
柴田　『COPD診断と治療のためのガ
イドライン』（以下、COPDガイドラ
イン）の第5版1）は2018年4月に発刊
され、3年以上が経過しています。現
在、日本呼吸器学会閉塞性肺疾患学
術部会では、第6版を2022年4月に
発表すべく作業を進めているところ
です。そこで本日は、COPDガイド
ライン第6版編集委員の中心メンバー
である先生方にお集まりいただいて、
第6版がどのようなものになるかとい
う予想図やそれに対する期待などを
お話しいただきたいと思います。

柴田　それではまず、第6版の構成の
変更点をご紹介ください。
室　COPDガイドラインは第5版まで
は記述式で、『Minds診療ガイドライ
ン作成マニュアル』2）に準拠していま
せんでした。そこで第5版発刊後すぐ
に、閉塞性肺疾患学術部会で川山先
生が中心となり、治療に関するクリ
ニカルクエスチョン（CQ）を立て、研
究を網羅的に調査し、同質の研究を
まとめ、バイアスを評価しながら分

析・統合を行うシステマティックレビ
ュー（SR）を行ってきました。第6版
では、現状の記述式に加えて、15の
CQとそれに対する推奨が明示され、
治療に対して具体的な指針が与えら
れることが最大の変更点となります。
　記述式の部分も、第Ⅰ章（疾患概念
と基礎知識）および第Ⅱ章（診断）に
関しては、新知見が発表されている
ものの大きな変更はないと予想され、
内容が大きく変わるのは第Ⅲ章（治療
と管理）となります。
柴田　COVID-19とCOPDに関する
記載はありますか。

COPDガイドライン
第6版の構成
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室　付録に「新興感染症流行とCOPD」
という項目を設けています。執筆担
当の先生には、日本呼吸器学会ホー
ムページに2021年1月に発表された
「COVID-19流行期日常診療における

COPDの作業診断と管理手順」3）の内
容も参考にまとめていただけるよう
お願いしてあります。

柴田　それでは第6版のポイントであ
るCQとSRについて、これまでの活
動を川山先生にご報告お願いします。

川山　Mindsに準拠したCQ作成と
SRは、COPDガイドラインでは初め
ての経験でしたので、いくつか制限
を設けながら進めていきました。
　CQの作成にあたっては、日本呼吸
器学会の閉塞性肺疾患学術部会のな
かに、Mindsに準拠したガイドライ
ン作成のための執行委員会をまず立
ち上げさせていただきました。その
執行委員会をもとに、次に運営委員
会を立ち上げて、その運営委員会で
CQを作成したという経緯があります。
　今回、CQを組み立てるのに3つの
制限を作りました。1つ目は、COPD

の「治療」に限定するということです。
2つ目は、治療のなかでも「安定期の
治療」に限らせてもらいました。3つ
目は、治療を「薬物療法」と「非薬物
療法」に分けてそれぞれのなかでCQ

を立てたということです。ですから

「薬物療法＋非薬物療法」のような場
合は対象から外させていただきました。
　「薬物療法」と「非薬物療法」は、第
5版の「安定期のCOPDの重症度に応
じた管理」の図（図1）に準拠して、各
パートから1つずつCQを作成するよ
うお願いしました。「薬物療法」では、
①短時間作用性気管支拡張薬、②長時
間作用性抗コリン薬（LAMA）、③長時
間作用性β2刺激薬（L A B A）、 ④
LAMA＋LABA、⑤吸入ステロイド薬
（ICS）、⑥LAMA/LABA/ICS配合薬、
⑦テオフィリン、⑧喀痰調整薬、の8

つに、新たに⑨分子標的治療を加え
て、9つの分野でCQを作成し、「非薬
物療法」は、①禁煙、②ワクチン、③
呼吸リハビリテーション、④栄養療法、
⑤酸素療法、⑥換気補助療法の6つの
分野でCQを作成し、それぞれのSR

