前頁まで、COPD Selected Papers 2011.4〜6月分を掲載してきました。今号も「COPD
今回注目の論文」の座談会で、Selected Papers の背景や意義、そしてこれからの研究
課題をご解説いただきます。

COPD 今回注目の論文

座談会

循環器疾患のバイオマーカーが COPD の増悪時の予後予測因子になりうること、動
物実験で効く薬剤がなぜヒトに効かないかの考察、UPLIFT のアジア人対象のサブ解
析や POET-COPD study の一歩踏み込んだ読み方など、多様性をもつ疾患 COPDを多
面的にとらえ直していただきました。

機を逃さない
COPD治療
R o u n d Ta b l e D i s c c u s i o n

―動物モデルが教えてくれたこと―
出席者

永井
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東京女子医科大学
統括病院長
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正和

和歌山県立医科大学
内科学第三講座教授

巽

浩一郎

棟方

充

千葉大学大学院医学研究院 福島県立医科大学医学部
呼吸器内科学教授
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呼吸機能（FEV1 とFEV1/FVC）というのは、
実にさまざまなファクターによって構成されていますよね。
それと関係する遺伝子座というのは、
どういう意味をもつのでしょうか。

多い結果でした。したがって慢性気

の論文で、何をもって「咳嗽・喀痰

管支炎型は、通常の COPD より重症

あり」としたのかは重要なポイント

なフェノタイプと考えられ、臨床医

だと思います。

は、気道分泌の抑制や禁煙対策など、

棟方

に発行された論文について検討しま

少し追加の対応を考えたほうがよい

無は質問に答えてもらい、自発的な

す。それぞれの先生に、カテゴリー

のではないかと提言しています。

報告だけにならないよう気をつけて

ごとに適宜論文を抽出していただき

永井

います。

まして、その論文で書かれている新

いうのは、どういう理由でしょう。

永井

たな知見、あるいは問題点、そして

棟方

アレルギー性疾患、喘息等の

管支炎型が、COPD としては悪化し

臨床応用としてはどういうことがで

フェノタイプをにおわせる感じがあ

やすい群になるという理解でよろし

きるかといった点をご解説お願いし

り ま す ね。 し か し そ の こ と は、

いでしょうか。次に文献 2 について

ます。

Discussion 部分でもあまり鋭くは突

お願いします。

いていないようです。

棟方

COPDのサブフェノタイプ
に注目すると
永井

今回は 2011 年の 4 月から 6 月

それでは、まず疫学的話題に関し

鼻や眼の症状や喘鳴が多いと

もう 1 つ考えられるのは、sino-

て、棟方先生に文献 1 の解説をお願

この論文では咳嗽・喀痰の有

それでは、やはりこの慢性気

これも興味深い論文なのです

が、禁煙対策が徐々に進んできて、

いします。

bronchial syndrome（副鼻腔気管支

確実に喫煙者は減っています。そう

棟方 最近、喘息も COPD もサブフェ

症候群）の混入ですが、欧米ではあ

すると、非喫煙者の COPD の重要性

ノタイプの検討がはやりだという背

まり sinobronchial syndrome が多く

が増してくるという背景によって行

景があって、この文献 1 ではいわゆ

ないといわれていますので、やはり

われた study です。

る慢性気管支炎型のフェノタイプを

喘息合併があるかもしれないと思い

検討しています。

ました。

Obstructive Lung Disease ）study と

巽

いう 14 ヵ国 15 万人以上の非常に大

COPD Gene Study に登録したう

この論文の内容を臨床応用する

この論文は、BOLD（ Burden of

ち GOLD ステ ー ジ 2 から 4 の 1,061

場合、慢性気管支炎の定義である咳

きなコホートのサブ解析になります。

人を、
「慢性の咳嗽・喀痰が 3 ヵ月以

嗽・喀痰を患者さんが訴えるかどう

非喫煙者が 4,291 人いて、そのうち

上続き、それが 2 年以上続く」とい

かが問題だと思います。普通、患者

6.6％ がステ ー ジ 1、5.6％ がステ ー

う Fletcher の慢性気管支炎の定義に

さんはあまり咳嗽・喀痰を症状とし

ジ 2 以上の COPD だということがわ

従って分類したところ 290 人が慢性

て言わないようです。ですからフェ

かりました。また、喫煙者を含めた

気管支炎型と判断されました。

ノタイプの定義に「咳嗽・喀痰」を用

COPD のステージ 2 以上全体での比

いる難しさをいつも疑問に思ってい

率を見ると、非喫煙者は 23.3％を占

が若干多く、現喫煙者が多いことで

ます。この咳嗽・喀痰のあり /なしは、

めており、そこそこ患者さんがいる

した。さらに、鼻や眼の症状・喘鳴・

医師が誘導して聞く場合と、患者さ

ということがわかりました。非喫煙

咳や呼吸困難による覚醒が多く、急

んがみずから訴える場合では、だい

者が COPD になる危険因子としては、

性増悪の頻度も高く、重症のものが

ぶ割合が変わってくるはずです。こ

比較的高齢、喘息の既往、女性、教

その特徴は、若年であり、喫煙量
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おもしろかったのは、動物実験で比較的早い時期に治療すると、
いろいろな薬剤の効果があるというのは、
もしかすると人間でも同じことがあるのかもしれないと
述べている点です。

