
COPD 最新の話題

座談会

　この度「COPD Selected Papers」では、新たに編集主幹として一ノ瀬正和先生をお

迎えし、論文解説座談会のご司会をお願いいたしました。日本発の論文3報を含む7つ

の論文をご解説いただきました。そのなかで、ICSは用量に依存してCOPDの骨折リス

クを上昇させること、LAMA/LABA/ICSは日本人においても増悪を抑制し呼吸機能を

改善させるが、海外の試験と比較して日本人ではより肺炎のリスクを高めること、リア

ルワールドでICSを中止しても初回増悪までの期間に差はないことなどが示され、ICS

は喘息要素のある必要な患者にのみ投与することの重要性が確認されました。
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一ノ瀬　COPD治療で、現在最も多
くの患者さんに処方されている長時
間作用性抗コリン薬が初めて日本で
上市されてから十数年が経ち、さら
に LABA/LAMA配合薬の登場から
数年を経て、長時間作用性気管支拡
張薬による安全性や有効性の報告も
随分と多くなりました。初期は症状
の改善に関する報告が主でありまし
たが、生命予後の改善、あるいは疾
患の自然歴を変えるような報告や、
最近では身体活動性の向上といった
報告までみられるようになりました。
これは、COPDを取り巻く状況の変
化の１つだと思います。さらに、諸
外国と比べ、日本人COPD患者特性
はより高齢で、やせているといった
違いも明らかになってきたかと思い
ます。こうした状況を鑑み、2021年
1 月から 6 月の半年間に発行された
論文より、今回は「COPD最新の疫
学研究と薬物治療の新知見」と題し
て、特に日本人に関連する論文3報
を含む計7論文を厳選しました。こ
れをCOPDに関するエキスパートの
先生方に解説いただいて、理解を深
めていきたいと思います。

一ノ瀬　まず、骨粗鬆症および骨折

リスクと吸入ステロイド薬（ICS）と
の関係を検討した論文の解説を川山
先生にお願いします。
川山　「Osteoporosis and fracture 

risk associated with inhaled corti-

costeroid use among Swedish 

C O P D p a t i e n t s：t h e A R C T I C 

study. 」1 ）は、 スウ ェ ー デンの
National Health Registryの電子医
療記録データを用いたリアルワール
ドデータの報告で、COPD患者にお
ける骨粗鬆症および骨折リスクに対
する ICSの影響を評価しました。
　COPDと骨粗鬆症については、京
都大学からも多くの論文2 ）3 ）が出て
おり、気腫性病変と骨粗鬆症との関
連が明らかになっています3 ）。今回
のこの研究は、2000 年から 2014 年
のスウェーデンの52のプライマリケ
ア診療所におけるCOPD患者（ 9,651
例）を対象に、年齢でマッチさせた
非COPD・非喘息かつ ICSを使用し
ていない患者を対照被験者（ 59,454
例）としています。解析されたアウ
トカムは、①全骨折、②骨粗鬆症に
関連した骨折、③記録された骨粗鬆
症の診断、④骨粗鬆症に対する薬剤
処方、⑤あらゆる骨粗鬆症関連イベ
ント、のそれぞれに対する ICSの影
響でした。COPD患者は ICS曝露レ
ベルで層別化されました。

　COPD患者のうち、ICSを使用し
ていないCOPD患者が4,815例、低
用量 ICS使用COPD患者が4,256例、
高用量 ICS使用COPD患者が580例
でした。追跡期間中、1つ以上の骨
粗鬆症関連イベントの経験は、対照
被験者は12.9％であったのに対し、
COPD 患者では19.9％でした（p ＜
0.0001 ）。
　図1はCOPDおよび ICS使用量と
骨粗鬆症関連イベントの関連を示し
たグラフです。COPDを罹患してい
るだけで骨折および骨粗鬆症関連イ
ベントは増加していますが、ICSを
使用すると用量依存的にイベントが
増加していることがわかります。
　また、骨粗鬆症に関連した骨折率
は、やはり男性より女性、より高齢

（ 70歳以上）で高くなりますが、対
照被験者に比べてCOPDであること、
さらにCOPD＋ICS使用で高くなる
ことがわかりました。
　COPD 集団の多変量解析により、
ICSを使用していないCOPD患者と
比較して、高用量 ICSは何らかの骨
粗鬆症関連イベントと有意に関連し
ており（ 率比 1.52（ 95％ CI；1.24-

1.82 ））、対応して低用量 ICSでは率
比1.27（ 95％CI；1.13-1.56 ）でした。
　結論としては、COPD患者では骨
折および骨粗鬆症リスクが上昇しま

ICSは用量に依存してCOPD
の骨折リスクを上昇させる
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日本ではCOPD患者の20数％がICSを使用している8 ）のに対して、
日本以外の国では50％程度がICSを使用している9 ）というデータが
あります。
そのためERSからICS離脱のためのガイドライン10 ）が
示されているほどです。



すが、高用量 ICSはそのリスクを一
層高めるので注意を要するというこ
とです。日本でも LAMA/LABA/

ICS配合薬が発売されていますので、
今後このようなリスクは考慮してい
く必要があるかと思います。
一ノ瀬　喘息では ICSは骨密度に影
響を与えないという2年間のデータ4 ）

がありますが、COPDはより高齢で
あることもあり、ICSが用量依存的
に骨粗鬆症のリスクを高めるのです
ね。喘息合併の場合はやむをえませ
んが、そうでないCOPDには ICSは
なるべく使用しない方がよいという

ことだと思います。
　その他に、ICSの副作用には結核
や非結核性抗酸菌症（NTM）もあり
ますね。
川山　結核に関しては、アジアから
は増加するという報告5 ）があります
が、そんなに増加しないという報告6 ）

もあり、結核に対する ICSの影響は
controversialな状態だと理解してい
ます。また欧米では結核自体が少な
く、NTM に対して ICS がリスクを
高めるという報告7 ）がなされていま
す。
一ノ瀬　細菌性肺炎も増えることを

考えると、やはり ICSはメリットが
明らかな患者を選んで使用するのが
基本だと思います。
　日本では COPD 患者の20数％が
ICS を使用している 8 ）のに対して、
日本以外の国では50％程度が ICSを
使用している9 ）というデータがあり
ます。そのためERSから ICS離脱の
ためのガイドライン 10 ）が示されて
いるほどです。今後LAMA/LABA/

ICS 配合薬が普及してくると、ICS

過剰投与のおそれもありますから、
注意が必要になってくると思われま
す。
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COPD患者では骨折および骨粗鬆症リスクが上昇しますが、
高用量ICSはそのリスクを一層高めるので注意を要するということです。

