
COPDのこわさを知る
～500万人のCOPD潜在患者の早期診断を～

世界COPDデー　メディアフォーラム2010

フラッシュレポート

世界COPDデー　メディアフォーラム2010が、2010年11月10日（水）、東京・丸の内で
開催された。
司会を務めたGOLD日本委員会委員長　福地義之助氏は、2009年からスタートした
「COPD認知率向上」3年計画の2年目である本年の取り組みについて紹介した。全国
の医療機関、健診施設、健康保険組合に活動への参加を依頼し、COPD啓発イベントの
実施意向がある施設にサポートツールを提供する。2010年にも19都府県で多くの啓発
イベントが実施・予定されている。これまで、会場が限定された中でメディアフォーラムや
啓発イベントが行われてきたが、全国各地でより地域に密着した取り組みが進むことで、
草の根を広げることが期待される。
今回のメディアフォーラムは「COPDのこわさを知る」と題し、患者の方の体験談も含め、COPD（慢性閉塞性肺疾患）
という病気の重大性、苦しさへの理解を促進することで、社会の関心を高めたいとの意図で企画された。講演では、
COPDはこわい病気である一方で、治療の進歩により重症化が防げるようになってきたことが紹介され、「早期発見・
早期介入」の重要性があらためて強調された。「メディアフォーラム2010」の講演内容をレポートする。

GOLD日本委員会　委員長　福地義之助　氏

「COPD　息切れのメカニズム」
和歌山県立医科大学　アレルギー・呼吸器内科　教授　一ノ瀬正和　氏

「COPDは怖い病気・全身の病気」
京都大学大学院　医学研究科　呼吸器内科学　教授　三嶋理晃　氏

「おぼれるような苦しみと恐怖」（COPD患者さん体験談）
呼吸器機能障害者団体・患者会 足立サンソ友の会　会長　成島鉄男　氏
インタビュア－：福地義之助　氏

「COPDの早期診断を　―受診と肺年齢チェックの呼びかけ―」
霧ヶ丘つだ病院　院長/久留米大学医学部　臨床教授　津田徹　氏

【World Health Topics】
「2010： The Year of the Lung 世界肺年の活動について」
社団法人　日本呼吸器学会　理事長　永井厚志　氏

【COPD Update 2010】
「在宅呼吸ケア白書2010　―COPDの動向―」
順天堂大学　医療看護学部　専門基礎内科学　教授　植木純　氏

質疑応答
【体験企画】　「記者の肺年齢チェック＆息苦しさ体験」
（スパイロメーター、スレショルドPEPを体験）
司会進行：GOLD日本委員会　委員長/
 順天堂大学医学部　呼吸器内科　客員教授　福地義之助　氏
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一ノ瀬氏は、COPDの発症機序と息切れのメカニズムについて
解説した。肺気腫と慢性気管支炎の総称であるCOPDは、診断
率が低く、喘息などと比べて一般的に認知されていないことが
大きな問題である。COPDは進行性の疾患で、無治療のままでは
息切れ・呼吸困難、増悪（ぞうあく）、呼吸不全と症状が悪化して
いくことを強調した。
COPDに特異的な症状である息切れは、さまざまな要因が絡んで
起こる。ひとつはたばこなどの有害物質の刺激に続く炎症反応に
よって細気管支壁の線維化が進み、非常に狭くなった気管支を
介して呼吸をしなくてはならないこと。狭い気管支を通して息を
するためには強い圧力を要するので、疲れて苦しく感じやすい。
もうひとつは肺胞の破壊により気腫化した肺では、弾性収縮力
が弱まり、肺に空気がたまりやすくなっていること。その結果、
COPD患者の肺は過膨張の状態になり、横隔膜の収縮力低下等
により換気運動に対して払う努力が大きいことから感じる苦しさ
が大きい。さらに運動時に呼吸が速くなると、十分に息を吐ききる
前に次の吸気がきてしまいAir Trapping（空気のとらえこみ）を
起こし、非常に苦しくなることを説明した。
息切れによる活動性の低下は、著しいQOL（生活の質）の低下
をもたらす。COPD患者に多く見られる糖尿病や動脈硬化性
疾患などの併存症にも悪影響を及ぼす。しかしここ数年、長時間
作用性気管支拡張薬の登場でCOPD患者の治療効果は飛躍
的に改善している。診断率が高まれば、多くの患者が適切な治療
で気流制限を解除でき、活動性を向上させ、COPDだけでなく
併存症の改善まで期待できる。「メディアはこの病気の存在を
広く伝え、診断率向上に協力してほしい」と一ノ瀬氏は訴えた。

