日本人 COPD 患者を対象に LAMA/LABA 配合剤の有効性を検討した VESUTO 試験
の post-hoc 解析で、LAMA 単剤と比較して LAMA/LABA 配合剤は、身体活動性を向

COPD 最新の話題

座談会

上させるだけではなく、sedentary 時間を有意に減少させることが示されました。本座
談会ではこれにはどのような意義があるのかを語り合っていただきました。その他、
HRCT 画像検査では呼吸機能検査に先立って COPD 病変を検知できることを示した 2
論文、鉄代謝とCOPD 病態形成との関連を明らかにした日本の施設からの研究 2 論文が
紹介されました。
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LAMA/LABA を用いた maximal bronchodilation によって
座りがちな生活をより活動性の高い生活へ引き上げることで、
身体活動性の低下に伴う予後不良などの COPD の
さまざまなリスクを軽減させることができるのではないか
というのが本論文 1 ）の内容になります。

柴田

本日は 2019 年 7 ～ 12 月に発表

された COPD に関する論文から厳選
したものを 3 人の先生にご解説お願

トロピウム単剤と比較した VESUTO

LAMA/LABAは、
LAMAと
比較して身体活動性を向上させる

試験の post-hoc 解析です。
登録された 182 例のうち、131 例

いします。權先生には治療に関する

柴田

それでは權先生、まず薬物治

が本研究への要件を満たし、チオト

2 編、中野先生には画像解析の新知

療についての「Effect of tiotropium/

ロピウム単剤（n=62）またはチオトロ

見 に つ い て の 2 編、 井 上 先 生 に は

olodaterol on sedentary and active

ピウム/オロダテロール配合剤（n=69）

COPD の病態における鉄代謝に関す

time in patients with COPD： post

にランダム化されました。患者背景

る日本発の論文 2 編を解説いただき

VESUTO®

ます。

hoc analysis of the
study.
權

この研究は、日本人 COPD 患者

身体活動性の測定には3 軸加速度計

を対象に、チオトロピウム / オロダテ

が使用され、睡眠時間を除外するため

ロール配合剤 1日1 回の有効性をチオ

に解析対象とした時間は AM8：00 ～
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Figure 2. Activity durations for 1.0–1.5 METs (A), ≥2.0 METs (B), and ≥3.0 METs (C).

図1


2

(2 )

文献 1 の Figure 2

（Minakata Y, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019；14：1789-1801.より引用）
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LAMA/LABA 配合剤で日本人COPD 患者のSedentary 時間が減少した

呼吸機能は悪化していない人でも、
画像で気道病変や気腫化が認められる人は
COPD に進行する可能性が高いので、
十分注意してみていかなければならないことを
示唆する内容だと思います。

