
いうことを気にしていただくようにす
るのがいいと思います。
　齊藤　そういう患者さんで、風邪を
引いて、少し症状が重いような場合に
は特にCOPDを疑うと。

　黒澤　なかなか風邪が治らないとい
う患者さんがCOPDだったりすること
はよくあることなのです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　巽先生、COPDの治療と予後
についてうかがいたいと思います。
　まず、COPDの治療に関しては、ガ
イドラインで６つの管理目標が掲げら
れていますけれども、その中での治療
の位置づけはどのようになっているの
でしょうか。
　巽　最初にCOPDの管理目標に関し
て簡単に説明しますと、１が症状およ
びQOLの改善。その次がどのくらい運
動できるか。どのくらい体を動かして
いるかということ。その次がCOPDの
予後に関係する増悪を予防すること。
さらにその次は病気自体の進行を抑え
られるかどうか。その次がさらに重要
かもしれませんが、COPDは呼吸器の
病気というよりは全身の様々な併存症
を持っている病気ですので（図１）、そ
れらの予防と治療を考える。最後にそ
れらがすべて相まって、生命予後の改
善に結びつく。これがCOPDの管理目
標になります。
　大西　そのようにガイドラインで定
められているのですね。

　巽　はい。
　大西　そうしますと、治療で従来か
ら気管支拡張薬などもよく使われると
思いますけれども、気管支を拡張する
ことに関して最近の見解を教えていた
だけますか。
　巽　COPDの気管支拡張に関しては、
とりあえず今現在の症状が改善できる
ことになります。COPD患者さんは、動
くと息苦しい。運動が十分にできない。
気管支拡張薬は今の症状の改善につな
がりますが、先ほど少し話したCOPD
の管理目標の中には、将来、未来の危
険性をどのぐらい低下させるかの観点
も重要になります。気管支拡張薬でも
それは一部達成できるのですけれども、
例えば吸入ステロイド薬は気管支を広
げるわけではないのです。COPD患者
さんにとって重要である増悪の予防に
つながります。
　さらに、COPD患者さんは様々な全
身の併存症、合併症を持っているので、
それの治療、予防が必要になります。
　大西　今、合併症が多いというお話
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原因というのはどのようなものがある
のでしょうか。
　巽　COPDは呼吸器疾患なので、呼
吸器疾患、いわゆる呼吸不全で亡くな
ると思われているかもしれませんが、
実際にはどうもそうではない。例えば、
COPDは軽症から重症まで、いろいろ
な程度があるわけですけれども、特に
軽症の患者さんは呼吸不全で亡くなる
わけではなく、先ほど申し上げたいろ
いろな併存症、合併症である心筋梗塞
とか、さらには呼吸器の合併症である
肺がんで亡くなる方がかなり多いので
す。

　COPDイコール息苦しいというイメ
ージがあって、呼吸不全で亡くなると
一般には思われているかもしれません
が、それだけではなくて、特に軽症な
COPD患者さんの数は多く、これらの
患者さんは呼吸不全ではない原因、肺
がんや循環器の病気に注意しないとい
けません。
　大西　日本のCOPDの方は軽症から
中等症が多いのでしょうか。
　巽　日本では600万人ぐらいCOPD
がいるといわれていますが、その８割
は軽症から中等症。特に軽症な方が 
実際には多いことがわかっています。

図２　COPD患者の死因

PMA. Calverley. et al.：NEJM 2007；356：775

だったのですけれども、具体的には例
えば肺がんとか心疾患などが多いので
しょうか。
　巽　呼吸器系で最も注意しないとい
けないのが肺がんになります。それ以
外に最も頻繁に見られるのがいわゆる
冠動脈疾患、心筋梗塞、さらには心臓
の不整脈、特に心房細動がよく見られ
ます（図２）。さらに、非常にポピュ
ラーな病気である高血圧、COPD患者
さんはご高齢の方が多いので、骨粗鬆
症も合併しますので、この治療も考え
る。全身をトータルに考えないといけ
ません。

　大西　これは加齢が主な原因なのか、
あるいはCOPD自体がこういう合併症
を多く持つということなのでしょうか。
　巽　ご指摘のように２つありまして、
確かに加齢そのものがいろいろな病気
を招きます。それ以外に、COPDは呼
吸器の炎症が全身に及んで、例えば今
申し上げた冠動脈疾患、心筋梗塞を引
き起こしたり、骨が弱くなったりとい
うことにつながります。単に加齢の影
響というよりは、喫煙が原因になって
起こった呼吸器の炎症が全身に及ぶ。
それが問題だと思います。
　大西　そうしますと、COPDの死亡