和歌山県立医科大学
アレルギー・呼吸器内科　教授

一ノ瀬　正和　氏
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三嶋氏は、COPDが全身にもたらす影響について講演した。
COPDの患者は、真綿で首を絞められたような苦しさを感じ、動く
のがこわくなって生活が不活発になる。すると筋力低下等の廃用
症候群をまねき、精神的な影響も加わってさらに病状が悪化する
という悪循環に陥っている。「この循環を早期に発見し、介入して
切断することが我々の使命」と語った。
COPDの予後は1秒量で表される気流閉塞の程度、BMI（やせ
の程度）、息切れの程度、運動能力の低下の程度によって決まる。
非常にやせていて気流制限が強く、息切れがひどくて運動能力
が低下している人は4年後の生存率が２０％程度という報告も
ある。
またCOPD患者は全身にわたる疾患を併発している率が高い。
注目すべき併存症としては、まず心血管系障害がある。COPD
は喫煙とは独立して動脈硬化を促進する因子であるという調査
結果がある。また、COPD患者の22.3％が睡眠障害を合併して
いる。COPDでは睡眠中に低酸素血症になる傾向があるため、
体の防御反応で目が覚めてしまうからである。さらに、肺気腫病
変の進行はエネルギーの消耗をまねくため、体重減少が見られ、
逆に栄養不足があると肺気腫病変の進行が速くなる。
COPD重症患者では68％に骨粗鬆症が併存しているが、
COPD患者は椎体骨折の頻度が高く、逆に骨粗鬆症によって
骨折が起きれば、COPDの予後は極めて不良となる。COPDの
治療成績は向上してきたが、個々の患者の全身状態や併存疾患
を考慮した治療戦略を練ることが重要である。
「COPDは全身疾患です。循環器をはじめとする一般内科患者
の中にCOPD患者が多く潜んでいます。これらの患者の早期
発見・早期治療を」と三嶋氏は強調した。

京都大学大学院
医学研究科　呼吸器内科学　教授

三嶋　理晃　氏
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喫煙歴のある患者（1151人）のCOPD疑い症例（1秒率70%未満）の割合

2010年のCOPD啓発イベント

津田氏は、COPDの早期診断と肺年齢チェックの重要性・有用性
について福岡周辺地域におけるアプローチの実例なども交えて
講演した。
日本呼吸器学会は肺機能への理解促進のために「肺年齢」を提
唱している。一般の人には1秒量の数値の説明は分かりにくい
ため、1秒量の予測式から逆算した肺年齢を提示する。肺年齢
を使った指導により禁煙達成率が高くなるという研究があるが、
実際、津田氏が産業医として特定保健指導に取り入れたところ、
肺年齢が高いのにびっくりし、その場にたばことライターを置いて
帰った人もいたという。簡易スパイロを使って、血圧と同じくらい
簡単に肺年齢チェックを行えるようになっているので、企業の
産業保健師を指導して普及を促すことにも取り組んでいる。
健診や市民公開講座で肺年齢を測定することも有効であるが、
もっと有効なのはプライマリーケアで肺機能のスクリーニングを
行うことである。福岡COPD研究会がプライマリーケアに通う
患者にスパイロ検査を行ったところ、呼吸器疾患を指摘された
ことがない40歳以上の患者で喫煙歴がある人では23.6％に
COPDの疑いがあった。これは40歳以上の一般の人の有病率
8.6%より高く、喫煙歴があり何らかの病気で通院中の患者は
COPDのリスクが高いということを示している。かかりつけ医が
肺機能検査を行うのが難しい場合には、呼吸器内科専門医と
連携し、地域におけるネットワークを形成することでCOPDの
早期診断が進むと考えられる。
COPDは早期から1秒量の減少スピードが早くなり、軽症の段階
から活動性が低下するが、本人には自覚がない疾患である。
COPDリスクの高い集団のスクリーニング、肺年齢チェックの
重要性を津田氏は強調した。

