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COPD（慢性閉塞性肺疾患）の主な原因は喫煙で、死亡原因として急速に
増加すると予測されていますが、認知度はまだ低い状況です。
COPD は、長い期間にわたり、本人の自覚のないままにゆっくりと症状が
進行するため、風邪や加齢と思い違いをしてしまい気付きにくい病気です。
そのため、発症予防、早期発見、早期受診が重要になります。
そこで特に喫煙機会の多い、職場で働く方々を対象として、この病気の恐ろ
しさや診断方法、治療方法などをわかりやすく解説した映像を制作しました。
この冊子は DVD「COPDを知る─あなたの肺、おいくつですか？─」を
まとめた解説書です。

COPDってご存知ですか？

多くの方が病気に気づかず、正しい治療がされていません。
見た目ではわからない肺の健康状態。
スパイロメーターによる呼吸機能検査で肺機能を年齢で例えた「肺年齢」を
測定することができ、実年齢と比較してご自分の肺の健康状態の目安を知る
ことができます。

COPD は禁煙による予防と薬物等による治療が可能です！
早期発見・早期治療が重要なのです！

COPDのことを正しく知っていきましょう！

はじめに
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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の頭文字をとったもので、
肺の機能が低下する疾患です。
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◆氷山の一角！ 530 万人以上が患者に！

国内では 530 万人以上がこの病気を罹っていると言われていますが、実際
に治療を受けているのは約 22 万人と氷山の一角にすぎません。年齢が上が
るほど COPD の患者は増え、60 代以上が全体の９割を占めています。

この章では、冒頭で COPD と疑われる初期症状の一例を紹介し、それ
らの症状がないかを確認するとともに、それがタバコと密接に関わって
いること、重篤な被害をもたらすこと、早期発見が大切なことを簡潔に
伝えます。まずはこの章を見ることで、COPD について簡単に知るこ
とができます。

１章　COPDとは

◆年々増加する死亡者数

2004 年には世界の死因の第４位だった COPD が 2030 年までには第３位
になると予想されています。日本においても COPD で亡くなる方は年々増
加しています。

World Health
Statistics 2008より
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◆インタビュー詳細（抜粋）
※映像よりも詳しいインタビューの内容を載せています。

Q．具体的な症状の苦しさについて教えてください。 
COPDの初期症状は、ゴルフやテニス、野球などのスポーツをしたときの息切れ
から始まり、さらに症状が進むと、階段を上る、坂を上るなど日常動作で息切れす
るようになりました。日ごろ歩きなれた平坦な道でも息切れし、途中で止まって休
むようになってしまい、周りの人と同じ速度で歩くことは困難でした。
現在の症状は、24 時間酸素を吸入することが必要となり、酸素を吸入していても
食事の時に息苦しくなり、休み休みでないとごはんを食べることができない、ベッ
ドから起き上がることができない、じっとしていても息苦しく表現のできない苦し
さが常時襲ってきます。

Q．普段の生活ではどうですか？ 
24 時間、酸素吸入器のチューブにつながれ生活をしています。家の中でチューブ
をひっぱり回し、眠っている時も起きている時も、着替え、食事、洗顔、歯磨き、
入浴と片時もチューブを外すことなく生活しています。
掃除、洗濯、炊事は動作が大きく息苦しさが激しくなるためできません。着替えや
トイレ、洗顔、歯磨きの時にも息苦しくなり、休み休みになります。現在では一人
で入浴はできず、介助してもらいやっとお風呂に入ることができます。外出する時
は、携帯型の酸素ボンベを使用し、酸素供給を受けながら出かけます。外出の準備
は、動作時に息が苦しくなり休み休みになるため手間がかかり、病院に行く以外の
外出は、体調・天気の良い日に月に 1 ～ 2 回散歩に行くのがやっとです。チュー
ブにつながれているため自宅の玄関から外に出ることが億劫になり、外に出なくな
ります。

半導体製造装置の国内・海外の営業をしていた患者さん（56 歳）
38 歳の時に COPDと診断され、現在では重症化し、日常生活での入浴、ト
イレ、外出などの際に介助が必要になっています。

この章では、実際に COPD が重症化してしまった患者さんの過去の体
験についてお話をうかがいます。
患者さんのお話から、視聴者は、「自分も気をつけよう」「検査を受けて
みよう」という意識を高めることができます。

２章　COPDの患者さんのお話
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Q．過去のお仕事と病気の経過を教えてください。 
半導体製造装置の営業として、北海道から九州まで各地にあるユーザーの工場を
回っていました。国内の製造業衰退に伴い、東南アジア、中国、北米にユーザーの
工場は移り、海外の工場を回るようになっていました。20 歳くらいから喫煙はし
ていまして、一日 20 本程度吸っていました。30 代の頃、運動した時に息が切れ
ることがありました。20 代の頃と比べて運動量は大きく減ってしまいますので、
当初は運動不足が原因だと考えていました。風邪をひいたときなどに病院に行って、

「運動すると息切れしやすい」と言うと、病院の先生からは「年齢的な運動不足」
とか、そういう返事しかもらえなかったのが実情です。動悸・息切れから心臓を疑
い、もう少し詳しく調べてもらったところ、38 歳のときに COPD と診断されま
した。それから薬の治療を受けて、現在は最終段階に近い、酸素吸入器から常時酸
素を吸わなければならないという状態まで病状は悪くなっています。