図１　COPDにおける併存症

Fabbri LM, et al. ERJ 31：204, 2008
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原因というのはどのようなものがある
のでしょうか。
　巽　COPDは呼吸器疾患なので、呼
吸器疾患、いわゆる呼吸不全で亡くな
ると思われているかもしれませんが、
実際にはどうもそうではない。例えば、
COPDは軽症から重症まで、いろいろ
な程度があるわけですけれども、特に
軽症の患者さんは呼吸不全で亡くなる
わけではなく、先ほど申し上げたいろ
いろな併存症、合併症である心筋梗塞
とか、さらには呼吸器の合併症である
肺がんで亡くなる方がかなり多いので
す。

　COPDイコール息苦しいというイメ
ージがあって、呼吸不全で亡くなると
一般には思われているかもしれません
が、それだけではなくて、特に軽症な
COPD患者さんの数は多く、これらの
患者さんは呼吸不全ではない原因、肺
がんや循環器の病気に注意しないとい
けません。
　大西　日本のCOPDの方は軽症から
中等症が多いのでしょうか。
　巽　日本では600万人ぐらいCOPD
がいるといわれていますが、その８割
は軽症から中等症。特に軽症な方が 
実際には多いことがわかっています。

図２　COPD患者の死因

PMA. Calverley. et al.：NEJM 2007；356：775

だったのですけれども、具体的には例
えば肺がんとか心疾患などが多いので
しょうか。
　巽　呼吸器系で最も注意しないとい
けないのが肺がんになります。それ以
外に最も頻繁に見られるのがいわゆる
冠動脈疾患、心筋梗塞、さらには心臓
の不整脈、特に心房細動がよく見られ
ます（図２）。さらに、非常にポピュ
ラーな病気である高血圧、COPD患者
さんはご高齢の方が多いので、骨粗鬆
症も合併しますので、この治療も考え
る。全身をトータルに考えないといけ
ません。

　大西　これは加齢が主な原因なのか、
あるいはCOPD自体がこういう合併症
を多く持つということなのでしょうか。
　巽　ご指摘のように２つありまして、
確かに加齢そのものがいろいろな病気
を招きます。それ以外に、COPDは呼
吸器の炎症が全身に及んで、例えば今
申し上げた冠動脈疾患、心筋梗塞を引
き起こしたり、骨が弱くなったりとい
うことにつながります。単に加齢の影
響というよりは、喫煙が原因になって
起こった呼吸器の炎症が全身に及ぶ。
それが問題だと思います。
　大西　そうしますと、COPDの死亡

図１　COPDにおける併存症

Fabbri LM, et al. ERJ 31：204, 2008
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に、併存症、例えば心房細動がある方
はそれに関連して亡くなる場合が多い
ですし、冠動脈疾患、心筋梗塞はCOPD
が軽症な方にかなり多いですけれども、
それで亡くなってしまう。COPDその
もので亡くなるのではなくて、そうい
うほかの病気なのです。特に今一番問
題になっているのは肺がんで、亡くな
る方がかなり多い。特に軽症な方には
多いので、このあたりは注意だと思い
ます。
　大西　そこはやはり、たばことの関
係が一番大きいのでしょうか。
　巽　そうですね。たばこは、呼吸器
だけではなくて循環器にも影響します
し、COPDだけではなくて、肺がんの
発生にもつながります。喫煙はいろい
ろな病気の引き金になっていると考え
て問題ないかと思います。
　大西　COPDの患者さんが禁煙して
も、効果はある程度、状況によるのか
もしれませんが。
　巽　COPDの患者さんは早期に禁煙

すればするほど効果があることがわか
っていて、病気が徹底的に進んでから
禁煙したのでは、残念ながらあまり効
果が見られず、むしろ早めに禁煙がで
きれば、実は呼吸機能も多少戻り得る
ことがわかっています。病気であるこ
とが早くわかって、病気の原因である
たばこ、喫煙を何とかやめる。これが
COPDの最大の治療になると思います。
　大西　いろいろな治療薬に関して、
最近の進歩はあるのでしょうか。
　巽　最近の進歩は気管支拡張薬です。
その患者さんに合った気管支拡張薬。
軽症の方ではそんなにいろいろな気管
支拡張薬を使うことはないと思います
が、進んできた患者さんでは多種類の、
主に抗コリン薬とβ2刺激薬ですけれど
も、これを両方使ったほうが患者さん
が楽になることもあります。そのあた
りは患者さんの症状や呼吸機能の程度
に合わせて治療する必要があると思い
ます。
　大西　ありがとうございました。