育レベルがあまり高くない、職業性

棟方 COPD 患者には、その既往が

管理の重要な目標となっています。

曝露がある、幼少時の呼吸器疾患の

多かったとされています。

やはり COPD の増悪を起こしますと、

既往、などが有意であることがわか

一 ノ 瀬 BOLD study の 場 合、

増悪そのもので亡くなってしまうこ

りました。非喫煙者でもかなりの率

COPD の罹患率自体が他の study よ

ともありますし、疾患の進行の危険

で COPD になるため、今後はそこに

り も か な り 高 い で す ね。 し か も

因子にもなりますので、増悪に関す

も注目して対策を考えていく必要が

COPD のうちの非喫煙者が 20％以上

る検討が最近多いわけです。

あるだろうという提言です。

というのは非常に高いと思います。

この論文では、急性の増悪で入院

永井

この結果は、以前日本で行わ

だから、やはりタバコ以外のリスク

された方の生命予後を知るために、

Study1 ）と比べ

のある地域が多く含まれているのだ

死亡リスクを何らかのバイオマ ー

てどうでしょうか。

と思います。

カ ー で予知できないかということ

一ノ瀬

巽

しかし日本でも非喫煙者の

で、 循環器疾患でよく用いられる

も含めた全体で 10.9％に気流制限が

5.8％が COPD というのはかなり高

NT-proBNP と troponin T という 2

認められました。非喫煙者に限って

い数字だと思います。日本の非喫煙

つ の パ ラ メ ー タ に 着 目 し ま し た。

いえば 5.8％ に気流閉塞がみつか っ

者 COPD とはどのような人たちなの

NT-proBNP と troponin T それぞれ、

ています。

でしょう。

あるいは両方が増加している COPD

永井

永井

患者の場合には、主要評価項目であ

れた疫学調査 NICE

NICE Study では、喫煙者

それでは、地域差があるので

夜間喘鳴がある方や、女性が

しょうか。

多かったです。

る、COPD の増悪 30 日後までの死

棟方 文献 2 の BOLD study は 14 ヵ

巽

亡率が有意に高いと記されています。

国が参加しています。中国、トルコ、

かもしれませんね。

オーストリア、南アフリカ、アイス
ランド、ドイツ、ポーランド、ノル
ウェー、カナダ、米国、フィリピン、

喘息を合併している方が多いの

循環器のバイオマーカーで
COPDの死亡リスクがわかる

副次的評価項目の 1 ヵ月〜 1 年後に
ついては、NT-proBNP と troponin

T というパラメータでは死亡を予測
できませんでした。

オーストラリア、イギリス、スウェー

永井

それでは、COPD と併存症に

急性期の患者さんのハイリスクグ

デンと多岐にわたっています。

関しては文献 5 を一ノ瀬先生にお願

ループを見分けるために、循環器領

一ノ瀬

そのなかには発展途上国も

いします。

域のバイオマ ー カ ー である NT-

含まれていますから、バイオマス使

一ノ瀬

proBNP と troponin T が有用であれ

用による煙の曝露も多く、欧米・日

の疾患ですので、COPD 単独よりは、

ば、どこの病院でも測定できる検査

本とは事情が違うと考えられます。

高血圧・虚血性心疾患などの循環器

値ですので、早期の死亡を防ぐ手段

永井 COPD の原因として、以前感

疾患、骨粗鬆症、2 型糖尿病などが

になりえます。文献 5 は臨床応用の

染症も挙げられていたことがありま

併存している場合が多くなります。

できるおもしろい論文だと思います。

すが、文献 2 は感染症なども含まれ
ている可能性はありますか。

COPD は、高齢者で喫煙者

文献 5 は併存症と COPD の増悪を
合わせた論文です。増悪も COPD の

永井

この論文で死亡された方は、

やはり心疾患が原因でしょうか。
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気道系の増悪を起こせば、心負荷がかかりますので、
BNPはさらに上がってしまうということはあると思います。
ですから安定期のベースラインの重症度によって
注意が必要だと思います。