日本でもLAMA/LABA/ICS配合薬が発売されていますので、
今後このようなリスクは考慮していく必要があるかと思います。

図1　�文献1のFigure�2
 （Janson C, et al. Eur Respir J. 2021；57（ 2 ）：2000515より引用）
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一ノ瀬　次に、室先生より、BMIお
よび体重減少とCOPD死亡率との関
係を検討した日本発のデータを解説
お願いします。
室　「Low BMI and weight loss 

aggravate COPD mortality in men, 

findings from a large prospective 

cohor t： the JACC study. 」11 ）は、
Japan Collaborative Cohort Study 

for Eva luat ion o f Cancer Risk

（JACC）studyのデータがベースに
なっています。1988 年から 90 年の
間に全国 45 地区に住む約 12 万人の
自己記入問診票により生活習慣を把
握しました。調査時に40～79歳だっ
た参加者が110,792名（男性46,465名、
女性64,327名）で、そのうち本解析
では、男性かつ当初に心筋梗塞など
致死的疾患を除いた45,837名を対象
に 2019 年に解析し、COPD 死亡を
評 価 し て い ま す。C O P D 死 亡 は
ICD10 J43（肺気腫）と ICD10 J44（そ
の他の慢性閉塞性肺疾患）に関連し
た死亡と定義されました。
　 追跡期間中に 268 名の参加者が
COPDで死亡しました。調査時に体
重が少ない一般集団と、20歳時に比
べて体重減少している一般集団で、

COPD死亡が多かったという結果で
した。非感染性疾患における死亡リ
スク低減には、禁煙と肥満予防が重
要ですが、体重減少にも留意すべき
だという論文だと思います。
　まず、ベースライン時の患者特性
を BMI の値により層別しますと、
BMI20.0-22.0 と比較して、BMI ＜
18.5では、高齢・現喫煙者が多い・週
に1時間以上歩いている人が多い・
糖尿病の既往が多いという特徴があ
りました。BMI20.0-22.0と比較して、
BMI≧22.0では、若年・飲酒量が多
い・現喫煙者が少ない・週に1時間以
上歩いている人が多い・高学歴の人
が多い・糖尿病と高血圧の既往が多
いという特徴がありました。
　次に、主要な結果であるBMI別の
COPD死亡のハザード比をみますと、
BMI20.0-22.0 と比較して、BMI ＜
18.5では多変量解析後ハザード比が
3.24（ 95％CI；2.31-4.54 ）と有意に
高いことがわかりました。BMI20.0-

22.0と比較して、BMI≧22.0ではハ
ザード比が0.58（ 95％CI；0.48-0.83 ）
とむしろ低くなっています。また
BMIが1-SD上昇するごとにハザー
ド 比 は 0 .48 ず つ 減 少 し て い き、
COPD 死亡は、低 BMI と関連する
結果が示唆されました。
　次に、ベースライン時の患者特性

を20歳時からの体重変化により層別
しますと、体重変化－5.0＜ ,＜5.0kg

と比較して、体重減少≧10.0kgでは、
高齢・現喫煙者が多い・週に5時間以
上運動しているが多い・メンタルス
トレスが高い人が少ない・低学歴・
糖尿病と高血圧の既往が多いという
特 徴 が あ り ま し た。 体 重 変 化 －
5.0＜ , ＜5.0kg と比較して、体重増
加≧5.0kg では、若年・非喫煙者が
多い・週に1時間以上歩いている人
が多い・メンタルストレスの高い人
が多い・高学歴・高血圧の既往が多
いという特徴がありました。
　そして、20歳時からの体重変化別
のCOPD死亡のハザード比をみます
と、体重変化－5.0＜ , ＜5.0kg と比
較して、体重減少≧10.0kgでは多変
量解析後ハザ ー ド比が 3.34（ 95％
CI；2.25-4.96 ）と有意に高い結果で
した。体重変化－5.0＜ , ＜5.0kg と
比較して、体重増加≧5.0kg ではハ
ザ ー ド比が 0.53（ 95％ CI；0.26 -

1.05 ）と47％低下しています。また
体重が 1-SD 増加するごとにハザー
ド 比 は 0 .63 ず つ 減 少 し て い き、
COPD死亡は、体重減少と関連する
結果が示唆されました。
　以上のことをまとめたのが図2と
なります。横軸がBMI、奥行きが体
重変化を示しますが、BMIが低くか

低BMIと体重減少は
COPD死亡のリスク
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日本人COPD患者は、高齢でBMIが低く増悪が少ないことが特徴ですが、
LAMA/LABA/ICSの有効性と安全性については、
国際試験とほぼ同じ結果であったといえると思います。
しかし、肺炎のリスク増加は欧米人より高いという結果でした。



つ 20 歳時からの体重減少≧ 10.0kg

の群がCOPD死亡のハザード比は最
も高いことが表されています。
　全体の結論としては、一般集団を
対象にしてCOPD死亡をアウトカム
にした場合、BMIが低いとハザード
比が高い、経年的な体重減少が大き
いとハザード比が高いということで
す。
一ノ瀬　20歳時からの体重はたいて
いの人は増加するのではないかと思
いますがいかがですか。
室　これは Limitations にも書かれ
ていて、20歳時の体重は参加者の記
憶に基づいて記入されているので、

痩せている人は過去の体重を多めに
回答し、太っている人は過去の体重
を少なめに回答することによるバイ
アスはあるだろうと書かれています。
一ノ瀬　なかなか解釈が難しい論文
ですね。
室　BMIが低く体重減少が大きいと
死亡のハザード比が上昇するのが、
COPD特異的な現象なのか、他の疾
患でも同じことが再現されるのか非
常に興味があります。
　この論文の意義としては、従来か
ら、非感染性疾患の死亡のリスクと
して喫煙と肥満が広く認知されてき
たわけですが、肥満とは反対の体重

減少が、ある疾患（COPD ）の死亡
リスクとなる、ということを大規模
な調査で示した点で貴重なデータで
はないかと思います。
一ノ瀬　COPD の死亡に関しては、
厚生労働省より毎年データが公表さ
れており、2020 年の COPD 死亡は
16,125例でした12 ）。年齢調整死亡率
にすると、1980 年から 2000 年くら
いまでは 10 万人あたり 10 人程度の
死亡だったのですが、2005年頃より
低下してきて現在は3人程度になっ
ています12 ）。1/3まで年齢調整死亡
率が低下しているわけです。この年
齢調整死亡率の低下には、栄養状態

