PRISm（ 1 秒率が保たれている肺機能障害）は COPD の前病変として注目されてきま
したが、今回UK Biobankと米国から大規模で長期にわたる疫学研究が発表されたため、

COPD 最新の話題

座談会

現時点で明らかになった PRISm の臨床的特徴をまとめていただきました。
また、喘息の診断歴のみではタイプ 2 炎症のある COPD を同定できないこと、ICS は
用量依存性に COPD の緑膿菌感染リスクを高めることも紹介されました。本邦からの
報告としては、身体活動性の予測式作成の研究、脂肪組織由来の間葉系幹細胞を用い
た COPD 再生医療の可能性を検討した基礎研究が取り上げられました。
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本研究は、ICS の用量別に緑膿菌の感染リスクが増加することを
具体的な数値で表したのが興味深い点かと思いました。
重症の COPD患者に高用量のICSを使用する場合は
注意が必要だというメッセージになると考えます。

杉浦

本日は 3 名の COPD 分野にお

器症状、医療機関利用の増加、肥満・

うち、38,639 例（11.0％）がベースラ

けるエキスパートの先生方にお越し

糖尿病・心疾患などの併存症、全死

イン時に PRISm の基準を満たして

いただき、2021 年 7 〜 12 月に発表さ

亡の増加との関連が示されてきてい

いました。調整後、PRISm のリスク

2）
3）

れた COPD の論文のうち厳選した 6

ることです

。2 つ目は、縦断的検

因子として、肥満・現喫煙・患者が

編のご解説をお願いいたします。

討で PRISm の約 50％が COPD に移

報告した医師の診断による喘息（い

行する 2）3）

ため COPD の前病変と考

ず れ も p ＜ 0 . 0 0 0 1 ）・ 女 性（ p ＝

の前病変として注目されている

えられていることです。なお PRISm

0.001 ）が強く関連していることが明

PRISm について 2 編、COPD のタイ

の 15％が正常の呼吸機能に復するこ

らかになりました。また、PRISm は

プ 2 炎症に関する大規模研究、ICS

とも示されており

3）
、何らかの介入

息切れおよび心血管疾患のリスク上

の安全性に関する研究、本邦からの

によって改善する可能性があること

昇を含む症状・併存症と強く関連し

報告として、身体活動性の予測式作

もポイントとなります。

。
ていました（いずれも p ＜ 0.0001 ）

取り上げる論文は、最近、COPD

成の研究、脂肪組織由来の間葉系幹
細胞を用いた基礎研究です。

PRISmはCOPD・心血管疾患・死
亡と関連するが、回復可能な病態
杉浦

それではまず小荒井先生に

これまでの PRISm に関する主な
研究としては COPD

Gene 研究 2）と

図 1 が、縦断的検討の結果ですが、
ベースライン時に PRISm であった

3） が あ り ま す 。

1,973 例中 241 例（12.2％）が COPD

PRISm の有病率はそれぞれ 12.4％、

に移行（追跡期間中央値 9.0 年後）し

7.1％と報告されていますが、横断的

ましたが、987 例（50.0％）では呼吸

研究では症例数は多くても 1,200 例、

機能が正常化していました。

Rotterdam 研 究

『Lancet Respiratory Medicine 』誌

縦断的研究では 300 例と比較的小規

また、ベースラインの呼吸機能正

に掲載された「Prevalence, risk fac-

模な報告で、観察期間も 5 年以下と

常群と比較して、PRISm 群では有意

tors, and clinical implications of

短いものでした。

に全死亡率が増加していました

preserved ratio impaired spirome-

そこで本コホート研究では、UK

tr y：a UK Biobank cohor t analy-

Biobank のデータを用いて、大規模

1）

（HR1.61、p ＜ 0.0001 ）。
本研究の limitation ですが、1 つ目

sis. 」 についてご解説お願いします。

な成人集団におけるPRISm の有病率、

としては、呼吸機能のデータが気管

小荒井 PRISm とは preserved ratio

リスク因子、症状、関連する併存症

支拡張薬投与後のものではないため、

impaired spirometr y を略したもの

を検討しました。 横断的検討では

気管支拡張薬投与後には PRISm や

で、FEV1/FVC ≧ 70％かつ％ FEV1 ＜

38,639 例の PRISm が含まれ、そのう

COPD の頻度が減少する可能性があ

80％で定義されています。主に拘束

ち、1,973 例を対象に 9 年間の縦断的

ること。2 つ目は経過中に禁煙が行

性換気障害を伴う症例が含まれてい

観察が行われています。既報と比較

われた場合、禁煙が結果に影響を及

ます。

してより大規模かつ長期間検討され

ぼした可能性があること。3 つ目は

た報告です。

欧米人（UK ）での検討のため、非欧

この PRISm が最近注目されてい
る理由は、1 つ目は、PRISm と呼吸

2

結果ですが、約 35 万例の参加者の

米人には一般化できないかもしれな

COPD 最新の話題

PRISm の臨床的特徴、日本発の身体活動性予測式と
COPD 再生医療の可能性

注目すべきことは、CHD 関連死亡
（HR1.31 ）と
CHD 関連イベント
（HR1.12 ）については、
閉塞性換気障害群と比較して PRISm群で
有意にリスクが高くなっていることです。

