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綜 説

我が国における気道閉塞疾患

-COPDとその周辺疾患をめぐるい くつかの問題点について-

京都大学胸部疾患研究所第 2内科

西 村

は じ め に

慢性の暗疾 ･咳巧軟や労作時の呼吸困難を症状

として肺機能検査で閉塞性障害を呈する疾患は,

鑑別診断が容易でないことから,慢性閉塞性肺

疾患 (chronicobstructivepulmonarydisease,

COPDあ る い は chronic obstructive lung

disease,COLD)としてまとめられてきた1)｡こ

れに対 して,我が国では,気道閉塞を伴 う比較

的頻度の高い疾患にびまん性汎細気管支炎(dif-

fusepanbronchiolitis,DPB)がある2)～4)｡我々

は現在 DPBはCOPDとして包括 され る病態

とは別の独立 した疾患あるいは病態 として とら

えている5)～7)｡ しか し, これ とは異なる見解か

ら,気道閉塞を示す病態全てを含めて COPDと

して記載 し,DPBもこれに含めて取 り扱 うグル

ープが現在我が国において存在することも事実

である7)8)｡本稿では,我々の理解 に基づいて,

1982年 4月から1990年 3月の間の自験例 を中心

として,我が国において気道閉塞を伴 う疾患に

はどのような疾患が存在するかについて考え,

どのような患者にどのような病名があたえられ

るべきかについて述べることにしたい｡

欧米においては,1950年代からこれ らの疾患

につ い ての検 討 が行 われ,1959年 に はCiba

GuestSymposiumの結果が報告 されている9)｡

その後,英国ロンドンの Fletcherと米国シカゴ

の Burrowsの間で共同研究が行われ,1964年に

浩

はCOLDは,TypeA (肺気腫型) とTypeB

(気管支炎型)に分類 して報告された10)ll)｡今 日

米国では TypeBは見 られな くなったとされ12),

23年 後1987年 の 論 文 で Burrowsは,CAO

(chromicairwayobstruction)を晴息性気管

支炎型 (asthmatic bronchitis)と肺 気腫 型

(emphysematousform)に分けている13)｡ さ

らに,肺機能検査 と臨床症状や病理形態所見 と

の相関を検討 した多 くの研究の結果から,啄疾

の暗出という症状や太い気管支壁の病理学的な

炎症所見は,気道閉塞 とほとんど相関しないこ

とが明 らか とされ14)～20),今 日では肺気腫 を伴わ

ない慢性気管支炎のみの症例が,COPDの中に

占める役割は少ないと考えられるようになった｡

これ らの理解の変遷 を反映 して,米国胸部疾患

学会 (ATS)では,現在 まで数回これらの疾患

の概念 や定義 をめ ぐる見解 を発表 してい る

が21)～24),1987年には学会の officialstatement

として長期間改善 しない expiratoryflowの異

常をCOPDとして定義 している24)0

I.気道閉塞 とは ?

1.気道閉塞の定義

気道閉塞を定義する指標 とその基準について

一致 した見解はな く,研究の目的や臨床上の目

標によって,各施設でまちまちに使用されてい

る｡
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SeVeVe図 1.FEVl(%pred)による気道閉塞の重症度分類気
道閉塞の有無を判定するためにはFEVl/FVCが､重症度 を判定するためには FEVl(0/.pred)が優れているD欧

米では､軽症 または重症の気道閉塞 といって もある程度の共通の認識が存在 しているO (文献26･27

より改変)一般に,気道閉塞の有無を判定するための指標 と

しては,FEVl/FVCが優れてお り,重症度の判 定 の た め には

FEV1%predが適 して いる25)｡我が国では,Gaenslerの 1秒率 (FEVl/

FVC)(時にTiffneurの 1秒率,

FEVl/VC)が70%以下を閉塞性障害 とする

基準がもっともしばしば使用されている｡個々

の症例の 1秒量の予 測 値 に対 す る割 合 は,% FEV

lあ る い はFEV1%predなどとして表記

され,欧米では好んで使用されている｡ しかし,何

%でカットするかについては様々であ り,60-80%以

下の症例を閉塞性障害ありとしていることが多い｡

この背景 として,欧米では,日常的に FEVlに

よって気道閉塞の重症度を分類 している26)

27)｡"重症の COPD小といえば,医

師の間では比較的共通な認識が存在 している(

図 1)｡種々の研究においてどのような基準を

使用 して,対象 とする気道閉塞症例 をまとめて

いるかについては,同一の発表者や施設からの報告においてさえ,実に様々である｡ 例 えば,気道閉塞

の基準が緩やかであれば,対象に含 まれる晴息症例の比率が高

0 10 20 30 40 50 6070 80 90 100FEV./FVC

図 2.日験例における FEVl/FVCとFEVl(%pred)の関係残
が国では FEVL/FVCく70%.という基準が普及 してお り､この基準で気道閉塞症例が集 め ら

れ る ことが 多いo Lか LtFEV./FVC<70%で あ って もFEVl(%pred)は実に様々な分布を示 して､中には図 1の SniderGL(198

4)の重症度の分類では正常 と判定 される症例 も存在するo

(●:肺気腫､ Ll二DPB)まるように

,基準によって,対象 とする症例が異なって く

る｡FEVl/FVCとFEV1%predの関

係を明 らかとするために,我々の施設で FEVl/

FVCが70%以下の症例について,両者の関

係を図 2に示した｡FEVl/FVCが70

%以 下 で あ って も,FEV1%predが まちまちで

軽症か ら重症 まで様々な症例が含 まれることが

理解できる｡ 気道閉塞を呈する患者を対象 とす

る目的であれば,FEVl/FVCが70%以下 と

いう基準 を使用するのは 1

つの方法ではあるが,薬剤の治療効果や予後の判

定を目的 とする場合は重症度をそろえるためにF

EV1%predの基準 を使用 して症例を選択する必要

があろう｡FEV1%predを求 め るた め に使

用 され るFEVlの予測値についての報告は多

い｡我々は年齢,性別,身長から求める Berglu

ndの式を使用 している28)｡ 日本人を対象 とし

た検討か ら決定された予測値がい くつか報告さ

れているが,十分に普及 していないのが現状である29

)30)｡FEVl/FVC自体 も加齢 と

ともに低下する事実が知 られてお り,一部の高齢者では,

病変がない と考えられる症例で も,FEVl/FVCが70
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図 3.症例

2の SAB所見FEVl/FVCは630O/.と低 卜していたが
､FEV1928O/opredと止常てあった｡SABでは､典型的な

小葉中心性肺気腫が認められた｡量が大 きい早期の肺気腫

もしば しば経験する(症例 2)

｡[症例 1]77歳,男性｡右肺尖の孤

立性結節影の精査のため入院｡ex-smoker｡暗

疾 ･咳【軟あるが,労作時呼吸困難はなし｡VC3.14

/,%VC105.0%,FEVl1.96g(104.8%pred),FEVl/FVC66.9%,DL

co94.1%pred｡metaproterenol吸入前後で,FEV12.057-1.9

5/｡SABはほぼ正常で,肺胞破壊像 は見 ら

れなかった｡まとめ :FEVl/FVC66.

9%<70%で,軽度の肺気腫があるか と予測 されたが,SABや CT,DLcoは正常で,

気腫の存在 を裏付 ける所見な し｡FEVl>

100%predで,この指標か らでは気道閉

塞の存在 は否定的な症例であった｡[症例 2]72歳,男性｡軽度の労作時呼吸困難｡curr

entsmoker｡VC3.577,%VC109.5%,FEV12.18g(

92.8%pred),FEVl/FVC63.0%,DLco15.2m//min/

torr(63.40%pred),DLco/VA 2.70ml/min/torr/

lometaproterenol吸入 前後 で は,FEV12.02/

-2.17 7｡SABでは典型的な小葉中心

性肺気腫の所見であった｡(図 3)｡ - 2

1ま とめ :FEVl/FVCは低 下 して い るが,FEV12.187

(92.8%pred)で,FEV1%

predの指標では気道閉塞なしと判定 される

｡しか し,軽度の自覚症状が存在 し,SABでは

明瞭な気腫が認められた｡肺機能検査が実施 される

際の治療はその結果に大 きな影響 を与 え る｡Burrowsが

Tucson(Arizona)で行 った検 討 の 多 く

はgeneralpopulationsa

mpleであ り13),治療 を受 けていない対

象であるが, もし治療を受けていたならば結果は大 き く影響 された可

能性が推察 される31)｡気管支拡張剤 (主 と

して P21agOnist)敬入やステロイ ド剤
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減少 しつつある米国と比較 して,我が国では増