霧ヶ丘つだ病院　院長/
久留米大学医学部　臨床教授

津田　徹　氏
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2010年7～11月

日　　時 会　　場 実施主体

（株）日立製作所日立総合病茨城県　（株）日立製作所
日立総合病院

2010年7月～ 日東紡績健康保険組合東京都　日東紡績
健康保険組合

2010年7月～ ジェーシービー健康保険組東京都　ジェーシービー
健康保険組合の事業所

2010年7月21日 山日ワイビーエス健康保険山梨県　山梨文化会館

2010年8～11月 財団法人八戸市総合健診セ青森県　財団法人八戸市
総合健診センター

2010年8月5日 群馬県　太田市
学習文化センター

2010年8月25・26日 山日ワイビーエス健康保険山梨県　山梨文化会館

2010年9月11日 諏訪赤十字病院　呼吸ケアチ長野県　諏訪赤十字病院
2階　研修センター

2010年10月2日 財団法人岩手県予防医学協
財団法人結核予防会 岩手県岩手県　盛岡市保健所

2010年10月23日 福岡県内科医会福岡県　北九州国際会議場
大ホール

2010年10月24日 医療法人清和会長田病院福岡県　柳川市
有明地域観光物産公園

2010年10月27日～
11月位 荏原保健センター東京都　荏原保健センター

内

2010年11月 公益財団法人結核予防会東京都　第一健康相談所

2010年11月 公益財団法人結核予防会東京都　複十字病院

2010年11月1～20日 医療法人翔南会翔南病院沖縄県　医療法人翔南会
翔南病院

2010年11月5・6日 普代村保健センター岩手県　普代村
保健センター

2010年11月6日 新潟県立看護大学新潟県　新潟県立看護大学
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GOLD日本委員会の呼びかけに
応えて、19都府県の医療機関、
自治体、健康保険組合、健診機関
などにより、32の啓発イベント
が実施されました。

GOLD日本委員会ホームページに登録されたCOPD啓発イベント（委

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

古賀 丈晴，津田 徹，大森 久光，矢野 秀樹，渡辺 憲太朗，相澤 久道，福岡COPD研究会：呼吸 第25巻8号 P801-P806（2006） 
肺機能検査実施の動機が異なる3集団を対象とした潜在的COPDの疫学調査－人間ドッグ，プライマリケア，術前評価での比較

ブリンクマン
インデックス

40歳代（62人） 50歳代（27人）30歳代（35人）

（歳）

±12.8
±13.5

±14.3

ののCOPDCOPD啓発イベント啓発イベント

呼びかけに
の医療機関、
合、健診機関
発イベント

が実施されました。
ト

GOLD日本委員会ホ ムペ ジジに登録されたCOPD啓発イベント（委ジに登録され



ト

内　　容

ピンバッジ着用病院

世界COPDデーポスター掲示

ポスター掲示による啓発合

職場でのCOPD啓発の勉強会険組合

センター

喘息・COPDの病態について
（講演）

スモーカライザー計測会険組合

諏訪　ホットの会チーム

盛岡市保健所フェスタ2010協会・公益
県支部

福岡県内科医会・県民健康セミ
ナー

世界COPDデー
（ポスター掲示と小冊子配布）

肺年齢チェック体験イベント
2010

ポスター掲示、小冊子配布

ポスター掲示やピンバッジ着用
による普及啓発活動
ポスター掲示やピンバッジ着用
による普及啓発活動
肺の生活習慣病COPD
（ポスター掲示）
普代村文化祭
（健康チェックコーナー）
「桜蓮祭」
（大学祭での体験イベント）

