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COPD増悪時にルーチンで
肺塞栓症を検索すべきか



用語

• COPD ：Chronic Obstructive Pulmonary Disease

• CTPA ：Computed Tomography Pulmonary Angiogram

：CT肺アンギオグラフィ

• PE ：Pulmonary Embolism

：肺塞栓症

• VTE ：Venous Thromboembolism

：静脈血栓塞栓症
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COPD増悪の新定義
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COPD増悪時にPEをルーチンで
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COPD増悪とは

Eur Respir J. 2007;29:1224-1238.

気道/気管支の炎症・粘膜浮腫・攣縮
喀痰量の増加、粘性の増加
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COPD増悪の定義

GOLDERS/ATSAnthonisen



COPD増悪の定義

•Anthonisenらの基準（1987）

①呼吸困難の増悪 ②膿性痰の増加 ③痰量の増加

の3つの主症状のうち、2つあるいはすべてが出現した場合

主症状のうち1つしか認めない場合は

①5日以内の上気道感染、②他に原因のない発熱、③喘鳴の増加、
④咳の増加、⑤呼吸数あるいは心拍数の20%の増加

の5つの副症状のうち1つ以上を同時に認める場合

Ann Intern Med. 1987;106:196-204.



COPD増悪の定義

•ERS/ATS（2017）

特に呼吸困難や咳嗽/喀痰の増加、喀痰の粘稠度の増加といった

臨床的な呼吸器症状の増悪

Eur Respir J. 2017;49:1600791.



COPD増悪の定義

•GOLD（2021）

呼吸器症状が急性に増悪し追加治療が必要になること

気道炎症や粘液産生の増加、gas trappingにより呼吸困難が増悪
する他、喀痰量の増加や咳嗽・喘鳴の増加を伴う

https://goldcopd.org/2021-gold-reports/

GOLD



主要定義一覧

Anthonisen Criteria (1987)

呼吸器症状が悪化する（特に呼吸困難、痰の増加、痰の膿性化）エピソード
上の主症状のうち1つしか認められない場合、①5日以内の上気道感染、②他の原因の
ない発熱、③喘鳴の増加、④咳の増加、⑤呼吸数あるいは心拍数の20%増加、の5つの
副症状のうち1つ以上を同時に認める場合をいう

Consensus Conference (2002)
病状が安定した状態から通常の日内変動を超えて、症状が急性かつ持続的に悪化し、
常用薬の変更が必要な状態
※ANZ Guideline (2017)やNICE Guideline (2018)もほぼ同様の記載

EXACT Criteria (2011)
患者が症状（鼻閉塞感、咳、痰の量/粘稠度、胸の不快感/圧迫感、息苦しさ）の程度
を数値化して日記に記載し、2日連続で12点以上増加、または3日連続で9点以上増加
した場合

ERS/ATS Guideline (2017) 呼吸困難や咳嗽/喀痰の増加、喀痰の粘稠度の増加といった臨床的な呼吸器症状の増悪

GOLD Definition (2021)
呼吸器症状が急性に増悪し追加治療が必要になること
気道炎症や粘液産生の増加、gas trappingにより呼吸困難が増悪する他、喀痰量の
増加や咳嗽・喘鳴の増加を伴う



これまでの定義の問題点

主観的な症状の変化に依存している

患者ごとに異なり、比較ができない
同様の症状を起こす疾患との鑑別が不十分になる

COPD増悪そのものを特徴付けるようなマーカーがない
重症度分類や重症度に応じた治療の層別化に一貫性がない

Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1251-1258.
Eur Respir J. 2013;41:993-995.

Eur Respir J. 2007;29:1224-1238.



新しい定義の提案
＜The Rome Proposal＞

An exacerbation is an event characterized by dyspnea and/or cough and

sputum that worsens over ≤14 days, that may be accompanied by tachypnea and/or 

tachycardia, often associated with increased local and systemic inflammation

caused by airway infection, pollution, or other insult to the airways.