一ノ瀬

の は 少 し 無 理 が あ る と 思 い ま す。

5q33 の ADAM19 の 3 つは COPD 疾

ないようです。

NT-proBNP と troponin T の上昇は、

患感受性と関連しているということ

巽 NT-proBNP というのは、一般

あくまでも虚血性心疾患が悪くなっ

がわかりました。それで、呼吸機能、

的には循環器内科の領域で測定され

ているという解釈でよいと思います。

特に FEV1 と FEV1/FVC に関係する

実際の臨床でも、私たちの経験で

遺伝子座の一部は COPD 疾患感受性

死因の詳細に関する記載は

るもので、 呼吸器内科の領域では、
ほとんどの場合 BNP を使用してい

は、肺塞栓症はあまり多くないと思

ると思います。 しかし BNP は、 安

います。やはり虚血性心疾患の合併

しかし、最近、軒並みこのような

定期の COPD 患者さんで測定しても

が多いですよね。これは、呼吸器内

報告がたくさん出ていますけれども、

正常値でない可能性のほうが高い。

科医は見逃しやすい点で、私たちが

なかなか遺伝子座と病態形成の関連

私たちは結構 BNP を測定している

診ていておかしいなと感じる場合、

がピッタリとは一致していないとい

ので、この論文でも、もともとの安

そのあと虚血性心疾患が悪くなって、

う印象を受けます。喘息の遺伝子に

定期のレベルがどのぐらいであった

具合が悪化するという患者さんがお

関しても同様ですが、なかなかピタ

かが知りたいと思いました。

られますので、やはりその意味では、

リと一致した疾患関連遺伝子が出て

一ノ瀬

文献 5 はきわめて重要な論文かと思

きません。COPD に関する遺伝子も、

います。

いろいろな報告がなされている最中

そうですね。この論文では

COPDの増悪のときだけの測定ですね。
巽

もともとBNPが高い人だったら、

気道系の増悪を起こせば、心負荷が
かかりますので、BNP はさらに上が

遺伝子座と病態の
本当の関係は

と関係があると結論しています。

であり、やはり整理されるのには少
し時間がかかりそうだという感じが
します。
永井

ってしまうということはあると思い

永井

ます。ですから安定期のベースライ

COPD に関しては文献 6 があります。

呼吸機能（FEV1 と FEV1/FVC ）とい

ンの重症度によって注意が必要だと

棟方

これまで行われた GWAS でわ

うのは、実にさまざまなファクター

思います。やはり臨床的に重要なの

かっている呼吸機能（FEV1 と FEV1/

によって構成されていますよね。そ

は、気道系の管理とともに循環器系

F V C ） に 関 連 す る 遺 伝 子 座 は、

れと関係する遺伝子座というのは、

の管理も必要で、注意したほうがい

COPD 疾患感受性にも関連するだろ

どういう意味をもつのでしょうか。

いよということだと思います。

うという仮説に基づいて、17 遺伝子

たとえば、気道過敏性とか薬剤反応

の 32 SNPs について、4 つの COPD

性に関係する遺伝子座というのなら

correspondence となっていまして、

コホートのデータで検討した論文で

わかるのですが、気流閉塞に関係す

NT-proBNP と troponin T が上昇す

す。

る遺伝子座となると範囲も数も膨大

文 献 5 に つ い て は、 文 献 23 が

それでは次に、遺伝子解析と

この論文の解釈なのですが、

るのは肺塞栓症の存在も考慮するよ

ですから、全くのオリジナルの検

なはずです。だからこの論文の解析

うにと書かれていますが、実際の問

討 で は な い の で す が 、4 q 2 4 の

法というのは、方向としては正しい

題としては、D ダイマーを測定して

FLJ20184/INTS12/GSTCD/

のかという疑問を感じます。

いない以上は、肺塞栓症を議論する

N P N T 、6 p 21 の A G E R と P P T 2 、

棟方
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欧米の報告をみれば、
COPDに対するICSやICS＋LABAの使用頻度が非常に高い。
ガイドラインの推奨よりも逸脱して高い状況にあるのですが、
日本においては、そのようなことはなく、
ガイドラインに近い形になっています。