チームに解析をお願いしました。

治療に限定したCQとSR
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図1　安定期COPDの重症度に応じた管理
（日本呼吸器学会COPDガイドライン第5版作成委員会（編）. COPD診断と治療のためのガイドライン 第5版. 東京：メディ
カルレビュー社；2018.より引用）
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室　MindsではCQを作成するときに
患者団体にも参画していただくこと
を推奨しています。それは今後の課
題としてお考えですか。
川山　患者さんがどのような治療を
希望されているか、そしてそれに合
った治療を医師側が提供できるかは
非常に重要なことだと思います。今
回は患者団体には参画いただきませ
んでしたが、今後は部会および学会
と話し合って検討していきたい事項
だと考えています。
柴田　今回初めてCQ作成とSRを行
ってみて、改善すべき点がいくつか
見えてきたのではないかと思います。
まず、今回は全国のさまざまなチー
ムにCQとSRを割り振りましたが、
今後は閉塞性肺疾患学術部会のなか
にSRを集中的に行うグループを作っ
て、そこにすべてのCQを渡して解析
してもらった方がよいだろうという
案も浮上してきました。SRは専門的
な知識や技術が要求されると今回理
解できましたので、今後版を重ねる
際には、閉塞性肺疾患学術部会のSR

チームというものを組織していった
方がよいと思います。そのようなコ
ンセンサスでよいでしょうか。
今野　私たちもCQを担当させていた
だいて、5人くらいで手分けして作業
しましたが、かなり大変でした。
　私は、ATS/ERSの難治性喘息ガイ
ドラインのメンバーに入っているの
ですが、ATS/ERSにはSRの専門部
隊があり、資料作成はすべて行って
くれます。その専門部隊は呼吸器内
科医ではなく統計学者なのですが、欧
米ではそのような環境でガイドライ
ン作成をしています。日本の閉塞性

肺疾患学術部会でSRチームを作ると
すると、どのようなメンバーをお考
えなのでしょうか。
杉浦　今回SRを行っていただいたチ
ームのリーダーの先生、もしくは実
務担当していただいた先生が主戦力
になると思います。そして、国内で
最もSRに精通している先生にもご参
画いただくのが望ましいと考えてい
ます。
　今回は、方法論的にSRチームごと
にばらつきが生じるというのが懸念
される点です。また各チームによっ
て進捗具合もばらつきが出てきます。
以上よりSRチームは専門的な組織に
した方がよいと私も思います。
今野　より専門的な先生に配分して、
各CQのSRの格差をなくしていくよ
うにしなければなりませんね。
川山　びまん性肺疾患学術部会では、
特発性肺線維症のガイドラインなど
を作成する際に、各CQに対してSR

を行うチームを募集する立候補制を
取っているそうです。それでも良い
のではないかと私は思っています。た
だしその場合は期限を決めておくこ
とが必要です。
柴田　今回のSRはわれわれにとって、
未知の作業でありました。この点を
克服する上で、横浜市立大学呼吸器
内科の堀田信之先生（SR統括委員）か
ら大変貴重な専門的なご意見やご監
修をいただき、前に進むことができ
たと考えております。今回の経験お
よび本日の話し合いに基づいて、次
回はよりスムーズに行えるよう方策
を取っていきたいと考えます。

柴田　次に薬物療法の推奨がどのよ
うになっていくかの方向性を確認す
るために、まずエビデンスを踏まえ
たいと思います。LAMA/LABA/ICS

配合薬のエビデンスについて杉浦先
生にご解説お願いします。
杉浦　LAMA/LABA/ICS配合薬のエ
ビデンスとしては、第5版が発刊され
る直前にTRIBUTE試験4）が報告され
ましたが、第5版では扱われませんで
した。TRIBUTE試験も含め、その後
の大規模臨床試験としては、IMPACT

試験5）、KRONOS試験6）、ETHOS試
験 7）の順で報告されています。
　IMPACT試験 5）は、増悪抑制を主
要評価項目としたもので、LAMA/

LABAおよびLABA/ICSと比較して、
LAMA/LABA/ICS配合薬（ウメクリ
ジニウム/ビランテロール/フルチカ
ゾン）は、中等度または重度の増悪発
現率を有意に低下させました（どちら
もp<0.001）。
　KRONOS試験6）は、呼吸機能を主
要評価項目としたもので、24週にわ
たって、LABA/ICSと比較して、
LAMA/LABA/ICS配合薬（グリコピ
ロ二ウム/ホルモテロール/ブデソニ
ド）は有意に朝の薬剤投与前のトラフ
FEV1を改善しました（p<0.0001）。
LAMA/LABA/ICS配合薬はまた、
LAMA/LABAと比較して、20mLで

