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要旨：増悪は，患者の QOL や呼吸機能を低下させ，生命予後を悪化
させるため，増悪の予防に努めることがきわめて重要となる．増悪
頻度は，呼吸機能の低下とともに増加するが，増悪を予測する単一
要因としては，過去の増悪歴が最も重要である．したがって，患者
の増悪歴を十分に把握し，頻回の増悪歴を有する患者に対しては，
より重点的に管理することが必要になる．さらに，増悪を起こしや
すい患者の特徴として，咳や痰が多いフェノタイプ（病型）が知ら
れている．また，血液中の炎症性バイオマーカーが高値であるほど
増悪頻度が高いことが報告されている．したがって，増悪の予防の
ためには，現在の気管支拡張薬を主体とした治療に加えて，抗炎症
治療を行うことが有効な治療戦略となると考えられる．
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はじめに

増悪はCOPDの疾患進行に多大な影響を及ぼすため，
近年大きな関心を集めている．『COPD（慢性閉塞性肺疾
患）診断と治療のためのガイドライン（以下，JRS GL）
第 4版』1）は，COPDに対する 6項目の管理目標の一つに，
「増悪の予防」をあげている．これは，旧版の第 3版で
は「増悪の予防と治療」となっていたが，第 4版では「増
悪の予防」に特化された．増悪は患者のQOLや呼吸機
能を低下させ，生命予後を悪化させるために，安定期の
長期管理では，増悪の予防に努めることが重要となる．
本稿では，この増悪の予防に重点を置き，増悪を起こし
やすいフェノタイプ（病型）と増悪の予防について，最
新の知見をふまえ概説する．さらに，増悪時の治療に関
して，GOLD（Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease）2014 ドキュメント2）の変更点について触
れる．

増悪の定義と疫学

JRS GL 第 4 版において，増悪は「息切れの増加，咳
や喀痰の増加，胸部不快感・違和感の出現あるいは増強
などを認め，安定期の治療の変更あるいは追加が必要と
なる状態をいう」と定義されている．増悪の原因として，
呼吸器感染症が最も頻度が高く重要である．第 4版の改
訂で「胸部不快感・違和感の出現あるいは増強」の記載
が増悪の定義に追加されたことは，息切れ，咳や痰の増
加に先行する症状，あるいは軽度の症状変化にも着目し，
増悪の診断率を高める意図があるものと考えられる．こ
れは，増悪の約半数は，患者あるいは医師に認識されて
いないことが指摘されているからである3）4）．この認識さ
れていない増悪（unreported exacerbation）は，認識さ
れた増悪（reported exacerbation）に比べて，呼吸困難，
喀痰量，痰の色調変化などの症状が同時に複数出現する
ことが少なく，持続期間も比較的短いことが診断されに
くい背景にあるとされる．しかしながら，unreported 
exacerbation でも，同様にQOLの低下をもたらすこと
が知られており，unreported exacerbation を察知して，
増悪の診断率を上げることが重要になる．
2,000 例を超える COPD患者を対象とした 3年間のコ

ホート研究である ECLIPS 試験5）では，患者 1人あたり

の増悪回数，および頻回の増悪（2回以上/年）を経験
した患者と増悪のために入院となった患者の割合は，気
流閉塞の病期が進むにつれて増加することが示された．
一方で，GOLD Stage II の患者の 2割以上が頻回の増悪
を経験しており，病期が低くても頻回の増悪を起こす患
者がおり，同じ病期でも増悪回数にばらつきがあること
が明らかになった．さらに，1年目に頻回の増悪を起こ
した患者は，2年目以降も同様の増悪を起こすリスクが
高く，増悪を起こしやすいフェノタイプの存在が示唆さ
れた．そして増悪を予測する単一要因としては，過去の
増悪歴が最も重要であることが明らかにされた．した
がって，増悪予防を目指した管理を効率的に実践するた
めには，頻回の増悪歴のある患者を選定し，より重点的
に管理することが重要になる．
JRS GL 第 4 版では，安定期の管理において，気流閉
塞の病期だけではなく，増悪歴と症状の程度を加味して
重症度を総合的に判断することが推奨されているが，具
体的な方法は示されていない．一方，GOLD 2011 ドキュ
メント6）の改訂では，GOLD Stage 分類と増悪歴の 2つ
を増悪リスクの予測のための項目として用い，自覚症状
の程度（修正MRCグレードまたは CATスコア）とあ
わせて病状の総合評価を行っており，これに基づき治療
薬が推奨されている．さらにGOLD 2014ドキュメント2）