14日以内に増悪する
呼吸困難と/または咳嗽、喀痰で特徴づけられるイベント

気道感染、汚染などに起因する局所的/全身的な炎症

Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1251-1258.



新定義の特徴1
Time courseを提示

前駆期～発症まで最大14日、時にはわずか数時間で完成する

Respir Care. 2003;48:1204-1213.
Thorax. 2012;67:238-243.

最大14日

詳細に分析すると
2パターンある

増悪発症
Gradually onset

Sudden onset

呼吸困難

悪寒

咳



新定義の特徴1
Time courseを提示

増悪の収束時期は症状で1-2週、PEF改善にはさらに時間がかかる

Respir Care. 2003;48:1204-1213.
Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:1608-1613.

呼吸困難

悪寒

咳

PEF（ピークフロー値）
のベースラインからの変化率



新定義の特徴2
客観的な重症度分類

Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1251-1258.

Mild

・呼吸困難VAS <5
・呼吸数 <24/分
・心拍数 <95/分
・安静時SaO2 ≥92%（室内気、もしくは患者の普段の吸入酸素濃度）

AND 普段との変化値が≤3%（普段のSaO2が分かる場合）
・CRP <10mg/dL

Moderate

5項目のうち少なく
とも3項目を満たす

・呼吸困難VAS ≥5
・呼吸数 ≥24/分
・心拍数 ≥95/分
・安静時SaO2 <92%（室内気、もしくは患者の普段の吸入酸素濃度）

AND/OR 普段との変化値が>3%（普段のSaO2が分かる場合）
・CRP ≥10mg/dL
※ABGでは、アシドーシスを伴わない高二酸化炭素血症（PaCO2 >45mmHg）や低酸素

血症（PaO2 ≤60mmHg）を呈する

Severe ・ABGでアシドーシスを伴う高二酸化炭素血症を認める（PaCO2 >45mmHg, pH <7.35）

※咳や痰はCOPD増悪と関連性の高い徴候だが、強度を適切に示す事が難しいため重症度分類には含められなかった



新定義の特徴3
鑑別すべき疾患

• 下咽頭膿瘍

• 声帯麻痺

• 気管支拡張症による

Bronchorrhea

• 気管支喘息発作

• 気管軟化症

• 気管気管支内腫瘍

• 肺炎

• 気管内異物

• 急性間質性肺炎

• 肺化膿症

• 胸水

• 肺線維症の増悪

• 気胸

• 肺塞栓

• 貧血

• 不整脈

• 収縮性心外膜炎

• 心嚢液

• 心筋梗塞

Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1251-1258.

• 代謝性アシドーシス

• うっ血性心不全

• 急性弁閉鎖不全症

• ギランバレー症候群

• 横隔膜麻痺

• Thyroid storm

• パニック障害

• 身体表現性障害

• せん妄
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• 代謝性アシドーシス

• うっ血性心不全

• 急性弁閉鎖不全症

• ギランバレー症候群

• 横隔膜麻痺

• Thyroid storm

• パニック障害

• 身体表現性障害

• せん妄

肺塞栓肺炎

特に注意して鑑別すべきだと言及されている3疾患

心不全



新定義の特徴のまとめ

①Time course

COPD増悪は前駆期～発症までに数時間から最大14日かかる

臨床症状の改善は1-2週間、PEFの改善はさらに時間がかかる

②客観的な重症度分類

後向きの評価ではなく、診断時に評価可能な内容である

③鑑別疾患

特に注意すべき疾患として肺炎、肺塞栓、心不全が挙げられた



肺塞栓に関しては2017年JCで扱った

• COPD増悪の16%にPEを合併

• 2/3は抗凝固療法が適応である部分に局在

• PEを合併しているCOPD増悪では胸膜痛や心不全兆候が認められ、

感染兆候がない



肺塞栓合併が多いことは分かったが

• PEを診断するCTPAは被爆や造影剤腎症などのデメリットがある

• 過剰なCTPAは米国でも問題になっている

• PEを診断しても抗凝固療法による出血リスクがある

• PEを積極的に診断するメリットはこれまで証明されていない

Cir Cardiovasc Qual Outcomes. 2020;13:e005753.