5

COPD最新の話題 COPD最新の疫学研究と薬物治療の新知見

ベースライン時に≧10 pack-yearsで、early COPDであった人（ 63名）は
その24％が臨床的COPDに進展したのに対し、

early COPDでない人（ 1,423名）は4％しか進展しませんでした。

図2　�文献11のFigure�2
 （Wada H, et al. Sci Rep. 2021；11（ 1 ）：1531.より引用）
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や喫煙状況など他の因子の影響も考
えられますが、長時間作用性気管支
拡張薬の登場が大きく関与している
と思います。今後もこのようなコホー
ト研究でCOPDの予後に関与する因
子が明らかになるものと期待されま
す。

一ノ瀬　次の論文は若年者の将来の
COPDを予知できないかを検討した
ものです。室先生に解説をお願いし
ます。
室　「Importance of Early COPD in 

Young Adults for Development of 

Clinical COPD： Findings from the 

Copenhagen General Population 

Study.」13 ）は、喫煙曝露に焦点を当
て、一般人口の若年成人が10年後に
臨床的COPDに進展するリスクを検
討したものです。early COPDとい
う若年かつ軽微な呼吸機能障害の群
と、喫煙という２つの要素がCOPD

の発症に与える影響を評価していま
す。
　10年の間隔でスパイロメトリーを
実施しているコペンハーゲン一般人
口調査に登録されている20～100歳
の14,870名（ベースラインでFEV1/

FVC≧0.70かつ喫煙曝露状況に関す
るデータがあり、10年後に呼吸機能
および喫煙曝露状態に関するデータ
が揃っている）から、50歳前までに
ベースライン調査が完了している
5,497 名を対象としました。Early 

COPDは、50歳未満でかつベースラ

インの FEV1/FVC が正常下限値
（LLN）未満であると定義しました。
アウトカムは、10年後の最終検査時
の臨床的COPDと、追跡調査中の急
性増悪による入院でした。 臨床的
COPDは、FEV1/FVC＜0.70かつ％
FEV1 ＜80％を伴う慢性呼吸器症状
と定義しました。
　全体の結論としては、ベースライ
ン時にearly COPDであった人が全
体の約3％であり、全体の約２％が
10 年後に臨床的 COPD に進展しま
した。喫煙者でearly COPDがある
と10年後の臨床的 COPD と、増悪
入院を予測しうることがわかりまし
た。喫煙は、曝露量（pack-years）に
関わらず、COPD発症と増悪に関連
するという結果でした。
　ベースライン時にearly COPDで
ない人（ 5,329 名）と early COPD

（ 168名）の患者背景を比較しますと、
ear ly COPD では、FEV1 は低値

（ 3.40L vs. 2.91L）であり、非喫煙者
が少なく（ 51％ vs. 39％）、現喫煙者
は多く（ 18％ vs. 28％）、pack-years

は多い（ 10.5 vs. 13.7 ）ことから、喫
煙は横断的にみた FEV1 低値にも影
響していると考えられました。ベー
スライン時の喘息の有病率も多く

（ 6％ vs. 14％）、ベースライン時の
COPDの何らかの症状も多く（ 36％ 

vs. 50％）、early COPDでは半数の
人に呼吸器症状がみられたというこ
とです。
　10年後のデータですが、興味深い
ことに FEV1 の経年的低下は、ベー
スライン時にearly COPDでない群

で 22m L / 年、e a r l y C O P D 群 で
23mL/年で有意差はありませんでし
た。これは、early COPD 群には、
呼吸機能のtrajectoryでいうと、ピー
クは低いが低下は緩やかという人が
かなりいると解釈することができる
のではと考えられます。FEV1 の経
年低下量≧60mL/年のrapid declin-

erの頻度も両群で有意差はありませ
んでした（ 6％ vs. 8％）。次に10年
後に臨床的COPDに進展しなかった
人（ 5,393名）と、臨床的COPDに進
展した人（ 104名、全体の約２％）を
比較しています。この研究では、「臨
床的COPD」をGOLD stageⅡ以上
の有症状者と定義しております。
　臨床的COPDに進展した人のベー
スライン時には、若干高齢・FEV1が
少ない・％FEV1＜80％の人が多い・
現喫煙者が多い・喘息が多いという
特徴がありました。10年後のデータ
では、臨床的COPDに進展しなかっ
た人のFEV1経年低下量は21mL/年
なのに対し、進展した人は45mL/年
で、やはり FEV1 の経年低下量が有
意に大きく、COPDに進展する要因
だとわかりました。現喫煙者も臨床
的 COPD に進展しなかった人では
10％に対し、進展した人は44％と有
意に多く、喫煙を継続している人が
COPDになることを示しています。
　図 3 は、ベースライン時に early 

COPDでない人とearly COPDが、
10 年後にどのくらい臨床的 COPD

に進展するかを喫煙曝露量により層
別しています。ベースライン時に≧
10 pack-years で、early COPD で

喫煙歴があるearly COPDは
臨床的COPDのハイリスク群
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and FEV1 <80% predicted
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Early chronic obstructive pulmonary disease （COPD） at baseline examination before age 50 and development of clinical COPD at final 
examination 10 years later.

図3　�文献13のFigure�3
 （Çolak Y, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021；203（ 10 ）：1245-1256.より引用）



あった人（ 63名）はその24％が臨床
的 C O P D に 進 展 し た の に 対 し、
early COPDでない人（ 1,423名）は
4％しか進展しませんでした。同様
に、 ＜ 10 pack -years で、ear ly 

COPD であった人（ 40 名）はその
10％が臨床的COPDに進展したのに
対し、early COPDでない人（ 1,179
名）は1％しか進展していません。つ
まり、喫煙曝露量も重要だが、10年
前にearly COPDであることが臨床
的COPD進展に非常に重要だという
ことです。
　最後に、ベースライン時に early 

COPDであった人のみで喫煙曝露量
（pack-years≧2.5・≧5・≧7.5・≧
10 ）ごとに層別し、臨床的COPD進
展予測の感度と特異度を調べていま
す。喫煙者で感度は 18-25％、特異
度は 96-97％であり、喫煙歴があり
ear ly COPD で あ っ た ら 臨 床 的
COPDのハイリスク群と考えてよい
というのがこの論文の結論となりま
す。
　Copenhagen City Heart Study 14 ）

（別コホート）で得られた結果との再
現性もみており、結果的に再現性の
あるデータが得られています。Early 

COPD においては、喫煙暴露≧ 10 

pack-years では 10 年後に臨床的
COPDであるオッズ比は7.77（ 95％
CI；4.10-14.7 ）であり、すべての喫
煙者では8.56（ 95％ CI；4.92-14.9 ）
でした。また、急性増悪による入院
のハザード比はそれぞれ4.16（ 95％
CI；1.66-10.5 ）および 4.33（ 95％
CI；1.89-9.93 ）でした。