PM9：00 としました。加速度計装着

合剤で sedentar y 時間が有意に減少

率 2 ）3 ）や入院のリスク 4 ）とも関連す

が 10 時間未満の日や雨の日のデータ

したのは、呼吸機能がよく（IC が 1.8L

ると報告されており、sedentar y 時

は除外され、かつ、有効なデータが

以上、FVC が 2.8L 以上）
、QOL の高

間の長い COPD 患者においても有意

3 日以上得られている患者データが

い（SGRQ が 35.1 未満）患者でした。

に生存率が低い 5 ）ことが報告されて

呼吸機能の改善と身体活動性の関

いますので、この LAMA/LABA を

結果ですが、チオトロピウム / オ

係をみますと、FEV1 が 0.095L 以上

用いた maximal bronchodilation に

ロダテロール配合剤は、チオトロピ

改善した患者、FVC が 0.14L 以上改

よって座りがちな生活をより活動性

ウム単剤と比較して、Sedentar y に

善した患者で、チオトロピウム / オ

の高い生活へ引き上げることで、身

相当する 1.0-1.5METs の時間を 8.64

ロダテロール配合剤によって、1.0-

体活動性の低下に伴う予後不良など

分間と有意に短縮し（ p= 0 . 04 ）
（図

1.5METs の時間が有意に減少し（図

の COPD のさまざまなリスクを軽減

1A ）、2.0 METs 以上の時間を 6.51 分

2A ）、IC が 0.08L 未満の患者、FEV1

させることができるのではないかと

（図 1B ）、3.0 METs 以
間（p=0.017 ）

が 0.095L 以上の患者で 2.0 METs 以

いうのが本論文 1 ）の内容になります。

上の時間を 2.60 分間（p=0.008 ）と有

上・3.0 METs 以上の時間が有意に増

柴田 LAMA/LABA は sedentary 時

意に延長させました（図 1C ）
。

加していました（図 2B・C ）
。

間を減少させる効果が LAMA 単剤と

抽出されています。
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Figure 4. The relationship between improvements in lung function during treatment and duration of
1.0–1.5 MET (A), ≥2.0 MET (B), and ≥3.0 MET (C) activity levels (change from baseline).
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文献 1 の Figure 4

（Minakata Y, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019；14：1789-1801.より引用）
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鉄欠乏食マウスと通常食マウスに喫煙曝露を行って
肺気腫を誘導していった結果、2 週間後には、
鉄欠乏食喫煙マウスで、細胞総数・マクロファージ・好中球が増加し、
IL-6・MCP-1・TNF- αのサイトカインも増加して、
炎症が強く起こっていることが示唆されました。

図 1 で 1.0-1.5METs の時間を 8.64 分

すので、それだけの行動変容を薬剤

完全になくした 1 つの肺葉レベルで

間短縮し、2.0 METs 以上の時間を

によって起こすことができたことは

無気肺を作っていく手法が試みられ

6.51 分間延長させていますが、この

意義があり、薬剤の有効性の高さを

るようになって、効果が確認される

分数について臨床的な意義はどのよ

示していると思います。

試験も報告されるようになってきま

また、チオトロピウム単剤に対す

うに評価されますか。

した 9 ）。

權 それはなかなか難しいところだと

るチオトロピウム / オロダテロール

本試験は Spiration Valve System

思いますが、そもそも身体活動性に

配合剤の有効性は、すでに症状（息

というものを用いて、破壊が強い肺

対する薬物治療の効果はこれまで明

切れ）改善について TONADO 試験 6 ）

葉に対して閉塞を行うやり方です。

確に示されてこなかったので、本研

で、増悪抑制について DYNAGITO

719 例が登録されましたが、導入

究で LAMA 単剤と比較して LAMA/

試験 7 ）で示されています。本研究で

基準が厳しく、40 歳以上、6 分間歩

LABA が有意差をもって身体活動性

身体活動性の向上についても有効性

行試験 140m 以上、標的肺葉の 40％

を向上させると示したことは意義があ

を示したことにより、COPD の管理

以上の気腫性破壊、標的肺葉と同側

ることだと考えます。

目標の 4 つのうち 3 つに対してエビ

肺葉は intact fissure で分離されてい

柴田

デンスを揃えたことは意義があると

ること、などをクリアした 174 例が

考えます。

ランダム化されました。

図 2 で呼吸機能の改善が大き

い例でより身体活動性が向上してい
ることを示されましたが、2.0METs
以上の身体活動性については IC の改
善が中央値より低い例でも有意に向

気管支バルブによるLVRSは
患者選択が重要

治療群（n=113 ）と対照群（n=59 ）
のベ ー スラインの患者背景をみる
と、％ FEV1 は約 30％、酸素療法の

上しています。重症度が高く過膨張が

柴田

改善しにくい患者についても LAMA/

を評価した「Improving Lung Func-

LABA の身体活動性向上への効果は

tion in Severe Heterogenous Emphy-

結果ですが、主要評価項目である

期待できると考えてよいでしょうか。

sema with the Spiration Valve Sys-

ベースラインと 6 ヵ月後の平均 FEV1

權

呼吸機能が悪くても、LAMA/

tem（EMPROVE ）. A Multicenter,

の差について、6 ヵ月目の群間差は

LABA の効果は一部で観察できるの

Open-Label Randomized Controlled

0.101L（ 95％ BCI；0.060-0.141 ）で

」8 ）の解説をお願いし

した（図 3 ）。また 12 ヵ月目の群間差

次に気管支バルブによる治療

処方は約 45％と、かなり重症患者が
対象例であることがわかります。

ではないかと思います。

Clinical Trial.