加 しつつある状況を考慮すると,今後 COPD患

者はさらに増加するとも考えられる｡

しかしながら,`̀Dutchhypothesis"として知

られる晴息患者あるいは気道過敏性の克進やア

トピー素因が COPDの発症 にどのように関与

しているかについては今なお十分な結論が出さ

れた訳ではない34)～36)｡COPDの患者には,しば

しば長い間の暗息の病歴やア トピーの体質を有

する症例が見 られ, これ らの人々が喫煙を重ね

て行 く内にCOPDとして非可逆性の病変が形

成 される場合があり得る｡ しかし,晴息患者は

将来肺気腫にな り易いのか という単純な質問に

対 しても十分満足する解答は得 られていない｡

このような喫煙 とCOPDという関係 と対照

的な事実 として,我が国におけるもう1つの代

表的な気道閉塞を呈する疾患であるびまん性汎

細気管支炎においては,内的な素因 として副鼻

腔炎を有する体質がある｡ COPD(特に肺気腫)

が喫煙 という外因によってもっとも強 く影響を

受けるとすれば,DPBは内因 としての副鼻腔炎

の存在に強 く影響を受けているといえよう｡副鼻

腔炎はDPBのみならず多 くの副鼻腔気管支症

候群 として理解される病態をもたらし37),これは

我が国における 1つの特徴であると考えられる｡

ⅠⅠ.我が国に見 られる気道閉塞疾患 (秦)

1.気管支晴息

気管支瑞息の診断は,寛解期や治療による改

善後にはほぼ症状が消失または閉塞性の呼出障

害は見 られな くなる時期がある症例に対 して使

用されるのが原則である｡ しかし,これらの症

例 と臨床像が明瞭に区別できないにも拘わらず,

長時間にわたって気道閉塞が改善 しない症例が

存在 し, この場合 はCOPDの範 晴 に含 まれ

る38)｡閉塞性障害が気管支拡張剤やステロイ ド

剤に反応 してほぼ正常 まで改善する症例は気管

支棉息 と診断され,改善が十分でない症例 は

COPDとして把握される｡

Tucson(Arizona)におけるBurrowsの研究

によれば,COPDは肺気腫型 と晴息性気管支炎

京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

型に分けらている13)｡ Burrowsに対 して,峠息

性気管支炎型の COPD患者 とはどのような症

例を指 しているのかを質問した ところ,臨床的

には単に ≠瑞息" という診断になるであろうと

い う見 解 で あ った｡ これ は対 象 が general

populationsampleによる研究であ り,棉息が

対象に含 まれるため,この結果 COPDにnever

smokerの症例が含 まれることになる｡

2.COPD

(1) COPDに合併する棉息性要素の診断

COPDと峠息,あるいは健常人 と晴息を特定

の検査で分離しょうとする試みはこれまで多数

行われてきた｡ しかし, これらの病変はもとも

と連続 して存在するものであり, どの検査法を

使用 しても分離することは不可能ある｡病理学

的に明 らかとされた肺気腫でも瑞息発作様の症

状を呈することがあり,またア トピーを伴 うこ

とがしばしばある｡ 肺気腫には棉息様の要素を

しばしば合併するため個々のCOPD症例 にお

いて,肺気腫の病変を臨床的に把握するために

は晴息性の因子をいかに除外するかが問題 とな

る｡ この目的のために,今 日まで,気管支拡張

剤やステロイ ド剤に対する可逆性,非特異的刺

激に対する気道過敏性,気道閉塞の日内変動な

どが検討されてきた｡

62-agOnistの吸入によって,気道閉塞が可

逆 性 で あ るか につ い て の検 討 の報 告 は 多

い 39)～45)｡個々のCOPD患 者 に お い て,P2-

agonistに対する効果は一定ではない｡気道閉

塞が全 く消失する症例は棉息 と呼ばれるべきで

あるが,気道閉塞はなお残存するも著 しく改善

する症例から全 く反応 しない症例 までまちまち

である. これ らの 62-agOnistに対する反応性

は連続的なものであって,一定の線で反応あり,

反応なしと分類できる性質のもではない｡気管

支拡張剤に対する反応性の指標 としては,種々

の測定値の中で FEVlが もっとも優れていお り,

次にFVCも参考になる46)～50)｡しかし,FEVlを

指標 とする場合においても, どの方法で反応性

を定量するかは議論がある｡ もっともしばしば

使用されているのは,postFEV1-preFEVl/
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表 我が国における固定 した気道閉塞を示す疾患
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e)predilatorFEV

l図 4.predilator FEVlrと post FEVl/pre FEV
IXIOO(%)の

関係臼験肺気腫症例におけるmetaproterenol吸入の急性効果の検討成績 を
示 した｡気管支拡張剤の効果判定の指標であるpostFEVl/preFEV】×100(
%)(AnthonisenU)relativeresponse)は､気 管 支拡 張 剤 使 用 前 の FE
Vl(predilatorFEV.)に大 きく影鞘 されるo即 ち､前値が悪 けれはf丈llE性

が良く表現 され

る｡preFEVlまたは postFEVl/preFEVlであ

り,Anthonisenは後者を "relativeresponse"

と呼んでいる41)｡しかし,この指標はベースライ

ンのFEVl(preFEVl) によって大 きく影響さ

れ,ベースラインの FEVlが小さいほど反応性

が大きく表現される (図 4)｡ また,Anthonise

nが"absolute response" と呼ぶ post FEVl-p

reFEVl(% pred)は,ベースラインの FEV.

が大きいほど反応性が大 きくなる41)｡従って,嘱

息と比較するとベースラインの FEVlが低いCO

PDを瑞息 と比較 して, これらの指標のみで両

者を区別するには困難を伴

う｡我々の施設で,currentorex-smokerで

,画像診断で気腫性病変が明 らかであったCO

PDを対 象 と した P2-agOnistの 急 性 効 果

を,"relativeresponse" と "absoluteresponse" - 23

-

ちT it

L90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190(
%)postFE

VlpreFEVl ×1

00-4-2024681012141618202224262830(

%)postF

EV1-PreFEVl(% pred)図5.肺気
腫におけるP2-agOnist吸入による急性効果SABや CTで診断 した肺気腫 を対象 とし､実施 したmetaproterenol吸入の

成績 を示 した｡Anthonisenは､postFEVl
/preFEVIXIOO(%)をrelativeresponse､postFEV1

-PreFEVl(%pred)をabsoluteresponseと呼んだいずれの指標
を使用 して t)､反応性がない ものか ら良好な もの まで､連続 して存在 し

ている｡として図 5に示した｡比較的明瞭な肺気腫を対象 とした場合でも,FEVl

が著 しく改善する症例があることが理解できる｡[症例 3]71歳,男性｡労作時呼吸困難,略疾,

咳噺｡ex-smoker｡発作性呼吸困難はない｡末梢血好酸球 】50/mm3,IgE65IU/ml,啄疾

中好酸球 70%｡気管支拡張剤を使用 した入院時のルー

チ ンの検査では,VC3.577,%VC117.0%,FEV
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応は良好であった｡略疾中好酸球増多を除いて,臨床的

に これ を予測す る ことは困難 であった｡

気道過敏性の克進は気管支暗息の病態の中心

的役割 であ る と考 え られ てい るが,多 くの

COPDにおいて も非特異的刺激 に対する気道

過敏性 は元進 して認 め られ る35)36)51)~54)｡ これ

は,気道閉塞が存在すると薬剤がその作用部位

である中枢側気管支 による多 くに沈着する,

COPDでは気道径が小 さいため太 い気道 と比

較すると同じ平滑筋の収縮であっても大 きく気

道抵抗を増加せさる,COPDでは総気道抵抗に

占める末梢気道の抵抗の割合が大 きいため末梢

気道抵抗に対する影響が大 きく表現される,肺

気腫 によるelasticrecoilの減少のため同 じ気

道平滑筋の収縮によっても気道が容易に虚脱す

る,などの理由で説明されている35)｡

我々の施設では, ドシメーター法を使用 し,

メタコリンを吸入させて気道過敏性を測定 して

いる55)｡この場合,連続 した濃度のメサコリン吸

入で FEVlが前値の20%の低下 を示すメサコリ

ン濃度を,PD2｡FEVlとして指標 とする｡ PD2｡

FEVlはベースラインの FEVlによって強 く影

響され,COPDではベースラインの FEVlが小

さいため,PD2｡FEVlは高 く気道過敏性が大で

あると判定される (図 6)｡

瑞息治療の指標 に使用 されるピークフロー

(peakexpiratoryflowrate,PEFR)ば健常

人においても日内変動を示す56)～58)｡英国の-也

一ogPD20FEV1

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

-0.5

●●●●●●●●●●● ●
､●● ●●

㌔.●●.●o 0.5 1.0 1.5 2,0 2.5

FEVl図 6.肺気腫 における FEVl(前値 )とPD
2｡FEVlの関係肺気腫や COPDにおける気道過敏性の冗進 (PD2｡FEVl
の低下)はベースラインの FEV.が低いためと説明される｡メタコリン吸入
による ドシメーター法で､FEVlが前値の20%以 上低下するメタコリン濃度 をPD2.FEY.と

