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COPD(慢性閉塞性肺疾患)の急性増悪に対する予防

COPD(慢性閉塞性肺疾患)の急性増悪に対する予防
 LABA＋LAMAとLABA＋ステロイドの⽐較

Indacaterol–Glycopyrronium versus Salmeterol–Fluticasone for COPD

 気管⽀拡張には交感神経が関与しています。その反対の副交感神経を抑制すれば間接的に気管
は拡張します。交感神経を刺激する⽅が、副交感神経を抑制するより効果は⾼い事が予測できま
すが、交感神経の刺激は⼼臓をも興奮させてしまいます。
 現在の交感神経刺激薬は気管⽀に特化していますが、それでも懸念されます。そこで⻑期に持
続して作⽤する交感神経刺激薬のLABAと、副交感神経抑制薬のLAMAの合剤の吸⼊薬が、COPD
の増悪をどの程度予防できるかの試験が、雑誌NEJMに掲載されていました。

 

 以前よりLABA＋ステロイドの合剤が⼀般的でしたが、LABA＋LAMAの⽅が有効との結論でし
た。
ステロイドの吸⼊は少ないとはいえ、肺炎を誘発する危険が懸念されています。
その点でもLABA＋LAMAの⽅が選択されそうです。

 論評でも、まずはLAMA、次にLABA＋LAMA、更にステロイドを追加するのが良いかと⽰唆して
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過去ログ

います。
ステロイドを追加する際に、好酸球の多寡を指標としては、と述べている論⽂もありますが、こ
の点に関しては不明でした。

私⾒）
 喘息とCOPDの合併したACOSという概念もあり、喘息とCOPDの鑑別に苦慮する事も多々あり
ます。
 また、以前は喘息の治療の際は、LABAの単独ではなくステロイドと併⽤する事が⼤事だとされ
ていました。COPDは喘息と異なる疾患ではありますが、この点も懸念材料です。（⼀般的に喘息
は好酸球で、COPDは好中球なので、喘息にはステロイドの吸⼊が効果があると⾔われています）
 論評でも指摘していますが、ステロイド＋LABAでコントロールされている場合は、ステロイド
を中⽌するタイミングは慎重を要するようです。
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   Another Choice for Prevention of COPD Exacerbations.pdf

   NEJM誌が⼤規模試験の結果を掲載COPDの増悪抑制における.pdf
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雷⾬は喘息発作を誘発する
喘息のレスキューにアルブテノール+ブデソ..
喘息のレスキューにアルブテノール＋ブデソ..
潜在性結核感染症
急性細気管⽀炎
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