Chest. 2007;13:517-523.

JAMA. 2021;326:1277-1285.



ここまでのまとめ

• 2021年にCOPD増悪の新しい定義“The Rome Proposal”が提唱

• 注意すべき3大鑑別疾患：肺炎、肺塞栓、心不全

• 肺塞栓に関しては、2017年にCOPD増悪の16％に合併すると

報告された（JCでも扱った）

• COPD増悪に合併する肺塞栓を診断することの臨床における

メリットはどうなのか不明であった

COPD増悪で入院中の患者にPEを診断することのメリットは？

※今後のValidationが必要ではある



本日学びたい論文

COPD増悪時にPEをルーチンで

検索すべきか調べたRCT（SLICE）

SLICE：Significance of puLmonary embolIsm in COPD Exacerbations



P COPD増悪で入院した患者

I 標準治療に加えて積極的にPEを検索

C 標準治療

O 新規/再発性VTE発症、再入院、死亡

JAMA. 2021;326:1277-1285.



Methods



Study Overview

• 多施設、非盲検化、ランダム化比較試験

• 期間：2014年9月～2020年7月

• スペインの大学病院（合計18施設）

• 倫理委員会：各参加施設で承認あり

• 参加者からの同意書：あり



Inclusion criteria

• COPDの診断がついている

定義：FEV1％ < 70%

• COPD増悪で入院した

定義：入院を要するほどの呼吸器症状の悪化

（救急医の判断）



Exclusion criteria
• 最初の段階で臨床的にPEが疑われた症例（医師の判断）

• 患者が妊娠中や授乳中

• CT肺アンギオグラフィが禁忌（造影剤アレルギー、腎不全）

• 肺炎や気胸、下気道感染症の診断がついている

• 入院時に侵襲的な人工呼吸器が必要

• 入院時に抗凝固療法を受けている



Randomization

• 1:1の無作為割り付け（入院24時間以内）

- 標準的治療に加えてPEの積極的検索を行う群（介入群）

- 標準的治療群（対照群）

• 無作為化：Web上でのブロックランダム法

※試験に関係のない統計学者が実施

• Interventionの特性上、臨床医と研究担当者は非盲検



Trial protocol

対照群 介入群

ランダム化12時間後
Dダイマー測定

陽性 陰性

肺CTアンギオグラフィ

亜区域性もしくは、より中枢側に造影不良域あり

PE

標準的治療

酸素投与、短時間作用型β刺
激薬、短時間作用型抗コリン薬、
ステロイド、抗菌薬、血栓予防

※各医師の裁量や地域の標準治療

陰性



Trial protocol

• DダイマーのCutoffは試薬にあわせて決定（概ね≥500ng/mL）

• 主肺静脈や葉静脈の造影効果が不十分な場合はCTが不適切と判断

• 末梢のPEは除外

• 必須ではないがDVT併発を検出するためのエコー検査を推奨

• PE診断後はガイドラインに沿った抗凝固療法を実施

• 患者評価はinclusion時とランダム化から7日後/30日後/90日後に実施



Primary Outcome

90日以内のComposite outcome

•非致死的な新規/再発性の症候性VTE

•COPD増悪による再入院

•全死亡



Secondary Outcome

• 90日以内の全死亡

• 90日以内の非致死的な新規または再発性の症候性VTE

• 90日以内のCOPD増悪による再入院

• 入院期間

• 90日以内の有害事象

（大出血、臨床的に有意な非大出血、深刻な有害事象）



※ Outcomeの定義
• 新規/再発性の症候性PE：PEの症状＋CTアンギオグラフィでの新規造影欠損域、もしくは造影欠損域の伸展

• 新規/再発性の症候性DVT：DVTの症状＋以下の条件を満たす

DVTエコー未→DVTエコー陽性

DVTエコー済→陰性が陽性化、もしくは前回より直径4mm以上の増大

• 大出血：以下のうち1つ以上を満たす臨床的に明らかな急性出血

Hb ≥2g/dLの減少

RBC ≥2Uを要する

重要部位（頭蓋内、脊髄内、眼内、心膜、関節内、コンパートメント症候群を伴う筋肉内、後腹膜）のいずれかで発生

致死的な出血（独立した委員会が主な死亡原因または死亡に直接寄与する出血事象と判断したもの）