中野

ます。

は 0.099L（ 95％ BCI；0.048-0.151 ）

活動性に有意差が出るとは驚くべき

權

でした。

結果だと思います。

支（ 吸気 ）を閉塞して肺の volume

6 ヵ月目に、治療群は、6 分間歩行

井上

reduction をする方法がこれまでも

距離を除くすべての副次有効性評価

れほど長くないように思われますが、

行われてきましたが、側副換気があ

項目（TLV、RV、RV/TLC、SGRQ、

たとえばラジオ体操でも 5 分程度で

る場合はうまくいかず、側副換気を

mMRC ）でも統計的に有意な改善を

4

薬剤を変更するだけで、身体

身体活動性が増えた時間はそ

(4 )

気管支バルブで内視鏡的に気管

COPD 最新の話題

LAMA/LABA 配合剤で日本人COPD 患者のSedentary 時間が減少した

この論文で新たに提唱されているサブタイプというのは、
時間的経過による病変の進行の仕方を表したものです。
すべての COPD が画一的に片方から片方へ病変が進行するわけでは
ないということを示した初めての論文ではないかと思います。

示しました。
本研究では有害事象についても述

たかと思いますが。

初めて有効な治療として確立してい

權

くのではないかと思います。

治療群は 1 年で 10 例が死亡して

べられていて、6 ヵ月目までの胸部

います。

中野

の重篤な有害事象の発現率は治療群

柴田

にどれだけうまく患者を選別できる

の方が高く（ 31.0％ vs 11.9％）、主

気管支バルブを普及させるにあたっ

かにかかっていると思います。この

に重篤な気胸（ 12.4％）に起因してい

ては、かなり症例を選んでいかなけ

研究でも CT で、標的肺葉の大きな

ました。

ればならないということになるでしょ

気腫性病変、標的肺葉と同側肺葉が

うか。

intact fissure で分離されていること

したが、本研究で、上葉に気腫によ

權

を評価していますが、それを相当厳

る破壊が非常に強い患者さんにおい

本研究でもさまざまな画像診断技術

しく評価しないと、中途半端な対象

ては、気管支バルブによる LVRS は

を用いて側副換気がないことを十分

では全く効果が認められないと思い

1 つの治療選択肢となりうることが

検証して行っていますが、それでも

ます。評価を目視で行ってもなかな

示されたのではないかと思います。

レスポンダー率は、6 ヵ月の FEV1 で

か正確にはできないので、日本で臨

柴田

36.8％、12 ヵ月のFEV1で37.2％です。

床試験を行うならコンピュータを使っ

効な患者さんに症状の改善をもたら

ですから、画像診断技術などをうま

て解析するのがよいと考えます。

しているとは思いますが、重篤有害

く併せながら、より有益性の高い患

事象も危惧されますね。死亡例があっ

者群を選別して研究ベースで行って、

かなり厳選した患者を対象としま

気管支バルブは薬物療法が無

0.15

そのあたりをどう解釈するか。

そうですね。 患者選択ですね。
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Figure 3. Change in FEV1 at 6 and 12 months; data are shown as mean and 95% Bayesian credible interval (BCI).
PP=posterior probability; SVS=Spiration Valve System.
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文献 7 の Figure 3

（Criner GJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019；200（ 11 ）
：1354-1362.より引用）
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研究はそれぞれの患者さんがどちら

