日本呼吸器学会から『喘息と COPD のオーバーラップ（ACO ）診断と治療の手引き
2018 』が刊行され、診断基準や診断手順が示されていますが、特に高齢患者においては、

COPD 最新の話題

座談会

ACOを正確に診断するのは難しいのが実状だと考えられます。そのため、日本国内でも、
ACO の診断に役立つバイオマーカーの探索、ACO のバイオマーカーと臨床経過との関
連、COPDと比較した ACO の生理学的・形態学的特徴などの研究が盛んに行われてい
ます。本座談会は、日本発の ACO に関する最新の研究紹介を中心とし、そのほか ICS
の位置づけ、画像と機能の関係などの最新研究を取り上げました。
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この研究のすばらしいところは、ベースラインの 3-NT 値は、
ACO を鑑別するだけでなく、iNOS 誘導（p ＜ 0.0001 ）や
％ FEV1（p ＜ 0.0001 ）と有意に関連し、年齢・喫煙歴および
血中好酸球数で補正した増悪の頻度（p ＜ 0.0001 ）および FEV1
低下（p＜0.0001 ）と有意な相関性が認められると示したことです。

室

本日は、2019 年 1 ～ 6 月に発表

された COPD に関する論文を厳選し、

におけるこれらのバイオマーカーの

工夫が必要だと考えます。

役割を検討しました。

浅井

そうですね。弁別性はまだ高

くないデータになると思います。

ACO の病態や診断に関する日本発

結果ですが、図 1 より、血清ペリ

の論文 2 本を浅井先生に、ICS の位

オ ス チ ン は、 喘 息 お よ び A C O で

室

置づけについての新たな知見の論文

COPD より高値でした。一方、血清

を問診して診断を進めていきますが、

2 本を南方先生に、画像解析による

YKL-40 は、COPD と ACO で喘息よ

ACO のような common disease はわ

形態と機能の関連を明らかにした論

り高値でした。ROC カーブを用いて

かりやすい血清バイオマーカーで診

文 3 本を田辺先生にご解説お願いし

カットオフ値を求めると、COPD か

断指針を一般医の先生に提示できれ

ます。

ら ACO を鑑別するペリオスチンの

ばよいと思います。そういう意味で、

カットオフ値は 55.1ng/mL、喘息か

この論文のような研究がますます進

ら ACO を鑑別する YKL-40 のカット

展することを期待します。

ACOの診断に役立つ2つの
血中バイオマーカー

オフ値は 61.3ng/mL でした。

呼吸器専門医は症状やヒストリー

ニトロ化ストレスは
臨床経過を予測する

浅井 ACO の病態を理解すること

多変量線形回帰分析によって、高

により、診断の一助となる可能性の

齢（p=0.005 ）
・低 BMI（p=0.001 ）
・

ある論文が日本より 2 本発表されま

・高総 IgE
高好酸球数（ p ＜ 0 . 001 ）

した。まず『Combined Assessment

（ p=0.015 ）・COPD の診断がないこ

した『Nitrosative stress in patients

of Serum Periostin and YKL-40 May

と（p=0.005 ）が、有意に高ペリオス

with asthma-chronic obstr uctive

Identify Asthma-COPD Overlap. 』1 ）

チンレベルと関連していることが明

pulmonary disease overlap. 』3 ）を解

を紹介します。

らかになりました。

説します。
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次に東北大学から報告されま

ACO の診断には、まず COPD の

血清ペリオスチンと YKL-40 両方

この研究の目的は、ACO 患者の

診断を確定してから、末梢血好酸球

のレベルが高い患者の割合は、喘息

気道における酸化還元の不均衡、お

や IgE 高値など喘息の特徴があるか

群や COPD 群と比較して、ACO 群

よび組織の炎症をもたらすニトロ化

確認していきます 2 ）

で有意に高い（ p ＜ 0.001 ）という結

ストレスについて調査し、被験者の

ほかにも ACO の診断に至れる血清

果でした。

ニトロ化ストレスと臨床経過との関

中のバイオマーカーがないかを検討

室

連性を評価することです。

したものです。

はわかりやすくてよいと思いました。

が、本研究は、

病態を 2 つの軸からとらえるの

この研究には、健常被験者 30 名、

Th2 バイオマーカーであるペリオ

しかし、ROC カーブでカットオフ値

喘息患者 56 名が参加しました。喘息

スチンと、COPDの有用なバイオマー

も出していますが、感度も特異度も

患者の内訳は、喘息のみの患者 33 名

カーである YKL-40 を、日本人の喘

低いと思います。 ペリオスチンと

と ACO の患者 23 名で、 この 3 群で

・ACO（n=115 ）
・COPD
息（n=177 ）

YKL-40 を実際に患者さんの診断に

比較検討しています。臨床経過を評

（n=61 ）患者で評価し、ACO の同定

使用できるかというと、もう一段階

価するため、本試験の被験者に対し

2

(2 )