いところです。先生のおっしゃると

テージ 3、4 の患者となるわけですが、

いかと示唆しています。 もう 1 つ、

おりで、複雑な要因ででき上がって

動物にタバコ煙を吸わせてできるの

おもしろかったのは、動物実験で比

くる病態をフェノタイプの 1 つとし

は非常に軽度の病変ですので、ステー

較的早い時期に治療すると、いろい

てとらえて、それと遺伝子を比べて

ジ 1、2 ぐらいの病変に介入している

ろな薬剤の効果があるというのは、

いるのですから、なかなか難しいだ

ことになる。そのずれが関係してい

もしかすると人間でも同じことがあ

ろうという感じはします。ですから、

るのではないか。つまり、ほんとう

るのかもしれないと述べている点で

この分野はまだまだこれからだと思

にヒトに近い重症度の COPD モデル

す。だから、COPD では、比較的早

います。

ができていないということです。

期の患者さんで、治療に反応しやす

いろいろ候補遺伝子は出てきてい

2 点目は、 動物モデルは、 通常、

い時期というのがあるかもしれない

ますが、その 1 つずつについて機能

肺気腫にばかり注目しているという

ので、 もしそういう時期があれば、

的な意味までは調べられていません

ことです。しかし、実際のヒトの患

治療上非常に有効かもしれないとい

ので、 少し慎重に経過をみるなり、

者では、末梢気道の病変もかなり関

うことを述べています。大変よい考

それぞれ興味のある遺伝子があれば、

与が大きい。気腫性の病変を形成す

察だと思います。

それを追跡するなりして、ある程度

るのと末梢気道の病変を形成するの

永井

説得力のあるデータにつくり上げて

とは、独立した要素であろうといわ

ころがありますね。次は文献 13 の解

いくという作業が必要だと思います。

れています。動物実験で薬剤の効果

説を一ノ瀬先生にお願いします。

があったという場合に、肺気腫か気

一ノ瀬

道病変かどちらかにしか効果がない

重症度の把握、さらには予後の予測

場合がほとんどで、両方の病変を考

因子として、さまざまなバイオマー

慮していない。そのあたりも関係あ

カ ー が 検 討 さ れ て き て い ま す。

るだろうということです。

COPD は炎症性疾患だということが

動物実験における治療は
早期介入だから効く？
永井

病因・病態解析については、

文献 7 が少し変わった論文です。

確かに動物実験はそういうと

従来から、COPD の診断、

棟 方 「 Ever ything Prevents

3 点目は、動物実験の場合は、タ

最近強調されておりますので、何ら

Emphysema 」というタイトルです

バコ煙曝露の比較的初期から薬剤投

かの炎症性マーカーが関連している

が、動物実験でいろいろな薬剤を使

与に入りますので、ヒト COPD でい

と考えられており、最近で有名なの

うと、みんなよく効くようにみえる

えば、タバコの吸い初めから予防す

では、ECLIPSE study において、網

のに、実際に臨床の場にもってくる

る感じになっており、現実ではそう

羅的に採血をして、フィブロネクチ

とさっぱり効かないのはなぜなのだ？

いうことはありえない。ですから動

ンや、炎症性のサイトカイン、ケモ

ということをレビューした大変アト

物実験もある程度でき上が っ た

カイン等を測定しています。しかし、

ラクティブな論文だと思います。

COPD の治療というふうにする必要

なかなか COPD 特異的なものはない

があるのではないだろうか。

という状況であったわけです。

原因として主に 3 点を挙げていま
す。1 点目は、ヒトで実際に治療が

その 3 点に気をつければ、ある程

気道からの情報を直接とる方法と

必要になるのは比較的進行した、ス

度有用なデータが得られるのではな

して、呼気の凝縮液といって、これ
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は呼気を− 20℃に冷やすことで安静