いこと。4 つ目は本研究では対象と

示されました。

教えてください。

していない 40 歳未満の人々に一般化

杉浦

小荒井

できるかが不明なことです。

してより大規模であり、さらに長期

象としており BMI が非常に高いです。

以上、結果をまとめますと、本研

間の縦断的研究を行った上で、呼吸

本研究の PRISm も BMI ≧ 30 が 38％

究においても、PRISm は、COPD、

機能や死亡を評価している点で大変

ですから、肥満の影響はかなり大き

心血管疾患、死亡と関連が認められ

意義のある研究だと思います。

な要因を占めているのではないかと

ますが、PRISm は正常への回帰が可

本研究は、従前の研究と比較

本研究のなかで、PRISm の病態に

確かに本研究は欧米人を対

考えられます。 しかし、 著者らは

能な状態であり、禁煙や減量により、

肥満が強く関与するのではないかと

62％の PRISm が BMI ＜ 30 であり、

その頻度が減少する可能性が改めて

言われていますが、先生のお考えを

BMI ＜ 25 の参加者を対象とした場

Lung function trajectories from baseline to follow-up
Baseline

Follow-up

Control (n=987 [50.0%])
PRISm
(N=1973)

PRISm (n=745 [37.8%])
Airflow obstruction (n=241 [12.2%])

Control (n=16 967 [88.4%])
Control
(N=19195)
PRISm (n=815 [4.2%])
Airflow obstruction (n=1413 [7.4%])

Control (n=912 [28.2%])
Airflow obstruction
(N=3236)

PRISm (n=186 [5.7%])

Airflow obstruction (n=2138 [66.1%])

図1

文献 1 の Figure2

（Higbee DH, et al. Lancet Respir Med. 2022；10（ 2 ）
：149-157.より引用）
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図 3 が本研究で提唱された予測式です。
2.0METs 以上の活動時間および 1日歩数の予測式は、
6 分間歩行距離・mMRC息切れスケール・
HADS の不安スコア・％FEV1 の 4つの因子で構成されています。

合も 7.6％が PRISm であることから、
肥満による胸郭の可動制限だけでは

PRISm を説明するのは難しいであろ

CHD関連死亡・イベントリスク
はCOPDよりもPRISmで高い
杉浦

例について、観察期間中央値 19.4 年
という長期間にわたって経過観察を
行 い、 全 死 亡・ 呼 吸 器 関 連 死 亡・

引き続き小荒井先生に

CHD 関連死亡・呼吸器関連イベン

肪組織自体の代謝や炎症性の影響と

『JAMA 』に掲載された「Association

ト・CHD 関連イベントの発生を正常

い っ た 経 路 を 介 し て 、B M I が

Between Preserved Ratio Impaired

スパイロメトリー群と比較していま

PRISm のリスクに寄与しているので

Spirometry and Clinical Outcomes

す。縦断的検討の結果、正常スパイ

」4）のご解説をお願い

ロメトリー群と比較して、PRISm 群

うと考察しています。著者らは、脂

はないかとしています。

in US Adults.

杉浦

します。

PRISm は、COPD 同様かな

・呼吸器関連
では全死亡（ HR1.50 ）

り多様性のある集団と考えられます。

小荒井

肥満や喘息の病態を有する人も含ま

一般集団ベースコホートを用いて、

・ 呼吸器関連イベント
（ HR 1 . 55 ）

れるのではないかと思います。

PRISm の有病率、関連因子、臨床ア

・CHD 関連イベントの発
（HR1.90 ）

松永

ベースライン時に PRISm で

ウトカムを検討しました。参加者は

生（HR1.30 ）のすべてにおいて有意

あった症例の 50.0％が 9 年後には正

PRISm 群、閉塞性換気障害群、正常

にリスクが高いという結果でした（図

常な呼吸機能に復しています（図1 ）
。

スパイロメトリー群と 3 つのカテゴ

2 ）。注目すべきことは、呼吸器関連

これにはどのような原因が考えられ

リーに分類されました。

死亡と呼吸器関連イベントでは、閉

るのでしょうか。

この研究は、米国で 9 つの

53,701 例のすべての参加者（平均

死 亡（ H R 1 . 9 5 ）
・C H D 関 連 死 亡

塞性換気障害群が PRISm 群より有

小荒井 PRISm が回復可能な状態で

年齢 53.2 歳、女性 56.4％、非喫煙者

意にリスクが高くなっていますが、

あることは本論文の重要なポイント

48.5％）のうち、4,582 例（8.5％）が

CHD 関連死亡（HR1.31 ）と CHD 関

として、非常に強調されています。

PRISm で し た。1 報 目 の UK Bio-

連イベント（ HR1.12 ）については、

bank での検討 1）と同様、正常スパイ

閉塞性換気障害群と比較して PRISm

つは喘息病態の改善が考えられます。

ロメトリー群と比較してPRISm 群は、

群で有意にリスクが高くなっている

しかし、本研究では喘息の要因を除

肥満・現喫煙・女性と有意に関連し

ことです。PRISm は、より CHD の

いても同様の結果が得られるという

ており、今回は低体重であることも

存在に注意が必要ではないかと考え

ことで、呼吸機能の回復に喘息が関

有意な関連が示されました。 また、

られます。

わっているわけではないだろうと述

正常スパイロメトリー群と比較して

本研究の limitation としては、1 つ

べられています。その他の原因とし

PRISm 群は高血圧、糖尿病、うっ血

目は気管支拡張薬投与後の呼吸機能

ては、禁煙などが述べられていまし

性心不全、 冠動脈心疾患（ CHD ）、

データではないため、PRISm と閉塞

た。

脳卒中、腎機能障害の併存との関連

性換気障害を過剰に評価している可

が示されました。

能性があります。2 つ目は、人種や

なぜ回復するのかについては、1

本研究では、PRISm 群から 3,147

4

民族が多様とはいえ米国のみのコホー

PRISm の臨床的特徴、日本発の身体活動性予測式と
COPD 再生医療の可能性

COPD 最新の話題

hADSCsは、エラスターゼ誘発肺気腫モデルにおいて
肺の障害部位に遊走し、
間葉上皮転換によって肺胞上皮細胞に分化し、
その結果、COPDの組織学的改善や呼吸機能の改善を
来したのではないかと示唆されました。