COPD 最新の話題

喘息・COPD 合併の病態や診断に対する日本の施設のアプローチを考察する

本研究はメタアナリシスで、ICS/ LABA と比較して、
トリプルセラピーが、トラフ FEV1 を改善し、
COPD 急性増悪を抑制すること、
また ICS/ LABA に LAMA を追加しても、
心血管系重篤有害事象リスクを変化させないことを示しました。

2 年間の前向き追跡調査を実施しま

患者に比べ、ACO 患者の 3-NT 産生

喘息において3-NTを測定することで、

した。ニトロ化ストレスは、喀痰中

は有意に高いことが示されました

喘息のみと ACO を鑑別できる可能

の細胞における 3 - ニトロチロシン

（p ＜ 0.0001、図 2 ）
。これは、COPD

性があることを示した報告になると

（ 3-NT）産生に基づいて評価しました。

においてニトロ化ストレスが高いこ

思います。また、新たに同定された

とを反映していると考えられますが、

強力な抗酸化物質である反応性過硫

結果ですが、健常者・喘息のみの
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FIGURE 2. Comparison of serum periostin (A), blood eosinophil counts (B), FeNO (C), total serum IgE (D), and serum YKL-40 (E) among
patients with asthma, ACO, and COPD. Serum periostin and other type 2 biomarkers were significantly lower in patients with COPD and
serum YKL-40 levels were significantly lower in patients with asthma than in patients with the other 2 diseases. ACO, Asthma-COPD
overlap; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FeNO, fractional exhaled nitric oxide; YKL-40, chitinase-3-like protein 1.
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文献 1 の Figure 2

（Shirai T, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019；7（ 1 ）
：134-145.より引用）
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PRMfSAD は早期の FEV1 経年低下と関連している 8 ）ことも
わかっているので、本研究の病理学的変化との関係解明は、
より早期発見・早期介入を進めるエビデンスになるだろうと
考えます。

化物（reactive persulfide ）および多

ベースラインの 3-NT 値は、ACO を

中好酸球数で補正した増悪の頻度

硫化物（polysulfide ）の量は、ACO

鑑別するだけでなく、iNOS 誘導（p ＜

（p ＜ 0.0001 ）および FEV1 低下（p ＜

群で有意に低下していました。

0.0001 ）や％ FEV1（p ＜ 0.0001 ）と有

0.0001 ）と有意な相関性が認められ

意に関連し、年齢・喫煙歴および血

ると示したことです。3 -NT 値は臨

この研究のすばらしいところは、
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FIG2. Formation of 3-NT in sputum cells. A, Representative photograps of immunocytochemical staining against
3-NT are shown. LPS-treated THP-1 cells were used as the positive control. Arrows indicate 3-NT–immunopositive
cells. B, 3-NT–immunopositive cells were counted and expressed as a percentage of totalcells. C and D, Correlations
between values of 3-NT–immunopositive cells and those of iNOS-immunopositive cells (Fig 2, C) or lung functiondata (FEV1 percent predicted; Fig 2, D) are shown. Dataare presented as means ± SDs and analyzed by using the
Kruskal-Wallis test, followed by the Dunn test. Correlations were tested by using the Spearman rank method. White
circles, Healthy subjects ; gray circles, asthmatic patients ; black circles, patients with ACO. Scale bars = 50 μm.
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文献 3 の Figure 2

（Kyogoku Y, et al. J Allergy Clin Immunol. 2019；144（ 4 ）
：972-983.より引用）
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この研究は、Hogg 先生 9 ）らが 1970 年代から主張されている
「COPD では末梢気道病変が先行する」という説を
生体で証明した画期的な研究だと思いました。

床的症状や予後と関連するという有

の入った薬物治療に関する論文のご

また ICS/LABA に LAMA を追加す

用性を示しました。

解説をお願いします。

ることは、心血管系重篤有害事象リ

ただ、1本目の血中バイオマーカー

南方 『 Adding a LAMA to ICS/

スクに影響を与えませんでした（エ

と比較しますと、喀痰検査は一般医

LABA Therapy：A Meta-analysis of

ビデンスの質は moderate、図 3-C ）。

にそれほど普及しているものではな

T riple Combination Therapy in

NNT（number needed to treat ）

4）

く、3 -NT がより簡便に測定できる

COPD. 』 はイタリアからの報告で、

解析では、3.97 人トリプルセラピー

方法が編み出されるとよいと思いま

イタリアでは COPD に最もよく使用

で治療すれば 1 人の FEV1 の＞ 100mL

した。

されているのが ICS/LABA であり、

の増加が得られ、26 . 07 人をトリプ
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ニトロ化ストレスという COPD