LAMA/LABA/ICS配合薬
が推奨されるCOPD患者像
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はありますがトラフFEV1を有意に改
善していました（p=0.0424）。
　ETHOS試験7）は、増悪抑制を主要評
価項目とした大規模研究で、IMPACT

試験と同様にLAMA/LABAおよび
LABA/ICSと比較して、ICS（320μg）
/LAMA/LABA配合薬群は中等度か
ら重度の増悪発現率を有意に低下さ
せました（p<0.001および p=0.003）。
　IMPACT試験では、ベースライン
の血中好酸球数が高くなるにつれて
LAMA/LABAでの増悪発現率は高く
なりますが、I C S使用群、 特に
LAMA/LABA/ICS配合薬では、血中
好酸球数が高い患者でも増悪発現率
は抑制されたままであることが示さ
れています 8）。
柴田　この一連のエビデンスから、
LAMA/LABA/ICS配合薬を推奨する
COPD患者像が伺えてくると思いま
すが、それに関して杉浦先生におま
とめいただきたくお願いします。
杉浦　まず ICSの絶対的な適応は喘
息合併（ACO）の患者です。COPD患
者の約20％に喘息を合併し 9）、喘息
患者の約20％にCOPDを合併する10）

ことが知られていますが、これら
ACO患者には ICSが絶対的な適応と
なります。『喘息とCOPDのオーバー
ラップ（ACO）診断と治療の手引き』11）

によりますと、LAMA/LABA/ICS配
合薬はグレード3以上の患者に使用が
推奨されていますので、ACOでも重
症以上の患者が対象となります。

　そして、喘息要素のない純粋な
COPD患者の場合が問題になるわけ
ですが、これまでの大規模臨床試験
の結果をみますと、増悪歴を有する
患者においてLAMA/LABA/ICS配合
薬は増悪の抑制効果が認められてい
るので、増悪歴が投与のポイントの1

つとなります。そして、その効果は
血中好酸球数が多いほど顕著である
ことが観察されておりますので、増
悪歴があり血中好酸球数が高い患者
が適応になると考えています。
室　海外の大規模臨床試験を解釈す
るにあたっては、患者背景に注意す
る必要があると思います。IMPACT

試験 5）では約70％の患者がベースラ
イン時に ICS使用しています。この
ことを受け、ICSの中止が結果に影響
していたかを検討するための事後解
析が『American Journal of Respira-

tory and Critical Care Medicine』に
発表されました 12）。ランダム化前か
ら ICSを使用していた患者において
は、ICS/LAMA/LABAは、LAMA/

LABAと比較して、中等度/重度の増
悪年間発現率を有意に減少させてい
ました（29％、p<0.001）が、ICS非使
用患者では、数値上の減少しか認め
られなかった（12％、p=0.115）とい
うことです。
　日本のように海外ほど ICSが使用
されていない現状では IMPACT試験
の解釈も注意が必要かと個人的には
思っています。LAMA/LABAで治療
している患者に ICSを追加した場合
のメリットはいまだに明確ではない
というのが私の印象です。
川山　私もLAMA/LABA/ICS配合薬
の適応は、L A B A / I C Sあるいは

LAMA/LABAという2剤併用で増悪
を抑制しきれない患者であることが
大前提だと思います。2剤でコントロ
ールできている患者に血中好酸球数
は関係ないと考えます。ですから、2

剤でコントロールできない場合に血
中好酸球数を参考にLAMA/LABA/

ICS配合薬の投与を考慮します。また
FeNOも測定してタイプ2炎症が強い
と判断したときに ICSを追加すると
いうスタンスでいます。
　また、SRを行うときは世界的に行
われた大規模臨床試験をベースにしま
すが、室先生がおっしゃったように、
その結果をそのまま日本人患者にあて
はめてよいのかということは、ガイド
ラインでも言及すべきと考えます。
今野　いつも問題になるのは、喘息
症状のないCOPDに ICSを追加すべ
きかということです。増悪歴がもち
ろん重要ですが、その他のバイオマ
ーカーとしては、血中好酸球数だけ
でなく、FeNOや気道可逆性をみて
総合的に判断しています。
　私は、喘息症状がなくても ICSを
追加したいと考える患者は少数です
がいると思います。しかし重要なの
は、LAMA/LABA/ICS配合薬にした
後にきちんと効果を判定して、効果
が認められないと判断したら ICSを
中止してLAMA/LABAに戻ることだ
と考えています。肺癌のように生命
にかかわるような疾患ではないので、
ICSを理由もなくただ漫然と使用し続
けるのは問題だと思います。
　ガイドライン第6版ではCQと推奨
に加えて、記述式の文章も重要だと
思います。どのような患者に ICSを
追加したらよいかを明記するととも
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に、追加した後も効果がなければICS