して表 している｡ 京大胸部研紀 要 第 2

3巻 第 1, 2号方で generalpopulationsam

pleを対象 とした検討では,PEFRの日内変

動では健常人 と喋息は完全には分離できない｡

しかし,理論的に計算 された健常人の PEFRが

20%以内の 日内変動であることを部分的に実

証する成績が得 られている58)｡ これは瑞息の治療

目標の指針 として,variabilityが20%以内 と

して示 されていることを裏付 けている59)0 COP

Dの多 くの症例 は,固定 した気道閉塞のため PE

FRは20%以下の日内変動を示すが,中には

その他の検査では棉息性の要素が少ないと考え

られるにもかかわらず,軽度のmorningdipが

見 られる症例が存在する (図 7)

60)～63)0安定期の COPDの全て

の症例 に対 してステロイ ド剤を トライアルすべ

きかについての議論がある｡ ステロイ ド剤に対

して著 しく改善を示す症例があることが知 られているが6

4)～70),どの症例にステロイ ド剤が有効で

あるかについてを,あらかじめ予測することは容易

ではない｡82-agonistに対する反応が良

好な症例や末梢血および啄疾中の好酸球増多を

認める症例では,ステロイ ド剤が有効である

ことが多い と考 えられ66)～68)70),一般的にステロイ

ド斉田ま瑞息性の因子 に対 して有効 と考 え られ る｡

従 来,pred･nisolone30mgで トライアル

するものが多かったが,最近欧米では40mgを使

用する方が主流 となった｡ステロイ ド剤の効果は

およそ 8-14日目にピークに達するため,10日間から2週間試験
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的に投与される71)72)｡効果の判定は,FEVlまた

は FVCが優位に改善を示せば, これ らを指標

としてステロイ ド剤を継続減量する (症例 4)｡

改善が明らかでなければ直ちに中止する｡ 吸入

ステロイ ド剤は,体内へほとんど吸入されず,

全身的な副作用の点では影響が少ない｡ステロ

イド剤が有効な症例に対 しては,経口のステロ

イド剤の減量を目的 として積極的に使用が勧め

られる｡ また,上記の prednisoloneの トライア

ルに代わって,吸入ステロイ ド剤で トライアル

できないかどうかの検討 も行われている73)～76)｡

[症例 4]58歳,男性｡噂疾,咳噺,労作時呼吸困難｡

ex-smoker｡白血球 8000/mm3,好酸球 640/mm3,IgE95

IU/mJ｡啄疾は,多いときで100mg/目に及ぶが細胞成分

はほとんど好酸球であった｡VC4.66/,%VC128%,

FEVl1.94/(64.7%pred),FEVl/FVC42.1%,DLco

22.7m//mュn/torr(84.4%pred),DLco/VA 3.90mJ/

min/torr//｡metaproterenol吸入前後では,FEV11.94

∫-2.36g,"relativeresponse"は121.6%,"absolute

responseMは14.0%｡SABでは気腫性病変が明 らかであ

った｡プレドニン30mgの トライアルで,FEVll.947-2.

82/と著 しい改善が見 られ,また 1日暗疾量は100m7 -

10mgと減少 した｡

まとめ :本例では,SABで気腫性病変が明 らかであっ

た点を除けば慢性気管支炎 と理解 される可能性がある｡

末梢血 と暗疾 中好酸球増多や P2-agOnistに対する部

分的な反応性など強い晴息性の因子が見 られた｡プレド

ニンの トライアルによって FEVlは著 しく改善 し,ster-

oidresponderと考えられた｡しかし,ステロイ ド剤によ

っても改善せず固定 した気道閉塞の部分が存在 し,これ

は SABで明 らかとされた肺気腫の病変の存在によると

推察された｡

上記の検討を踏 まえて,最大限のステロイ ド

治療 (例えば,プレドニン30mg毎 日2週間) と

気管支拡張剤によっても,改善 しない固定 した

閉塞性障害は,ほとんど大部分が肺気腫 と考え

て良いであろう｡ また,日常診療においては,

正確な検査を実施するのは繁雑でもあり,ステ

ロイド剤の トライアルを含めて最大限に治療 し

た場合の FEVlを治療前の FEVlと比較 し, ど

のような治療が個々のCOPD患者 にもっ とも

効果的であるかを考えて治療にあたることが必

25-

要である｡

(2) 肺気腫の診断

①診断のためのアプローチ

肺気腫は,病理組織学的に線維化を伴わず

に肺胞壁の断裂により終末細気管支より末梢

の気腫が里常にかつ恒常的に拡張した病態 と

して定義されている77)｡ この定義から気腫そ

のものの診断は病理学的な方法でのみ可能 と

されるが,病理学的な気腫病変 と対応させる

ことによって画像診断や機能検査によって肺

気腫の診断が可能ではないかと検討され続け

ている｡

肺気腫の病理診断は,多 くの腫癌性病変の

ように部分的に存在する特徴的な組織所見の

存在で診断される allornoneの診断ではな

い｡ほとんど正常 と考えられる肺に存在する

気腫性病変 と,慢性肺気腫のためポロポロに

なった肺に見 られる病変 との違いは,気腫性

病変の量的な差であり, この点は他の多 くの

肺の病理診断とは異なる点を念頭においてお

かなければならない｡

肺気腫の病理学的な重症度の評価はThur-

1beckらによって確立 されている15)18卜20)78ト80)｡

特に肺気腫の病理学的検討のために使用され

る剖検 または切除肺は経気管支的に一定の圧

で伸展固定されていなければならない｡ もっ

と も し ば しば用 い られ る方 法 は paper

mountainsection法 による全肺のスライス

を0から100までの標準のパネル と肉眼的に

比較 して gradingする方法である｡また,無

作為に抽出した領域の肺胞隔壁の距離を計測

した meanlinearintersepta (MLI)などの

定量的な評価方法が使用される｡ これらの方

法を使用 して各種の臨床所見 と剖検肺や切除

肺 との対応により,各種の検査法の位置づけ

が可能 となった｡

実際我々の施設では,DPBを除いた,cur-

rentorex-smokerで FEVl/FVCが70%以

下の症例にSABやX線 CTを撮影するとほ

とんどの症例で気腫性病変が観察される｡ 画

像診断では一部の症例で気腫性病変を明 らか

とすることができず,その気道閉塞が何によ
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ってもたらされているかは病理学的な検討が

必要である｡

(参胸部X線写真

我が国ではルーチンに撮影 されることが多

く,スクリーニングとして過大評価 されてい

る傾向がある｡肺気腫の胸部Ⅹ線所見には,

肺野の透過性元進,肺血管影 (肺紋理)の減

少,過膨張所見などが認められる81)～84)｡過膨

張の判定の基準 としては,横隔膜低位および

平低化,傍胸骨腔の拡大,肺の高さの増大,

心臓郭比の減少などがあげられ, これらの判

定のために側面写真が有用である｡

しかし,肺気腫の診断における胸部X線所

見の信頼度 はそれほど高い ものではない｡

Thurlbeckらは422例の剖検肺 との対比 にお

いて,比較的重症以上の肺気腫症例の41%が,

重症以上の肺気腫の約2/3が胸部X線所見か

ら肺気腫 と診断され,肺の高さの増大 と横隔

膜低位の所見が もっともよく肺気腫の程度 と

相関を示 し,次に傍胸骨腔の拡大があげられ

たと報告している82)0

胸部X線所見 と肺機能検査 との相関は良好

ではない｡過膨張所見 は,TLCと相関する

が,胸部 Ⅹ線写真か らFEVlや FEVl/FVC

を推察することは困難であって,集団検診な

どに際 して COPDのスクリーニ ング として

の意義は少ない｡

③ X線 CT

肺気腫は低濃度領域の存在 として CTに描

出される｡CTにおいて,気腫を評価する方法

には,視覚的な方法 と85)～89),CT値を使用 し

た定量的な方法があるが90)～92),両者 ともに剖

検肺や手術肺における気腫性病変 と対応する

ことが知 られている｡ 通常の CT装置を使用

して 1cm厚スライスでスキャンした場合には,

径 3mm以上の気腫腔が,高分解能 CTを使用

して1.5mm厚スライスで撮影 した場合は径 1

m以上の気腫腔が検出可能である93)｡ しかし,

Millerらは1.5mm厚スライスで撮影 した場合

でさえ,径0.5cm以下の病変は見逃されること

があり,早期の肺気腫診断における限界を指

摘 している88)｡実際 centriacinaremphysema

京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

における気腫腔は大 きさが比較的多様であり,

これらの内ある程度の大 きさを有する気腫腔

からCTでとらえられるのであろうが,さら

に実際に肺気腫の肺標本に認められる多数の

顕微鏡学的な肺胞の破壊はCTには描出させ

ず, これはpanacinaremphysemaに代表 さ

れるように,大 きな気腫腔を形成せずにびま

ん性の病変が主体である肺気腫症例の診断に

おいてはⅩ線 CTによる診断に限界があるこ

とを示 している93)｡

④選択的肺胞気管支造影 (Selectivealveolo-

bronchography,SAB)