そこに LAMA を追加した場合の有効

ルセラピ ー で 1 年間治療すれば 1 増

の重要な病態を反映する酸化ストレ

性と安全性を検討したメタアナリシ

悪の抑制が得られることが示されま

スのマーカーで示していただき、弁

スです。

した。

方法は、ICS/LABA/LAMA 併用

本研究はメタアナリシスで、ICS/

の有効性を検討したランダム化比較

LABA と比較して、トリプルセラピー

増悪の頻度および FEV1 低下が上昇

試験をデータベースから抽出していま

が、トラフ FEV1 を改善し、COPD

すると示したのは興味深いと思います。

す。主要評価項目は、トラフ FEV1・

急性増悪を抑制すること、また ICS/

このマーカーは診断の枠を超えて予

COPD 急性増悪リスク・心血管系重

LABA に LAMA を追加しても、心血

後を予測できるのだと思われます。

篤有害事象リスクに対する、ICS/

管系重篤有害事象リスクを変化させ

室

ニトロ化ストレスに対するアン

LABA と比較したトリプルセラピー

ないことを示しました。

タゴニストやスカベンジャーを創薬

の有効性としました。エビデンスの

室

の方面で研究されているか聞いたこ

質を評価するために GRADE システ

LAMA を追加すれば、呼吸機能が改

とはありますか。

ム が 使 用 さ れ ま し た。15 , 519 例 の

善し増悪が抑制されたのは当然のよ

浅井

喘息・COPD・ACO という枠

COPD 患者を含む 13 のランダム化比

うな感じがします。 欧米では ICS/

にとらわれなく、炎症のあるところ

較試験がメタアナリシスされました。

LABA が主流なのでこのような研究

は酸化ストレスが高いので、アンチ

結果ですが、ICS/LABA と比較し

が 行 わ れ る の で す ね。 日 本 で は

オキシダントという選択肢が今後補

て、トリプルセラピーは、トラフ FEV1

LAMA/LABA に ICS を追加する方

助治療として考えられていくのでは

を改善させ（ 平均差： ＋104.86mL、

が興味があると思います。

ないかと思います。

95％ CI；86.74-122.99、 エビデンス

田辺

の質は high、図 3-A ）、COPD 急性

ICS/LABA とは異なる方面から作用

増悪発現率を低下させました（相対

して、確実に効果を出すという解釈

リスク：0 . 78、95％ CI；0 . 71 - 0 . 85、

でよいでしょうか。

エビデンスの質は high 、 図 3 -B ）。

南方 それでよろしいかと思います。

別能も優れている印象を受けました。
田辺

3-NT陽性細胞の割合が高いと、

ICS/LABAに加えた
LAMAの有効性と安全性
室

それでは、次に南方先生に ICS

COPD ですから、ICS/LABA に

この研究からは、LAMA は
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A

Favors ICS/LABA

Estimate ( 95% CI )

Studies
IMPACT (FF/UMEC/VI vs FF/VI; 52 wk) 2018
KRONOS (BUD/GLY/FOR vs BUD/FOR; 24 wk) 2018
KRONOS (BUD/GLY/FOR vs open-label BUD/FOR; 24 wk) 2018
FULFIL (FF/UMEC/VI vs BUD/FOR; 24 wk) 2017
FULFIL (FF/UMEC/VI vs BUD/FOR; 52 wk) 2017
Siler study 1 (UMEC+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2016
Siler study 2 (UMEC+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2016
Sousa (UMEC+open-label ICS/LABA vs open-lable ICS/LABA; 12wk 2016)
TRILOGY (BDP/FOR/GLY vs BDP/FOR; 26 wk) 2016*
TRILOGY (BDP/FOR/GLY vs BDP/FOR; 52 wk) 2016*
GLISTEN (GLY+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2015
GLISTEN (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2015
Saito (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 4 wk) 2015
Siler study 1 (UMEC+open-label FF/VI vs open-label FF/VI; 12 wk) 2015
Siler study 2 (UMEC+open-label FF/VI vs open-label FF/VI; 12 wk) 2015
Cazzola (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2007
Singh (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 2 wk) 2007

97.00 (85.20, 108.80)
74.00 (51.96, 96.04)
59.00 (37.08, 80.92)
171.00 (148.84, 193.16)
179.00 (133.25, 224.75)
147.00 (92.06, 201.94)
127.00 (73.47, 180.53)
123.00 (72.09, 173.91)
81.00 (53.28, 108.72)
63.00 (32.52, 93.48)
101.00 (73.42, 128.58)
99.00 (69.94, 128.06)
103.00 (1.08, 204.92)
123.00 (92.43, 153.57)
122.00 (91.49, 152.51)
46.00 (14.53, 77.47)
109.00 (14.16, 203.84)

Overall (I 2 = 84%, P = .01)

104.86 (86.74, 122.99)

Favors ICS/LABA/LAMA

***
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B

Favors ICS/LABA/LAMA

Estimate ( 95% CI )

