
れることになります。しかし、今回の
ガイドラインでは、この「炎症」とい
う部分が除かれた。そういったちょっ
とした定義の見直しが行われています。
　池脇　それは、たばこ以外にもCOPD
になる背景が何かあることをいってい
るのですか。
　権　そういうことです。何十年に及
ぶ疫学調査がいろいろと発表されてき
て、その過程で、COPDになっていく
背景に、たばこによる気管支の閉塞の
みならず、肺の成長、発達が悪いこと
がその背景にあることもわかってきま
した。
　池脇　肺の成長というと、これはむ
しろ若いときの話でしょうか。
　権　そういうことです。人間の肺機
能というのは20歳ぐらいをピークにし
て、その後、年齢とともに低下してい
くのですが、その発達が十分ではない
人たちがやがてCOPDになっていく可
能性が非常に高い。その割合も、我々
が考えていた以上に多いということが
最近わかってきて、肺の発達障害、そ
の辺の部分がかなり注目されています。
　池脇　いろいろな要因があるのでし
ょうが、どういう方が将来、肺気腫を
起こす、いわゆる肺の発達障害をきた
しやすいのでしょう。
　権　これは疫学調査から浮かび上が
っていることなのですが、例えば両親
の喫煙とか、特に胎児、お母さんのお
なかの中にいたときにお母さんが喫煙

をしているとか、本人が子どものとき
に喘息であったとか、繰り返される気
道感染を起こしているとか、そういっ
た幾つかの要因が肺の発達を妨げて、
結果、最終的にCOPDになっていくグ
ループが存在することがわかってきま
した。つまり幼少期とか、さらには生
まれる前の環境要因がかなり発症に関
係していると考えられるようになって
きたのです。
　池脇　より広い概念としてCOPDを
とらえたという理解でよいのでしょう
か。
　権　そうですね。
　池脇　ガイドラインだと当然治療に
も力点を置いていると思うのですが、
今度のガイドラインはこれまでと違う
ところがあるのでしょうか。
　権　特に薬物療法です。COPDの薬
物療法の基本は気管支拡張療法です。
長時間作用型のβ2刺激薬や、長時間作
用型の抗コリン薬を使った気管支拡張
療法が一つの柱です。もう一つの柱が
吸入ステロイドを使った抗炎症療法で、
実際３種類の薬剤ですが、この２つを
組み合わせて治療するのがCOPDの基
本だったのですが、吸入ステロイドを
どういう患者さんに使うかが最近非常
に議論になっています。今回のガイド
ラインの改訂では、吸入ステロイドは
COPDの患者さんに対しては喘息病態
合併例に使うことが非常に明確に示さ
れています。

日本大学医学部呼吸器内科学分野主任教授
権　　寧　博

（聞き手　池脇克則）

　COPDの最近の知見についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

COPDの最近の知見

　池脇　2018年、COPDのガイドライ
ンが改訂されたということで、そうい
ったものを中心に、解説していただこ
うと思います。COPDは日本人の死因
の10位ということで、上位にある病気
にもかかわらず、あまり認知されてい
ない気がするのですが。
　権　調査によりますと、認知率は数
年前までは30％前後だったのですが、
残念なことに少しずつ下がって、現在、
25％前後と、国民の死因の第10位とい
う重要な疾患なのに、認知率が低いと
いう現状があります。
　池脇　COPDは労作時の呼吸苦が出
てきても、年齢のせいかなと自身で片
付けてしまって、なかなか医療機関に
足が向かないのが、認知度が低い原因
の一つなのでしょうか。
　権　それが大きな原因だと思います。
慢性に進行する病気ですので、かなり

末期になって気づくというところが認
知率が低い一つの原因ではないでしょ
うか。
　池脇　慢性進行性の病気はできるだ
け早く見つけて、早く介入して肺の増
悪をストップさせるのが治療の基本な
のでしょうか。
　権　そういうところが非常に重要に
なってくると思います。
　池脇　重症になってからは難しいの
で、今度のガイドラインはCOPDの定
義から見直したと聞いています。これ
はどういうことなのでしょう。
　権　COPDというと、皆さんご存じ
のように、たばこ病、たばこによって
肺に炎症が起き、その結果、肺が破壊
されて気管支が狭くなっていく。そう
考えられていたので、定義上もこれは
炎症性の肺疾患である。つまり、たば
こなどの有害物質によって引き起こさ
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るのですか。
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がその背景にあることもわかってきま
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最近わかってきて、肺の発達障害、そ
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起こす、いわゆる肺の発達障害をきた
しやすいのでしょう。
　権　これは疫学調査から浮かび上が
っていることなのですが、例えば両親
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に喘息であったとか、繰り返される気
道感染を起こしているとか、そういっ
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ループが存在することがわかってきま
した。つまり幼少期とか、さらには生
まれる前の環境要因がかなり発症に関
係していると考えられるようになって
きたのです。
　池脇　より広い概念としてCOPDを
とらえたという理解でよいのでしょう
か。
　権　そうですね。
　池脇　ガイドラインだと当然治療に
も力点を置いていると思うのですが、
今度のガイドラインはこれまでと違う
ところがあるのでしょうか。
　権　特に薬物療法です。COPDの薬
物療法の基本は気管支拡張療法です。
長時間作用型のβ2刺激薬や、長時間作
用型の抗コリン薬を使った気管支拡張
療法が一つの柱です。もう一つの柱が
吸入ステロイドを使った抗炎症療法で、
実際３種類の薬剤ですが、この２つを
組み合わせて治療するのがCOPDの基
本だったのですが、吸入ステロイドを
どういう患者さんに使うかが最近非常
に議論になっています。今回のガイド
ラインの改訂では、吸入ステロイドは
COPDの患者さんに対しては喘息病態
合併例に使うことが非常に明確に示さ
れています。