一ノ瀬　 こ の 研 究 で は、e a r l y 

COPD を FEV1/FVC が正常下限値
（LLN）未満で定義していますが、従
来 の F E V1/ F V C ＜ 70％ 以 外 で、
LLN未満やPRISm（preserved ratio 

impaired spirometry（ 1秒率が正常
で、％FEV1が低下））といったカテ
ゴリーはアウトカムに影響してくる
と考えます。室先生はいろいろなコ
ホート研究をされていますので、欧
米とは違った日本人の新たなカテゴ
リーを示していただければと思いま
す。
　この論文の著者であるVestbo先生、
Lange先生のグループは、いろいろ
示唆的なデータを提示してくれます
ね。
室　本論文を非常に興味深く拝読し
ました。一ノ瀬先生のご指摘どおり、
日本人での大規模なデータベースを
構築していくことが課題だと思いま
す。

一ノ瀬　2020年よりCOVID-19が流
行していますが、COVID-19で重症
化する患者の特徴が報告 15 ）されて
おり、 喘息患者は非常に少なく、
COPDは重症化と関連するとされて
います。仲村先生からは、基礎疾患
としてのさまざまな呼吸器疾患が
COVID-19のアウトカムに与える影
響を検討した論文の紹介をお願いし
ます。
仲村　「Association between pre-

existing respiratory disease and its 

treatment, and severe COVID-19： a 

population cohort study.」16 ）では、
イギリスの1,205の一般診療医の記
録とリンクしているPublic Health 

Englandのデータベースを利用して、
非常に大規模に、呼吸器疾患を有す
る患者のCOVID-19の重症化リスク
について検討しています。
　2020年1月24日から4月30日まで
に8,256,161例を調査しています。重
症化については、入院・ICUへの入
室・死亡の3つを評価しています。
　主な結果が表1に示されています。
呼吸器疾患を有する患者の入院・
ICUへの入室・死亡の発現頻度は非
常に低いことがわかりました。たと
えば入院は COPD 患者で0.8％、喘
息患者で0.2％です。
　ハザード比は、調整なし・年齢と
性別で調整・他の患者背景因子でも
調整・併存症でも調整の4パターン
で示されており、すべてを調整した
一番右側のハザード比が主要な結果
になります。
　各呼吸器疾患を有する場合の入院
のハザード比は、COPDが1.54、喘
息が1.18、活動性喘息が1.26、重症
喘息が1.29で、COPDでは入院リス
クが有意に上昇していますが、喘息
はわずかな上昇で、重症になると少
し上昇するといった結果でした。他
に入院のハザード比が有意に高い疾
患は、特発性肺線維症が1.59、肺癌
が2.24でした。
　ICUへの入室リスクについては有
意差のある呼吸器疾患は活動性喘息
と重症喘息のみでした。死亡リスク

COPD・特発性肺線維症・肺癌
はCOVID-19重症化のリスク
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表1　�文献16のTable�1

Number of patients with
outcome (n [%]/N)

Unadjusted HR
(95% CI)*

HR (95% CI) adjusted
for age and sex

HR (95% CI) also adjusted
for other demographic
factors†

HR (95% CI) also adjusted
for comorbidities‡

Hospitalisation

COPD 1555 (0 ·8%)/193 520 5 ·09 (4 ·83–5 ·36 ) 1 ·85 (1 ·75–1 ·95 ) 1 ·79 (1 ·70–1 ·90 ) 1 ·54 (1 ·45–1 ·63 ) 

Asthma 2266 (0 ·2%)/1 090 028 1 ·22 (1 ·17–1 ·28 ) 1 ·39 (1 ·33–1 ·46 ) 1 ·32 (1 ·26–1 ·38 ) 1 ·18 (1 ·13–1 ·24 ) 

Active asthma 1720 (0 ·3%)/535 126 1 ·95 (1 ·85– 2 ·05 ) 1 ·56 (1 ·48–1 ·64 ) 1 ·43 (1 ·35–1 ·50 ) 1 ·26 (1 ·20–1 ·33 ) 

Severe asthma 1369 (0 ·4%)/385 702 2 ·14 (2 ·02–2 ·26 ) 1 ·65 (1 ·56–1 ·75 ) 1 ·47 (1 ·39–1 ·55 ) 1 ·29 (1 ·22–1 ·37 ) 

Bronchiectasis  319 (0 ·8%)/41 271 4 ·53 (4 ·06–5 ·07 ) 1 ·70 (1 ·52–1 ·90 ) 1 ·67 (1 ·49–1 ·87 ) 1 ·34 (1 ·20–1 ·50 ) 

Cystic fibrosis    5 (0 ·2%)/2081 1 ·37 (0 ·57–3 ·30 ) 1 ·62 (0 ·67–3 ·89 ) 1 ·78 (0 ·74–4 ·28 ) 1 ·55 (0 ·65–3 ·73 ) 

Sarcoidosis   84 (0 ·5%)/17 624 2 ·74 (2 ·21–3 ·39 ) 1 ·74 (1 ·40–2 ·15 ) 1 ·53 (1 ·23–1 ·90 ) 1 ·36 (1 ·10–1 ·68 ) 

Extrinsic allergic alveolitis   16 (0 ·7%)/2331 3 ·97 (2 ·43–6 ·48 ) 1 ·75 (1 ·07–2 ·85 ) 1 ·86 (1 ·14–3 ·03 ) 1 ·35 (0 ·82–2 ·21 ) 

Idiopathic pulmonary 
fibrosis 

 110 (1 ·5%)/7454 8 ·80 (7 ·29–10 ·62 ) 2 ·40 (1 ·99–2 ·89 ) 2 ·28 (1 ·89–2 ·75 ) 1 ·59 (1 ·30–1 ·95 ) 

Other interstitial lung 
diseases 

  73 (1 ·3%)/5677 7 ·57 (6 ·02–9 ·53 ) 2 ·54 (2 ·02–3 ·20 ) 2 ·43 (1 ·93–3 ·05 ) 1 ·66 (1 ·30–2 ·12 ) 

Lung cancer  139 (1 ·3%)/10 792 7 ·92 (6 ·70–9 ·36 ) 2 ·73 (2 ·31–3 ·23 ) 2 ·63 (2 ·22–3 ·11 ) 2 ·24 (1 ·89–2 ·65 ) 

ICU admission§

COPD   59 (<0 ·1%)/193 520 1 ·68 (1 ·29–2 ·18 ) 0 ·85 (0 ·65–1 ·11 ) 0 ·92 (0 ·70–1 ·20 ) 0 ·89 (0 ·68–1 ·17 ) 