は行かないというのがコンセンサス

いということがまず 1 つの特徴と位

換気の気道系のデータをとることが

かもしれません。

置付けられます。

できるわけですが、そのなかで pHが、

永井

なるほど。これは、気流閉塞

もう 1 つは、薬剤の使用の仕方で

喘息発作時には健常者よりも気道の

を起こす閉塞性肺疾患だけに注目さ

す。UPLIFT の場合、中等症と重症

酸性度が高いということから注目さ

れていることなのですか。それとも

が大体半分ずつ入っているわけです

れておりました。それで今回 COPD

間質性肺炎など他の炎症性疾患でも

が、欧米の報告をみれば、COPD に

に関しても、呼気凝縮液の pH がバ

調べられているのでしょうか。

対する ICS や ICS ＋ LABA の使用頻

イオマーカーとして有用ではないか

一ノ瀬

気管支拡張症でも呼気凝縮

度が非常に高い。ガイドラインの推

を検討したのが文献 13 です。

液の pH は低いという報告がありま

奨よりも逸脱して高い状況にあるの

す 3 ）。気道への好中球や好酸球とい

ですが、日本においては、そのよう

非喫煙者と COPD に関しては、ある

った炎症細胞の浸潤程度と相関する

なことはなく、ガイドラインに近い

程度 COPD のほうが pH が低い＝酸

ということです。

しかし、 この結果によりますと、

性度が高いといえるのですが、喫煙
健常者と COPD との弁別ができない
ことや、COPD の重症度との関連性

日本のCOPD管理は
理想形を実現できる

形になっています。特に ICS に着目
しますと、全体では 60％程度使って
いるのが、日本においては約 25％で
す（表 1 ）。日本では、UPLIFT に参

が全くないということです。残念な

永井

薬物治療については、大規模

加した施設が専門施設ばかりですの

がら、呼気凝縮液の pH は COPD の

臨床試験 UPLIFT4 ）のアジア人を対

で、平均よりもよい治療を受けてい

バイオマーカーとしては有用といえ

象としたサブ解析が報告されていま

るという可能性はありますが、少な

ないようです。これは、呼気凝縮液

す。

くとも最も理想的な治療が日本で行

は、いろいろな口腔内の影響も考え

一ノ瀬

られるため、 どこまで気道系の pH

の効果を検証した、4 年間の 6 , 000

を正確に検知できるか難しいことも

名を対象とした大規模臨床試験

くことに、日本の場合には、全体に

一因だと思います。結局これは現時

UPLIFT のアジア人、また日本人だ

比べてかなり小さい値になっていま

点では臨床に使えないのではないか

けのサブ解析を行った結果です。

す（表 2 ）。それは、疾患進行がかな

という結論のようです。

文献 22 は、チオトロピウム

われていることを示しています。
それから FEV1 の経年変化が、驚

結論から言いますと、全体と同じ

り抑制されているということで、現

ように、アジア人あるいは日本人で

喫煙者が少ないことも影響している

意味があるとおっしゃいましたが、

も、チオトロピウムの気管支拡張効

と思いますが、やはり 1 〜 2 ヵ月に 1

なぜ喘息のとき呼気ガスの pH が下

果が 4 年間持続し、COPD の増悪が

回、病院にいらっしゃる方がほとん

がるのでしょうか。

減少して SGRQ が改善しています。

どで、医療へのアクセスのよさと細

しかし、この論文によりアジア人

かい管理によって、COPD の増悪の

気道の NO 酸性増加と好酸球増加と

および日本人の COPD の特徴がよく

頻度も少なくなっているのではない