気腫性病変に造影剤を流入させて観察 しよ

うとするSABは,我が国の東北大学のグル

ープによって開発 された技法である94)｡末梢

肺 にみ られ る造 影 剤 の プー リング (ring

shadows)は健常肺では肺胞管に対応するが,

気腫によって破壊 された気腔に造影剤が流入

して形成 されるringshadowsの径は著 しく

大 きい95) (図 3･8)｡ 従来気腫があるなしの

allornoneの診断 となりがちであったが,定

量的な判定方法 も報告されている95)96)｡確か

に,造影された限られた領域の中で典型的な

肺胞破壊像がい くつか観察された場合は,肺

気腫の診断自体に疑問はないであろう｡

SABによる気月重性病変の描出は,確かに鋭

図
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敏で,理解 も容易であるが,肺胞領域 まで流

入 した造影剤は組織学的には高率に障害を生

じることが知 られているように侵襲的である

ことや,現在では海外では気管支造影さえほ

とんど実施 されていない現況から評価がほと

んど得 られていないことを考えて,その適応

には慎重である必要がある｡ これは,臨床研

究 を目的 として実施する以外 には COPDの

患者において気腫の存在を確認することが ど

れだけ臨床的に患者に還元される有用性をも

っているかという重要な問題点につながって

いる｡

⑤肺機能検査

Nagai,ThurlbeckらはいわゆるCOPD42

例の剖検肺を検討 し, この大部分が慢性肺気

腫であり,閉塞性障害の重症度 もまた肺気腫

の程度 ともっとも良 く相関することを報告し

た｡ これらの対象例には細気管支病変が見 ら

れたが, これは同時に存在する肺気腫に伴っ

た 2次的な変化 と理解 した方が良いとの見解

を示 している｡ 中枢側の太い気管支の病理学

的な指標は,気腫の病変や細気管支の病変 と

相関を示さなかったばか りか,気道閉塞 と関

係 したあらゆる肺機能検査所見 とも関係が見

られなかった18)｡この検討から,少な くとも重

症の気道閉塞は気腫によってもたらされるこ

とはほぼ間違いないで＼あろう｡

我が国の肺気腫研究会では,肺気腫の診断

のためにきつい基準 とあまい基準を示してい

る97)｡前者には FEVl/FVCが55%以下 とい

う項 目が示され,我々 もこの基準を満足する

COPD症例では,SABや CTでほぼ肺気腫

の存在が確認 されると考えている｡

DLcoの低下,TLCの増大,静肺 コンプラ

イアンス増加,肺圧量曲線の偏位など慢性肺

気腫にしばしば見 られる肺機能検査の特徴的

所見があるが,肺気腫の診断能力 という点で

はいずれ も優れているとは言いがたい｡

(3)COPDをめぐる問題点

①慢性気管支炎をどう位置付けるか ?

Fletcherや BMRCによる慢性気管支炎の

診断基準は32)98),啄疾の啄出 という臨床症状
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のみによっているため,肺気腫,DPBあるい

は瑞息のどの疾患でも満足する症例がある｡

この診断基準から得 られる慢性気管支炎は,

特異的な病名 とは言いがたい99)｡さらに,暗疾

の過剰分泌 という臨床的な指標や粘液腺肥大

や気管支壁の炎症性病変などの中枢側の太い

気管支の病理学的な指標は,気道閉塞 とはほ

とん ど相 関 しな い こ とが 明 らか とされ

た14)～20)｡慢性気管支炎 として定義される病態

のみでは,気道閉塞を定義 としてまとめられ

た COPDとして包括 される対象の病態 に含

まれない｡気道閉塞を示す場合は,気腫や細

気管支病変などの何 らかの慢性気管支炎以外

の病変を伴 っているはずである｡歴史的に,

慢性気管支炎の名称の下に多 くの研究を行っ

てきた Fletcher自身は,気道閉塞に関与する

病変は細気管支領域に存在すると考えて,慢

性気管支炎に代わって,chronicobstructive

bronchiolitisの名称を提唱 している100)｡

しかし,気道閉塞 という枠組みをはずす と,

慢性のロ客疾を症状 とする症例は存在する｡ こ

れらの原因の 1つは喫煙であり,喫煙者の約

20%は慢性の口客疾を有するとする報告がある｡

これらの喫煙者における暗疾や咳p軟は禁煙に

よって可逆性であることが多い｡

我々は,副鼻腔炎を伴 うが DPBや気管支

拡張症 としての病像が明 らかでな く,気道閉

塞を伴わず,多量の暗疾を暗出する例をまれ

に経験することがある(症例 5)｡ また,暗息

にともなって多量の膿性でない暗疾を伴 う例

はしばしば経験され,bronchorreaと呼ばれ

ステロイ ド治療の適応 として知 られている｡

[症例 5]32歳,女性｡噂疾,咳轍あ り｡労作時呼吸困

難は認められず｡副鼻腔炎あ り｡neversmoker｡噂疾

は100mJ/日｡暗疾中の細胞成分はほ とん ど好 中球

で,好酸球は認めず｡VC2.66/,%VC94.3%,FEVl

1.99g(75.1%pred),FEVl/FVC73.4%,DLco19.

2m//min/torr(78.7%pred),DLco/VA 6.30m//

min/torr/J｡metaproterenol吸入前後で,FEV12.05

∫-1.947｡胸部X線写真や CTは正常で,粒状影や気

管支拡張所見はなし｡

ま と め :FEY./FVC73.4%>70%,FEV175.1%
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pred<80%で,軽度の気道閉塞が存在するかどうかの