BMI が低く、 呼吸機能（ ％ FEV1 、

の方向へ進んでいるのかを明らかに

FEV1/FVC ）が低下しており、慢性

しようとしたものです。
「 Subtype

気管支炎症状が少ないという特徴を

続きまして、中野先生に、画

and Stage Inference（SuStaIn ）」と

サ
有していました
（
「Airway → Tissue 」

像解析の新知見に関する論文を 2 つ

いう新たな機械学習ツールを使用し

。
ブタイプとの比較ですべて p ＜0.001 ）

ご紹介お願いします。

て、異なる経時的進行パターンをと

「Air way → Tissue 」サブタイプはそ

中野

る COPD 患者のサブタイプを同定し

の裏返しですが、男性が多い、BMI が

ました。

高い、呼吸機能が保たれている、慢

COPD病変の進行方向は
一様ではない
柴田

1 つ目は「Disease Progres-

sion Modeling in Chronic Obstruc」10 ）です

結果が図 4 ですが、末梢気道障害

が、これは個人的に非常に興味深く

および気腫性病変が中枢気道壁の異

有していました（「Tissue → Airway 」

読ませていただきました。

常に先行する「Tissue → Airway 」サ

サブタイプとの比較ですべて p ＜

まずこの研究の考え方を概説しま

ブタイプ（ n=2,354、70.4％）と、そ

0.001 ）。

す。COPD は気腫性病変と気道病変

の反対に中枢気道壁の異常が気腫性

日本のガイドライン 11 ）でも、
COPD

の 2 つの部分がありますが、気腫か

病変および末梢気道傷害に先行する

を気腫性病変優位型と末梢気道病変

ら気道に向かっていく道のりと、気

「 Air way → T issue 」 サ ブ タ イ プ

優位型に分けていますが、それはあ

道から気腫に向かっていく道のりが

（n=988、29.6％）の 2 つのグループが

る 1 時点での診断に基づくもので、

考えられます。しかし、ある患者さ

同定されました。この 2 つのサブタ

この論文で新たに提唱されているサ

んを診た 1 時点では、その患者さん

イプは ECLIPSE コホートを用いて

ブタイプというのは、時間的経過に

は気腫から気道に向かっているのか、

再現性が確認されました。

よる病変の進行の仕方を表したもの

tive Pulmonar y Disease.

2つのサブタイプの患者特性ですが、

です。すべての COPD が画一的に片

「Tissue → Air way 」サブタイプは、

方から片方へ病変が進行するわけで

気道から気腫に向かっているのか、
わからないわけです。そこで、この
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Figure 1. Disease progression patterns predicted by Subtype and Stage Inference (SuStaIn).
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文献 9 の Figure 1

（Young AL, et al；COPDGene Investigators. Am J Respir Crit Care Med. 2020；201（ 3 ）
：294-302.より引用）
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COPD 最新の話題