Asthma  213 (<0 ·1%)/1 090 028 1 ·05 (0 ·91–1 ·22 ) 1 ·18 (1 ·02–1 ·36 ) 1 ·09 (0 ·95–1 ·27 ) 1 ·08 (0 ·93–1 ·25 ) 

Active asthma  165 (<0 ·1%)/535 126 1 ·73 (1 ·47–2 ·03 ) 1 ·62 (1 ·37–1 ·90 ) 1 ·36 (1 ·16–1 ·61 ) 1 ·34 (1 ·14–1 ·58 ) 

Severe asthma  124 (<0 ·1%)/385 702 1 ·79 (1 ·49–2 ·15 ) 1 ·64 (1 ·37–1 ·98 ) 1 ·33 (1 ·10–1 ·60 ) 1 ·30 (1 ·08–1 ·58 ) 

Bronchiectasis   18 (<0 ·1%)/41 271 2 ·37 (1 ·49–3 ·78 ) 1 ·36 (0 ·85–2 ·17 ) 1 ·46 (0 ·91–2 ·33 ) 1 ·47 (0 ·91–2 ·36 ) 

Sarcoidosis   10 (0 ·1%)/17 624 3 ·06 (1 ·64–5 ·70 ) 2 ·22 (1 ·19–4 ·14 ) 1 ·65 (0 ·89–3 ·08 ) 1 ·51 (0 ·81–2 ·81 ) 

Idiopathic pulmonary 
fibrosis 

   6 (0 ·1%)/7454 4 ·48 (2 ·01–9 ·99 ) 1 ·87 (0 ·84–4 ·18 ) 1 ·88 (0 ·84–4 ·19 ) 1 ·97 (0 ·85–4 ·55 ) 

Death¶ 

COPD  811 (0 ·4%)/193 520 6 ·66 (6 ·19–7 ·18 ) 1 ·82 (1 ·69–1 ·96 ) 1 ·64 (1 ·51–1 ·77 ) 1 ·54 (1 ·42–1 ·67 ) 

Asthma  762 (0 ·1%)/1 090 028 0 ·96 (0 ·89–1 ·04 ) 1 ·19 (1 ·1–1 ·28 ) 1 ·12 (1 ·04–1 ·21 ) 0 ·99 (0 ·91–1 ·07 ) 

Active asthma  602 (0 ·1%)/535 126 1 ·62 (1 ·49–1 ·77 ) 1 ·28 (1 ·18–1 ·39 ) 1 ·18 (1 ·09–1 ·29 ) 1 ·05 (0 ·96–1 ·15 ) 

Severe asthma  476 (0 ·1%)/385 702 1 ·78 (1 ·62–1 ·95 ) 1 ·35 (1 ·23–1 ·48 ) 1 ·21 (1 ·11–1 ·34 ) 1 ·08 (0 ·98–1 ·19 ) 

Bronchiectasis  138 (0 ·3%)/41 271 4 ·77 (4 ·03–5 ·65 ) 1 ·35 (1 ·14–1 ·60 ) 1 ·29 (1 ·09–1 ·52 ) 1 ·12 (0 ·94–1 ·33 ) 

Sarcoidosis   32 (0 ·2%)/17 624 2 ·53 (1 ·79–3 ·58 ) 1 ·63 (1 ·15–2 ·31 ) 1 ·58 (1 ·11–2 ·23 ) 1 ·41 (0 ·99–1 ·99 ) 

Extrinsic allergic alveolitis    8 (0 ·3%)/2331 4 ·82 (2 ·41–9 ·65 ) 1 ·75 (0 ·87–3 ·50 ) 2 ·02 (1 ·01–4 ·03 ) 1 ·56 (0 ·78–3 ·13 ) 

Idiopathic pulmonary 
fibrosis 

  62 (0 ·8%)/7454 12 ·09 (9 ·42–15 ·53 ) 2 ·14 (1 ·66–2 ·74 ) 2 ·04 (1 ·58–2 ·62 ) 1 ·47 (1 ·12–1 ·92 ) 

Other interstitial lung 
diseases 

  45 (0 ·8%)/5677 11 ·37 (8 ·48–15 ·25 ) 2 ·7 (2 ·01–3 ·62 ) 2 ·71 (2 ·02–3 ·63 ) 2 ·05 (1 ·49–2 ·81 ) 

Lung cancer   60 (0 ·6%)/10 792 8 ·33 (6 ·46–10 ·74 ) 2 ·18 (1 ·69–2 ·81 ) 1 ·95 (1 ·51–2 ·51 ) 1 ·77 (1 ·37–2 ·29 ) 

Individuals could have more than one respiratory disease. COPD=chronic obstructive pulmonary disease. HR=hazard ratio. ICU=intensive care unit. *Adjusted for 
all other respiratory diseases. †Also adjusted for ethnicity, socioeconomic status, region of England, body-mass index (categorical variable), and smoking status 
(with current intensity of smoking as categorical variables). ‡Also adjusted for non-smoking-related illness (hypertension, type 1 diabetes, chronic liver disease, 
chronic neurological disease) and smoking-related illness (coronary heart disease, stroke, atrial fibrillation, type 2 diabetes, chronic kidney disease). §Data for 
people with cystic fibrosis, sarcoidosis, extrinsic allergic alveolitis, idiopathic pulmonary fibrosis, other interstitial lung disease, and lung cancer not presented 
because fewer than five people had the outcome. ¶Data for people with cystic fibrosis not presented because there were no deaths in this group.

 （Aveyard P, et al. Lancet Respir Med. 2021 Aug；9（ 8 ）：909-923.より引用）

Risk of severe COVID-19 outcomes for people with underlying respiratory disease



については入院と同様で、ハザード
比は COPD が 1.54 ですが、喘息は
0.99で有意差がなく、その他に有意
差が認められたのは、特発性肺線維
症が1.47、他の間質性肺疾患が2.05、
肺癌が1.77でした。
　次に、療養施設に入所している患
者は死亡率が高いため、療養施設入
所者を除いた場合の呼吸器疾患と
COVID-19死亡リスクの関連も検討
していますが、すべてを調整したハ
ザード比はCOPDが1.55（ 95％CI；
1.41-1.70 ）、重症喘息が1.15（ 95％
CI；1.04-1.28 ）、特発性肺線維症が
1.54（ 95％ CI；1.14-2.08 ）、肺癌が
2.07（ 95％CI；1.57-2.72 ）とほぼ同
様の結果でした。
　2020年3月23日に導入されたシー
ルディング（基礎疾患のある患者へ
のステイホーム強制）前後で、呼吸
器疾患とCOVID-19重症化の関連が
変化するかを検討していますが、入
院・ICU への入室・死亡に対するリ
スクはほとんど変化が認められませ
んでした。
　また、COPD・喘息・活動性喘息・
重症喘息について、年齢、性別、人
種、喫煙状況で層別し、入院・ICU