COPDの死因と一口で言ってしまうと、
実は呼吸不全ではなく、ほかの病気、
ほかの病態で亡くなることが多いとい
うことになります。
　大西　様々な合併症があるというこ
とですけれども、それと治療をどうす
るかが重要になってくると思うのです。
そのあたりはどうしたらよいのでしょ
うか。
　巽　COPDは特に軽症ですと、特別
に呼吸器の病気に対して治療をすると
いうよりは、COPDの合併があった患
者さんのほかの病気、例えば高脂血症、
高血圧、冠動脈の病気を治療すること

が重要になります。もちろん進んでく
れば、患者さんは動くと苦しくなりま
すから、そのときは気管支を広げる治
療とか、さらにそれらの患者さんが最
も具合が悪くなるのは増悪ですので、
その増悪、特に細菌感染症による増悪
をいかに抑えるか、いかにあらかじめ
予防するかが重要になります。
　大西　ガイドラインでは治療目標が
定められていると思うのですけれども、
それと予後の関係はいかがでしょうか。
　巽　予後は、特にCOPDの患者さん
がどういう原因で亡くなるかを意識し
ないといけないと思います（図３）。特

図３　COPDの併存症と予後

BODE Collaborative Group. AJRCCM 186：155, 2012.
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に、併存症、例えば心房細動がある方
はそれに関連して亡くなる場合が多い
ですし、冠動脈疾患、心筋梗塞はCOPD
が軽症な方にかなり多いですけれども、
それで亡くなってしまう。COPDその
もので亡くなるのではなくて、そうい
うほかの病気なのです。特に今一番問
題になっているのは肺がんで、亡くな
る方がかなり多い。特に軽症な方には
多いので、このあたりは注意だと思い
ます。
　大西　そこはやはり、たばことの関
係が一番大きいのでしょうか。
　巽　そうですね。たばこは、呼吸器
だけではなくて循環器にも影響します
し、COPDだけではなくて、肺がんの
発生にもつながります。喫煙はいろい
ろな病気の引き金になっていると考え
て問題ないかと思います。
　大西　COPDの患者さんが禁煙して
も、効果はある程度、状況によるのか
もしれませんが。
　巽　COPDの患者さんは早期に禁煙

すればするほど効果があることがわか
っていて、病気が徹底的に進んでから
禁煙したのでは、残念ながらあまり効
果が見られず、むしろ早めに禁煙がで
きれば、実は呼吸機能も多少戻り得る
ことがわかっています。病気であるこ
とが早くわかって、病気の原因である
たばこ、喫煙を何とかやめる。これが
COPDの最大の治療になると思います。
　大西　いろいろな治療薬に関して、
最近の進歩はあるのでしょうか。
　巽　最近の進歩は気管支拡張薬です。
その患者さんに合った気管支拡張薬。
軽症の方ではそんなにいろいろな気管
支拡張薬を使うことはないと思います
が、進んできた患者さんでは多種類の、
主に抗コリン薬とβ2刺激薬ですけれど
も、これを両方使ったほうが患者さん
が楽になることもあります。そのあた
りは患者さんの症状や呼吸機能の程度
に合わせて治療する必要があると思い
ます。
　大西　ありがとうございました。

COPDの死因と一口で言ってしまうと、
実は呼吸不全ではなく、ほかの病気、
ほかの病態で亡くなることが多いとい
うことになります。
　大西　様々な合併症があるというこ
とですけれども、それと治療をどうす
るかが重要になってくると思うのです。
そのあたりはどうしたらよいのでしょ
うか。
　巽　COPDは特に軽症ですと、特別
に呼吸器の病気に対して治療をすると
いうよりは、COPDの合併があった患
者さんのほかの病気、例えば高脂血症、
高血圧、冠動脈の病気を治療すること

が重要になります。もちろん進んでく
れば、患者さんは動くと苦しくなりま
すから、そのときは気管支を広げる治
療とか、さらにそれらの患者さんが最
も具合が悪くなるのは増悪ですので、
その増悪、特に細菌感染症による増悪
をいかに抑えるか、いかにあらかじめ
予防するかが重要になります。
　大西　ガイドラインでは治療目標が
定められていると思うのですけれども、
それと予後の関係はいかがでしょうか。
　巽　予後は、特にCOPDの患者さん
がどういう原因で亡くなるかを意識し
ないといけないと思います（図３）。特

図３　COPDの併存症と予後

BODE Collaborative Group. AJRCCM 186：155, 2012.
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