LAMA/LABA 配合剤で日本人COPD 患者のSedentary 時間が減少した

はないということを示した初めての

ました。本研究は、COPD の起源に

への進行を予測できるのかを検討し

論文ではないかと思います。

もフェノタイプがあって、異なる自

たのがこの研究です。

また、両サブタイプのベースライ

然歴をたどって同じ疾患カテゴリー

SPIROMICSコホートのうち、ベー

ンのステージ（SuStaIn stage ）は、

にたどり着くことを明らかにしたの

スライン時の肺 CT および連続的な

将来的な FEV1/FVC 低下と相関して

が非常に興味深いと思いました。

スパイロメトリーのデータのある、

いました（
「Tissue→Airway」群はr＝

井上

疾患になる前の段階で進行し

スパイロメトリーが正常な現・過去

（p＜0.001）
、
「Airway→Tissue」
－0.16

ていく過程が見えるのは非常に意義

喫煙者（≧ 20 pack-years ）849 例の

群は r= － 0.14（p=0.011 ）
）
。

のあることだと思いますし、このよ

後解析を行いました。そのうち 618

喫煙健常者でスパイロメトリーは

うなソフトが普及すれば重症になっ

例が解析され、吸気の肺の量 TLC CT

正常でも、SuStaIn stage を示すので

てから発見される人を少しでも減ら

と 呼 気 の 肺 の 量 R V CT の 比 R V CT /

はないかも検討しており、29％に画

せるのではないかと期待されます。

TLC CT によって三分位に分けられま

像上の異常が認められたということ
です。
本研究は、SuStaIn というツール

私たちのコホート研究でも、呼吸

した。RV CT /TLC CT が低い群が 162

機能の低下は比較的早期の段階で大

例、中間の群が 168 例、高い群が 166

きいという論文を発表しています

13 ）
。

例でした。RV CT/TLC CT が高いとい

を用いることによって、COPD 病変

そうした結果に関連する内容だと思

うのは、air trapping（空気とらえこ

進行の方向に 2 つのサブタイプがあ

いました。

み現象）が強いということです。

ることを明らかにし、早期の病変も
発見することができました。
柴田 SuStaIn とは非常に特殊なソ

CTで測定したRV/TLCの高い
喫煙者はCOPDに進行しやすい

RV CT /TLC CT は、 呼吸機能（ ％
FEV1/FVC および％ FEV1 ）と負の
相関を有していました。

フトだと思いますが、COPD の早期

中野

2 つ目は『Eur Respir J 』に掲

解析の結果、RV CT/TLC CT で三分

の変化を捉えることが可能なのでしょ

載された「Radiographic lung vol-

位に分けた場合、RV CT/TLC CT が高

うか。

umes predict progression to COPD

い群で COPD に進行する人が多いこ

そうだと思います。SuStaIn

in smokers with preserved spirom-

とがわかりました（表 1 ）。2.5 ± 0.7

は、呼吸機能検査などより早期の異

etr y in SPIROMICS. 」14 ）を選択し

年の追跡期間中、RV CT/TLC CT が高

常を発見することができ、しかもそ

ました。

い群では FEV1/FVC の低下率が高く、

中野

れは 2 つの方向があることを明らか

スパイロメトリーで気流閉塞のな

RV CT /TLC CT が低い群と比較して、

にしています。

い喫煙者において COPD に進行する

年に 0 . 66％（ 95％ CI；0 . 06 - 1 . 27％）

柴田

呼吸機能は悪化していない人

ことを予測できる指標はまだ明らか

低下率が速いという結果でした

でも、画像で気道病変や気腫化が認

になっていません。これまでたくさ

（ p= 0 . 015 ）。 し た が っ て、R V CT /

められる人は COPD に進行する可能

んの CT の指標―気腫肺容積を表す％

TLC CT の高い群でよりスパイロメト

性が高いので、十分注意してみてい

LAV（％ low attenuation volume ）、

リー上の COPD に進展していました

かなければならないことを示唆する

気道壁厚を表す AWT-Pi10（air way

（ RV CT /TLC CT の低い群と比較して

内容だと思います。

wall thickness-Pi10 ）、parametric

O R 5 . 7（ 9 5％ C I；2 . 4 - 1 3 . 2、p ＜

權

この論文を読んで、末梢気道の

response mapping

という手法 15 ）を

）
。
0.001 ）

狭小化と消失は気腫性病変に先立っ

用いた気腫性病変 PRMemph、気道病

また、RV CT /TLC CT の低い群を

て起こっているといった2011年の『N

変 PRM fsad などが発表されてきまし

reference とした場合、中間の群や

たが、どのような CT の指標が COPD

高い群では、FEV1/FVC ％、6 分間

Engl J Med 』の論文

12 ）

を思い出し

(7 )