ボーダーラインであるO晴息性の因子は認められない

が,多量の啄疾があ り,気道閉塞が明 らかでない慢性

気管支炎 という診断になるのであろうか ? しかし,

副鼻腔炎を伴い,副鼻腔気管支症候群の中に含 まれる

病態 として理解できる｡

② smallairwaysdisease.および細気管支病

変について

末梢気道の病変が注 目されるようになった

のは,Macklemが外径約 2mmの逆行性 カテ

ーテルを使用 して,末梢気道の生理学的な検

討を行 ったことに始 まる101ト 103)｡その後,径

2mm以下の末梢気道が smallairwaysと呼ば

れるようにな り,主 として手術肺に見 られる

病変 と肺 機能検 査 の対応 の研究 が行 われ

た104卜 108)｡FEVlが正常で,気道閉塞が明 らか

でない症例において,肺標本に見 られるこれ

らの病変がより鋭敏な肺機能検査によって検

出可能であることが報告された｡ これ らの早

期の末梢気道病変を検出する肺機能検査 とし

て動肺 コンプライアンスの周波数依存性や

Heフロー ボ リュー ム カー ブ (He･flow-

vblumecurve),さらには不均等分布の指標

であるclosingvolumeや△N2などが上げら

れ,"smallairwaystest"と呼ばれるように

なった｡

明 らかな気道閉塞 を伴わない時期に見 られ

るような早期の末梢気道病変が将来 COPD

に進展するであろうとの見解から, このよう

なsmallairwaysdiseaseが提唱された｡そ

の後 これらの肺機能検査上の鋭敏な指標が,

早期の閉塞性病変を検出しているのか,重要

な意味を持たない平均からの偏位にすぎない

のかについて検討が続けられて きた｡ しかし,

現在では,smallairwaystestの異常を示す

個々の症例が将来 COPDになるとは言 えな

いとする見解が強い109)～111)0

Nagai,Thurlbeckらの検討成績では,気道

閉塞にもっとも強 く相関する病変は気腫性病

変であり,ほとんどの症例では共存する気腫

によって気道閉塞が もたらされていると考え

られる｡彼 らの成績では末梢気道病変は存在

京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

するもののこれは気腫性病変に付随して存在

すると考えた方がよいと結論 している18)｡ こ

れに対 して細気管支の病変が気道閉塞 に平行

するとした成績があるが,肺標本の細気管支

の病変のみを評価 して,肺気腫の病変を評価

していない研究が多い｡さらに対象の FEVl

がかな り低下 しているような重症の COPD

ではな く,肺癌の切除肺などかな り軽度の気

道閉塞 を対象 としている場合が多い｡

しかし一方では, まれではあるが生前には

強い気道閉塞が見 られたにも拘わらず,剖検

肺において肺気腫はほとんど見 られず,高度

の糸田気管支病変が見 られた症例が報告されて

いる112)～114)｡病理学的には非呼吸細気管支周

囲の細胞浸潤や線維化,goblet cellmeta-

plasiaなどがあげられるが,DPBの病理組織

像 とは明 らかに異なるものである｡ 我々の経

験ではこのような症例の剖検所見に遭遇 した

ことがない｡ しかし,強い気道閉塞が存在す

るにも拘わらず,棉息性要素や副鼻腔炎が存

在せず,当然肺気腫が存在すると考えて実施

した SABや CTにおいて気腫性病変が明 ら

かでない症例が まれにあり,今後の症例の積

み重ねを必要 とする (症例 6)｡

[症例 6]68歳,男性｡労作時呼吸困難,啄疾,咳噺｡

neversmoker｡父,妹,娘に晴息の病歴あり｡副鼻腔

炎なし｡末梢血好酸球 140/皿3,1gE3131U/ml｡暗疾

は,10-20mg/日で,好酸球増多なし｡VC2.167,%

VC72.0%,FEV10.64/(33.3%pred),FEVl/FVC

28.8%,DLco19.7mg/min/torr(89.1%pred),

DLco/VA4.80m//min/torr/J｡metaproterenol吸入

前後では,FEVl1.047-1.24gで,"relativerespon-

se"は119.2%,"absoluteresponse"ばlo.4%｡SAB

では肺胞破壊像な く,ほぼ正常であった (図 8)｡

まとめ :FEV.が33.3%predと比較的重症の気道閉

塞を示すにもかかわらず,喫煙歴はな く,DLcoはほ

ぼ正常で SABでは肺気腫 を裏付 ける所見 は見 られ

なかった｡家族歴やP2-agOnistに対する部分的な反

応性など棉息性の因子がみられたが,強い気道閉塞を

説 明 で き る ほ どで は な い｡peripheral airways

diseaseとは, このような症例を呼んでいるのではな

いか という我々の推察である｡
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smallairwaysdiseasesの名称は,上記の

ような気道閉塞が明 らかでな くより鋭敏な指

標でのみ とらえられる早期の細気管支病変を

さす場合 と,強い気道閉塞を示す末梢気道病

変をさして使用する場合 とがあ り,混同を避

けるために も後者の病態 を呼ぶ場合 には,

1987年 の ATSに よ る peripheral airways

diseaseの名称 を使用 す る ことが推奨 され

る24)｡

3.びまん性汎細気管支炎

本間,山中,谷本 らによって提唱された DPB

は,我が国では広 く分布 していることが明 らか

とされている4卜 7)｡元来組織学的な所見 に基づ

いて提唱された疾患であるが2),実際 は厚生省

研究班の診断の手引 きに基づいて臨床診断され

ているのが大部分である｡ 診断の手引 きには

FEVl/FVCが70%以下の項 目が採用 されてい

るように,DPBは慢性の気道閉塞 と気道感染 と

の 2つの病態で特徴づけられる115)｡しかし,ど

の病変が気道閉塞の原因であるかは明 らかには

されていない｡谷本は強制呼出時における中枢

側気道の虚脱を指摘 しているが116),多 くは細気

管支病変が主な原因 と推察される｡

DPBとして臨床診断 される症例やその周辺

の病態が存在することは臨床的に明 らかである｡

全例 に副鼻腔炎が合併することやエ リスロマイ

シンの長期投与によって著 しく改善する症例が

あることは,かって COPDの typeBとされた

症例は現在米国では見 られないということを考

え合 わ せ て も,DPBを喫 煙 を背 景 とす る

COPD と同 じ範 晴 で取 り扱 うの は正 し くな

い 5)～7)○

現在 DPBと気管支拡張症 との関連が もっと

も問題 とされている117)118)｡ DPBのほとん どの

症例が多かれ少なかれ気管支 ･細気管支拡張所

見を備えている｡また,胸部X線写真やⅩ線 CT

で限局 した領域に粒状影や小葉中心性結節性病

像が見 られ119),副鼻腔炎を有するが,気道閉塞

が明 らかでない例 を10例以上経験 している (症

例 7)｡

[症例 7]38歳,女性｡暗疾,咳轍で来院｡労作時呼吸

困難なし｡副鼻腔炎あ り｡neversmoker｡Coarsecra-

29-

図
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西 村図10.症例 8の右気管支造
影所見右下葉の気管支は､右上中葉の気管支 と比較すると拡張 して認められ

る｡ しか し､典型的な気管支拡張症 と比較すると､末梢の気道 まで造影剤は
よく流入 して

いる｡ F∈VIO(% pro
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.
気管 支拡張所見と副鼻腔炎の有無

､
CT上の小葉
中心性結節像とFEVl(%pred)の関係

副奴腔炎伴うcylindricalな気管支拡張所見が見られる症例の中で､
CT上の
小葉中心性結節像の存在は気道閉塞と関係が見られる(図11)
｡
これは
､
気道
閉塞 を伴 う気管支拡張所見を示す症例 をclin

icalDPBとして取 り扱 っている可能性がある｡ 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

'cllnlC81DPB'

∩=17(33%)図11.気管支造影で気管支拡張所見から明らかであっ

た症例の検討気管支造影で拡張所見が確認 された51例を､耳鼻科的検索による副
鼻腔炎の有無､肺野の CT所見から分類 した｡cylindricalな拡張で､副

鼻腔炎を伴ってびまん性に小葉中心性結節像 を認める症例の多 くは clinica1DP

Bとして合致する所見であった (図12参照)O8 9 10 1一 一211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tl t211 2 3 4 5 6

7 8l987 l l988 l 1989図13.DPBにおけるエ リスロマイシン治
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道閉塞が全 く消失 した とい う症例 も見 られ る

(図13)120)｡ただ,DPBの持つ気道感染 と気道

閉塞の指標が同時に推移 して改善せず,効果の

判定があいまいにな りがちな傾向を否定できな

い115)｡我々の施 設 で は20例 以 上 の臨 床 診 断

DPBにおけるエ リスロマイシン治療の症例の

中で,投与前には明 らかでなかった瑞息性発作

の出現を認め,改めて DPBとは何か という疑

問に立ち返 らされた｡

4.その他の気道閉塞性肺疾患

(1) 閉塞性細気管支炎 (Bronchiolitis ob-

1iterans,BO)

終末細気管支 より高位の細気管支を中心 とし

て,内腔 を肉芽組織 によって閉塞 される疾患で

あ り,強 い気道 閉塞 に よ る呼 吸 困難 を呈 す

る121)｡胸部X線所見では過膨張所見が著明で,

DPBに認められるような粒状影は見 られない｡

特発性 (cryptogenic)の もの と慢性関節 リウマ

チ (RA)などの勝原病 に伴 うもの,骨髄移植後

に発症するものなどが知 られている122)｡本症は

まれな疾患で診断のためには組織診断を必要 と

する｡ 我々のグループでは, まだ経験はない｡

(2)肺 リ ン パ 脈 管 筋 腫 症 (Pulmonary

lymphangiomyomatosis,LAM)

妊婦可能な年齢の女性の肺 に異型性 を有する

平滑筋が異常に増殖するびまん性肺疾患である

(症例 8)123)124)｡原因は不明であるが,嚢胞形

成の傾向が強 く,壁を有きず肺気腫 と同様の外

観 を呈することが多い｡

[症例 8]37歳,女性｡労作時呼吸困難｡喫煙歴はごく

わずか (3- 5本/日×5年間)｡VC2.577,%VC88.

6%,FEVIO.667(23.9% pred),FEVl/FVC35.3

%,DLco27.9%pred,DLco/VA 1.60mg/min/torr/

/｡胸部Ⅹ線所見は過膨張所見のみで,CTでは多数の低

濃度域が主体であった｡開胸肺生検では LAM の診断で

あった｡

まとめ :肺標本の肉眼所見では,肺気腫が主体で,臨床

的にも検査所見は慢性肺気腫 との区別は困難であった｡

若い女性であること,喫煙歴が少ないことな どが慢性肺

気腫 との相異点であった｡

本症 の肺機能検 査所見 は,FEVlや FEVl/

FVCの低下 に示 されるような閉塞性の換気障
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@ 自挨2症例

●我が国での報告15例

×欧米での報告21例

0 20 40 60 80 100 120 140(%)

% VC or%FVC

図14.肺 リンパ脈管筋腫症における肺機能検査

これ まで報告された症例および白験 2症例J)肺機能検奄成績 を示 したoo/OVC
まf=は0/.FVCを8()O/O､FEVl/FVCまたは FEVl/VCを700/oまでを11:_常 と考
えた場令､やはり閉塞惟障害 を示す症例の頻度が高 い ことが理解で きるo