Q．重症化したあとのお仕事は？ 
在宅酸素療法を受け、一時期は酸素ボンベをカートに入れ、電車やバス通勤で働い
ていましたが、東日本大震災により、酸素に頼りながらの通勤、仕事は困難である
と判断し、在宅でできる仕事に転職し、それにあわせ呼吸リハビリテーション病院
に通院していました。しかし、日を追うごとに通院が困難になり、酸素ボンベのカー
トをひっぱって歩くのは多大な体力を使い、目の前のコンビニやバス停にたどり着
くまでに数回の休憩を必要とし、普通の人が５分で行ける距離を 30 分、場合によっ
ては１時間かけていました。通院が困難となり、呼吸リハビリテーション病院から
車イスの使用を提案され、“第二の足”を手に入れることができ、再び通院できる
ようになりました。

◆酸素吸入器について
呼吸機能が低下してしまうと、体に必要となる酸
素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出すること
が難しくなります。慢性的な酸素不足に陥った状
態で体を動かすと酸素消費量が増すため、息苦し
さが強くなります。そのため、不足した酸素を酸
素吸入器によって常時補う必要があります。在宅
酸素療法は、細いチューブを鼻に装着し、酸素濃
縮器を使って酸素吸入を行います。
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３章　COPDの発症メカニズム

タバコを吸うと、煙などに含まれる有毒な粒子やガスが肺の中に入っていき
ます。

微粒子やガスは肺の気管支を刺激し、炎症を起こします。その結果として、
空気の通る気道が狭くなってしまいます。たんなどが溜まることによっても
空気の通りは悪くなります。

COPD とは、どのような仕組みで進行するのでしょうか？
この章では COPD のメカニズムを、模式図を用いて解説しています。
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私たちの肺では、気管支の先にある肺胞と呼ばれる組織で酸素と二酸化炭素
の交換を行っていますが、この肺胞にも影響を及ぼします。有害な粒子によっ
て肺胞の壁が破壊され、酸素がうまく取り込めなくなってしまうのです。

これらが進行すると、息苦しさや呼吸困難を引き起こします。

肺胞
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検査は スパイロメーター という機器を使って行います。
呼吸機能の検査は食事制限などもなく、簡単に受けることができます。
なお COPD の診断の際は、呼吸器検査の他に、胸部 X 線検査、CT 検査な
どの画像診断や血液検査、心電図などによって病状を詳しく調べていきます。

この章では、COPD が自覚のないまま進行することを強調し、早期発見・
早期治療の重要性を伝えます。特に検査は視聴者に理解し易く、興味を
持てる「肺年齢」について大きく取り上げることで、「検査に行ってみ
ようかな」という気持ちを持ってもらうことができます。

４章　初期症状と検査について

スパイロメーターには、肺機能
を年齢で例えた「肺年齢」を
表示できるものがあります。
実年齢と比較してどの程度であ
るかを調べることで、見た目で
はわからない肺の健康状態を知
るヒントとなります。
実年齢と大きく離れている場合
は COPD が疑われます。

実年齢
40歳

肺年齢
70歳

その差

30歳!
!
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◆スパイロメーターと検査方法
スパイロメーターとは、呼吸器を検査するための医療機器です。肺活量や吐
き出した空気の量を調べ、その結果から肺機能を診断します。呼吸の量はグ
ラフなどで表示され、そこから肺年齢を割り出します。

このスパイロメーターによる検査で「一秒量」という呼吸機能の測定ができ
ます。一秒量とは、息を最大限に吸って、最初の 1 秒間に吐き出せる息の
量のことです。

25 歳時の一秒量を 100 とした比率で見ると、一秒量は加齢とともに低下
していきます。特にタバコを吸う人は、この一秒量が吸わない人より早く低
下してしまいます。一度低下してしまった肺機能は、残念ながら完全に健康
な状態に戻すことは困難です。しかし、禁煙によりさらなる肺機能の低下を
防ぐことが可能で、早期に禁煙するほど有効性は高くなります。
COPD と診断されたら、「長年吸ってきたから今更遅い」と考えず、まずは
禁煙することです。

①鼻をクリップでつまみ、数
　回呼吸をしてならします

②検査技師の合図で、いっぱ
　いまで息を吸い込みます

③吸い込んだ息を「速く」「一気 
　に」「全部」吐き出します

（Fletocher C, BMJ. 
1:1645, 1977の 図
を一部改変）
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薬物療法では、気管を拡げて呼吸を
楽にする気管支拡張薬などを用い
て、呼吸を楽にします。

重症の場合には、酸素を供給する器
具を鼻に装着し、不足した体の酸素
を補います。

◆ COPD の治療法…
COPD の治療法として、薬物療法や酸素療法などがあります。

◆重症化を防ぐためには…
COPD になると体の中で酸素が不足し、呼吸をするだけでも負担がかかる
ので、体力を消耗し、体重も減少する傾向にあります。以下のようなことに
気をつけながら生活習慣を見直すことで、重症化を予防しましょう。

栄養摂取…栄養バランスを考えて食事しましょう。痩せすぎを防ぐために、
タンパク質もしっかり食べましょう。骨粗しょう症予防のため、カルシウム
を摂ることも大切です。

風邪・インフルエンザ予防…風邪やインフルエンザにかかると、病状が急激
に悪化してしまいます。手洗いを心がけ、インフルエンザや肺炎球菌のワク
チンを接種しましょう。

運動習慣…適度な運動は体力を維持し、呼吸機能を高める効果があります。
特に、ウォーキングがおすすめです。

呼吸トレーニング…「口すぼめ呼吸」という呼吸法で、息苦しさを和らげる
ことができます。具体的な方法は専門家の指導を受けましょう。

薬物療法 酸素療法
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◆このような症状はありませんか？
COPD は禁煙による予防と、薬物等による治療が可能な病気です。
イラストでチェックしてみましょう。

いくつか該当があった場合は COPD の可能性があります

一日にせきが何度も出る

たばこを長期間
吸っている

（吸ったことがある）

呼吸するとゼイゼイ、
ヒューヒューと音がする

息切れしやすい

黄色や粘り気のある
たんが出る
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