7

歩行距離、mMRC が有意に悪化し

柴田 これまで、画像の変化と COPD

ら発表された鉄代謝と COPD に関す

ていることがわかりました。

および呼吸機能との関係はたくさん

る論文を 2 つ井上先生にご紹介お願

そして、この指標をこれまでのす

の論文が発表されていますが、今回

いします。

べての air trapping や気腫性病変や

の RVCT/TLCCT という指標はあまり

井上

気道病変の CT 指標と同じモデルに

使われてこなかったのでしょうか。

らの「Effect of Iron Deficiency on a

入れても、RV CT/TLC CT が、スパイ

中野

Murine Model of Smoke-Induced

ロメトリー正常な喫煙者が COPD に

CT はなかなか撮影しないので、こ

進展するのを検出する最も鋭敏な指

れまであまり論文が発表されてきま

私たちは以前、高畠研究で、男性

標であったということです。

せんでした。ただ、これを測定する

喫煙者で呼吸機能が低下している人

私たちはいつも健診で CT を撮影

のは非常に簡単なので、吸気と呼気

たちは血清鉄レベルが低いというこ

しますが、吸気と呼気のデータがあ

両方を撮影することで COPD 予備軍

とを疫学研究で示しました 17 ）。それ

れば COPD に進展しやすい人を予測

が早く発見できる可能性があると思

を受けて、本研究は、鉄欠乏が喫煙

できるかもしれないと思いました。

います。

感受性に影響するメカニズムを解明

柴田

權

することを目的としました。

これは、COPD になりやすい

一般臨床で吸気と呼気両方の

これも画像診断で early COPD

まず 1 つ目として山形大学か

Emphysema. 」16 ）を解説します。

人は、まだ発症していない段階から

を発見する手段を模索している興味

肺過膨張が生じてきつつあるという

深い論文だと思いました。

解釈でしょうか。

井上

この方法は、現在診療してい

2 週間後と 8 週間後で、 鉄欠乏食

中野

る患者さんにも簡単に応用できるの

マウスでは血清鉄濃度が低下してい

のかわかりませんが、息を吐ききっ

ではないかという期待もあります。

ましたが、喫煙の影響はほとんど認

た後でも肺内に空気が多く残る人が

被爆や保険的な問題が克服できれば

められませんでした。同様に鉄欠乏

いて、その人たちが COPD に進展し

ぜひ試してみたい方法だと思います。

食マウスでは、赤血球・ヘモグロビ

過膨張なのか air trapping な

やすいということです。 ですから、
呼吸機能で異常が検出される以前に、
画像的にはすでに何らかの異常が認

柴田

められるのだと考えられます。

表1

鉄欠乏が喫煙感受性を
増強させる
それでは次に、日本の施設か

C57BL/6 雄マウスに鉄欠乏食また
は通常食を与え、喫煙曝露させました。

ン・ヘマトクリット・MCV が低下し
ていましたが、喫煙によって大きく
変化することはありませんでした。
鉄欠乏食マウスと通常食マウスに

文献 13 の TABLE 1

TABLE 1 Characteristics of smoker subjects with preserved spirometry who had follow-up spirometry
Characteristics

All subjects

Subjects with low RVCT/TLCCT Subjects with intermediate RVCT/TLCCT Subjects with high RVCT/TLCCT p-value (ANOVA)

Subjects who progressed to spirometric COPD at follow-up visits
Visit 2 n (%)
58 (11 .7 )
9 (5 .6 )
Visit 3 n (%)
62 (21 .0 )
7 (8 .8 )
Visit 4 n (%)
34 (21 .4 )
6 (13 .6 )
Last Follow-up n (%)
83 (16 .7 )
10 (6 .2 )
After 1 year n (%)
58 (11 .7 )
9 (5 .6 )
After 2 years n (%)
59 (13 .4 )
7 (5 .2 )
After 3 years n (%)
53 (19 .6 )
6 (8 .6 )



23 (13 .7 )
19 (18 .5 )
14 (25 .5 )
27 (16 .1 )
23 (13 .7 )
23 (15 .1 )
19 (19 .0 )

26 (15 .7 )
36 (32 .1 )
14 (23 .3 )
46 (27 .7 )
26 (15 .7 )
29 (19 .1 )
28 (28 .0 )

0 .010
<0 .001
0 .329
<0 .001
0 .010
0 .001
0 .006

（Arjomandi M, et al；SPIROMICS Investigators. Eur Respir J. 2019；54（ 4 ）. pii：1802214.より引用）
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COPD 最新の話題