Associations Between Lung Function Category, Mortality, and Hospitalizations
A All-cause mortality

B Respiratory-related mortality
6
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（Wan ES, et al. JAMA. 2021；326（ 22 ）
：2287-2298.より引用）
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ト研究ですので、米国以外では結果

断的有用性を検討しました。非常に

す。

大規模な検討で 3,110,617 例の COPD

を一般化できない可能性があること

ただ、小荒井先生にご紹介いただ

です。3 つ目は、平均 BMI が PRISm

いた 2 論文はいずれも疫学研究です

群で 30.8、閉塞性換気障害群で 26.6、

ので、PRISm という病態がどのよう

COPD 患者全体は、平均年齢 59.3

正常群で 28 . 2 と、 全体として BMI

なメカニズムに基づいているのかに

歳（ SD 9.2 ）、主に男性（64.4％）で

が非常に高い例を対象としています

ついての考察には至っていません。

非ヒスパニック系白人（86.1％）でし

の で、 先 ほ ど ご 紹 介 し ま し た UK
1）

Biobank での検討 と同様に、この
結果を日本人にあてはめることがで
きるかは疑問として残ると思います。
杉浦 UK

Biobank での検討 1）では

PRISm の有病率は 11.0％でしたが、

喘息診断歴だけではタイプ2炎症を
有するCOPD患者を同定できない
杉浦

患者が登録されました。

た。うち、患者への質問票（医師が
喘息を患っていると診断したことが
あるか？）による喘息診断歴のある

次に『Thorax 』に掲載された

患者は 14.5％で、主に女性、他人種

「 Eosinophilia and fractional

アメリカ人などに多いことが示され

exhaled nitric oxide levels in chron」6）の解

ました。

本研究では 8 .5％ ですね。 より長期

ic obstructive lung disease.