関連していると報告されています 2 ）。

わかります。 現在、 地域によ っ て

かという印象を受けました。

ただしこれを否定する報告もありま

COPD 患者さんのフェノタイプが違

いずれにしましても、今まで COPD

す。

うのではないかということがいわれ

で、世界的な大規模臨床試験に日本

確かに酸性度が増せば、いろいろ

ていますが、実際この論文をみます

が参加するということはなかったわ

な炎症性の酵素活性も上がるので、

と、全体での BMI 26 と比べて、ア

けで、今回 UPLIFT で初めて 6,000

病因論的に非常に興味のあるところ

ジア人および日本人では BMI は 20

例中 100 例参加して、それに対する

ですが、現時点では、酸性度が増す

から 21 程度で、6 ポイントぐらい小

結果を、福地先生が報告されたとい

人もいるが、全体として有意差まで

さい値です。よりやせている人が多

うことは、エビデンスの発信という

永井

一ノ瀬
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先ほど喘息においては pH は

原因に関しては不明ですが、

( 62 )
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表１

機を逃さないCOPD治療―動物モデルが教えてくれたこと―

UPLIFT 全体およびアジア人、日本人サブグループにおけるベースラインの（呼吸器）薬物治療

UPLIFT 全体
アジア人
日本人
薬物治療
（％） チオトロピウム コントロール
チオトロピウム コントロール
全体
全体
全体
チオトロピウム コントロール
（n=2,986）（n=3,006）（n=5,992） （n=184） （n=178） （n=362） （n=50） （n=50） （n=100）
いずれかの治療
93.4
93.1
93.3
94.6
92.7
93.6
92.0
100.0
96.0

抗コリン薬
短時間作用性

44.9

44.1

44.5

21.2

22.5

21.8

58.0

66.0

62.0

長時間作用性

2.0

1.6

1.8

1.1

1.7

1.4

0.0

0.0

0.0

68.5

68.1

68.3

85.9

82.0

84.0

54.0

36.0

45.0

60.1

60.1

60.1

48.4

55.1

51.7

36.0

28.0

32.0

61.6

61.9

61.7

58.2

65.2

61.6

26.0

24.0

25.0

β2 刺激薬
短時間作用性
†

長時間作用性

コルチコステロイド
吸入†
経口
（その他）

8.4

8.3

8.4

57.1

60.7

58.8

6.0

12.0

9.0

LABA+ICS 配合薬†

29.4

29.6

29.5

34.8

41.6

38.1

14.0

10.0

12.0

テオフィリン

28.4

28.5

28.5

60.3

65.2

62.7

56.0

64.0

60.0

7.4

6.9

7.2

60.3

60.7

60.5

34.0

32.0

33.0

3.3

3.1

3.2

2.2

5.1

3.6

6.0

12.0

9.0

2.3

1.9

2.1

8.2

9.0

8.6

2.0

2.0

2.0

去痰薬
ロイコトリエン
受容体拮抗薬
酸素吸入

† Fixedcombinationmedicationsarelistedtwice,onceundereachindividualproduct.