Studies
IMPACT (FF/UMEC/VI vs FF/VI; 52 wk) 2018
KRONOS (BUD/GLY/FOR vs BUD/FOR; 24 wk) 2018
KRONOS (BUD/GLY/FOR vs open-label BUD/FOR; 24 wk) 2018
FULFIL (FF/UMEC/VI vs BUD/FOR; 24 wk) 2017
FULFIL (FF/UMEC/VI vs BUD/FOR; 52 wk) 2017
Siler study 1 (UMEC+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2016
Siler study 2 (UMEC+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2016
Sousa (UMEC+open-label ICS/LABA vs open-label ICS/LABA; 12 wk) 2016
TRILOGY (BDP/FOR/GLY vs BDP/FOR; 52wk) 2016*
GLISTEN (GLY+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2015
GLISTEN (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2015
Siler study 2 (UMEC+open-label FF/VI vs open-label FF/VI; 12 wk) 2015
Siler study 1 (UMEC+open-label FF/VI vs open-label FF/VI; 12 wk) 2015

0.85 (0.82, 0.88)
0.82 (0.70, 0.96)
0.84 (0.71, 0.98)
0.65 (0.55, 0.77)
0.55 (0.39, 0.80)
0.70 (0.30, 1.59)
0.50 (0.24, 1.03)
1.04 (0.56, 1.96)
0.80 (0.70, 0.92)
0.90 (0.56, 1.44)
0.74 (0.45, 1.22)
0.86 (0.29, 2.50)
0.35 (0.14, 0.88)

Overall (I 2 = 44%, P = .05)

0.78 (0.71, 0.85)

Favors ICS/LABA

***
0.4

0.2

0.78

1

2

Relative risk (moderate or severe AECOPD)

C

Favors ICS/LABA/LAMA Favors ICS/LABA

Estimate ( 95% CI )

Studies

IMPACT (FF/UMEC/VI vs FF/VI; 52 wk) 2018
KRONOS (BUD/GLY/FOR vs BUD/FOR; 24 wk) 2018
KRONOS (BUD/GLY/FOR vs open-label BUD/FOR; 24 wk) 2018
FULFIL (FF/UMEC/VI vs BUD/FOR; 24 wk) 2017
Siler study 1 (UMEC+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2016
Siler study 2 (UMEC+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2016
Sousa (UMEC+open-label ICS/LABA vs open-label ICS/LABA; 12 wk) 2016
TRILOGY (BDP/FOR/GLY vs BDP/FOR; 52 wk) 2016*
GLISTEN (GLY+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2015
GLISTEN (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 12 wk) 2015
Saito (TIO+FP/SAL vs FP/SAL; 4 wk) 2015
Siler study 1 (UMEC+open-label FF/VI vs open-label FF/VI; 12 wk) 2015
Siler study 2 (UMEC+open-label FF/VI vs open-label FF/VI; 12 wk) 2015
Cazzola (TIO+FP/SALvsFP/SAL;12 wk) 2007
Overall (I 2 = 17%, P = .27)

1.04 (0.91, 1.19)
0.49 (0.07, 3.48)
0.50 (0.07, 3.52)
0.63 (0.24, 1.62)
0.34 (0.04, 3.19)
0.08 (0.00, 1.35)
4.91 (0.24, 101.10)
0.43 (0.18, 1.05)
0.75 (0.17, 3.31)
2.74 (0.88, 8.48)
3.00 (0.13, 68.26)
0.20 (0.01, 4.14)
0.80 (0.22, 2.93)
0.89 (0.02, 43.35)
0.85 (0.60, 1.20)
0.04

0.08

0.2

0.4

0.8

2

4

8

Relative risk (cardiovascular SAEs)
Figure 2 – Primary end points. A, Forest plot of the effect of ICS/LABA/LAMA vs ICS/LABA combination on the change from baseline in trough FEV1.
B, Risk of moderate or severe AECOPD. C, Risk of cardiovascular SAEs in patients with COPD. The studies have been sorted by year of publication.
***P < .001 vs ICS/LABA combination. BDP = beclomethasone dipropionate; BUD = budesonide; FOR = formoterol fumarate; FF = fluticasone
furoate; FP = fluticasone propionate; GLY = glycopyrronium bromide; SAL = salmeterol; SAE = serious adverse event; TIO = tiotropium bromide;
UMEC = umeclidinium bromide; VI = vilanterol.
*：試験内容は国内未承認

図3
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文献 4 の Figure 2

（Calzetta L, et al. Chest. 2019 Apr；155（ 4 ）
：758-770.より引用）

COPD 最新の話題

喘息・COPD 合併の病態や診断に対する日本の施設のアプローチを考察する

LAMA を追加しても心血管系重篤有

and the risk of lung cancer in

cy-weighted duration of use ）」
「最新

害事象リスクは増加しないというこ

COPD：a population-based cohort

性の加重をした累積使用量（Recen-

』5 ）は、ICS が COPD 患者の

cy-weighted cumulative dose ）」で

ともかなり強く主張しています。

study.