日本大学医学部呼吸器内科学分野主任教授
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（聞き手　池脇克則）

　COPDの最近の知見についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞
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ンが改訂されたということで、そうい
ったものを中心に、解説していただこ
うと思います。COPDは日本人の死因
の10位ということで、上位にある病気
にもかかわらず、あまり認知されてい
ない気がするのですが。
　権　調査によりますと、認知率は数
年前までは30％前後だったのですが、
残念なことに少しずつ下がって、現在、
25％前後と、国民の死因の第10位とい
う重要な疾患なのに、認知率が低いと
いう現状があります。
　池脇　COPDは労作時の呼吸苦が出
てきても、年齢のせいかなと自身で片
付けてしまって、なかなか医療機関に
足が向かないのが、認知度が低い原因
の一つなのでしょうか。
　権　それが大きな原因だと思います。
慢性に進行する病気ですので、かなり

末期になって気づくというところが認
知率が低い一つの原因ではないでしょ
うか。
　池脇　慢性進行性の病気はできるだ
け早く見つけて、早く介入して肺の増
悪をストップさせるのが治療の基本な
のでしょうか。
　権　そういうところが非常に重要に
なってくると思います。
　池脇　重症になってからは難しいの
で、今度のガイドラインはCOPDの定
義から見直したと聞いています。これ
はどういうことなのでしょう。
　権　COPDというと、皆さんご存じ
のように、たばこ病、たばこによって
肺に炎症が起き、その結果、肺が破壊
されて気管支が狭くなっていく。そう
考えられていたので、定義上もこれは
炎症性の肺疾患である。つまり、たば
こなどの有害物質によって引き起こさ
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はまだですか。
　権　好酸球性の炎症は吸入ステロイ
ドを使うという先ほどの話ですが、好
中球性の炎症は吸入ステロイドがなか
なか効かないです。なので、PDE-４
などの薬剤が海外では使われているの
ですが、まだ日本では承認されていな
いので、我々も使うことができないの
です。
　池脇　先ほど吸入ステロイドは喘息
を背景に持つCOPDの患者さんに使う
とのことでしたが、見るからに喘息を

合併しているという症例で、なかなか
そのあたりがはっきりしない。どうや
って見分けていくのでしょうか。
　権　そういう現場の混乱をきたす可
能性があって、日本呼吸器学会では
2017年、喘息とCOPDの合併（ACO）
に関する手引きというものを発行して、
その中で診断基準も設けて、こういう
患者さんには吸入ステロイドを必ず使
うということを指針で示しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　喘息では吸入ステロイドは中
核的な薬ですから、喘息の背景を持つ
方に吸入ステロイドは当然だと思うの
ですが、逆にいうと、COPD単独の病
態には従来は吸入ステロイドが使われ
ていたのが、今はむしろ否定的な意見
が多いということなのでしょうか。
　権　はい。一つには吸入ステロイド
が必要な患者さんもいるし、そうでな
いCOPDの患者さんもいる。これらを
明確に区別して使用する。吸入ステロ
イドというのは、肺気腫があったり、
肺機能が悪い人に使用すると、肺炎の
リスクもあります。この点のリスク・
ベネフィットを考えながら、より有効
な患者さんたちに吸入ステロイドを使
っていく。では、どういう人に使うか。
喘息病態、アレルギー性の炎症が気道
にあるような患者さんに吸入ステロイ
ドを使うということを、明確に示した
と思います。
　池脇　一方で、気管支拡張薬は抗コ
リンとβ2刺激、基本的にはどちらかを
単剤で吸入を始めるのでしょうか。
　権　単剤からスタートするのが基本
的な使い方だと思いますが、息切れが
強いとか、呼吸機能が悪いとか、もち
ろん状況によっては合剤を使っていく
方法もあると思います。
　池脇　確かに抗コリン薬は緑内障と
か前立腺肥大ではなかなか使いにくい
ですし、そういうときにβ2刺激薬があ
れば補完的に使えますね。