を離脱するような記載があってほし
いと思います。
柴田　それは非常に重要な視点です。
杉浦　私も今野先生の意見に全く賛
成です。ある1つの治療を実施した場
合に、必ずその効果を評価する必要
があると思います。無効な患者に対
して薬剤を続けるのはやめた方がよ
いのでそのための記述は必要だと考
えます。
　それから、先ほどの室先生のご意
見に追加ですが、大規模臨床試験の
患者背景は日本の実臨床のCOPD患
者とは異なることを認識してもらう
必要があると思います。IMPACT試
験はGOLDカテゴリーDの患者が
90％を占め13）、ETHOS試験はカテゴ
リーDが70％以上です7）。一方、日本
でカテゴリーDのCOPD患者は10％
程度 14）です。このように IMPACT試
験やETHOS試験に組み入れられた大
規模臨床試験の患者は日本のCOPD

患者の一部の限られた集団であるとい
う記載が必要かと思います。

柴田　それでは、もう1つのCOPD

薬物治療の柱であるLAMA/LABAに
ついて、最新のエビデンスおよび推
奨される患者像について、今野先生
にご解説お願いします。
今野　第5版発刊後のLAMA/LABA

配合薬と単剤を比較した大規模臨床
試験としてはDYNAGITO試験 15）が
あり、LAMA単剤（チオトロピウム）
と比較してLAMA/LABA（チオトロ

ピウム/オロダテロール）では中等度
および重度の増悪発現率が数値的に
低下する傾向が示されたという結果
でした。またDYNAGITO試験では日
本人部分集団の結果も示されており，
全体集団より数値的にやや高い増悪
抑制効果も報告されています 16）。第
5版にすでに、他のLAMA/LABA配
合薬（グリコピロ二ウム/インダカテ
ロール）がLAMA単剤（インダカテロ
ール）と比較して有意に増悪を抑制し
ていることがエビデンスレベルBと
して、またLAMA/LABA配合薬は
LAMAまたはLABAの単剤と比較し
て、閉塞性障害（FEV1）17）18）19）や肺
過膨張（RV）18）の改善効果が大きく、
息切れなどの症状も改善 20）21）22）す
ることがエビデンスレベルAとして
記載されています。
　第5版発刊後、日本人だけを対象と
している点で重視すべきエビデンス
として、日本人患者を対象とした２
つの試験があります。１つはLAMA

単剤よりもLAMA/LABA配合薬が呼
吸機能（IC、FEV1、FVCなど）と身
体活動性（2METs以上）を改善するこ
とを示したVESUTO試験23）、もう１
つは日本人の未治療患者を対象に
LAMA単剤よりもLAMA/LABA配合
薬が呼吸機能（FEV1）に加えて座位時
間（1.0 -1.5METs）を減少させること
を示したSCOPE試験24）があります。
　増悪・FEV1・息切れなどの症状に加
えて、身体活動性においても単剤よ
りLAMA/LABA配合薬の方が優れて
いるという結論です。
室　身体活動性に関するエビデンス
は、症例数は多くありませんが、や
はり日本人を対象にして検証してい

るというところが非常に重要な点か
と感じます。
杉浦　身体活動性の中でも運動強度
別の解析で有意差が出たということ
は、大きな知見かと思います。その
差がどの程度の意味を持つかという
ことに対する検証は今後必要かと思
います。
今野　どのような患者で最初から
LAMA/LABAを使用するかについて
は、現在のところエビデンスは限ら
れています。したがって、初診時の
患者の状況をよく診て、呼吸機能検
査の結果が悪い、症状が強いと判断
した場合にLAMA/LABAからスター
トするのが現状ではないでしょうか。
柴田　どこまでが単剤でどこからが
LAMA/LABAかの線引きが難しいで
すね。GOLD25）ではグループDの
initial treatmentにLAMA/LABAを使
用するかはCAT20点以上を目安にす
るよう述べていますが（図2）、それは
厳しすぎるのではないかと思っていま
す。先生方のご意見はいかがですか。
今野　CATだけでは決められないと
思います。問診をして増悪歴・呼吸機
能・CATなどを総合的にみて判断し
ています。
川山　Paul Jones先生らはCAT質問
票8点以上を「symptomatic」として
います26）から、20点は私も基準とし
て厳しすぎると思います。
室　CATについては、日本人の国民
性から8つの質問のうち前半の4項目