2010年11月7日

日　　時 会　　場 実施主体 内　　容
岩手県臨床衛生検査技師会健
康展（社）岩手県臨床衛生検査技師会岩手県　イオンモール盛岡

2010年11月7日 川澄祭
（学園祭でのポスター掲示）名市大POSの会愛知県　名古屋市立大学

川澄キャンパス内

2010年11月8日 世界COPDデーイベント講演
会大阪府吹田保健所・吹田市医師会大阪府　吹田市立

勤労者会館

2010年11月10日

メディアフォーラム2010
「COPDのこわさを知る
～500万人のCOPD潜在患者
の早期診断を～」

GOLD日本委員会
東京都　三菱ビル
コンファレンススクエア
エムプラス　1階　サクセス

2010年11月11日 肺年齢体験会での普及啓発活
動愛媛県　愛媛県武道館

2010年11月14日 海老名市COPD市民公開講座海老名市医師会神奈川県　海老名中央公園

2010年11月17日 世界COPDデー
（市民向け体験イベント）市立吹田市民病院　SRCTチーム大阪府　吹田市役所

1階　ロビー

2010年11月17日
健康づくり教室「あなたの肺は
大丈夫？ ～COPD、肺がん、禁
煙について～」

谷山生協クリニック、
鹿児島生協病院呼吸器科

鹿児島県　谷山生協
クリニック　4階　講堂

COPD普及啓発目的（ポスター
掲示とピンバッジ着用）

公立陶生病院
5B病棟（呼吸器内科）

公益財団法人結核予防会・社団法人
全国結核予防婦人団体連絡協議会

愛知県　公立陶生病院

2010年11月17日

2010年11月17日

城乾校区の肺年齢測定の結果
報告城乾コミュニティ　保健部会香川県　城乾コミュニティ

センター

2010年11月24日 COPDを知っていますか？
（講演）新東京病院　保健事業部千葉県　松戸市

寶酒造会議室

2010年11月30日 COPD勉強会訪問介護事業所まごころの和大阪府　訪問介護事業所
まごころの和

2010年12月3・4日 いたばし健康ネット博
（市民向け体験イベント）板橋区役所　健康推進課東京都　板橋区立

グリーンホール

2010年12月11日 第8回　COPD教室東北労災病院宮城県　東北労災病院
5階　会議室

2010年11月14日
三好市社会福祉大会　～保健所
コーナー COPDを知っていま
すか？～

西部総合県民局　三好保健所徳島県　三好市
池田総合体育館
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呼吸器機能障害者団体・患者会「足立サンソ友の会」の会長
成島鉄男氏は、酸素を吸入しながらCOPD治療を続けている。
COPD患者の呼吸困難感、不安、医療関係者や周囲に望むこと
などについて、福地氏がインタビューした。成島氏は現在76歳。
長年、食品会社の経営に携わり、現在は会長職を務めている。

福地 COPDと診断されたのはいつですか？　
成島 66歳のときに咳が続いて気が遠くなって受診し、すぐ入

院することになり、COPDと診断されました。足のむくみ
もあり、心臓にも影響が出ていたようです。COPDという
病気についてはそのとき初めて知りました。

福地 咳や息切れなどの呼吸器の症状が以前からあったそう
ですが。

成島 たばこは15歳から吸い始め、48歳でやめるまで、ヘビー
スモーカーでした。症状はあったけれど若かったです
し、喘息だと思っていたので、そのままにしていました。
とても苦しいけれど、少し休むと元に戻ったんです。体を
動かしていないときには苦しくなかったので、診断される
まで呼吸器専門医の検査も受けませんでした。

福地 労作時呼吸困難はCOPDの特徴ですね。息苦しさが
どんな性質のものかというのが非常に重要だと思い
ますが、階段を上るときなどはいかがですか？

成島 僕の場合は3階ぐらいは上れますが、それ以上無理を
すると倒れてしまいます。5階までは行けないと思い
ます。無理して4階まで上ると5分ぐらいは動けない。
1階の差ですがとても苦しいです。

