が、2剤療法や単剤療法と比較して
増悪リスクを低下させるかに的を絞っ
た研究です。
　2018年4月までに発表されたRCT

を対象に、システマティックレビュー
とメタアナリシスを行い、トリプル
セラピーと2剤療法あるいは単剤療
法を比較し、RR、HR、リスク比、
95％CIなどを求め解析しました。
　結果ですが、中等度から重度の増
悪抑制について、トリプルセラピー

は、LAMA単剤と比較してRR0.71
（ 95％ C I；0 .60 -0 .85 ）、L A M A /

LABAと比較してRR0.78（ 95％CI；
0.70-0.88 ）、LABA/ICSと比較して
RR0.77（ 95％CI；0.66-0.91 ）といず
れも有意に抑制していました。また
トラフFEV1やQOLに関してもトリ
プルセラピーが優れているという結
果でした。しかし、肺炎については、
LAMA/LABAと比較してトリプル
セラピーでは RR1.53（ 95％ CI；
1.25-1.87 ）と明らかに発生頻度が高
いという結果になりました。
　この論文の「Discussion」でUK

におけるReal Life Prescription Data

が紹介されていて、COPD全患者の
32％にトリプルセラピーが処方され
ており、GOLDのグループABCD別
にみるとA 19％、B 28％、C 37％、D 

46％に処方されているという実態が
判明したとのことです。必ずしもト
リプルセラピーを必要としていない
症例にも処方されている状況がわか
りました。
　そこで「Conclusion」では、トリ
プルセラピーは、2剤療法でも十分
にコントロールされないより重症度
の高い症例を対象に処方を行うべき
であり、閉塞性障害の程度が強いか、
好酸球数が多いか、増悪の発現頻度
が高いかなどを参考に、どの症例が
トリプルセラピーの対象になるか見
極める必要があるとしています。

桑平　最後に『Comparative ef fec-

メタアナリシスでの
トリプルセラピーの評価

初期治療はLAMAか
LABA/ICSか
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t i v e n e s s o f L A B A - I C S v e r s u s 

LAMA as initial treatment in COPD 

targeted by blood eosinophils： a 

population-based cohort study.』11）

を紹介します。
　 本研究は、 初期治療としての
LABA/ICSとLAMAの効果をリア
ルワールドセッティングで比較検討
しました。
　集団ベースコホート研究の対象期
間は2002年から2015年で、55歳以
上の、少なくとも1年間以上の観察
記録があり、試験開始前に好酸球数
の測定が行われ、初期治療として
LABA/ICSあるいはLAMAが処方
された患者を対象としました。
　結果ですが、全体で539,643名の
なかからLABA/ICS開始群・LAMA

開始群とも12,366症例をマッチさせ
て検討を行いました。COPD増悪の
HRについて、LAMA開始群と比較
し て、L A B A / I C S 開 始 群 で は
HR0.95（ 95％CI；0.90-1.01 ）となり
ました。これを好酸球数で層別化し
て解析しますと、2％ 未満では
HR1.03（ 95％CI；0.93-1.13 ）、2～
4％ では HR1 .00（ 95％ CI；0 .91 -

1.10 ）、4％を超える群ではHR0.79
（ 95％CI；0.70-0.88 ）と、4％を超え
る群で統計学的に有意に増悪を抑制
していました。肺炎については、好
酸球数と関係なく、LAMA開始群と
比較して、LABA/ICS開始群では
HRが1.37（ 95％CI；1.17-1.60 ）と
なりました。さらに、両群合わせて

24,732例中2,766例（ 11％）が年2回
以上の増悪をきたす frequent exac-

erbatorに相当しましたが、これら
の症例については、LABA/ICS開始
群がHR0.87（ 95％CI；0.79-0.97 ）と
有意に増悪を抑制するとの結果が得
られました。
　結論としては、日常臨床において、
好酸球数が4％を超える、あるいは
絶対数で300/μLを超える場合、そ
して頻回に増悪をきたす場合には、
初期治療としてLABA/ICSがより効
果的といえます。しかし、好酸球数
が4％以下では、肺炎のリスクを考
慮してLAMAから開始すべきでしょ
う。この研究は、いわゆるリアルワー
ルドデータを好酸球数で層別化して
解析した初めての検討です。その点
で大きな意義があるといえます。

永井　本日もさまざまな角度からの
研究を解説いただきました。特にト
リプルセラピーについては、エビデ
ンスの解説とともに、論文を解釈す
る際の注意点にも言及いただき、臨
床応用に有用なディスカッションに
なったと思います。本日は誠にあり
がとうございました。
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