間にわたって、呼吸器関連死亡リス

説を松永先生にお願いします。

多（≧ 300 cells/μL ）の 有 病 率 は

クや CHD 関連死亡リスクを詳細に

松永

まず、COPD はさまざまな表

36％ で、 喘息診断歴のある患者は

検討したのが本研究の特徴になるか

現型をもつ不均一な疾患であること

38.3％、ない患者は 35.5％でした（表

と思います。

はよく知られていますが、最近では

1 ）。有意差は（p ＜ 0.001 ）ついてい

PRISm に関するデータはコホート

COPD 患者が個別に有する治療可能

ますが、喘息診断歴のある患者で末

によってかなり異なると考えられま

な臨床特性（treatable traits ）を同定

梢血好酸球増多がわずかに多いとい

す。 本邦における PRISm に関する

して治療介入することの重要性が強

う結果でした。末梢血好酸球増多に

疫学研究があればご紹介をお願いし

調されていると思います。
特に喘息の

関連する因子は、女性、非ヒスパニッ

ます。

特徴を併せ持つ COPD 患者では ICS

ク系黒人、他人種アメリカ人、非喫

の反応性が高いことはよく知られて

煙、FeNO ≧ 25ppb でした。

小荒井

日本においても 2021 年に

COPD 患者全体の末梢血好酸球増

OCEAN 研究 5）が報告されています。

おり、本邦の『喘息と COPD のオー

FeNO が 25 - 50 ppb の範囲に入る

沖縄県那覇市で行われた横断的観察

バーラップ診断と治療の手引き』7）で

COPD 患者の割合は 14.3％で、喘息

研究です。 この研究では、2 , 518 例

も、症状の変動性、40 歳以前の喘息

診断歴のある患者で 22.0％、ない患

中 PRISm は 420 例（16.7％）であり、

の既往、タイプ 2 炎症のバイオマー

者 で 13 . 0％ で し た（ p ＜ 0 . 001 ）。

その平均 BMI は 25.5 でした。 思 っ

カーなどで喘息病態の合併を評価す

FeNO 上昇と関連する因子は、末梢

ていたよりも日本でも PRISm の頻

ることが推奨されています。

血好酸球増多に関連する因子に加え

度は高いと感じました。
杉浦

本研究は、National Health and

て、 年齢が 50 〜 69 歳、 非喫煙者、

この研究でも、閉塞性換気障

Nutrition Examination Survey に登

害 群 と 比 較 し て、P R I S m 群 で は

録された 40 歳以上の閉塞性換気障害

喘息診断歴のある患者では、ない

BMI が高く、代謝疾患の併存する割

を有する患者を対象に、喘息の診断

患者と比較して、末梢血好酸球増多

合が高かったとしています。また、

歴・末梢血好酸球増加・FeNO レベル

と FeNO 上昇の患者割合がどちらも

現喫煙がリスク因子であろうと報告

上昇の割合と、FeNO の上昇で定義

有意に高い一方で、タイプ 2 炎症バ

されています。日本でも欧米と同じ

された好酸球性気道炎症を同定する

イオマーカーが上昇している患者の

ような病態が存在するということで

場合における末梢血好酸球増加の診

すべてが喘息歴を有しているわけで

6
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最後に limitation ですが、大規模

万人超と非常に大規模な研究である

ROC 解析を行 っ たところ、 喘息診

な検討のためサンプリングエラーが

と思ったのですが、研究の規模につ

断歴の有無にかかわらず、末梢血好

生じた可能性があること、喘息診断

いてはいかがですか。

酸球数は FeNO ≧ 25ppb で定義した

歴や喫煙歴の質問票での調査は想起

松永

好酸球性気道炎症を有する症例の同

バイアスを含んだ可能性があること

例に対して末梢血好酸球数と FeNO

定に有用であることが示されました。

が指摘されています。

を検討している点は重要だと思いま

はない、 という点がポイントです。

本研究は確かに大規模で、全

FeNO ≧ 25ppb の COPD 患者を同

結論として、好酸球性炎症を有す

す。 しかし今回の COPD 患者は 40

定するための末梢血好酸球数のカッ

る COPD 患者を臨床的にフェノタイ

歳以上で気管支拡張薬投与後 FEV1/

トオフ値は、100 cells/μL で感度が

ピングすることは喘息既往歴とは独

FVC ＜ 0.70 の例と定義されています

90％、300 cells/μL で特異度が 90％

立しており、末梢血好酸球増加は医

ので、気管支拡張症、閉塞性細気管

でした。300 cells/μL は好酸球性

療資源が限られている場合に FeNO

支炎、リモデリングの進展した喘息、

フ ェ ノタイプの同定に有用で、100

測定の代替マーカーとして使用すべ

肺の発育障害など雑多な対象が含ま

cells/μL は除外に有用ではないか

きだと示唆しています。

れる可能性については注意が必要か

ということです。

杉浦

と思います。

表1

私はこの論文について、311

文献 6 の Table2

Prevalence of peripheral eosinophilia among subjects with COPD without asthma history and COPD with asthma history, stratified by
gender, race, age groups, smoking status and exhaled FeNO levels

Demographic variable

COPD without asthma history
(N=2 655 739 )

COPD with asthma history
(N=454 878 )

P value

Total

35 .5 % (35 .5 % to 35 .6 %)

38 .3 % (38 .1 % to 38 .5 %)

<0 .001

Gender (95 % CI)
Male

39 .2 % (39 .1 % to 39 .3 %)

28 .5 % (28 .3 % to 28 .7 %)

<0 .001

Female

27 .6 % (27 .5 % to 27 .7 %)

45 .3 % (45 .1 % to 45 .5 %)

<0 .001
<0 .001

Race (95 % CI)
Non-Hispanic white

35 .4 % (35 .3 % to 35 .4 %)

34 .2 % (34 .0 % to 34 .3 %)

Non-Hispanic black

18 .7 % (18 .4 % to 18 .9 %)

36 .4 % (35 .9 % to 37 .0 %)

<0 .001

Hispanic

30 .9 % (30 .6 % to 31 .3 %)

0%

NA

Other race

54 .2 % (54 .0 % to 54 .4 %)

81 .6 % (81 .3 % to 82 .0 %)

<0 .001

Age groups (95 % CI)
40 –49 years

37 .1 % (37 .0 % to 37 .3 %)

33 .5 % (33 .1 % to 33 .9 %)

<0 .001

50 –59 years

30 .0 % (30 .0 % to 30 .1 %)

50 .4 % (50 .1 % to 50 .7 %)

<0 .001

60 –69 years

44 .6 % (44 .5 % to 44 .7 %)

35 .1 % (34 .9 % to 35 .3 %)

<0 .001

70 –79 years

29 .7 % (29 .6 % to 29 .9 %)

33 .8 % (33 .4 % to 34 .3 %)

<0 .001

Smoking status (95 % CI)
Current smoker

50 .7 % (50 .6 % to 50 .8 %)

43 .2 % (42 .3 % to 43 .7 %)

<0 .001

Non-smoker

20 .5 % (20 .4 % to 20 .6 %)

52 .6 % (52 .3 % to 52 .9 %)

<0 .001

Unknown smoking status

40 .6 % (40 .5 % to 40 .7 %)

30 .7 % (30 .5 % to 30 .9 %)

<0 .001

FeNO levels (ppb) (95 % CI)
0 –24

34 .6 % (34 .6 % to 34 .7 %)

27 .6 % (27 .5 % to 27 .8 %)

<0 .001

25 –50

30 .4 % (30 .3 % to 30 .6 %)

84 .4 % (84 .2 % to 84 .7 %)

<0 .001

51 and above

42 .3 % (42 .0 % to 42 .5 %)

0%

NA

NA, not available.

（Annangi S, et al. Thorax. 2022 Apr；77（ 4 ）
：351-356.より引用）
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杉浦