外科的介入を要する

• 臨床的に有意な非大出血：

大出血の基準を満たさないが医療措置を要する、または患者にとって不快感を伴う（痛みやADL低下など）、顕性の出血

• 深刻な有害事象：以下のうち1つ以上を満たす事象

致命的もしくは直ちに生命を脅かす

持続的または重大な障害や後遺症をもたらす

入院が必要または長期化する

先天異常や出生時障害

これらと同等の重大な危険を呈する



Sample size calculation

• PEの有病率を10％として、Primary outcomeの発生率を40％と計算

• 総合診療医と呼吸器内科医の協議に基づき、Primary outcome

の10％減少を臨床的に重要であると設定

• Sample size：各群355人（α-エラー 0.05、power 80%）

• 25％の脱落率を想定し、当初は各群450人の登録を目指した

• 実際には、中間解析時点での脱落率が3%と判明したため、

最終的に脱落率5%の想定で各群376人の登録を目指すこととなった



Statistical analysis

• 中間解析は半数の症例登録後に実施（O‘Brien-Fleming法）

• Intention-to-treat（ITT）解析および、Per-protocol解析を実施

• 主に両側カイ2乗検定で評価

• 欠損データは置換せず、評価可能な患者を解析対象とした

• 両側検定でP値<0.05を有意差ありとした

• 感度解析： Worst-case scenario法

• サブグループ解析：年齢、性別、COPDの重症度、病院規模、季節

• ポストホック解析：Dダイマーの年齢調整Cutoff値

• SPSS（ver. 26）、Stata（ver. 16.1）を使用

※Dダイマーの年齢調整Cutoff値：50歳以上の患者で年齢×10



Trial termination criteria

• 中間解析の結果

• リスク/ベネフィット比が許容できない想定外の有害事象の発生、

もしくは既知の有害事象の増加

• 許容できない深刻な有害事象の増加

• 対象者が十分にリクルートメント出来ない場合

• 倫理的な判断、その他の理由による研究者らの判断



Results



Flow of participants

対照群
ITT解析：n=369
PP解析：n=359

介入群
ITT解析：n=370
PP解析：n=349

n=746をランダム化

n=1003を登録

除外理由の詳細な内訳は不明



Patient characteristics

過去1年のCOPD増悪は平均1回強

COPDの重症度はSevereが5割弱

COPD治療薬

VTEリスク因子



Patient characteristics

Wells scoreがHighは各群1人のみ

※Wells score（PE）から推定する検査前確率
Low：1.3%
Intermediate：16.2%
High：37.5%

COPD増悪の治療

薬理学的DVT予防は順守されている

SpO2 <90%が4割
（PaO2 <60mmHgは5割）



Trial intervention

Dダイマー未測定
n=1

Dダイマー(-)
n=183

Dダイマー(+)
n=186

CTPA(+)
n=11

CTPA(-)
n=172

CTPA(+)
n=181

CTPA(-)
n=5

PE(+)
n=1

PE(+)
n=16

CTPA(+)
n=1

PE(-)
n=10

PE(-)
n=165

PE(-)
n=1

介入群 n=370

介入群370人中、PE17人（4.6％）
CTPAを実施された192人中、PE17人（8.9%）



Trial intervention

• CT肺アンギオグラフィでPE以外にみつかった所見（一部抜粋）

気管支感染所見：84人（48%）

癌：13人（7.4%）

• PEの抗凝固療法

ヘパリン+ビタミンK拮抗薬：11人

Ⅹa阻害薬：6人（アピキサバン4人、リバーロキサバン2人）

• 対照群367人のうち、

PEが疑われてCT肺アンギオグラフィを受けたのが5人

実際にPEが確認されたのは3人（全て非致死的）

※気管支感染所見：気管支壁の肥厚、小葉中心性結節、Tree-in-bud sign



Primary outcome

介入群：110人(29.7%)
対照群：107人(29.2%)