表２

（文献 22 より引用）

UPLIFT 全体およびアジア人、日本人サブグループにおける呼吸機能（FEV1 と FVC ）の低下率
UPLIFT 全体

アジア人

日本人

チオトロピウム コントロール チオトロピウム－ チオトロピウム コントロール チオトロピウム－ チオトロピウム コントロール チオトロピウム－
（n=2,986）（n=3,006） コントロールの差 （n=184） （n=178） コントロールの差 （n=50） （n=50） コントロールの差
FEV1
気管支拡張薬投与前

n

2,557

2,413

Mean（SEM）,mL/year

⊖30
（1）

⊖30
（1）

158

147

0
（p=0.95）

⊖20
（5）
158

147

2
（p=0.21）

⊖26
（5）

⊖31
（6）

158

147

48

⊖18
（5） ⊖2（p=0.83）

⊖20
（6）

43
⊖31
（17） 11（p＝0.24）

気管支拡張薬投与後

n

2,554

2,410

Mean（SEM）,mL/year

⊖40
（1）

⊖42
（1）

n

2,557

2,413

Mean（SEM）,mL/year

⊖43
（3）

⊖39
（3） ⊖4（p=0.25） ⊖18
（11）

48
5
（p=0.54）

⊖27
（6）

43
⊖40
（7） 13（p=0.16）

FVC
気管支拡張薬投与前
48

⊖9
（11） ⊖9（p=0.58） ⊖21
（16）

43
⊖18
（17） ⊖3（p=0.88）

気管支拡張薬投与後

n

2,554

2,410

Mean（SEM）,mL/year

⊖61
（3）

⊖61
（3） ⊖1（p=0.76） ⊖27
（10）

158

147

48

⊖32
（11） 4（p=0.78） ⊖39
（15）

P-valuescalculatedusingrandom-eﬀectsmodel.


43
⊖42
（16） 4
（p=0.87）
（文献 22 より引用）
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点においても非常に意味がある論文