本論文のもう 1 つの意義は、

with Chronic Obstructive Pulmo-

抽出しています。そして、その関連

9）

喘息診断歴だけではタイプ 2 炎症を

nar y Disease. 」 を松永先生にご解

因子を用いて、2.0METs 以上の活動

有する患者は同定できないとしてい

説いただきます。

時 間・3 . 0 METs 以 上 の 活 動 時 間・

ることだと思います。タイプ 2 炎症

松永

3.0METs 以上の総活動量・1 日歩数

を有する COPD 患者同定のための

病院の南方先生らのグループからの

FeNO の重要性について先生のお考

報告です。

本研究は国立病院機構和歌山

の予測式を作成しました。
対象患者は、 平均年齢が 73 . 1 ±

COPD の重要な予後規定因子であ

6.7 歳、 男性 / 女性が 213/14、BMI

松永 FeNO も現喫煙などの宿主因

る身体活動性を改善するためには、

が 22 . 5 ± 3 . 4、 ％ F E V 1 が 62 . 7 ±

子の影響を受けるという弱点はあり

患者に目標値を提示することが効果

20 . 9％、1 日歩数が 4350 . 2 ± 2845 . 8

ますが、非侵襲的に短時間に気道炎

的であると考えられています。しか

歩でした。

症を直接評価できる、現在実臨床で

し、すべての患者に一律の目標値で

図 3 が本研究で提唱された予測式

は唯一のバイオマーカーであろうと

は、特に疾患が進行した重症患者に

です。2.0METs 以上の活動時間およ

思います。その FeNO を用いてこれ

は負担が大きく、モチベーションを

び 1 日歩数の予測式は、6 分間歩行

だけ大規模な検討ができた本研究の

維持することが困難であることも指

距 離・m M R C 息 切 れ ス ケ ー ル・

結果は非常に意義があります。

摘されています。したがって、個別

HADS の不安スコア・％ FEV1 の 4 つ

また、末梢血好酸球数についても

の患者の状態に応じた 1 日歩数の目

の 因 子 で 構 成 さ れ て い ま す。

代替マーカーとして使用できそうだ

標値を提示することが効果的との考

3.0METs 以上の活動時間は 4 つの因

と い う こ と が 示 さ れ ま し た。300

え方から、南方先生らはすでに 2019

子に年齢を加え、3.0METs 以上の総

cells/μL が診断、100 cells/μL が

年に、年齢、mMRC 息切れスケール、

活動量は BNP を加え、5 つの因子で

除外診断に有用だというのは GOLD

最大吸気量（ IC ）を変数として用い

構成されています。

ガイドライン 8）に沿った結論で、こ

た日本人 COPD 患者の簡易歩数予測

れも本研究の意義の 1 つと考えます。

式を提唱されています 10）。しかし、

因子は、息切れ症状や呼吸機能など

それから、COPD における ICS 導

COPD の身体活動性はこれらの変数

おおむね想定されうるものでしたが、

入の根拠として、 日本は以前から、

以外の因子も影響している可能性が

HADS の不安スコアが高い（不安が

タイプ 2 炎症バイオマーカーによる

あるため、他の説明因子も新たに加

強い）ほうが活動性が高いという結

客観的な炎症評価の意義を欧米に先

えて、さらなる詳細な解析と予測式

果になっており、この知見は予想外

駆けて主張してきました 7）が、それ

の提唱を行ったのが本研究となりま

で興味深い結果だと考えています。

を支持する論文という点も意義が大

す。

えをお聞かせください。

きいと感じています。

この前向き横断的観察研究では、

また、予測式に使用された 4 つの

本研究では、予測式による予測値
と実測値には相関があることが確認

40 歳以上の安定期 COPD 患者 227 例

されました。実測値と予測値の差も

を対象に、3 軸加速度計で身体活動

検討していますが、身体活動性が非

性を測定しました。さらに人口統計

常に高い患者では、実測値と予測値

次に『International Journal

学的因子、呼吸機能、息切れ、運動

の間に差がある症例が多く、比例バ

of Chronic Obstructive Pulmonary

耐容能、筋力、栄養状態、複数の併

イアス（proportional bias ）があるこ

Disease 』に掲載された「Reference

存症の指標を測定し、単回帰分析・

とがわかりました。そして身体活動

Equations for Assessing the Physi-

重回帰分析・ステップワイズ法を用

性が非常に高い患者を除けば、実測

cal Activity of Japanese Patients

いて、身体活動性と関連する因子を

値と予測値の間の比例バイアスは解

4つの因子で作成された
身体活動性予測式
杉浦
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すがいかがですか。