絶対リスク差 0.5% [95% CI, -6.2%~7.3%]
相対リスク 1.02 [95% CI, 0.82~1.28]; p=0.86

ハザード比 1.0 [95％ CI, 0.8~1.3]; p=0.82

介入群

対照群



●入院期間の中央値(IQR)●
介入群：6(4～9)日
対照群：6(4～8)日

●非致死的な新規または再発の症候性VTE●
介入群：2人(0.5％)
対照群：9人(2.5％)

絶対リスク差 -2.0％［95％ CI, -4.3~0.1％］
相対リスク 0.22［95％ CI, 0.05~1.01％］

※実際に発生したVTEは全てPEだった

●COPD増悪による再入院●
介入群：94人(25.4％)
対照群：84人(22.9％)

絶対リスク差 2.5％［95％ CI, -3.9~8.9％］
相対リスク 1.11［95％ CI, 0.86~1.43％］

Secondary outcome

介入群

対照群

介入群

対照群

新規または再発の症候性VTE

COPD増悪による再入院



Secondary outcome

●90日以内の全死亡●
介入群：23人(6.2％)
対照群：29人(7.9％)

絶対リスク差 -1.7％［95％ CI, -5.7％~2.3％］
相対リスク 0.79［95％ CI, 0.46~1.33］

介入群

対照群

死因内訳
- 人数(%)

介入群
（n=370）

対照群
（n=367）

COPD増悪 14(3.8) 16(4.4)

癌 4(1.1) 4(1.1)

感染 2(0.5) 1(0.3)

虚血性心疾患 0(0) 1(0.3)

うっ血性心不全 0(0) 1(0.3)

脳卒中 0(0) 1(0.3)

PE 0(0) 1(0.3)

出血 0(0) 1(0.3)

不明 3(0.8) 3(0.8)

90日以内の全死亡



Adverse event
介入群 対照群

相対リスク
(95% CI)

絶対リスク差
(95% CI)

P値

大出血
3

(0.8%)
3

(0.8%)
1.0

(0.2~4.9)
0%

(-1.9%~1.8%)
1.0

内訳：
- 消化管出血2
- 後腹膜出血1

内訳：
- 消化管出血1
- 後腹膜出血1
- びまん性出血1

臨床的に有意な非大出血
1

(0.3%)
1

(0.3%)
1.0

(0.1~15.8)
0%

(-1.5%~1.5%)

内訳：
- 皮下出血1

内訳：
- 鼻血1

深刻な有害事象
18

(4.9%)
18

(4.9%)
1.0

(0.5~1.9)
0%

(-3.5%~3.4%)