では，増悪歴による評価において，増悪回数に加えて増
悪による入院歴を採用している（図 1）．

増悪を起こしやすい 
フェノタイプと増悪の予防

COPDの病態は，その定義でも示されているように「炎
症性疾患」である．COPD 患者では，タバコ煙などの
有害物質による気道や肺の炎症反応が増強しており，慢
性化している．この炎症は禁煙後も持続することが知ら
れている7）．COPDの気道炎症には，好中球，マクロファー
ジ，リンパ球などが関与しており，気流閉塞の程度が高
度になると，これらの炎症性細胞の浸潤が著明になる8）．
これまで，増悪を起こしやすい患者の特徴として，慢性
の咳と痰の症状があるフェノタイプが知られている9）．
さらに，血液中の炎症性バイオマーカーが高値であると
増悪のリスクが高いことが報告されており10），増悪の予
防と病態制御のためには炎症をターゲットにした治療戦
略が重要となることが示唆される．
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現在，安定期COPDの管理における薬物療法の基本は，
気管支拡張薬となっている．近年，長時間作用性抗コリ
ン薬（LAMA）と同等以上の自覚症状と呼吸機能の改
善効果を有する長時間作用性β2 刺激薬（LABA）が診療
の現場に登場し11），LABAが LAMAと並んでCOPD治
療の第一選択薬となっている1）．いずれも増悪に対する
予防効果を有しており，LAMAが LABAより増悪の予
防効果に優れていることが報告されたが12），新規 LABA
ではその差が大きく縮まっている13）．また，％1秒量が
60％未満で，増悪を繰り返す症例においては，吸入ステ
ロイド薬（ICS）の増悪に対する予防効果が認められて
おり，ICS は LABAや LAMAに追加して用いられる2）．
これらの各薬剤は，COPD増悪の頻度をおのおの 20～
30％減少することが明らかにされている1）．ICS と
LABAの併用は，LABA単剤より増悪の予防効果に優
れており14），LAMA/LABA 配合剤も LAMA単剤より
増悪の予防に有効であると報告されている15）．しかし，

これまでの検討において，LAMA，LABAおよび ICS
の 3 剤併用（triple therapy）でも，増悪の予防効果は
40％程度にとどまっている16）．
COPD増悪のさらなる予防を目指した抗炎症治療薬と

して最も期待されるのがホスホジエステラーゼ（phospho-
diesterase：PDE）4 阻害薬である．PDE4 は，気道の
炎症性細胞や構成細胞に広く存在しており，細胞内セカ
ンドメッセンジャーであるcyclic AMP（cAMP）を5′-AMP
に分解する酵素である．PDE4 阻害薬は，cAMPの分解
を抑制し細胞内濃度を高めることで，気道炎症の抑制作
用を発揮する．選択的PDE4阻害薬であるroflumilastは，
欧米を中心に日本を除く世界各国ですでに承認・販売さ
れており，増悪を繰り返す慢性気管支炎タイプの重症以
上の COPD治療において併用され，呼吸機能の改善と
優れた増悪の予防効果を示している17）．しかしながら，
忍容性にやや問題があり，開発中の吸入薬など副作用を
軽減した製剤の登場が待たれる．また，マクロライド系

図 1　GOLDドキュメントにおけるCOPDの総合的評価方法．
（文献 2）より引用）
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抗菌薬も気道炎症を抑制する効果が示されており18），
COPD増悪の予防効果が報告されている19）．その機序と
して好中球性気道炎症の抑制作用のほかに，喀痰減少作
用，細菌病原性抑制作用，抗ウイルス作用などの関与が
考えられている20）．さらに，喀痰調整薬も痰の粘弾性の
改善以外にも，抗酸化作用21），ムチン遺伝子発現抑制作
用22）やウイルス感染抑制作用23）などが報告されており，
COPD増悪の予防効果24）～26）に寄与するものと考えられる．
このような気道炎症をターゲットとした治療戦略は，