単剤よりもLAMA/LABAが
推奨されるCOPD患者像
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は高得点を付けても、社会的活動を
問う後半の4項目（家での生活の制限、
外出、睡眠、元気）は、あまり高得点
を付けないように思います。したが
ってGOLDの提唱する20点を閾値と
することは日本人にはそのまま当て
はめられないと考えます。身体的症
状を問う前半の4項目（咳、痰、息切
れ、階段を上るときの息切れ）で日本
独自の質問票および基準を作れない
かと考えているところです。
杉浦　私もCAT20点以上は厳しいと
思います。第5版の安定期の管理の図
（図1）でも、あらゆる項目を総合的に
考えましょうという意味でLAMA（あ
るいはLABA）とLAMA＋LABAの間
に明確な線引きはなされていません。
呼吸機能・症状・増悪歴を総合的にみ
て患者ごとに判断することが良いと

思います。
柴田　私はmMRCのグレード2（息切
れがあるので、同年代の人よりも平
坦な道を歩くのが遅い、あるいは平
坦な道を自分のペースで歩いている
時、息切れのために立ち止まること
がある）以上ならば、LAMA/LABA

でよいのではないかと考えています
が、先生方の見解はいかがですか。
今野　私もグレード2でしたらLAMA/

LABAを使用します。
室　グレード1（平坦な道を早足で歩
く、あるいは緩やかな上り坂を歩く
時に息切れがある）でも、単剤で治療
効果が不十分な場合には私はLAMA/

LABAを使用しています。
柴田　ありがとうございます。エビ
デンスはまだ限られていますので、実
臨床では増悪歴・呼吸機能に加え、
CATやmMRCなど質問票により総合
的に判断し、最初からLAMA/LABA

で治療されているということがよく
わかりました。

柴田　非薬物療法である呼吸リハビ
リテーションについては、新たなエ
ビデンスはありますでしょうか。
室　2017年に、日本のデータベース
（12,572例）を用いて、COPD増悪入
院時の早期リハビリテーションの効
果について検証した論文が発表され
ました27）。入院後48時間以内にリハ
ビリテーションを開始した早期リハ
ビリテーション群では、90日間の再
入院率が低く、入院期間が短いとい
う結果でした。
　これを受けて、2018年に「入院中
のものに対してリハビリテーション
を行った場合は、発症、手術もしく
は急性増悪から7日目または治療開始
日のいずれか早いものから30日を限
度として、早期リハビリテーション
加算として、1単位につき30点を所
定点数に加算する」として、呼吸リハ
ビリテーション料に加算されました。

呼吸リハビリテーションの
早期開始
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図2　GOLD2020の推奨する初回薬物治療
 （GOLD-2020-FINAL-ver1.2-03Dec19_WMV.pdf （goldcopd.org）より引用）
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− 特別企画 −Round Table Discussion

保険加算がなされたことは臨床現場
では大きなインパクトのあることで
はないかと思います。
　ガイドライン第6版では、退院後
90日以内の呼吸リハビリテーション
の開始は1年間の死亡リスクの低下と
有意に関連していた（p<0.001）という
2020年の報告28）も紹介されるかと思
います。

柴田　COPDガイドライン第6版の最
も大きな変更点は、初めてCQを作成
してSRを行い、世界のエビデンスに
基づいて治療の推奨を決定するとこ
ろです。今後、SRに基づいた推奨決
定会議が行われ、それをもとに治療
の項目が執筆されていきます。です
から、内容も安定期の管理を示した
図も第5版とは変わると予想されます。
　初めてのSRは苦労も多く、学会員
の先生方にはたいへん尽力いただき
ましたので、それに応えるためにも
有用なガイドラインを編集していき
たいと考えています。先生方、本日
はご討議ありがとうございました。
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