への入室・死亡に対するリスクを検
討しており、どの疾患も若年および
女性であることがリスクの上昇によ
り関連している傾向が示されました。
　COVID-19が流行する前3年間の
一般人口の各年代の死亡率を100％
とし、呼吸器疾患があってCOVID-

19に罹患した場合と呼吸器疾患がな
くて罹患した場合の死亡率を比較し

ています。COPD では 80 歳以上で
38％増加、喘息全体では増加なし、
特発性肺線維症では80歳以上で33％
増加、肺癌では 80 歳以上で 55％増
加がみられましたが、いずれも一般
人口の死亡率よりは低い結果でした。
　最後に、ICS の使用と COVID-19
重症化との関連です。すべてを調整
したハザ ー ド比は、 入院が 1.13、
ICUへの入室が1.63、死亡が1.15で、
わずかですが ICSを使用していると
重症化のリスクが高いという結果で
した。定期的な ICSの使用頻度は呼
吸器疾患全体で 5.5％、COPD は
46.3％、喘息は33.8％、活動性喘息
は68.9％、重症喘息は82.1％でした。
　これまでCOVID-19の重症化因子
についての報告はいろいろありまし
たが、この研究は非常に大規模で、
基礎疾患としてさまざまな呼吸器疾
患のある患者がCOVID-19に罹患し
た場合の入院・ICU への入室・死亡
に対するリスクがかなり明らかになっ
たと考えられます。
一ノ瀬　特発性肺線維症や肺癌と同
様に、COPDは重症化のリスクだと
いうことですね。ICSを使用してい
る患者の方が重症化リスクが高くなっ
ていますが、これは基礎疾患が重症
だということの反映ではないでしょ
うか。
仲村　この解析の調整には、呼吸器
疾患を含む併存症と呼吸器治療薬の
数は含まれますが、呼吸機能障害な
どの重症度は含まれていません。
ICSを定期的に使用しているという
ことは喘息およびCOPDの重症度を

反映していると考えられますので、
この結果から ICSの使用がCOVID-

19重症化リスクを高めるとはいえな
いと思います。
一ノ瀬　呼吸器疾患とCOVID-19に
ついては、SARS ウイルスの侵入受
容体であるACE2の発現がさまざま
なサイトカインによって調節されて
いて、ACE2の発現量は、喘息関連
の IL-4および IL-13によってダウン
レギュレートされ、COPD 関連の
TNF-α・IL-12・IL-17Aによってアッ
プレギュレートされることが既に報
告されています 17 ）。 したが っ て、
COPD患者ではよりCOVID-19に対
する感染防御が重要です。

一ノ瀬　続いて仲村先生に、日本人
においてLAMA/LABA/ICS配合薬
と LAMA/LABA配合薬を比較した
研究の紹介をお願いします。
仲村　「Triple versus LAMA/LABA 

combination therapy for Japanese 

patients with COPD： A systematic 

review and meta-analysis.」18 ）は、
日本人集団におけるLAMA/LABA/

ICSの有効性と安全性を評価するた
めに、システマティックレビューと
メタアナリシスを行ったものです。
　はじめMedlineとCochrane Cen-

tral Registerから744論文が候補に
なりましたが、日本人が含まれるこ
と、ランダム化比較試験、LAMA/

LABA/ICSとLAMA/LABAの比較、
12週間以上の試験などの条件で絞り

日本人におけるLAMA/LABA/
ICSとLAMA/LABAの比較
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込 ん で い っ た と こ ろ、 対 象 は、
I M P A C T 試 験 の サ ブ 解 析 19 ）、
K R O N O S 試 験 の サ ブ 解 析 20 ）、
KRONOS試験の延長試験21 ）の3つ
の研究となりました。IMPACT試験
は、前年の増悪があるということが
条件になっていますが、KRONOS

試験は条件にないという違いはあり
ます。いずれの研究も男性が90％以
上、ベースラインの％FEV1 は50％
程度となっています。
　まず増悪についてですが、LAMA/

LABAと比較して、LAMA/LABA/

ICSは率比0.56（ 95％CI；0.38-0.85 ）
と有意に抑制していました（図4 ）。
これは国際試験とほぼ同じような結
果だと思います。

　LAMA/LABA/ICSのトラフFEV1

のベースラインからの変化について
は、LAMA/LABA との群間差が
40mL（ 95％CI；0.01-0.07 ）であり、
有意な改善が認められました。しか
し、SGRQスコアのベースラインか
らの変化については有意差が認めら
れませんでした。
　次に有害事象ですが、すべての有
害事象についても、重篤な有害事象
に つ い て も、L A M A / L A B A と
LAMA/LABA/ICSの間に有意差は
認められませんでしたが、肺炎につ
いては、LAMA/LABAと比較して、
LAMA/LABA/ICSでは、オッズ比
3.38（ 95％CI；1.58-7.22 ）で有意に肺
炎の発症が増加していました（図5 ）。

これは IMPACT試験22 ）のハザード
比1.53やETHOS試験23 ）の3.5-4.5％ 

vs 2.3％よりも差が大きく、肺炎の
増加が日本人集団では多い傾向です。
　死亡率については、非常にイベン
ト数が少ないこともあって有意差は
出ていません。
　日本人COPD患者は、高齢でBMI

が低く増悪が少ないことが特徴です
が、LAMA/LABA/ICSの有効性と
安全性については、国際試験とほぼ
同じ結果であったといえると思いま
す。しかし、肺炎のリスク増加は欧
米人より高いという結果でした。
　ただ、この研究は対象とした研究
数と症例数が少ないので、この論文
の結論にも、サンプルサイズが統計
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図4　�文献18のFigure�2
 （Koarai A, et al. Respir Investig. 2021：S2212-5345（ 21 ）00077-0.より引用）

Efficacy of ICS add-on to LAMA/LABA on exacerbations.