内訳
- 記載なし

内訳
- 記載なし

●90日以内の有害事象●
いずれも有意差なし



Subgroup analysis

●事前設定したサブグループ解析●
いずれも有意差なし



その他の解析結果

• Per-protocol解析の結果はITT解析と一致していた

• Worst-case scenario法を用いた感度解析の結果も両群に差はなかった

• Dダイマーの年齢調整Cutoff値を用いると、Dダイマー検査の

陰性率は13.8%（51人）増加したが、偽陰性は1人のみ（区域性PE）

で変わらなかった

• フォローアップ中に新規/再発性の症候性VTEを発症した介入群2人が、

介入時にPE陽性だったかどうかは不明である



結果のまとめ

• 無作為化された746人のうち、737人（98.8%）が試験を完了した

• 介入群370人のうち、PEは17人（4.6%）に認められた

• Primary outcomeは、

介入群で110人（29.7%）、対照群で107人（29.2%）に発生し、

差はなかった（相対リスク 1.02 [95% CI, 0.82~1.28]; p=0.86）

• Secondary outcomeは、

いずれも有意差なかったが新規/再発性VTEは介入群で少ない傾向だった



Discussion



研究の強みと弱み

• Strength

日常診療に準じたProtocolで、Inclusion criteriaもpragmatic

症例数は大規模で脱落は少ない

Per-protocol解析や感度解析、サブグループ解析の結果も一致している

• Limitation

非盲検

COPD増悪の判断がProtocolで定められず、臨床医の判断に任されている

Composite outcomeの大部分がCOPD増悪再入院であり臨床意義に乏しい

新規/再発性VTEが減るかもしれないがパワー不足

PEの有病率が想定より低かった



COPD増悪の判断が臨床医に任されている

• 前述のようにCOPD増悪の定義自体に主観的な側面があり、

その背景と相違なく、Inclusion criteria同様にpragmaticな

Protocolだと考えられる（私見）

多くがCOPD増悪による再入院で意義に乏しい

• COPD増悪による再入院の中に、PEによる入院が紛れているかも

しれないが、それら全てをCTPAで鑑別することは現実的ではない

• 未診断のPEもあるという仮定でComposite outcomeに含めた

• 死亡率で差を出す事は困難だと感じていたのかもしれない（私見）



介入でその後のVTEが減るかもしれない

• ハードアウトカム改善に結びつくものではなかった

• 実際にVTE減少を証明するには非常に大きなサンプルサイズが必要

→ αエラーの可能性やNNTの増加が懸念される（私見）

PEの率が想定より低かった

• 今回、最初からPEが疑われた患者は除外された

• 過去の研究で誘因不明のCOPD増悪と考えられていたものの中には

今回除外されたようなPE患者が紛れていたのではないか



過去の研究と今回の相違点

• 過去の研究のうちTillle-Leblondらの研究（PE 25％）と今回を比べると

施設：単施設 vs 多施設

対象：呼吸器病棟 vs 救急/呼吸器/内科病棟

除外：最初にPEを疑う患者を除外していない vs している

症例：197人 vs 746人

担癌：29% vs 3.5%

など試験デザインや患者特性に大きな違いがある

• 他の研究も試験間の異質性が大きい

Ann Intern Med. 2006;144:390-396.



過去の研究と今回の相違点
デザイン Setting COPD増悪定義

症例数
PE診断率

平均年齢
性別(男)