すでにスペインの COPD ガイドライン27）で採用されて
いる．このガイドラインは，頻回の増悪歴（2回以上/年）
がない患者，頻回の増悪歴がある肺気腫タイプ，頻回の
増悪歴がある慢性気管支炎タイプ，そして COPDと喘
息のオーバラップの 4つのフェノタイプに COPDを分
類している．気道炎症が最も顕著と予測される頻回の増
悪歴がある慢性気管支炎タイプの患者に対しては，抗炎
症薬である PDE4 阻害薬が気管支拡張薬の併用薬とし
て推奨されている．さらにMiravitlles ら27）は，このフェ
ノタイプに対して，PDE4 阻害薬とともに，マクロライ
ド系抗菌薬，喀痰調整薬を推奨している（図 2）28）．

増悪時の治療のトピックス
（GOLD 2014 ドキュメントの 
変更点）

COPD 増悪時のステロイド薬の全身投与により，回
復期間の短縮，肺機能と低酸素血症の改善，早期再発リ
スクの低減，治療失敗頻度の減少，入院期間の短縮が期
待できる1）．この全身性ステロイド薬投与については，
至適投与量・投与期間に関する十分なエビデンスがな
く，一つの目安として，プレドニゾロン 30～40 mg/日
の 10～14 日間投与が，GOLD 2011 ドキュメントとこれ
をふまえた JRS GL 第 4 版で推奨されている．しかし，
プレドニゾロン 40 mg/日の 5日間と 14 日間投与での再
増悪を主要評価項目とした無作為化非劣性試験が行わ
れ，5日間投与は 14日間投与に比べ再増悪を増加させな
いとの結果が最近報告されたため29），GOLD 2014 ドキュ
メントの推奨治療が，プレドニゾロン 40 mg/日の 5 日
間投与へと変更された2）．これに伴いエビデンスレベル
もDから Bに変更となった．

図 2　スペインのCOPDガイドラインによる4つのフェノタイプに対する推奨治療薬．
（Miravitlles ら28）より引用）
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おわりに

COPDの安定期の重要な管理目標の一つが「増悪の予
防」である．これには，頻回の増悪歴を有する患者を対
象とした増悪の予防対策が重要になる．増悪の予防にお
いては，基本治療薬である気管支拡張薬に抗炎症治療薬
を併用することが新たな治療戦略となるものと考えられ
る．最近，COPD患者における臨床試験で呼吸機能と自
覚症状の改善が確認された p38 MAPK阻害薬30）も今後
有効な抗炎症治療薬として選択肢の一つとなる可能性が
ある．そして将来的には，増悪を起こしやすい患者を新
規バイオマーカーなどにより簡便に早期診断し，頻回の
増悪や入院に至る前に介入を行うことで，COPD の予
後が大きく改善されることを期待したい．
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Abstract

New insights into chronic obstructive pulmonary disease exacerbations

Takeshi Kaneko
Department of Pulmonology, Yokohama City University Graduate School of Medicine

Chronic obstructive pulmonary disease （COPD） is a chronic disorder whose clinical course may be punctuated by 
exacerbations characterized by a sudden symptom worsening beyond the expected daily variations. Exacerbations of 
COPD are of major importance because frequent episodes of exacerbations accelerate loss of lung function, affect the 
quality of life of the patients, and are associated with prognosis. It is thus important to prevent exacerbations in the man-
agement of COPD. In general, exacerbations become more frequent with increasing levels of obstructive impairment, but 
the single best predictor of the exacerbations is a previous history of exacerbation. The phenotypes susceptible to exacer-
bations, independent of degree of air-flow limitations or previous exacerbations, should be identified. COPD patients with 
the symptoms of persistent cough and sputum are known to be associated with frequent exacerbations. These patients 
are classified into the phenotype as chronic bronchitis, which has the persistence of an inflammatory process in the air-
ways. Moreover, elevated levels of inflammatory biomarkers in patients with COPD are associated with a history of 
frequent exacerbations. It is suggested that the treatment targeting inflammation is very important to prevent exacerba-
tions in COPD. Along with long-acting bronchodilators, anti-inflammatory agents, including phosphodieseterase （PDE） 4 
inhibitors, macrolides, and mucolytics, are expected to prevent exacerbations. The new Spanish COPD Guideline has 
provided fresh insights into the management of the disease. It defines various disease phenotypes with different clinical, 
prognostic, and therapeutic implications. One of these phenotypes is the so-called “exacerbator,” characterized by a high 
incidence of exacerbations （two or more moderate-severe exacerbations in the past year）. For those exacerbators in the 
phenotype of chronic bronchitis, anti-inflammatory agents, including PDE 4 inhibitors, would be a promising strategy for 
preventing exacerbations.
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