0.2 0.5 1 2 5

triple    LAMA/LABA Rate Ratio Rate Ratio
Study or Subgroup log［Rate Ratio］ SE Total Total Weight IV, Random, 95% CI
Kato 2019 -0.4463 0.2029 149 80 73.3% 0.64 [0.43, 0.95]
Ichinose 2019 a -0.9163 0.3798 139 138 26.7% 0.40 [0.19, 0.84]

Total(95% CI)   288 218 100.0% 0.56 [0.38, 0.85]
Heterogeneity: Tau2 = 0.02 ;  Chi2 = 1.19，df = 1 (P = 0.28); I2 = 16%
Test for overall effect: Z = 2.75 (P = 0.006)

IV, Random, 95% CI

Favours triple Favours LAMA/LABA

図5　�文献18のFigure�6-A
 （Koarai A, et al. Respir Investig. 2021：S2212-5345（ 21 ）00077-0.より引用）

Efficacy of ICS add-on to LAMA/LABA for pneumonia events. 
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学的に十分な大きさではなく、日本
人患者を含んださらなる試験が必要
だと書かれていました。
一ノ瀬　日本人データの抽出による
国際試験の再評価ですね。LAMA/

LABA/ICSは、第Ⅲ相試験の主要評
価項目の増悪については有意に減少
させ、FEV1 も増加させますが、肺
炎を有意に増加させました。さらに
日本人 COPD は男性、高齢、BMI

が低い人が多いため、欧米よりも肺
炎が増加しやすいことが明らかにな
りました。したがって、ICSを含む
治療は、喘息要素のある患者にのみ
行っていくことが重要だと思います。

一ノ瀬　 次はリアルワ ー ルドで
LAMA/LABA/ICSから ICSを中止
した場合にどうなるかを検討した研
究を川山先生にご紹介お願いします。
川山　「Withdrawal of inhaled corti-

costeroids versus continuation of 

triple therapy in patients with COPD 

in real life： observational compara-

tive effectiveness study.」24 ）を紹介
します。欧米では50％以上が ICSを
使用しており9 ）、そのためERSから
増悪が少ない、好酸球が少ない患者
は ICSを使用しないようにという勧
告10）が出されているにもかかわらず、
乱用が続いていることからこの研究
をスタートしたと書かれています。
　今回のデータはイギリスの Opti-

mum Patient Care Research Data-

base（OPCRD）から得られており、

ある一定の基準日を設けて、そこか
ら遡って1年間LAMA/LABA/ICS

を使用していた患者で、基準日から
前向きに1年間LAMA/LABA/ICS

を継続した患者と ICSを中止した患
者で、増悪や呼吸機能、症状を比較
しています。傾向スコア分析を用い
て ICSを中止した患者（ 1,046例）と
LAMA/LABA/ICSを継続した患者

（ 4,184例）を1：4でマッチさせました。
COPD の診断基準は FEV1/FVC ＜
0.7で40歳以上の喫煙歴のある患者
とし、喘息や全身性ステロイドの維
持療法を受けている患者は除外して
います。
　LAMA/LABA/ICS継続群と ICS

中止群の患者背景を比較しますと、
ICS中止群は、BMIが高い・％FEV1

が高い・血中好酸球数が低い・息切
れの程度が軽い患者が選ばれている
こ と が わ か り ま し た。 ま た、
L A M A / L A B A / I C S 継 続 群 で は
26.9％、ICS 中止群では 14.1％喘息
の患者が含まれています。
　図 6 が主要評価項目で、1 年間の
初回増悪までの期間の多変量Cox比
例ハザードモデルのプロットです。
LAMA/LABA/ICS継続群と ICS中
止群では初回増悪までの期間に差は
認められませんでした。
　ICS 中止と1年間の初回増悪まで
の期間に関連する変数との関係をみ
ますと、単変量解析でも多変量解析
でもどちらも初回増悪までの期間に
有意差はありませんでした。ただし、
ベースラインの年に増悪があったこ
と、ベースラインの年にOCSを3回

以上処方されていたことは、増悪の
増加と関連していました。
　 副次評価項目として、1 年間の
FEV1の変化・CATスコア・mMRC

息切れスコアをみていますが、デー
タの「missing 」割合が高いです。
FEV1 に関しては ICS 中止群で低下
が大きく、CATスコアとmMRC息
切れスコアに関しては差がなかった
と書かれています。
　また、1年間の肺炎による初回受
診までの期間も、LAMA/LABA/

ICS継続群と ICS中止群で差は認め
られませんでした。ICSを継続して
いても肺炎による受診に差はみられ
なかったということです。
　ICS中止の成功についても記載さ
れており、ICS 中止群のうち647例

（ 61.9％）がICSを再開していました。
そのうち60例（ 5.7％）は7日以内に、
306例（ 29.3％）は30日以内に再開し
ていました。ICS再開までに増悪を
経験したのは139例（ 29.3％）でした。
増悪を経験せず、ICSも再開しなかっ
たのは247例（ 23.6％）のみで、残り
の799例（ 76.4％）は ICSを再開する
か、1回以上の増悪を経験していま
した。
　最後に、どのような患者が ICSを
中止してもよいか解析しています。
血中好酸球数300/μL以上・前年に
増悪がある・前年に抗菌薬の処方が
ある・前年に2回以上のOCSの処方
がある場合は、ICSを中止しない方
がよいことが明らかになりました。
一ノ瀬　この研究は一般診療医から
のデータであり、喘息を合併した患

ICSを中止しても初回増悪
までの期間に差はない

12



者も20％前後含まれています。喘息
合併患者に対して ICSを中止すると
増悪を起こすので危険です。
　それでは ICSの要否は何を基準に
するのがよいでしょうか。過去の増
悪回数やOCS処方頻度の高さでしょ
うか。日本の『喘息とCOPDのオー
バーラップ 診断と治療の手引き』25 ）

では、「喘息の特徴」としてさまざま
な示唆的な基準を提示しており、症
状の変動性を喘息の特徴の大項目の
1つにしていますが、この実効性は
いかがでしょうか。一般診療医の先
生方にとって症状の変動性は ICSの
要否の有用な判断基準になるでしょ
うか。
川山　喘息病態の有無については、
日内変動だけではなく、日々の変動、
季節による変動を詳しく聞く必要が
あると思います。症状の変動性があ
る場合は、スパイロメトリーやピー

クフローを用いて客観的に喘息を診
断することが重要だと思いますが、
一般診療医では診断的治療を行うこ
ともあるかと思います。

一ノ瀬　それでは最後に、室先生が
筆頭著者である、日本人COPD未治
療患者においてLAMA/LABA併用
療法とLAMA単剤療法を比較した研
究を紹介お願いします。
室　「Real-world ef fectiveness of 

early intervention with fixed-dose 

tiotropium/olodaterol vs tiotropi-

u m i n J a p a n e s e p a t i e n t s w i t h 

COPD： a high-dimensional pro-

pensity score-matched cohort anal-

ysis.」26 ）は、日本のリアルワールド
を対象にしたもので、主要評価項目
は、LAMA/LABA 併用療法または

LAMA単剤療法の新規処方者におい
て、COPDに対するトリプルセラピー
移行までの期間としました。
　方法は、まず DPC 病院の保険レ
セプトデータベース　Medical Data 