室

肺癌の発症リスクを抑制するかもし

しかし、メタアナリシスの論文

を読むときに気を付けなければなら

れないという内容です。

評価しています。
結果ですが、39,676 例が登録され、

ないのは、用いられたランダム化比

カナダの British Columbia 州の

コホートの平均年齢（±SD ）は 70.7±

較試験の患者背景はそれぞれ非常に

1997 年から 2007 年の集団ベ ー スの

11.1 歳で 53％が女性でした。追跡期

異なるという点です。本研究のよう

管理データが、肺癌リスクと COPD

間中に 994 例（ 2.5％）が肺癌と診断

に、増悪を主要評価項目にした試験

患者の ICS 使用との関連を評価する

されました。主要評価項目の時間依

では前年に増悪した患者が対象です

ために使用されました。

存性の ICS 曝露は、肺癌リスクの30％

し、FEV1 を主要評価項目とした試

肺癌と診断された患者のうち、診

験では増悪は関係なく呼吸機能の変

断 1 年前までに ICS 投与が開始され

95％ CI；0.61-0.80、表 1 ）。表 1 を見

化を評価しやすい患者を対象として

ていた患者を ICS 投与群としていま

ると、ICS 曝露の 5 つの指標すべて

います。それを全部いっしょにして

す。つまり、診断される 1 年ぐらい

をとおして、ICS 曝露は肺癌診断の

解析した結果だという点は注意しな

前には癌の発症は起こっているだろ

リスク低下と関連していることがわ

ければならないと思います。

うという推定のもとに期間を設定し

かります。 一番右の AIC（ Akaike

田辺

ています。

Information Criteria ）とはモデルに

本研究の患者背景は調整され

ICS曝露の指標は5つ設定しており、

ているのでしょうか。
南方

残念ながらそこまで調整され

てはいないですね。

ICS使用とCOPDの
肺癌発症との関係
南方

表1

より失われる情報量を推定し、最低

1 つ目は主要評価項目で「 時間依存

AIC は最も適合するモデルを示しま

性の ICS 曝露（Time-dependent ICS

す。この場合、最新性の加重をした

exposure ）」です。それ以外に「累積

使用期間を用いれば、最も信頼でき

」
使用年（Cumulative years of use ）

る デ ー タ が 得 ら れ る こ と に な り、

「累積使用量（Cumulative dose ）
「最
」

次の『Inhaled corticosteroids

減少と関連していました（ HR0.70、

新性の加重をした使用期間（Recen-

26％肺癌を抑制することが示されま
した。

文献 5 の Table4

TABLE 4 Fully adjusted analysis of the association between inhaled corticosteroid (ICS) use and lung
cancer, applying five different exposure definitions with Akaike Information Criterion (AIC) values:
multivariable regression#
Exposure metrics
Time-dependent ICS exposure
Cumulative years of use ¶
Cumulative dose ¶
Recency-weighted duration of use
Recency-weighted cumulative dose

Hazard ratio (95 % Cl)

p-value

AIC

0 .70 (0 .61 -0 .80 )
0 .89 (0 .83 -0 .95 )
0 .83 (0 .72 -0 .97 )
0 .74 (0 .66 -0 .82 )
0 .57 (0 .43 -0 .74 )

<0 .001
<0 .001
0 .0201
<0 .001
<0 .001

19132
19141
19149
19116
19133

#

: multivariable regression analysis was adjusted for the following covariates: age, sex, region, income
quintile, inpatient hospitalisation, number of physician encounters, chronic obstructive pulmonary
disease hospitalisation, year of cohort entry, Charlson Comorbidity Index score, total number of
prescriptions received, oral glucocorticoid use and time-dependent statin exposure; ¶: measured as a
continuous variable.



（Raymakers AJN, et al. Eur Respir J. 2019；53（ 6 ）. pii：1801257.より引用）
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この研究から ICS は COPD の肺癌