害が多いとされ,Soboyaらは,本症に見 られる

気道閉塞は気腫性病変によって もたらされてい

ることを報告 している125)｡これ までの報告で記

載 されている肺機能検査成績 を図14に示 した｡

必ずしも閉塞性障害を呈するとは限らず,拘束

性障害や混合性障害など様々である｡ しかし他

の間質性肺疾患 と比較すると気道閉塞を示す症

例の割合が多いことは事実である｡

お わ り に

我が国において,慢性的に気道閉塞所見を示

す疾患 としては,気管支晴息の一部の症例,肺

気腫 を中心 とするCOPD,DPBとその関連疾

忠,その他の比較的稀な疾患に大別 される｡ こ

れ らの疾患の構成割合は,種々の因子によって

影響 される｡DPBは我が国において比較的頻度

が高い気道閉塞性疾患ではあるが,欧米ではほ

とんど報告がな く, これは民族差や人種差が関

与 していると推察される｡ 欧米では,かって多

かった喫煙習慣 を反映 して,肺気腫 を中心 とす

るCOPDが大きな社会問題 となっているが,堤

在我が国ではそれほど頻度は高 くない｡吸入ス

テロイ ド剤をはじめとする晴息治療の進歩は,

瑞息による気道閉塞の頻度を減少させている｡

"1秒率が70%以下である心 というだけの理由

で,これ らの疾患を全て COPDとしてひとまと

めにしてしまうことは,医学のレベルで も医療

のレベルでも妥当とは言い難いものである｡
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本稿におい ては気道閉塞を示す疾患の鑑別診

断を中心に記載 したが,各疾患において治療や

予後についても重要な臨床的課題が残されてい

る｡欧米には,閉塞性肺疾患についての多 くの

論文が報告され,成書化 されている｡ しかし,

欧米 と我が国では疾患の構成や頻度にやや異な

る点があるため,我が国においても症例の積み

重ねとともに, これらの疾患の臨床情報の整理

の必要性を強調 したい｡

謝辞 御指導,御校閲いただいた泉孝英教授に感謝いた

します｡

文 献

1)WilliamsMH JrandSeriffNS:Chronicob-

strutive pulmonary disease.An analysis of

clinical,physiologicandroentgenologicfeatures.

Am JMed35:20-30,1963.

2)山中 晃,斎木茂樹,田村静夫,他 :慢性気管支閉

塞性疾患の病理 慢性気管支閉塞性疾患の問題点

-特にびまん性汎細気管支炎について,内科,23:

442-451,1969.

3)HommaH,YamanakaA,TanimotoS,etal:

Diffusepanbronchiolitis-adiseaseofthetran-

ditionalzoneofthelung二Chest83:63-69,1983.

4)本間日臣 :びまん性汎細気管支炎,日内会誌,75:

1348-1364,1986.

5)泉 孝英,西村浩一,北市正則 :Currenttopics.び

まん性 汎 細 気 管 支 炎 の 独 立 性 を め ぐって,

medicina,22:1864-1873,1985.

6)泉 孝英 :閉塞性肺疾患をめぐる用語の混乱をめぐ

って-慢性気管支炎 とその周辺および関連疾患の

概念 ･定義,疾患間の関連性,わが国ではどのよう

な閉塞性肺疾患があるのか,について考える- ,

日胸,48:704-712,1989.

7)西村浩一,泉 孝英 :慢性細気管支炎,現代医療,

20:1405-1410,1988.

8)滝島 任 :気管 ･気管支 ･細気管支の炎症,山村雄

一,吉利和 監修,内科学書 新訂第三版 第 2巻

中山書店,1987,p.809-814.

9)Terminology,definition,and classification of

京大胸部研紀要 第 23巻 第 1, 2号

Chronicpulmonaryemphysemaandrelatedcon･

ditions.A reportoftheconclusionofaCiba

guestsymposium.Thorax14:286-299,1959.

10)BurrowsB,Niden AH,FletcherCM,etal:

Clinicaltypesofchronicobstructivelungdisease

inLondonandinChicago.Astudyofonehun-

dredpatients.Am RevRespirDis90:14-27,

1964.

ll)Jones NL,Burrows B,FletcherCM :Serial

studiesof100patientswithchronicairwayob-

structioninLondonandChicago.Thorax22:

327-335,1967.

12)泉 孝英 :Airwayobstructivediseasesanddif-

fusepanbronchiolitis.一ツーソンにバロー教授 を

訪ねて-,呼吸, 6:1285-1287,1987.

13)BurrowsB,Bloom JW,TraverGA,etal:The

course and prognosis ofdifferentforms of

chronicairwaysobstructioninasamplefromthe

generalpopulation.N Engl∫Med317:1309-

1314,1987.

14)MitchellRS,StanfordRE,JohnsonJM,etal:

Themorphologicfeaturesofthebronchi,bron-

chioles,andalveoliinchronicairwaysobstru-

tion:aclinicopathologicstudy.Am RevRespir

Dis114:137-145,1976.

15)ThurlbeckWM :Chronicairflowobstructionin

lungdisease.Philadelphia.W.B.SaundersC0,

1976.

16)BerendN,WoolcockAJ,MarlinGE:Correlation

betweenthefunctionandstructureofthelungin

smokers.Am RevRespirDis119:695-705,1979.

17)JamelK,CooneyTP,FleethamJA,etal:Chronic

bronchitis.Correlationofmorphologicfindings

tosputum productionandflow rates.Am Rev

RespirDis129:719-722,1984.

18)NagaiA,WestWW,Thurlbeck WM :The

National ∫nstitutes of Health lntermittent

positive-pressure breathing trial:Pathology

studiesII.Correlationbetweenmorphologicfin-

dings,clinicalfindings,andevidenceofexpir-

atory-airflow obstruction.Am RevRespirDis

132:946-953,1985.



平成 2.3 我が国における気道閉塞疾患

19)Thurlbeck WM :Chronic airflow obstruction.

Correlation of structure and function. In

"Chronicobstructivepulmonarydisease"edited

byPettyTL.2nded.MarcelDekker,Inc.NY,

1985.p.129-203.

20)ThurlbeckWM :Chronicairflowobstruction.In

"Pathologyofthelung"editedbyThurlbeck

WM.ThiemeMedicalPublishers,IncリNY,1988.

p.519-575.

21)Chronicbronchitis,asthma,andpulmonaryem-

physema.A statementby thecommittee on

diagosticstandardsfornontuberculousrespir-

atorydisease.Am RevRespirDis85:762-768,

1962.

22)Chronicobstructivepulmonarydisease.Astate一

mentofcommitteeontherapy.Am RevResplr

Dis92:513-518,1965.

23)Pulmonarytermsandsymbols.Areportofthe

ACCp-ATS joint committee on pulmonary

nomenclature.Chest67:583-593,1975.

24)Standardsforthediagnosisandcareofpatients

with chronic obstructive pulmonary disease

(COPD)andasthma.Thisofficialstatementof

theAmericanThoracicSocietywasadoptedby

theATSboardofdirectors,November1986.Am

RevRespirDis136:225-244,1987.

25)BurrowsB:Chronicairwaysdiseases.In"Text-

bookofMedicine"editedbyWyngaardenJBand

SmithLH.16thed.W.B.Saunders,Philadelphia,

1982,p.363-371.

26)SniderGL,KoryRC,LyonsHA:GradingofPU卜

monaryfunctionimpairmentbymeansofpu1-

monaryfunctiontests.Recommendationsofthe

committeeonpulmonaryphysiology.American

collegeofchestphysicians.DisChest52:270-

271,1967.

27)SniderGL:Chronicbronchitis.In"Currentther-

apyofrespiratorydisease.1984-1985日editedby

ChemiackRM.B.C.Deckerlnc.Philadelphia

1984p.127-134.

28)BerglundE,BirathG,Bjure∫,etal:Spirometric

studiesinnormalsubjects.Ⅰ.Forcedexpirograms

- 33-

insubjectsbetween7and70yearsofage.Acta

MedScand173:185-191,1963.

29)YokoyamaT andMitsufujiM:Statisticalre-

presentationoftheventilatorycapacityof2,247

healthyJapaneseadults.Chest61:655-661,1972.

30)荒井 孝 :閉塞性障害の早期検 出にかんす る検討
●

とくに flow-volume曲線 (Vmax)の意義 と正常

値について, 日内会誌,67:379-388,1978.

31)BurrowsB:Courseandprognosisinadvanced

disease.In "Chronic obstructive pulmonary

disese"editedbyPettyTL2nded.MarcelDek-

ker,Inc.NY,1985.p.31-42.

32)FletcherCM,PetoR,TinkerCM,:Thenatural

historyofchronicbronchitisandemphysema.

0Xford:oxfordUniversityPress;1976.

33)OrieNG,SluiterHJ,DeVriesK,etal.Thehost

factorinbronchitis.In:OrieNG,SluiterHJ,

eds.Bronchitis,an internationalsymposium.