　権　そういうことです。
　池脇　最近はいろいろな抗コリン薬
とβ2刺激薬の配合剤が出て、ちょっと
混乱するのですが、基本的にはどれで
も同じような効果が期待できると考え
ていいのでしょうか。
　権　直接比較はなかなかできません。
試験としてエビデンスがないですし、
どれもだいたい同じような効果が得ら
れていますので、それほど迷わず使っ
ていただいていいかと思います。
　池脇　そういったベースの治療をし
ておいて、例えばきょうはちょっとど
こかに出かける、そこで労作時の息切
れが出てきそうだから、短期的な抗コ
リン薬とかβ2刺激薬を使うなど、今で
もそういう治療はされているのでしょ
うか。
　権　はい。ガイドラインでも短時間
作用型の気管支拡張薬は適宜症状に応
じて使用するという推奨です。
　池脇　今のところ、すでに薬物治療
に関しては、抗コリン薬、β2刺激薬、
これが柱で、あと吸入ステロイドの使
い方をもう一回確認したということで
した。新しい知見ということで、新薬
の状況はどうなのでしょうか。
　権　新薬は、３種類の配合薬がこれ
から出てきますので、今後、どうやっ
て患者さんに使っていくかが議論にな
っていくと思います。
　池脇　抗炎症の薬が海外では一部使
われていると聞いたのですが、日本で
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はまだですか。
　権　好酸球性の炎症は吸入ステロイ
ドを使うという先ほどの話ですが、好
中球性の炎症は吸入ステロイドがなか
なか効かないです。なので、PDE-４
などの薬剤が海外では使われているの
ですが、まだ日本では承認されていな
いので、我々も使うことができないの
です。
　池脇　先ほど吸入ステロイドは喘息
を背景に持つCOPDの患者さんに使う
とのことでしたが、見るからに喘息を

合併しているという症例で、なかなか
そのあたりがはっきりしない。どうや
って見分けていくのでしょうか。
　権　そういう現場の混乱をきたす可
能性があって、日本呼吸器学会では
2017年、喘息とCOPDの合併（ACO）
に関する手引きというものを発行して、
その中で診断基準も設けて、こういう
患者さんには吸入ステロイドを必ず使
うということを指針で示しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　喘息では吸入ステロイドは中
核的な薬ですから、喘息の背景を持つ
方に吸入ステロイドは当然だと思うの
ですが、逆にいうと、COPD単独の病
態には従来は吸入ステロイドが使われ
ていたのが、今はむしろ否定的な意見
が多いということなのでしょうか。
　権　はい。一つには吸入ステロイド
が必要な患者さんもいるし、そうでな
いCOPDの患者さんもいる。これらを
明確に区別して使用する。吸入ステロ
イドというのは、肺気腫があったり、
肺機能が悪い人に使用すると、肺炎の
リスクもあります。この点のリスク・
ベネフィットを考えながら、より有効
な患者さんたちに吸入ステロイドを使
っていく。では、どういう人に使うか。
喘息病態、アレルギー性の炎症が気道
にあるような患者さんに吸入ステロイ
ドを使うということを、明確に示した
と思います。
　池脇　一方で、気管支拡張薬は抗コ
リンとβ2刺激、基本的にはどちらかを
単剤で吸入を始めるのでしょうか。
　権　単剤からスタートするのが基本
的な使い方だと思いますが、息切れが
強いとか、呼吸機能が悪いとか、もち
ろん状況によっては合剤を使っていく
方法もあると思います。
　池脇　確かに抗コリン薬は緑内障と
か前立腺肥大ではなかなか使いにくい
ですし、そういうときにβ2刺激薬があ
れば補完的に使えますね。

　権　そういうことです。
　池脇　最近はいろいろな抗コリン薬
とβ2刺激薬の配合剤が出て、ちょっと
混乱するのですが、基本的にはどれで
も同じような効果が期待できると考え
ていいのでしょうか。
　権　直接比較はなかなかできません。
試験としてエビデンスがないですし、
どれもだいたい同じような効果が得ら
れていますので、それほど迷わず使っ
ていただいていいかと思います。
　池脇　そういったベースの治療をし
ておいて、例えばきょうはちょっとど
こかに出かける、そこで労作時の息切
れが出てきそうだから、短期的な抗コ
リン薬とかβ2刺激薬を使うなど、今で
もそういう治療はされているのでしょ
うか。
　権　はい。ガイドラインでも短時間
作用型の気管支拡張薬は適宜症状に応
じて使用するという推奨です。
　池脇　今のところ、すでに薬物治療
に関しては、抗コリン薬、β2刺激薬、
これが柱で、あと吸入ステロイドの使
い方をもう一回確認したということで
した。新しい知見ということで、新薬
の状況はどうなのでしょうか。
　権　新薬は、３種類の配合薬がこれ
から出てきますので、今後、どうやっ
て患者さんに使っていくかが議論にな
っていくと思います。
　池脇　抗炎症の薬が海外では一部使
われていると聞いたのですが、日本で
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