Damage in Severe Chronic Obstruc6）

0.001 ）、円形度（p ＜ 0.001 ）で、終

を抑制するとは言い切れませんが、

tive Pulmonary Disease. 』 です。

末細気管支形態に関する指標のほと

1 つの報告としては興味深いと思い

田辺

最近、COPD においては気腫

んどと PRMfSAD は関連していまし

ます。この論文では、COPD 患者で

性病変に先立って末梢気道病変が生

た。肺実質の気腫性変化に関する指

ICS の治療ベネフィットを得るには、

ずる可能性が示され、早期の末梢気

標については PRMfSAD との有意な

肺癌のリスクの高い患者を見極める

道病変を発見することの重要性が言

関連はみられていません。

ことが重要だと述べています。

われています。2012 年に発表された

一方、PRMEmph は、一部終末細

田辺 ICS が肺癌発症を抑制するメ

Parametric Response Mapping

気管支形態に関する指標とも関連し

カニズムですが、遺伝子解析で肺癌

（PRM ）という手法 7 ）で、吸気と呼

ていますが、それよりも肺実質の気

のパスウェイと COPD のパスウェイ

気の CT を変形して重ねることによっ

腫性変化に関する指標である肺胞腔

はある程度重複することがわかって

て、肺を正常部位・機能的末梢気道

サイズの増加（ p ＜ 0.001 ）、 肺胞表

いるので、抗炎症薬で COPD の炎症

・ 気腫性病変
病 変（ P R M f S A D ）

面積の減少（p=0.003 ）と関連してい

カスケードを抑えることによって肺

（ PRMEmph ）に分けることができ

癌発症が抑制されたのでしょうか。

るようになりました。本研究は CT

PRMfSAD は早期の FEV1 経年低

南方

上の PRMfSAD と呼ばれる領域と病

下と関連している 8 ）こともわかって

いてはほとんど述べられていません。

理学的変化との関係を初めて検討し

いるので、本研究の病理学的変化と

まだわからないことが多いのだと思

たものとなります。

の関係解明は、より早期発見・早期

この論文ではメカニズムにつ

います。
室

肺組織形態をマイクロ CT を用い

ました。

介入を進めるエビデンスになるだろ

この論文を読んで、もともと肺

て定量評価し、術前の CT を用いて

うと考えます。

癌リスクの低い喘息要素の強い

行った PRM 解析との関連を調べま

室

COPD に ICS を使用しているだけな

した。

1970年代から主張されている「COPD

のではないかという疑問を持ちまし

COPD 肺では、終末細気管支（TB ）

この研究は、Hogg 先生 9 ）らが

では末梢気道病変が先行する」とい

た。この研究の喫煙歴での補正はど

数が減少していました（p=0.01 ）。残

う説を生体で証明した画期的な研究

うなっていますか。

存している TB は、壁体積割合が増

だと思いました。

南方

加し（ p ＜ 0.001 ）、 円形度が減少し

田辺

喫 煙 に 関 す る 記 載 は な く、

末梢気道病変を捉える方法と

ICS 投与群と非投与群間での喫煙率

（p ＜ 0.001 ）、横断内腔面積が減少し

しては、超高精細 CT で直接観察す

の差は不明です。したがって、ICS

（p ＜ 0.001 ）、内腔狭窄が重度でした

る方法 10 ）と、PRM で予測するとい

投与群では発癌危険因子である喫煙

。COPD 肺は、肺胞腔サ
（ p=0.008 ）

う 2 つがあります。内径 1mm 以上の

率が低い集団であった可能性は否定

、肺胞表面
イズが増加し（p ＜ 0.001 ）

気道であれば超高精細 CT で解析可

できません。

積が減少していました（p ＜ 0.001 ）
。

能ですが、終末細気管支は 0.5mm 以

回帰分析によって、PRMfSAD およ

下なので、PRM という手法は重要

PRMfSAD（機能的末梢気道
病変）と病理学的変化の関係
室

次に田辺先生に画像解析に関す

び PRMEmph と病理学的変化との関
係を表したのが表 2 です。PRMfSAD
と関連する因子は、終末細気管支の

る最新の論文を3本紹介お願いします。

個数（p=0.02 ）、閉塞した終末細気管

1つ目は『Noninvasive Imaging Bio-

支の個数（p=0.008 ）、横断内腔面積

marker Identifies Small Air way

（ p ＜ 0 . 001 ）、 壁 体 積 割 合（ p ＜

8

(8 )