LAMA/LABA 配合剤で日本人COPD 患者のSedentary 時間が減少した

喫煙曝露を行って肺気腫を誘導して

とが示唆されました。また 8 週間後

は肺組織中の鉄濃度も低下していま

いった結果、2 週間後には、鉄欠乏

には、鉄欠乏食喫煙マウスでは肺気

した。

食喫煙マウスで、細胞総数・マクロ

腫が形成され、平均肺胞径（MLI ）
・

鉄欠乏食喫煙マウスの肺、および

ファージ・好中球が増加し、IL-6・

FRC・TLC も通常食喫煙マウスと比

鉄キレートしてタバコ煙抽出物に曝

MCP-1・TNF- αのサイトカインも増

較して有意に増加していました（p ＜

露させた A549 細胞では、NF-κB の

加して、炎症が強く起こっているこ

0.05、図 5 ）。また鉄欠乏食マウスで

リン酸化が強く誘導されており、強

Fig. 4A
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文献 15 の Figure 4

（Sato K,et al. Am J Respir Cell Mol Biol. 2020；62（ 5 ）
：588-597.より引用）

(9 )
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い炎症が起こって肺気腫が誘導され

COPD につながっていくと示した論

する反応が起こるといわれています。

ていることが示唆されました。

文です。

そこから Fe3 ＋ は Fe2 ＋ に還元される

結論として、動物実験および細胞

のですが、それが非常に酸化ストレ

図 6 がそのシ ェ ー マになります。

実験レベルで、鉄欠乏はタバコ煙誘

ここでテーマにしているのが、鉄依

スを呼び起こしてしまうので、リン

発肺炎症を増幅させ、COPD 発症を

存的な細胞死であるフェロトーシス

脂質の過酸化によって鉄を組み込ん
という反応がフェロトーシスです。

喫煙曝露すると、タバコ煙に含ま

おります。

鉄依存的な細胞死（ferroptosis）
がCOPDの病態を形成する
井上

で、最終的に細胞を死なせてしまう

（ferroptosis ）です。

促進していることを示せたと考えて

れる鉄を含んだいろいろな粒子が細

本研究では、このフェロトーシスと

胞のなかに入ってきます。通常、鉄

肺内の炎症や肺気腫といった COPD

は細胞のなかではフェリチンという

の病態との関連を調べました。

2 つ目の「Involvement of cig-

ものになって貯蔵されているのです

実験の 1 つでは、気道上皮の初代

arette smoke-induced epithelial cell

が、過剰になってしまうと NCOA4

培養細胞にタバコ煙抽出物をかけて

ferroptosis in COPD pathogene-

を介したフェリチン選択的オートファ

も、 鉄キレ ー ト剤である deferox-

sis. 」 は、鉄を付加することによっ

ジー（ferritinophagy ）が始まり、鉄

amine で処理すると、細胞の毒性は

て細胞死が誘導されて、 肺気腫や

をフェリチンから分解して Fe3 ＋ に

軽減され、生存が改善していること

18 ）

Ferritin
NCOA4

Ferritinophagy
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Fig 6. Schematic representation of smoking induced ferritinophagy and ferroptosis.
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文献 17 の Fig. 6

（Yoshida M, et al. Nat Commun. 2019；10（ 1 ）
：3145.より引用）

COPD 最新の話題

LAMA/LABA 配合剤で日本人COPD 患者のSedentary 時間が減少した

を示しています。
タバコ煙曝露による、鉄の堆積お

しても鉄の病態にもたらす役割は大
きいと思いました。

よび非アポトーシス細胞死につなが
る脂質の過酸化は、GPx4活性によっ

柴田

て負の方向に制御されていました。

ずつを解説していただきました。い

GPx4 をノックダウンして、defer-

ずれもたいへん興味深い研究で、こ

oxamine および ferrostatin-1 で処理

れらは今後の COPD 研究に一石を投

すると、タバコ煙曝露した肺上皮細

じるものではないかと感じました。

胞におけるフェロトーシスの役割が

先生方、本日は誠にありがとうござ

明らかになりました。

いました。

今日は 3 人の先生方に 2 論文

タバコ煙曝露に反応してフェリチ
ンの堆積が起こると、NCOA4 を介
したフェリチン選択的オートファジー
（ferritinophagy ）が始まりました。

NCOA4 を選択的阻害すると、フェ
リチンが残存するので、結果的には
細胞は毒性が軽減され、生存が改善
することがわかりました。
他に培養細胞、マウスによる動物
実験、ヒト検体を用いた検証により、
肺組織における鉄依存的な細胞死で
あるフェロトーシスと喫煙との関連
性を示しました。喫煙によって鉄が
細胞内に蓄積していくと、鉄による
細胞障害を防ぐために細胞死（フェ
ロトーシス）が誘導されていく。そ
れが結果的には COPD の病態を形成
しているのではないかという結論で
まとめています。
權

フェロトーシスは最近非常に注

目されております。山形大学の研究
は、鉄欠乏による炎症細胞やサイト
カインの活性化をみており、東京慈
恵会医科大学の研究は、鉄とそれに
よる細胞死が病態を形成するとして
いるので、同じ現象を違う方向から
みているかと感じました。いずれに
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