る増悪自体の影響をできるだけ排除

ことは明言していないのですが、い

だと私は思います。

するためで、非常に厳格なアウトカ

ろいろな可能性はあると思います。

永井

わかりました。これと関連し

ム設定といえると思います。さらに

て、POET-COPD study についても

は入院を要するような重症増悪まで

解説をお願いします。

の期間も、チオトロピウムは 28％サ

一ノ瀬

POET-COPD

study5 ）は、

COPDの病変は多様性に
富んでいる

ルメテロールより改善させています。

永井

それでは最後に、本日検討し

COPD に関する大規模臨床試験では

やはり長時間作用性気管支拡張薬

おそらく一番新しいデータだと思い

のなかでも拡張効果の強いほうが、

聞かせ下さい。

ます。今まで大規模臨床試験で薬剤

症状や QOL の改善と同様に COPD

一ノ瀬

による COPD の増悪の抑制効果を検

の増悪も抑制するのだというのが印

文献 7 は「動物実験だと COPD 治療

討する場合には、プラセボとの比較

象です。

薬は何でも効く」という内容ですが、

において行われてきました。2000 年

棟方

考察のなかで、より早期からの治療

頃の EUROSCOPE や ISOLDE あた

と考えてよいのでしょうか。

を提案しているところが興味深いで

りから始まって、2007 年ぐらいまで

一ノ瀬

一番大きい理由は拡張効果

す ね。 実 際、 大 規 模 臨 床 試 験

に行われた臨床試験は、ICS にせよ

の差だと思いますが、それぞれ受容

UPLIFT の結果においても、全体で

LABA にせよ、プラセボに比べて 10

体が違うこともあると思います。ム

は FEV1 の経年的低下を抑制するこ

〜 20 数％くらい COPD の増悪を抑制

スカリン受容体とβ受容体を介した

とができなかったのですが、ステー

するということを報告してきました。

作用の差で、何らかの抗炎症作用が

ジ 2（中等症）や未治療の人というい

しかし、この POET-COPD study

生じているのかもしれません。ある

わゆる早期の群においては、チオト

の場合には、国際ガイドラインでは

いはデバイスの違いによる到達部位

ロピウムで抑制できるというサブ解

ファーストラインとして LABA と長

の差もあるのかもしれません。この

析が報告されています 6 ）。早期介入

時間作用性抗コリン薬の優位付けを

論文自体でも、これが原因だという

という意味から読み取れば、非常に

この差は単純に拡張効果の差

た論文全体をとおしてのご感想をお
棟方先生がご解説下さった

していないため、この 2 剤の直接比
較を行ったというところが最大の特

（％）

徴です。7,376 例をチオトロピウム

50

18 μ g1 回 / 日とサルメテロール 50

45

μ g2 回 / 日に無作為に割り付けて 1

40
累積初回増悪率

年間投与し、主要評価項目を初回増
悪までの期間としています。規模も
大きく期間も長くして、統計的な検
出頻度を上げた試験です。その結果、

ハザード比 0.83
95％CI 0.77-0.90
p＜0.001（log-rank test）
0

30

60

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360（日）

追跡患者数
チオトロピウム群 3,707 3,369 3,136 2,955 2,787 2,647 2,561 2,455 2,343 2,242 2,169 2,107 1,869
サルメテロール群 3,669 3,328 3,028 2,802 2,605 2,457 2,351 2,251 2,137 2,050 1,982 1,915 1,657

した（図 1 ）
。
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追跡期間

意差をもって（p ＜ 0.001 ）抑制しま
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0

ける累積初回増悪率を 17％という有

( 64 )

30

5

の期間を 42 日間延長し、1 年間にお

14

35

10

ピウム群においては、初回増悪まで

間としたのは、併存治療や、度重な

−17％

15

サルメテロール群に比べてチオトロ

主要評価項目を初回増悪までの期

チオトロピウム群（3,707 例）
サルメテロール群（3,669 例）

図１


初回増悪までの期間（POET-COPD study ）

（引用文献 5 より引用）
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おもしろい結果かなと思いました。
私も同様に、文献 7 が興味深い

巽

プによって随分結果が変わるかもし
れないと思います。そのあたりの見

と思ったのですが、気腫を抑制する

方をもう少し追究・再考していくと

薬剤と、気道病変を抑制する薬剤は

ターゲットに到達しやすいのではな

違うのですね。

いかという感じを受けました。

また以前、スタチンを投与すると、

永井

本日もたくさんの論文を解説

COPD の気腫性病変と肺高血圧など

していただきました。改めて COPD

の血管病変を改善させるが、末梢気

は多様性に富んだ疾患であるという

道病変は防ぐことができないという

ことを痛切に感じました。 そして、

論文がありました 7 ）。COPD におけ

それに対するいろいろな知見も、徐々

る喫煙による気腫性病変と、血管病

に積み重なってきていると実感をい

変と、末梢気道病変の発症メカニズ

たしました。

ムというのは微妙に違うと考えられ、

それでは、本日の座談会を終わり

このあたりは、今後のおもしろい課

たいと思います。どうもありがとう

題ではないかと考えます。

ございました。

棟方

今回いくつか論文を読んで、

一番感じたのは、対象 COPD をどの
ようなフェノタイプと設定するかが
非常に重要だということです。遺伝
子解析にしても、バイオマーカーの
検索にしても、COPD のフェノタイ
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