だと考えています。

COPDとACOの生理学的・
形態学的違い
田辺

次に『Physiological and mor-

phological differences of air ways

喘息・COPD 合併の病態や診断に対する日本の施設のアプローチを考察する

COPD 最新の話題

た。 気腫性変化が少ないのは ACO

COPD 群では気腫性病変が強いとい

と matched COPD で FEV1 を揃えて

う背景が、モストグラフの結果に反

COPD と ACO の生理学的違いをモ

あるので、ACO で気道病変が強く、

映されているのではないかについて

ストグラフで、形態学的違いを CT

matched COPD で気腫性病変が強

より詳細な検討が必要だと思いまし

で検討した非常に興味深い内容です。

く表れたということだと思います。

た。

between COPD and asthma-COPD
overlap. 』

11 ）

を紹介します。これは

COPD 患者 167 例の呼吸抵抗・リ

モストグラフの結果を表したのが

アクタンス・三次元 CT データを得ま

図 4 です。ACO 患者では、1 回呼吸

ACO の診断において、 形態学的指

した。そのうち喘息の診断基準を満

間の呼吸抵抗（ R 5、R 20、R 5 -R 20 ）

標・生理学的指標を用いることによっ

たす 43 例を ACO としました。残り

もリアクタンス（ X5、Fres、ALX ）

てより明確に ACO を診断できるの

の 124 例のうち喫煙歴と気流制限の

も高いが、吸気相と呼気相の差は小

ではないかとまとめています。

程 度 が ACO と マ ッ チ し た 86 例 を

さいという特徴が認められました。

室

matched COPD として選出しました。

筆者らは、吸気相と呼気相の差（Δ）

能を含めた患者背景を合わせて

について、COPD では呼気で抵抗が

COPD と ACO を比較しているとこ

matched COPD と比較して第 3 から

上昇するが吸気では少ない、それに

ろですね。

第4気道分岐にかけて WT（気道壁厚）

対して ACO では呼気でも吸気でも

田辺

/ √ BSA（体表面積）が大きく、第 5

固定化された気道抵抗の上昇がある

じました。FEV1 を揃えると、 どう

から第 6 気道分岐にかけて Ai（管腔

ため差が小さくなるのだろうと考察

しても COPD 群で気腫性病変が強く

内面積）/BSA が小さく、気腫性変

をしていました。

なり、ACO 群では気腫性病変の弱

画像に関しては、ACO 患者では、

化が少ないことが明らかになりまし

表2

私 の 感 想 と し て は、m a t c h e d

筆 者 ら は、 本 研 究 の 結 果 か ら、

この研究の特徴の 1 つは呼吸機

それも評価が難しいと今回感

さを埋めるために気道病変が強いと

文献 6 の Table 2

Table 2 . Regression analysis parameter estimates demonstrating the relationships between localized PRM
classification and micro CT morphometry.
PRMfSAD
Measurements

Estimate

PRMEmph

SE

p-value

Estimate

SE

p-value

Terminal Bronchiole Morphometry
Terminal Bronchioles per mL of
lung

-0 .007

0 .003

0 .02

-0 .008

0 .004

0 .03

Nunber of obstructed bronchioles
per mL of lung

0 .004

0 .002

0 .008

0 .00

0 .002

0 .99

Cross sectional lumen area (mm2 )
C

-0 .004

0 .001

<0 .001

-0 .001

0 .002

0 .23

0 .50

0 .07

<0 .001

0 .33

0 .10

0 .002

Circularity e

-0 .001

0 .0003

<0 .001

-0 .0007

0 .0004

0 .09

Alveolar attachment number per
terminal bronchiole f

-0 .007

0 .006

0 .25

-0 .02

0 .009

0 .01

2 .17

1 .70

0 .20

15 .08

2 .53

<0 .001

-0 .02

0 .08

0 .81

-0 .17

.06

0 .003

Wall area percent d

Parenchymal Morphometry
Mean linear intercept (μm) g
Alveolar surface area (cm2 /mL) h



（Vasilescu DM, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019；200（ 5 ）
：575-581.より引用）
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いう結果になってしまいます。年齢・
性別・喫煙量ぐらいで調整するのも 1
つの方法かもしれません。
この研究の意義の 1 つは、現在は

願いします。

います。

田辺

気道と肺全体の体積比と
肺機能・症状

これまで CT 解析の研究で、

気道のみあるいは肺実質のみを対象
としたものはたくさんありましたが、

COPD に ICS を使用する場合、末梢

室

血好酸球数や FeNO などを参考にし

研究『Associations of airway tree to

ていますが、将来的には第 3 から第

lung volume ratio on computed

4 気道分岐にかけての気道壁肥厚な

tomography with lung function and

A はほぼ正常な肺機能（ ％ FEV1 ＝

どの形態学的変化も ICS 使用の目安

symptoms in chronic obstructive

81％）なのに対して B は著明な閉塞

にできる可能性を示したことだと思

3

3

Exp.

lnsp.
COPD

Avg.

0

∆

Exp.

lnsp.
COPD

ACO

Avg.

0

∆

−3

lnsp.
COPD

＊

15
Fres(Hz)

X5(cmH2O/L/s)

＊

Exp.

ACO

−5
＊

＊

Avg.

∆

ACO

F

20

−4

＊

1.0

E

−6

＊

1.5

10

＊

ALX(cmH2O/L/s×Hz)

D

2.0

0.5

1

1
0

4

2

＊

2

＊

R5-R20(cmH2O/L/s)

R20(cmH2O/L/s)

R5(cmH2O/L/s)

4

性障害（％ FEV1=32％）を認めている

C

＊

5

代表的な写真を図 5 に示しますが、

pulmonary disease. 』 をご紹介お

B
＊

比を指標としました。

12 ）

A
6

本研究では、気道と肺全体の体積の

では最後に田辺先生にご自身の

40

＊

30

＊

20

−2

0

10

5

−1

Exp.

lnsp.
COPD

Avg.
ACO

∆

0

Exp.

lnsp.
COPD

Avg.
ACO

∆

0

Exp.

lnsp.
COPD

Avg.