Assen,Netherlands:RoyalVangorcum,1961.p.

43-59.

34)WeissST:Atopyandairwaysresponsivenessin

chronicobsturctivepulmonarydisease.NEegl∫

Med317:1345-1346,1987.

35)0'ConnorGT,Sparrow D andWeissST.:The

roleofallergyandnonspecificairwayhyperre-

sponsivenenssin thepathogensischronicob-

structivepulmonarydisease.AmRevRespirDis

140:225-252,1989.

36)WeissSTandSpa汀OWD."Airwayresponsiveness

andatopyinthedevelopmentofchroniclung

disease."RavenPress,NY.1989.

37)三上理一郎 :副鼻腔 と呼吸器疾患,特にびまん性汎

細気管支炎の病因について, 日内会誌,76:1378-

1384,1987.

38)SniderGL∴ChangesinCOPDoccu汀enCe.Chronic

obstrutivepulmonarydisease:Adefinitionand

implicationsofstructuraldetem inationsofair

flow obstuctionforepidemiology.Am RevRe-

spirDis140:S3-S8,1989.

39)SourkRLandNugentKM :Bronchodilatortest-

ing:confidenceintervalsderivedfrom placebo

inhalations.Am RevRespirDis128:153-157,



- 34- 西 村 京大胸部研紀要 第 23巻 第 1,2号

1983.

40)Eliasson0andDegrafりrAC:Theuseofcriteria

forreversibilityandobstructiontodefinepatient

groupsforbronchodilatortrials.Influenceof

clincal diagnosis, spirometric, and anth･

ropometricvariables.Am RevRespirDis132:

858-864,1985.

41)AnthonisenNR,WrightBC,andtheIPPBTrial

Group:Bronchodilatorresponseinchronicob･

structivepulmonarydiseaseAm RevRespirDis

136:814-819,1986.

42)TweeddalePM,AlexanderF,McHardy GJ:

Short term variability in FEVl and bron･

chodilatorresponsivenessinpatientswi血tob-

structiveventlatorydefects.Thorax 42:487-

490,1987.

43)DalesRE,SpitzerWO,TousignantP,etal:

Clinicalinterpretaionofairwayresponsetoa

bronchodilator.EpidemiologlC COnSiderations.

Am RevRespirDis138:317-320,1988.

44)BergerRandSmithD:Acutepostbronchodilator

changesinpulmonaryfunctionparametersin

patientswithchronicairwaysobstruction.Chest

93:541-545,1988.

45)MeslierN,RacineuxJL,SixP,etal:Diagnostic

valueofreversibilityofchronicairwayobstru-

tiontoseparateasthmafromchronicbronchitis:

astatisticalapproach.EurRespirJ2:497-505.

1989.

46)LightRW.ConradSA,andGeorgeRB:Theone

besttestforevaluating theeffectsofbron-

chodilatortherapy.Chest72:512-516,1977.

47)RamsdellJW andTisiGM:Determinationof

bronchodilationintheclinicalpulmonaryfunc-

tionlaboratory.Roleofchangesinstaticlung

volumes.Chest76:622-628,1979.

48)PennockBE,RogersRM,andMcCaffreeDR:

Changesinmeasuredspirometricindeces.What

issignificant?Chest80:97-99,1981.

49)GirardWM andLightRW :ShouldtheFVCbe

considered in evaluating response to bron-

Chodilator?Chest84:87-89,1983.

50)SniderGL:Criteriafortheassessmentofrever-

sibilityinairwaysobstruction.Reportofthe

commitieonemphysema.AmericanCollegeof

ChestPhysicians.Chest65:552-553,1974.

51)BarterCEandCampbellAH:Relationshipof

constitutionalfactorsandcigarettesmokingto

decreasein1-secondforcedexpiratoryvolume.

Am RevRespirDis113:305-314,1976.

52)RamsdellJW,NachtweyFJandMoserKM:

Bronchial hyperreativity chronic obstrutive

bronchitis.Am Rev RespirDis126:829-832,

1982.

53)EngelT,HeinigJH,MadsenO,etal:Acompar-

isonofairwayresponsivenessinsmokerswith

chronicbronchitisandinasthmaticsubiects.Eur

Respir∫2:929-934,1989.

54)Greenspon LW and Parrish B:Inhibition of

methacholine-induced bronchoconstriction in

patientswith chronic obstructive pulmonary

disease.Am RevRespirDis137:281-285,1988.

55)ChaiH,FarrRS,FroehlichLA,etal:Standard-

ization of bronchial inhalation challenge

procedures.∫AllergyClinlmmuno156:323-327,

1975.

56)HetzelMR and Clark TJH:Comparison of

normalandasthmaticcircadianrhythmsinpeak

expiratoryflowrate.Thorax35:732-738,1980.

57)HetzelMR:Thepulmonaryclock.Thorax36:

48二卜486,1981.

58)HigginsBG,BrittonJR,ChinnS etal:The

distributionofpeakexpiratoryflowvariability

inapopulationsample.AmRevRespirDis140:

1368-1372,1989.

59)HargreaveFE,Dolovich∫,andNewhouseMT:

Theassessmentand treatmentofasthma:a

conferencereport.JAllergyClinlmmuno185:

1098-1111,1990.

60)DawkinsKDandMuersMF:Diurnalvariation

in airflow obstruction in chronicbronchitis.

Thorax36:618-621,1981.

62)MitchellDM,GildehP,DimondAHetal:Value

ofserialpeakexpiratoryflowmeasurementsin



平成 2.3 我が国における気道閉塞疾患

assessingtreatmentresponseinchronicairflow

limitation.Thorax41:606-610,1986.

63)RamsdaleEH,MorrisMM,HargreaveFE∴Inter-

pretationofthevariabilityofpeakflowratesin

chronicbronchitis.Thorax41:771-776,1986.

64)FranklinW,MichelsonAL,LowellFC,etal:

Bronchodilatorsandcorticosteroidsinthetreat･

mentofobstructivepulmonaryemphysema.N

Engl∫Med258:774-778,1958.

65)BeerelF,′ickH,TylerJM :Acontrolledstudy

oftheeffectofprednisoneonairflowobstruction

inseverepulmonaryemphysema.New Engl∫

Med268:226-230,1963.

66)Shin C,Stover DE,Henry williams JrM :

Responsetocorticosteroidsinchronicbronchitis.

JAllergvClinlmmuno162:363-367,1978.

67)SahnSA:Corticosteroidsinchronicbronchitis

andpulmonaryemphysema.Chest73:389-396,

1978.

68)MendellaLA,Manfreda∫,WarrenCPW,etal:

Steroid responsein stablechronicobstrutive

pulmonarydisease.AnnInternMed96:17-21,

1982.

69)MitchellDM,GildehP,RehahnM etal:Effects

ofprednisoloneinchronicairflow limitation.

Lancet2(8396),193-195,1984.

70)NisarM,WalshawM,EarisJE,etal:Assessment

ofreversibilityofairwayobstructioninpatients

withchronicobstructiveairwaysdisease.Thor-

ax45:190-194,1990.

71)Webb∫,ClarkTJH,andChilversC:Timecourse

ofresponsetoprednisoloneinchronicairflow

obstruction.Thorax36:18-21,1981.

72)WeirDC,RobertsonAS,CoveRI,etal:Time

courseofresponsetooralandinhaledcorticos-

teroidsinnon-asthmaticchronicairflowobstruc-

tion.Thorax45:118-121,1990.

73)HardingSM andFreedmanS:Acomparisonof

oralandinhaledsteroidsinpatientswithchronic

airwaysobstruction:featuresdetermining re-

sponse.Thorax33:214-218,1978.

74)WardmanAG,SimpsonFG,KnoxAJ,etal:The

- 35-

useofhigh doseinhaled beclomethasonedi-

propionateasameansofassessingsteroidre-

sponsivenessobstructiveairwaysdisease.Br∫

DisChest82:168-171,1988.

75)EngelT,HeinigJH,MadsenO,etal:Atrialof

inhaledbudesonideonairwayresponsivenessin

smokerswithchronicbronchitis.EurRespir∫2:

935-939,1989.

76)Weir DC,Cove RI,Robertson AS,et al:

Corticosteroidtrialsinnon-asthmaticchronic

airflowobstruction:acomparisonoforalpred-

nisolone and inhaled beclomethasone di･

proplOnate.Thorax45:112-117,1990.

77)SniderGL Kleinerman∫,ThurlbeckWM,etal:

The definiton of emphysema.Report of a

nationalheart,lung,andbloodinstitute,division

oflungdiseaseworkshop.Am RevRespirDis

132:182-185,1985.

78)ThurlbeckWM :hternalsurfaceareaandother

measurementsinemphysema.Thorax22:483-

496,1967.