コメント

Tillie-Leblond et al.
PMID：16549851

発表：2006年

単施設前向き
コホート研究

フランス1施設
呼吸器病棟

入院が必要な
呼吸状態の悪化
（医師の判断）

N＝197
PE：25%

60.5y
83.6%

担癌患者29%、VTE既往12%、不動6%
PEが疑われる患者の除外はされていない

肺炎/下気道感染が明らかだった例は除外されている

Rutschmann et al.
PMID：17101737

発表：2007年

多施設
横断研究

スイス2施設
救急病棟

入院が必要な
呼吸困難感の悪化
（医師の判断）

N＝123
PE：3.3%

71y
68%

担癌患者5%、VTE既往3%
PEが疑われなかった患者に限定するとPEは1.3%

肺炎や肺水腫など原因が明らかな例は除外されている

Gunen et al.
PMID：19926740

発表：2010年

単施設前向き
コホート研究

トルコ1施設
呼吸器病棟

入院が必要な
呼吸状態の悪化
（医師の判断）

N=131
PE：13.7%

67.1y
79.4%

担癌患者5%、VTE既往2.3%
誘因が明らかな例も不明な例も含んだ患者群が対象

Choi et al.
PMID：22338649

発表：2013年

単施設
横断研究

韓国1施設
（それ以上の
記載なし）

入院が必要な
呼吸状態の悪化
（医師の判断）

N=103
PE：4.9%

71y
70%

担癌患者3.9%
肺炎や肺水腫など原因が明らかな例は除外されている
他の研究と最も異なる点はアジア人が対象である事

Shapira-Rootman et al.
PMID：25344651

発表：2015年

単施設
横断研究

イスラエル1施設
（それ以上の
記載なし）

入院が必要な
呼吸困難感の悪化
（医師の判断）

N=49
PE：18.4%

65.5y
71.4%

誘因や患者特性に関する記述は特にない

参考＜SLICE trial＞
PMID：34609451

発表：2021年
多施設RCT

スペイン18施設
救急・呼吸器・

内科病棟

入院が必要な
呼吸器症状の悪化
（医師の判断）

N=370
PE：4.6%
※介入群

70.2y
76.8%

※介入群

過去1か月のADL低下（不動）18%
PEが疑われる患者は先に除外している

肺炎/下気道感染が明らかだった例も除外されている



直近の多施設コホート研究の結果

• 2014～2017年に実施された前向きコホート研究

• フランスの7施設の救急病棟/呼吸器病棟に入院したCOPD増悪740人

• 入院時にPEを疑われなかった441人中PEと診断されたのは3.2%

（PEが疑われた299人中PEは10％、p<0.001）
JAMA. 2021;325:59-68.



現在の状況は他疾患と一緒

• 偶発的に発見されるPEの割合が3-5%というのは他疾患患者に

偶発的に見つかるPEの割合と変わりない（外傷を除く）

Eur Respir J. 2017;49:1700275.
Thromb Res. 2010;125:518-522.

① ② ④③ ⑤ ⑥ ①：癌患者
②：癌患者
③：Mixed patients
④：Mixed patients
⑤：外傷患者
⑥：循環器患者

最初にPEの鑑別がしっかり行われていれば
誘因不明のCOPD増悪だからPEを特に意識するという必要はないかも



COPD増悪とPEの理解が進んだ!?

誘因不明のCOPD増悪と考えられていたものの中に

PEが紛れていることが明るみになった

PEがCOPD増悪の重要な鑑別疾患であることが広く認識され

COPDのある患者が呼吸不全で来院した際に

PEらしいかどうかを考えるようになった

初期対応の時点でPEを疑うのか、疑わないのかが重要



内的妥当性

• ランダム化されている

• 症例数は十分で脱落も少ない

• ITT解析、Per-protocol解析が実施されている

• 各群の患者の特徴に差はない

• 最初にPEを疑うかどうかは医師の判断に任せられているが、

ランダム化された各群のWells score高リスクはそれぞれ1名のみ

• ランダム化からDダイマー測定までの12時間でどのような初療が

行われていたか詳細は不明である

• 臨床医は非盲検であるが、解析は盲検化して行われた



外的妥当性

• スペインでの研究であり、欧米よりPEの有病率が低い（1/5程度）

日本ではさらに意義が乏しいだろう

• 肺炎や下気道感染が除外されているが、実臨床ではこれら感染症

とCOPD増悪の合併が否定できない場合も多い

• ICU患者が除外されている

• 大学病院のみの研究であり、市中病院が除外されている

• 全例薬剤によるDVT予防はなされている

• 脱落率を当初25％と想定されていたが、理由は不明

• COPDの重症度はSevereが5割弱を占めており、重症度が高い

Int J Emerg Med. 2019;12:23.



私見

• 介入によるハードアウトカムの改善は認められない

• VTEは減少するかもしれないが予後が改善しないのであれば、

不必要な造影剤暴露や被爆は避けられた方がよい

• 真に誘因不明のCOPD増悪にPEが偶発的に合併する割合は

他疾患と変わらないのではないか

• COPD増悪診断時にPEが疑われる患者に対するPE検索の

メリットとデメリットはまだ十分に検証されていない

• COPD増悪の定義を一定にした研究や、COPD増悪に偶発的に

合併するPEに特異的な所見の解明が待たれる



臨床への適応

• COPD増悪が疑われる場合にルーチンでのCTPA撮影は必要ない

• COPDを併存している/していないに限らず、急性呼吸不全で

受診する患者にはPEを鑑別疾患に挙げるべきである

• いままで通り、COPD増悪の誘因を注意深く鑑別していく