∆

ACO

Figure 2. Comparison of respiratory resistance and reactance between COPD and ACO. (A) Respiratory
resistance at 5 Hz (R5). (B) Respiratory resistance at 20 Hz (R20). (C) Difference between R5 and R20 (R5–
R20). (D) Respiratory reactance at 5 Hz (X5). (E) Resonant frequency (Fres). (F) Low-frequency reactance
area (ALX). COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ACO, asthma–COPD overlap; exp., expiratory
phase: insp., inspiratory phase; avg., average value of the inspiratory and expiratory phases; ∆, gap between the
inspiratory and expiratory phases. Grey and black bars indicate COPD and ACO, respectively.

図4
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文献 11 の Figure 2

（Karayama M, et al. Sci Rep. 2019 May 24；9（ 1 ）
：7818.より引用）

COPD 最新の話題

喘息・COPD 合併の病態や診断に対する日本の施設のアプローチを考察する

COPD 症例です。閉塞性障害が進行

AWV ％は、GOLD のスパイロメ

FEV1 の低下および RV/TLC の上昇

すると、肺容積が大きくなり気道容

トリーのグレードが上昇するにした

と、肺気腫の程度や可視化できる気

積は小さくなって形態が変化してい

がって減少しました（ p ＜ 0.0001 ）。

道の個数とは独立して関連している

くのがわかります。

AWV ％ は、 症状のない患者と比較

ことが示されました（表 3 ）
。

本研究では、肺容積（lung volume ）

して症状のある患者で低下していま

この指標のメリットは、ボリュー

に対する気道容積（air way tree ）の

したた（p=0.036 ）。気道内腔面積や

ム（容積）というのは、誰でも確実に

割合で定義される air way volume

肺容積など従来のCT指標と比較して、

測定できてセレクションバイアスも

percent（AWV％）を新たに考案して、

AWV ％ は、 より FEV1 および RV/

ないため、非常に安定した指標にな

肺機能および症状との関連を検討し

TLC と密接に関連していました。多

りうるということです。また、与え

ました。

変量解析によって、低い AWV％は、

られた肺容積に対して適切な気道容

A

B

Fig. 1 Representative 3D renderings of airway tree and right lung in 2 COPD cases. A percentage ratio of airway tree volume in the right upper
and middle-lower lobes (AWV, highlighted by yellow colour) to the right lung volume (rLV, brown colour), namely, the airway volume percent
(AWV%), was compared between COPD subjects with mild airflow obstruction (Case A, %FEV1 = 81%, heigh = 167 cm) and with severe
airflowobstruction (Case B, %FEV1 = 32%, height = 167 cm). Compared to Case A (AWV = 18ml, rLV = 2519 ml), Case B showed smaller
airway tree volumeand larger lung volume (AWV = 9 ml, rLV = 2998 ml), which resulted in substantially lower AWV%

図5


文献 12 の Figure 1
表3

（Tanabe N, et al. Respir Res. 2019 Apr 18；20（ 1 ）
：77.より引用）

文献 12 の Table3

Table 3 Multivariate linear regression analysis to explore the associations
between CT indices and pulmonary function
Model 1 (%FEV1 )b

βa

VIF

p value

LAV%

-0 .50

2 .3

< 0 .00001

WA%

-0 .26

1 .6

0 .73

TAC

0 .21

3 .2

0 .048

AWV%

0 .35

3 .6

0 .003

βa

VIF

p value

LAV%

0 .24

2 .3

0 .01

WA%

-0 .17

1 .6

0 .98

TAC

-0 .17

3 .2

0 .14

AWV%

-0 .28

3 .6

0 .02

Model 2 (RV/TLC)b

LAV% : low attenuation volume percent, WA% : wall area percent, TAC : total
airway count, AWV% : airway volume percent

（Tanabe N, et al. Respir Res. 2019 Apr 18；20（ 1 ）
：77.より引用）
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積というものがあるはずなので、そ
の比が適切に保たれるということが、
病態を評価する上でも、薬剤の有効
性を測定する上でも今後重要になっ
ていくのではないかと考えています。
室

本日は、ACO の診断・ICS の位

置づけ・画像解析と幅広い話題で論
文をご解説いただきました。ACO、
喘 息 合 併 COPD 、 喘 息 要 素 な ど、

COPD に存在する好酸球性炎症や2型
炎症へのとらえ方は研究者によって
さまざまですが、ACO の診断や病態、
生理学的・形態学的変化について、
日本から興味深い研究が多数発表さ
れていたことが注目されると思いま
す。先生方どうもありがとうござい
ました。

12
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