小林

松永

そうですね。今後、身体活動

気管支拡張薬に ICS を併用すること

される予測値が、身体活動性の改善

性と関連が強い血液バイオマーカー

は可能ですが、喘息合併例以外のど

を必要とする個々の患者の指導に有

などが明らかになってくれば、より

ういう場合に併用すればよいかは

用ではないかとしています。臨床現

実臨床で運用しやすい予測式が作成

controversial です。特に ICS を使用

場で医師と患者が管理目標を共有で

できるかもしれません。

する場合の一番のリスクは肺炎で、

き る と い う 利 点 も あ り、 日 本 人

杉浦

図 3 のなかでは、1 日歩数が

これまで COPD 患者における緑膿菌

COPD 患者の個別の身体活動目標値

最も患者さんに説明しやすいでしょ

陽性と重症度・頻回の入院・死亡と

を設定する際にこの予測式が有用で

うか。

の関連がいくつか報告されてきまし

あろうということです。

松永

た 12）-15）が、ICS が用量依存性に緑膿

消されました。
結論として、この予測式から算出

私も歩数が便利だと考えます。

COPD に対して長時間作用性

最後に limitation として、仕事・同

身体活動性の向上のために、管理目

菌感染のリスクになるかを大規模に

居家族やペットの有無などの社会環

標を医師と患者が共有して、そこを

検討したのは本研究が初めてとなり

境的因子を独立変数として含めなかっ

目指していくのは、運動療法だけで

ます。

たこと、日本人患者のみを対象とし

なく薬物療法の導入時にも意義の高

ていること、男性がほとんどであっ

いことだと思います。

たこと、合併症のある症例が除外さ
れていることなどが挙げられていま
す。
杉浦

ICSの使用は緑膿菌感染リスク
と用量依存的に関連する
杉浦

本研究は、ICS の累積使用量が、

COPD 患者における緑膿菌の気道感
染陽性と用量依存的に関連している
か評価することを目的としました。
2010 - 2017 年に外来診療で追跡さ

それでは次に『Thorax 』に掲

れたデンマークの COPD 患者を対象

にきめ細やかに検討されたものだと

載された「Use of inhaled cor tico-

とした、複数地域の疫学的コホート

思いましたし、実測値ともかなりよ

steroids and risk of acquiring Pseu-

研究が行われました。ICS の使用に

い相関だということですね。しかし

domonas aeruginosa in patients with

関しては処方箋歴に基づいて分類さ

実際の運用面で考えた場合、6 分間

chronic obstructive pulmonary dis-

れています。緑膿菌陽性リスクを推

歩行距離や HADS の不安スコアを測

ease. 」11）を小林先生に解説をお願い

定するために Cox 比例ハザード回帰

定するのが少したいへんかと思いま

します。

モデルが使用されました。

今回提示された予測式は非常

Reference equations of physical activity. METs, metabolic equivalents. Units: Duration at ≥2.0 METs (min),
Duration at ≥ 3 .0 METs (min), Total activity at ≥ 3 .0 METs (METs·h), Step count (steps), 6 MWD (m),
mMRC (point), HADS-A (point), FEV1 %pred (%), age (years old), BNP (pg/mL).

Duration at
≥2 .0 METs (min)

= (0 .0010 × [6 MWD] - 0 .174 × [mMRC] + 0 .055 × [HADS-A]
+ 0 .0083 × [FEV1 %pred] + 4 .973 )3

Duration at
≥3 .0 METs (min)

= (0 .0017 × [6 MWD] - 0 .210 × [mMRC] + 0 .037 × [HADS-A]
+ 0 .0090 × [FEV1 %pred] - 0 .015 × [age] + 3 .764 )3

Total activity at
≥3 .0 METs (METs·h)

= (0 .00067 × [6 MWD] - 0 .078 × [mMRC] + 0 .016 × [HADS-A]
+ 0 .0033 × [FEV1 %pred] - 0 .00067 × [BNP] + 1 .0013 )3

Step count
(steps)

= (0 .010 × [6 MWD] - 0 .666 × [mMRC] + 0 .155 × [HADS-A]
+ 0 .029 × [FEV1 %pred] + 9 .843 )3

図3

文献 9 の Figure2

（Minakata Y, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021；16：3041-3053.より引用）
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ICS の用量については、ブデソニ

なものとなりました。不使用 / 低用

杉浦

ド換算で、＜ 400μg を低用量、400-

量 / 中用量 ICS と比較して、高用量

膿菌の感染リスクが増加することを

800μg を中用量、 ＞ 800μg を高用

ICS は HR2.05（ 95％ CI；1.76-2.39 ）、

具体的な数値で表したのが興味深い

p ＜ 0.0001 でした。

点かと思いました。重症の COPD 患

＊

量 と定義しています。
21 , 408 例が研究に組み入れられ、

本研究は、ICS の用量別に緑

緑膿菌陽性の患者ですが、陰性群

者に高用量の ICS を使用する場合は

そのうち 763 例（3.6％）が追跡期間中

と比較して、BMI が低い、％ FEV1

注意が必要だというメッセージにな

に緑膿菌に感染しました。ICS の使

が低い、コホートエントリー前 12 ヵ

ると考えます。本邦において COPD

用は緑膿菌感染リスクと用量依存的

月間の入院を必要とする増悪が多い、

患者に高用量 ICS を使用することは

に関連していました（表 2 ）。ICS 不

OCS・LABA または LAMA・抗菌薬

ありませんので、このようなデータ

使用を reference として、 低用量

の処方が多いという特徴がありまし

も海外では報告されているというこ

I C S で H R 1 . 3 8（ 9 5％ C I；1 . 0 3 -

た。

とだと思います。

本研究の limitation としましては、

1 . 84 ）、p = 0 . 0296、 中 用 量 I C S で

小林先生はマクロバイオームにつ

HR2.16（ 95％ CI；1.63-2.85 ）、p ＜

検体採取部位が統一された部位別で

いてもご研究されていると思います

0.0001、高用量 ICS で HR3.58（ 95％

はないこと、ICS の種類別の検討が

ので、健常者と比較した COPD のマ

CI； 2.75-4.65 ）、p ＜ 0.0001 とな っ

困難であったこと、緑膿菌のみで他

イクロバイオームについてもご解説

ていました。傾向スコアマッチモデ

の菌種については検討されていない

いただけますでしょうか。

ル（感度解析）によって、結果は確実

ことなどが挙げられます。

小林

表2

COPD においては、安定期に

文献 11 の Table 3

Cox regression hazard estimates for risk of Pseudomonas aeruginosa with use of inhaled corticosteroids in the study population (N=21408 )

P. aeruginosa event

Unadjusted HR (95 % CI)

P value

Adjusted HR (95 % CI)

P value

ICS exposure, μg *
No use

ref

Low <400

1 .77 (1 .33 to 2 .36 )

<0 .0001

ref
1 .38 (1 .03 to 1 .84 )

0 .0296

Moderate 400 –800

3 .37 (2 .58 to 4 .42 )

<0 .0001

2 .16 (1 .63 to 2 .85 )

<0 .0001

High >800

6 .41 (5 .00 to 8 .20 )

<0 .0001

3 .58 (2 .75 to 4 .65 )