福地 COPDと診断されたときはどんなお気持ちでしたか？

成島 とてもびっくりしました。まず酸素吸入に抵抗がありま
した。今は10年続けて慣れたので街を歩くのも平気です
が、当時は恥ずかしさもあって、とても負荷を感じました。

福地 患者会を立ち上げたきっかけ、活動について教えてくだ
さい。

成島 困っている患者が集まってリハビリと医療の講演会を
行ったのがきっかけです。HOT通信を発行したり、情報提
供によって新しい患者の支援と啓発活動を行っています。

福地 最後に、成島さんの立場から医療関係者、年齢や喫煙に
よりCOPDの心配がある人たちへのメッセージをお願い
します。

成島 呼吸器症状のある人は少しでも早くスパイロ検査を受け
てください。軽い人は内科で相談しがちですから、検査
の受けられる医療機関を増やしてほしいです。足立区で
健康診断にスパイロ検査を取り入れるようにということ
も患者会として提案しています。

呼吸器機能障害者団体・患者会　足立サンソ友の会　会長　成島　鉄男　氏
GOLD日本委員会　委員長　福地　義之助　氏

COPD患者さん体験談 おぼれるような苦しみと恐怖

体験企画 記者の肺年齢チェック＆息苦しさ体験
フォーラム終了後、参加者を対象にスパイロメーターによる肺年齢チェックと、スレショルドPEP（呼気に負荷をかける呼吸
訓練器）を使った息苦しさ体験が行われた。

息苦しさ体験者の声
■COPDの患者さんの肺が過膨張になって苦し
くなるのがよく分かりました。息を吸っても吐
ききれない。吐ききれないが呼吸をしたいか
ら息を吸うというのが実感でき、COPDのつら
さが分かりました。（男性）

■息を吐いた瞬間に呼吸が止まるような感じが
しました。吸えても、吐くのは誰かに手で口を
押さえられているように感じました。これが四六
時中続くのは大変だなと思いました。（男性）

肺年齢チェック体験者の声
■フルマラソンを走っているのに、実年齢と比べて+13歳はショック。ここ1年禁煙
を続けているけれど、これからも続けようと思います。（女性）

■息を思い切り吐くのが意外と苦しかったです。（男性）
■スポーツをしています。思ったより肺年齢が若かったのですごく嬉しいです。（男性）
■+20歳、こんなに肺が歳をとっているとは思わなかった。（男性）
■喫煙者です。息を吐くのがとても苦しかったのがショックで、不安を感じました。
禁煙しようかと思います。（男性）

■思ったより高くてショック。2年前に禁煙しましたが、簡単に肺年齢が戻るわけでは
ないんですね。（女性）

インタビュアー

あったそう

で、ヘビー
かったです
いました。
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診断される
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以上無理を
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成島 呼吸器症状のある人は少しでも早くスパイロ検査を受け
てください。軽い人は内科で相談しがちですから、検査
の受けられる医療機関を増やしてほしいです。足立区で
健康診断にスパイロ検査を取り入れるようにということ
も患者会として提案しています。

チェック＆息苦しさ体験

女性）

しまし
押さえ
時中続

男性）
2年前に禁煙しましたが、簡単に肺年齢が戻るわけでは

自らの体験談を話す成島鉄男氏（写真・左）



社団法人　日本呼吸器学会　理事長　永井　厚志　氏

2010: The Year of the Lung　世界肺年の
活動について

世界COPDデーとはCOPDの啓発活動を推進するためにGOLD（Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease）が定めた日で、世界各国でさまざまなイベントが行われている。
GOLD日本委員会では、「COPD認知率向上」を目指した3年計画の2年目にあたる2010年に、
次の活動を実施した。
❶全国医療機関で実施される啓発活動のサポート
全国700の医療機関、200の健診施設、1,600の健康保険組合にポスターと協力依頼状を
送付し、GOLD日本委員会ホームページでイベントの登録を受け付けた。19都府県で32の
イベントが行われた。登録施設には小冊子、ピンバッジなどの啓発ツールを提供した。