79)ThurlbeckWM,DunnilMS,HartungW,etal:

A comparisonofthreemethodsofmeasuring

emphysema.Humanpathology1:215-226,1970.

80)ThurlbeckWM :Overview ofthepathologyof

pulmonaryemphysemainthehuman.Clin°sin

ChestMedicine4:337-350,1983.

81)SimonG:Radiologyandemphysema.ClinRadio1

15:293-298,1964.

82)Thurlbeck WM adn Simon G:Radiographic

appearanceofthechestinemphysema.AJR130:

429-440,1987.

83)SutinenS,P護良kkoPandLahtiR:Postmortem

inflation,radiography,andfixationofhuman

lungs.A method forradiologicaland path-

ologicalcorrelationsandmorphometricstudies.

Scand∫RespDis60:29-35,1979.

84)Pugatch RD:The radiology ofemphysema.

ClincsinChestMedicine4:433-442,1983.

85)FosterJrWL,PrattPC,RoggliVL,etal:

Centrilobularemphysema:CT-pathologlCCOr･

relation.Radiology159:27-32,1986.



- 36- 西 村

86)BerginC,MullerN,NicholsDM,etal:The

diagnosisofemphysema.A computedtomogra-

phic-pathologlCCOrrelation.Am RevRespirDis

133:54ト546,1986.

87)HrubanRH,MezianeMA,ZerhouniEA,etal:

Highresolutiuoncomputedtomographyofinfla-

tion-fixedlungs.Pathologic-radiologiccorrela-

tionofcentrilobularemphysema.AmRevResplr

Dis136:935-940,1987.

88)MillerRR,MtillerNL,VedalS,etal:Limitations

ofcomputedtomographyintheassessmentof

emphysema.Am RevRespirDis139:980-983,

1989.

89)KuwanoK,MatsubaK,IkedaT,etal:The

diagnosisofmild emphysema.Correlation of

computedtomographyandpathologyscores.Am

RevRespirDis141:169-178,1990.

90)CouldGA,MacneeW ,McleanA,etal:CT

measurements of lung density in life can

quantitatedistalairspaceenlargement-an es-

sentialdefiningfeatureofhumanemphysema.

Am RevRespirDis137:380-392,1988.

91)MtillerNL,StaplesAC,MillerRR,etal:"Den-

sitymask"anobjectivemethodtoquantitate

emphysemausingcomputedtomography.Chest

94:782-787,1988.

92)BiemackiW,CouldGA,WhyteKF,etal:Pu1-

monaryhemodynamics,gasexchange,andthe

severity of emphysema as assessed by

quantitativeCT scaninchronicbronchitisand

emphysema.Am RevRespirDis139:1509-1515,

1989.

93)西村浩一,北市正則,泉 孝英,他 :特集-びまん

性肺疾患の画像診断,末梢気道疾患,臨床画像,4 :

70-84,1988.

94)NakamuraT,TakizawaT,TakishimaT,etal:

Selectivealveolo-bronchographyinchronicPU卜

monaryemphysema.Tohoku∫.expMed99:207

-223,1969.

95)AokiT,InoueH,SasakiH,etal:Relation

between selective alveolo-bronchograms and

pulmonaryfunctiontestsinpatientswithchronic

京大胸部研紀要 第 23巻 第 1, 2号

obstrutivepulmonarydisease.Am RevResplr

Dis129:465-472,1984.

96)SasakiH,OkayamaH,AikawaT,etal:Central

and peripheralairways as determinants of

vetilatoryfunctioninpatientswithchronicbron-

chitis,emphysema,andbronchialasthma.Am

RevRespirDis134:1182-1189,1986.

97)中村 隆,滝島 任 :肺気腫の臨床的概念一総論

-,肺疾患研究の進歩,36:1- 7,1964.

98)Definitionandclassificationofchronicbronchitis

forclinical,andepidemiologicpurposes.Areport

tothemedicalresearchcouncilbytheircom一

mitteeontheaetiologyofchronicbronchitis.

Lancet1:775-779,1965.

99)OpenshawPJM andTurner-WarwickM :Obser-

vationonsputum productioninpatientswith

variableairflow obstruction;Implicationsfor

thediagnosisofasthmaandchronicbronchitis.

RespiratoryMedicine83:25-31,1989.

100)FletcherCM andPrideNB:Definitionofem-

physema,chronicbronchitis,asthma,andair-

flow obstruction:25yearsonfrom theCiba

Symposium.Thorax39:81-85,1984.

101)MacklemPTandMead∫:Resistanceofcentral

andperipheralairwaysmeasuredbyaretr0-

gradecatheter.∫ApplPhysio122:395-401,

1967.

102)Macklem PT,Thurlbeck WM,Fraser RG:

Chronicobstructivediseaseofsmallairways.

AnnInternMed74:167-177,1971.

103)Macklem PT:Obstructioninsmallairways-a

challengetomedicine.Am ∫Med52:72ト724,

1972.

104)HoggJC,Macklem PT,ThurlbeckWM :Site

andnatureofairway obstrution in chronic

obstructivelungdisease.N Engl∫Med278:

1355-1360,1968.

105)NiewoehnerDE,Kleinerman∫,RiceDB:Path-

ologlCChangesintheperipheralairwaysof

youngcigarettesmokers.N Engl∫Med291:

755-758,1974.

106)CosioM,GhezzoH,HoggJC,etal:Therela-



平成 2. 3 我が国における気道閉塞疾患

tionsbetweenstructuralchangesinsmallair-

waysandpulmonary-funtiontests.N EnglJ

Med298:1277-1281,1977.

107)CosioMG,HaleKA,NiewoehnerDE:Mor-

phologicandmorphometriceffectsofprolonged

cigarettesmokingonthesmallairways.Am

RevRespirDis122:265-271,1980.

108)WrightJL,LawsonLM,ParePD,etal:The

detectionofsmallairwaysdisease.Am Rev

RespirDis129:989-994,1984.

109)SolomonDA:Aresmallairwaystestshelpful

inthedetectionofearlyairflow obstruction?

Chest74:567-569,1978.

110)VandeWoestijneKP:Arethesmallairways

reallyquiet?Eur∫RespirDis63(suppl.):19-25,

1982.

111)St急nescuDC,RodensteinDO,HoevenC,etal:

"Sensitivetests"arepoorpredictorsofthe

declinein forced expiratory volume in one

secondinmiddle-agedsmokers.AmRevRespir

Dis135:585-590,1987.

112)SimpsonT,HeardB,LawsJW :Severeirrever･

sibleairwaysobstructionwithoutemphysema.

Thorax18:361-370,1963.

113)HentelW,LongfieldAN,VincentTN,etal:

Fatalchronicbronchitis.AmRevRespirDis87:

216-227,1963.

114)ThurlbeckWM,HendersonJA,FraserRG,et

al:Chronicobstructivelungdisease.Medicine

49:8二卜145,1970.

115)西村浩一 :DPBに対するエ リスロマイシンの有

効性をめ ぐって 1.効果の判定方法をめ ぐって,

TherapeuticResearch,ll:823-826,1990.

- 37-

116)谷本普一,中田紘一郎,荒井信吾,他 :Cinebronch0-

graphyによるびまん性汎 (呼吸)細気管支炎の気

道動態の研究,呼吸 と循環,29:487-491,1981.

117)山本正彦 :びまん性汎細気管支炎 とその周辺疾恵

一 とくに慢性気管支炎および気管支拡張 との関連,

医学のあゆみ,141:289-291,1987.

118)泉 孝英 :気管支 ･細気管支拡張症,現代医療,

21:179-183,1989.

119)西村浩一,北市正則,泉 孝英,他 :びまん性汎細

気管支炎のX線 CT像 と伸展固定肺標本 との比較

検討,臨放,34:773-782,1989.

120)工藤期二,植竹健司,萩原弘一,他 :びまん性汎細

気管支炎にたいするエ リスロマイシン少量長期投

与の臨床効果に関する研究-4年間の治療成績,

日胸疾会誌,25:632-642,1987.

121)Turton CW, Williams G and Green M :

Cryptogenicobliterativebronchiolitis.Thorax

36:805-810,1981.

122)WyattSE,NunnP,HowsJM etal:Airways

obstructiveassociatedwithgraftversushost

disease afterbone marrow transplantation.

Thorax39:887-894,1984.

123)CorrinB,LiebowAA,FriedmanPJ:Pulmonary

lymphangiomyomatosis.A review.Am ∫Path

79:348-382,1975.

124)FlintA,ColbyTV:Surgicalpathologyofdif-

fuseinfiltrativelungdisease.OrlandoGrune&

Stratton,Inc.1987,p.215-219.

125)Sobonya RE,Quan SF,Fleishman JS:Pull

monary lymphanglOleiomyomatosis:

Quantitativeanalysisoflesionsproducingair-

flow limitation.Hum Pathol16:1122-1128,

1985.