<0 .0001

Accumulated OCS dose 365 days prior to cohort entry, mg
No use

ref

Low <1825

2 .18 (1 .86 to 2 .55 )

<0 .0001

1 .28 (1 .09 to 1 .52 )

0 .0035

High ≥1825

3 .23 (2 .65 to 3 .94 )

<0 .0001

1 .48 (1 .20 to 1 .83 )

0 .0003

Active smoking †

0 .91 (0 .77 to 1 .06 )

0 .217

1 .11 (0 .95 to 1 .31 )

0 .200

Age (per year increased)

1 .03 (1 .03 to 1 .04 )

<0 .0001

1 .03 (1 .02 to 1 .04 )

<0 .0001

Male

1 .08 (0 .93 to 1 .24 )

0 .309

1 .31 (1 .14 to 1 .52 )

0 .0002

‡

0 .73 (0 .67 to 0 .79 )

<0 .0001

0 .80 (0 .74 to 0 .87 )

<0 .0001

GOLD stage (per increase to next stage; 1 –4 )§

1 .95 (1 .76 to 2 .16 )

<0 .0001

1 .47 (1 .32 to 1 .63 )

<0 .0001

Prescription of any antibiotics 365 days prior to cohort entry

2 .88 (2 .42 to 3 .42 )

<0 .0001

2 .09 (1 .74 to 2 .50 )

<0 .0001

BMI (per class increase; 1 –5 )

ref

The model is adjusted for calendar year for study entry and all variables displayed in the table.
*Daily budesonide equivalent doses based on the accumulated ICS dose 365 days prior to cohort entry.
†Reference: never or former smoking.
‡BMI class (kg/m2 ); 1 : <18 .5 , 2 : 18 .5 –24 .9 , 3 : 25 –29 .9 , 4 : 30 –34 .9 , 5 : ≥35 .
§Increase in predicted FEV1 % severity stage defined by the GOLD: 1 : ≥80 , 2 : 50 –79 ; 3 : 30 –49 , 4 :<30 .




（Eklöf J, et al. Thorax. 2021 Aug 26：thoraxjnl-2021-217160.［online ahead of print. ］より引用）
（＊本邦において高用量 ICSはCOPD 患者に対して適応外である）
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PRISm の臨床的特徴、日本発の身体活動性予測式と
COPD 再生医療の可能性