❷GOLDリボン応援団の募集
COPDの早期発見・早期治療を呼びかけるGOLDリボン運動に賛同する応援団を募集。参加
施設にはCOPDの啓発活動に使えるステッカーを提供した。

❸世界COPDデー　メディアフォーラム2010の開催

共催：GOLD日本委員会、アストラゼネカ株式会社、アボット ジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、杏林製薬株式会社、グラクソ・スミスクライン株式会社、
田辺三菱製薬株式会社、帝人ファーマ株式会社、ニコメッドジャパン株式会社、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、ノバルティスファーマ株式会社、ファイザー株式会社

後援：日本医師会、日本呼吸器学会、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、日本呼吸器疾患患者団体連合会
協力：チェスト株式会社

GOLD日本委員会の活動

GOLD日本委員会ホームページ▶▶www.gold-jac.jp

World
Health
Topics

World
Health
Topics

永井氏は、「2010: The Year of the Lung（世界肺年）」の背
景と内容について解説した。2009年12月に、世界の7つの呼吸
器専門家団体が集まったFIRS（the Forum of International 
Respiratory Societies）は、2010年を世界肺年とすることを
宣言した。私たちは日常生活の中で無意識に呼吸をしているが、
実際は非常に複雑なメカニズムで息を吸ったり吐いたりして
いる。肺がん、肺炎は死亡原因の上位であり、COPD、喘息などは
多くの患者がいるにもかかわらず見逃されやすい。一方で消化器
や循環器の医師は多いが呼吸器専門医の数は十分でない。この
ような現実の中で健康な呼吸、呼吸器の病気についてあらためて

認識してもらおうというのが世界的な活動「2010: The Year of 
the Lung」である。
「2010: The Year of the Lung宣言」では、肺の健康に対する
認知度向上、患者のケアとQOL改善のための研究推進、コスト
効果が高いのは治療より予防であり、きれいな空気の中で暮らす
ことが基本的な人権であるという認識を持つことが必要だという
メッセージの発信を目的にしている。「まずは呼吸器専門家として、
病気にならない社会を作ろう、そのためには現状を認識して社会
にメッセージを発信していこうというのがこの取り組みの主旨で
ある」と永井氏は締めくくった。

植木氏は、2010年7月30日に発行された『在宅呼吸ケア白書
2010』から読みとれるCOPDの動向について紹介した。同書は
日本呼吸器学会が中心となって厚生労働省の呼吸不全に関する
調査研究班、日本呼吸器疾患患者団体連合会の協力で作成され、
植木氏はワーキンググループの副委員長・事務局を務めた。
『在宅呼吸ケア白書2010』は医療担当者と患者に対するアン
ケート調査から構成されている。『在宅呼吸ケア白書2005』と比較
すると、COPD患者の比率はHOT（在宅酸素療法）の患者別内訳
で48％から45％に、NPPV患者では31％から26％と過去5年
間で減少が見られた。ここ数年COPDのHOT患者数の推移、
COPD死亡数の推移も緩やかな増加に転じている。このことは
薬物療法の進歩や非薬物療法の効果により、重症COPD患者の
増加が抑制されている可能性を示唆している。COPD薬物療法の
現状は73％の患者がβ2刺激薬を使っているが、抗コリン薬の利用
率が高まればさらに生命予後が改善される可能性があるという。

呼吸リハビリテーションプログラムを持つ施設の割合は専門医の
いる認定施設では60.7％であるがクリニック、診療所では8.4％
にとどまっている。呼吸リハビリテーションを受けた慢性呼吸器
疾患患者の割合は全体では53.4％だが、HOT未実施の軽症者
のアクセスは改善してきている。早期発見は重要であるが、発症
後の適切な治療に
よって、COPD患者
の病気の進行や生
命予後を改善できる
可能性が見えてきた
と植木氏は述べた。

順天堂大学　医療看護学部　専門基礎内科学　教授　植木　純　氏

在宅呼吸ケア白書2010　－COPDの動向－COPD
Update
2010
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Update
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HOT患者にCOPDが占める割合の推移
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¡COPDに関する情報やGOLD日本委員会の活動などを紹介しています。
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