Vision（MDV）の約3,000万人を解
析し、エントリー期間中にLAMAあ
るいは LAMA/LABAを処方された
5.5万人から、喘息を除く COPD と
診断された40歳以上の新規処方され
た 症 例（ L A M A：5 ,352 人 ま た は
LAMA/LABA：1,436人）を抽出し
ま し た。 本 試 験 で は、LAMA は
Tiotropium、LAMA/LABAはTiotro-

pium/Olodaterolに限定されていま
す。さらにhigh-dimensional pro-

pensity score（hdPS）を用いて1：1
で患者背景をマッチさせたそれぞれ
1,302例が抽出され、2015年4月1日
から2019年3月31日まで（事前規定
研究期間 ）と 2015 年 4 月 1 日から

日本人COPD患者はLAMAまたは
LAMA/LABAで良好に管理されている
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図6　�文献24のFigure�2
 （Magnussen H, et al. Respir Res. 2021；22（ 1 ）：25.より引用）

Plot of multivariate Cox proportional hazards model of time to first exacerbation in the 
1-year outcome period. 
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2020年3月31日まで（事後延長研究
期間）観察されました。
　LAMA群およびLAMA/LABA群
の患者背景ですが、注目されるのは
血中好酸球数で、2.69-3.07％であり、
ICSのメリットは少ない群と考えら
れました。また全入院が37.6-45.5％、
呼吸器状態による入院が33.6-41.0％、
COPD増悪が9.9-13.9％に認められ、
日本人にしてはかなり重症の集団で
した。これは、MDV というデータ
ベースの特徴でもあると考えます。
　 結 果 で す が、 仮 説 と し て は、
LAMA/LABA で治療を開始した方
が安定するからトリプルセラピーへ
の移行は少ないと予測していたので
すが、事前規定研究期間にトリプル
セラピーに移行したのは、LAMA単
剤から8例、LAMA/LABAから7例

であり、イベント発生数が少なすぎ
て差を検出できませんでした（表2 ）。
そこで観察期間を 1 年間延長（事後
延長研究期間）したのですが、それ
でもトリプルセラピーに移行したの
は、LAMA単剤から20例、LAMA/

LABAから14例であり、イベント発
生数が少なく有意差は認められませ
んでした。カプランマイヤー曲線で
も有意差は出ていませんが、傾向と
して、LAMA/LABA の方が数値的
には少ないことがわかりました。本
試験のベースラインでは約20％の患
者で肺炎の既往が認められており、
日本の臨床医はCOPD患者で ICSを
処方すると肺炎リスクが高まるため、
ICS処方を躊躇しているのかもしれ
ません。
　他の評価項目ですが、初回の中等

度または重度のCOPD増悪リスクは、
LAMA 単剤と比較して、LAMA/

LABAで低下していましたが、有意
差には至っていません。また、全入
院・全死亡・主要心血管イベント・在
宅酸素療法の導入についても、両群
間に有意差は認められませんでした。
　もともと増悪歴のある患者を対象
とした試験デザインではなく、増悪
リスクで差が示されるような症例数
の設定をしていないこともあります
が、この結果から考察されることは、
日本においては、入院や増悪の多い
か な り 重 度 の C O P D 患 者 で も、
LAMAまたはLAMA/LABAを導入
することで十分良好に管理できてい
ると考えてよいだろうということで
す。
一ノ瀬　呼吸機能改善や増悪抑制、
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表2　�文献26のTable�2

Variable Prespecified study period
(1 April 2015 to 31 March 2019 )

Post hoc extension study period
(1 April 2015 to 31 March 2020 )

Tio Tio/Olo Tio Tio/Olo

hdPS-matched cohort (primary analysis)

Number of patients 1302 1302 1723 1723

Number of events 8 7 20 14

Number of patient-years 919 899 1211 1203

Events per 1000 patient-years (95% CI) 8 .71 (4 .11–16 .43) 7 .79 (3 .47–15 .29) 16 .52 (9 .28–23 .75) 11 .64 (5 .54–17 .73)

Median (IQR) time-to-escalation to triple therapy, days 28 .0 (15 .0–139 .2 ) 193 (94 .5–302 .0 ) 108 (60 .5–256 .8 ) 225 (82 .2–312 .0 )

HR for time-to-escalation (95% CI) 0 .89 (0 .32–2 .46) 0 .71 (0 .36–1 .40)

Unmatched cohort

Number of patients 5352 1436 6505 1860

Number of escalation events 30 8 49 20

Number of patient-years 4180 981 5065 1291

Events per 1000 patient-years (95% CI) 7 .18 (4 .61–9 .75) 8 .16 (3 .52–16 .07) 9 .67 (6 .97–12 .38) 15 .49 (8 .70–22 .28)

Median (IQR) time-to-escalation to triple therapy, days 100 .5 (28 .0–196 .8 ) 191 (117 .2–292 .0 ) 112 (56 .0–245 .0 ) 255 .5 (176 .8–311 .5 )

HR for time-to-escalation (95% CI) 1 .11 (0 .51–2 .43) 1 .60 (0 .95–2 .69)

 （Muro S, et al. Respir Res. 2021；22（ 1 ）：180.より引用）

Escalation to triple therapy （fixed-dose or any concurrent ICS/LAMA/LABA） during each study period



さらにQOL改善に関しては、LAMA

単剤よりもLAMA/LABAの方が有
意差をもって優れていることがメタ
アナリシスですでに報告 27 ）されて
います。今回有意差が出なかったの
は、トリプルセラピーへの移行まで
の期間を主要評価項目にしたからで
しょうか。
室　ご指摘のとおりだと思います。
また、保険レセプトデータベースで
あり、呼吸機能が紐づけされており
ませんでしたので、呼吸機能の影響
を解析できておりません。hdPS で
得られたデータでは症例の背景に差
がないように設定はしておりますが、
細かくみますとLAMA/LABAを処
方されている群がやはり少し重症度
が高いことが伺われ、LAMA/LABA

に不利であったように思います。
一ノ瀬　本日はCOPDの最新の疫学
研究と薬物治療について、7つの論
文を解説いただきました。さまざま
な視点から、COPDの薬物治療の現
状がおわかりいただけたのではない
かと思います。本座談会の内容が読
者の先生の診療に役立つことを祈念
しています。
　先生方、本日は誠にありがとうご
ざいました。
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