COPD 最新の話題

お い て も、 有 名 な 菌 種 と し て は、

Disease 』に掲載された「 Human

た呼吸機能も hADSCs を投与したエ

Haemophilus influenzae、Moraxella

Adipose-Derived Mesenchymal

ラスターゼマウスで改善していまし

catarhalis、Streptococcus pneumoni-

Stem Cells Ameliorate Elastase-

た。

ae、Pseudomonas aeruginosa が増加

Induced Emphysema in Mice by

さらに、この hADSCs は、投与か

しています。増悪期には、特に Hae-

Mesenchymal-Epithelial Transi-

ら 25 日後にもエラスターゼマウスの

mophilus influenzae が増加して、多

tion. 」 を小林先生にご解説お願い

肺で観察されました。肺から単離し

様性（diversity）の低下が顕著になり、

します。

た hADSCs の上皮および間葉系の遺

ディスバイオーシス（dysbiosis ）と

小林

本研究は再生医療で COPD を

伝子発現をみますと、上皮系マーカー

いうアンバランスな状況になるとい

治療できないかを検討した、奈良県

は上昇し、間葉系マーカーは低下し

立医科大学からの重要な論文です。

ていました。このことから、気腫化

われています

16）

。

19）

また、Haemophilus influenzae は

COPD において、組織学的変化を

肺に到着した hADSCs は間葉上皮転

ICS 吸入で増加し、増悪時にも増加

復元する治療法は未だにないわけで

換（mesenchymal epithelial transi-

するといわれており、好中球細胞外

すが、iPS 細胞や間葉系幹細胞を移

tion ）を行って定着したのではない

トラップ（NETs ）の形成にも関与す

植する再生医療の可能性が考えられ

かと考察されています。またこれら

ます。間葉系幹細胞は免疫調整機能

の細胞は、TTF-1、β- カテニン、E-

杉浦 2021 年に発表された、ICS/

があるため、移植しても拒絶反応が

カドヘリンといった肺胞上皮細胞の

LABA のマイクロバイオームに対す

起きにくいという特徴があります。

表面マーカーを発現していました。

ることが報告されています

る影響を検討した論文

17）
。

18）についても

ご紹介ください。
小林

これまでは骨髄由来の細胞がよく使
用されていました。

以上から、hADSCsは、エラスター
ゼ誘発肺気腫モデルにおいて肺の障

この研究は、中等症から重症

本研究では、COPD モデルマウス

の COPD 患者において、ICS/LABA

において、ヒト脂肪由来間葉系幹細

て肺胞上皮細胞に分化し、その結果、

を投与した場合と LABA のみを投与

胞（hADSCs ）がエラスターゼ誘発肺

COPD の組織学的改善や呼吸機能の

した場合のマイクロバイオームに対

気腫を改善するか、また、肺胞上皮

改善を来したのではないかと示唆さ

する影響を比較しています。治療期

細胞に分化するかを検討しました。

れました。

間後、ICS/LABA と LABA のみでは、

害部位に遊走し、間葉上皮転換によっ

方法としては、重症複合免疫不全

本研究の limitation としては、マ

α多様性の変化が有意に異なってお

症（SCID ）マウスにエラスターゼを

ウスモデルであってヒトでの効果を

り（Δrichness: p＝0.02; ΔShannon

気管内注入し、3 日後に hADSCs を

表すのもではないこと、安定期の慢

index: p＝0.03 ）、ICS が入るとディ

静脈投与しました。エラスターゼ注

性モデルではなく急性〜亜急性のモ

スバイオーシスになるという結果で

入 28 日後（hADSCs 投与 25 日後）に

デルであること、免疫不全マウスを

した。

組織学的検査や呼吸機能検査を行い

用いているので本来ある生体の免疫

ました。

細胞と幹細胞のクロストークの検討

（＊本邦において高用量 ICS は COPD 患者に対
して適応外である。
）

結果ですが、hADSCs を投与され

はできていないこと、喫煙モデルで

たエラスターゼマウスにおいては、

はないことが挙げられます。

組織学的に肺の気腫化病変が改善し

杉浦

ていました（図 4 ）。エラスターゼに

骨髄由来の間葉系幹細胞の COPD 患

最後に『International Journal

よって拡大した肺胞径も改善してい

者に対する第Ⅱ相試験が行われてい

of Chronic Obstructive Pulmonary

ました（図 4 ）。また FEV0.1 で評価し

て、安全性は確認されたが、呼吸機

間葉系幹細胞が肺胞上皮細胞に
分化してマウスのCOPD病変を改善
杉浦

すでに 2013 年の『Chest 』で、

11

能や患者の症状や QOL については

障害部位へ細胞が遊走するホーミン

のヒトへの投与では、安定期の状況

改善させなかったという報告があり

グという現象があります。今回の論

で炎症がそれほど強くなく、間葉系

ます 20）。これに対して、今回の論文

文は、エラスターゼ誘発なので、炎

幹細胞が生着しにくく効果が現われ

が与えるインパクトはどのようなも

症と上皮細胞の障害が活発であり、

なかった可能性があると思います。

のでしょうか。

そのような状況のためより有効であっ

杉浦

小林

たという印象があります。『Chest 』

nal of Chronic Obstructive Pulmo-

間葉系幹細胞の特性として、

2021 年の『International Jour-

hADSCs suppress elastase-mediated lung histological changes in SCID-beige mice.
Notes: (A) Schematic representation of the experimental protocol. (B) Lung histopathological analysis by hematoxylin
and eosin staining (×200 ). Scale bar = 50 μm. (C) Mean linear intercept of the four groups. Values are means ±
SEM. (i) Control group (Saline i.t. + PBS i.v.) (n=5 ), (ii) hADSC group (Saline i.t. + hADSCs i.v.) (n=3 ), (iii) Elastase
group (Elastase i.t. + PBS i.v.) (n=7 ), and (iv) Elastase-hADSC group (Elastase i.t. + hADSCs i.v.) (n=10 ). **P <
0 .01 .

A

SCID-beige mice
0

3

Elastase or
Saline i.t.

B

28 (days-of-experiment)

hADSCs or
PBS i.v.

Evaluation of lung function and
euthanization

Saline i.t. + PBS i.v.

Saline i.t. + hADSCs i.v.

C

Mean linear intercept (μm)

Elastase i.t. + PBS i.v.

40
30
20
10
0

PBS i.v. hADSCs i.v. PBS i.v. hADSCs i.v.

Saline i.t.

図4
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Elastase i.t. + hADSCs i.v.

文献 19 の Figure 1

Elastase i.t.

（Fujioka N, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021；16：2783-2793.より引用）

COPD 最新の話題

PRISm の臨床的特徴、日本発の身体活動性予測式と
COPD 再生医療の可能性

nar y Disease 』では、骨髄由来の間

ました。ICS を使用する際の緑膿菌

葉系幹細胞投与群、脂肪組織由来の

感染発症のリスクを認識することが

間葉系幹細胞投与群、両者を投与し

重要と考えますし、間葉系幹細胞の

た群の 3 群における第Ⅰ相試験が報

研究は、今後の COPD における再生

告されています

21）

。骨髄由来の間葉

系幹細胞投与群では FEV1 と DLCO

医療への応用が期待される内容であっ
たと思います。

の改善がみられ、両者を投与した群

今回は 3 名の先生方に 6 編の論文

では DLCO、 ガス交換、QOL の改

について非常にわかりやすくご解説

善が示されています。

いただきました。本座談会が、読者

今後このような再生医療の分野は

の先生の臨床ならびに研究のお役に

期待ができ、注目していきたいと思

立つことを祈念いたします。先生方、

います。

本日は誠にありがとうございました。

杉浦

本日は 3 人の先生に 2 論文ず

つご解説いただきました。
小荒井先生からは、PRISm に関す
る 2 論文をご解説いただきました。
まだ PRISm の病態や本邦における
詳細なデータは不明ですので、今後
も研究の進展が待たれるところです。
松永先生からは、COPD のタイプ
2 炎症についての大規模データと日
本人における身体活動性の予測式作
成の研究をご解説いただきました。
前者は COPD 患者におけるタイプ 2
気道炎症の詳細と末梢血好酸球測定
のバイオマーカーとしての役割を明
らかにしたもので非常に興味深い報
告と考えます。また後者の報告は実
際の臨床現場において、患者指導の
際の目標値の設定に有効であろうと
思いました。
小林先生からは、ICS が用量依存
性に緑膿菌感染リスクを増加させる
という研究とヒト脂肪由来間葉系幹
細胞がマウスの COPD 病変を改善さ
せる可能性についてお教えいただき
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