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要点
SARS-CoV-2 ウイルスによるコロナウイルス感染症（COVID-19）は、2019 年後半に中国湖北省武漢市で発生
し、急速にパンデミックに発展した。
本概論の執筆時点で、全世界で 200 万人以上の確定症例と 14 万 7000 人以上の死亡例が確認されている 1。 ニ
ューヨーク市では、COVID-19 陽性患者が 12 万人以上、死亡者数が 1 万 1000 人を超え、米国では感染の震源
地となっている 1。マウントサイナイヘルスシステムは、ニューヨーク市とロングアイランドに広がる 8 つの
病院を擁し、パンデミックの最前線に立っている。この概論は私たちの地域社会において感染症の爆発的な出
現によって引き起こされた多様な課題に対応することを目的とし、学際的な共同作業を通して得た教訓をまと
めたものである。今後も新しい研究やより良いプラクティスが出現するたびに、継続的に更新する。
今回のガイドラインとプロトコルの作成に要した共同作業と教訓が、他のシステムにおける COVID-19 との戦
いに役立つよう願っている。
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序章
この概論ではマウントサイナイヘルスシステムが作成し実施してきた評価、治療、患者処遇の戦略を要約し
た。その目的は、前例のない大量の重症患者を抱え、既知の治療法が存在しないこの新しい疾患に対応するこ
とである。全てを網羅しているわけではないが、ここで概説する方法は最前線の救急医のためのものである。
その内容は、検査、治療、患者処遇に関する重要な決定に対する思考プロセスの概要である。作成に際して
は、患者と臨床医、両者の安全性を最大にする方法で、基本的なケアを提供することを重視した。ただし、個
人防護具（PPE）、業務の運用、医療以外の資源に関しては議論の範疇ではない。詳細には述べていないが、
遠隔医療と先進医療いずれの医師にとっても臨床的意思決定における重要な役割を担うことができるだろう。
ここで紹介したプロトコルのほとんどが救急医、感染症専門医、集中治療医の学際的チームによって作成され
た。表の作成にあたりイタリアと中国からの情報、地域と学術の両方の側面を持つニューヨーク市の 8 つの病
院システム内で得られた地元の情報、全国の救急医療専門家との広範な議論、主に急性呼吸窮迫症候群
（ARDS）に重きを置いた文献検索、及び重症急性呼吸器症候群関連コロナウイルス（SARS-CoV-1）、中東呼吸
器症候群関連コロナウイルス（MERS-CoV）、新型インフルエンザウイルス（A(H1N1)pdm09）を含む過去のウイ
ルス感染症アウトブレイクの分析から得た情報を用いた。
免責事項：この概論で提示した推奨事項は作成時点での最良の根拠に基づいているが、COVID-19 に関する知
見は日々変化している。作成したプロトコルは個人によって開発されたものであり、私たちの医療システム
で採用されているが、プロトコルは必ずしもマウントサイナイヘルスシステムによって承認されているわけ
ではなく著者独自の産物である。推奨事項には議論の余地がある。多くの同僚からの情報提供に感謝すると
ともに、プロトコルが準拠した情報源を提示するよう全力を尽くした。

www.ebmedicine.net/COVID-19

5

セクション 1. 臨床検査と画像
臨床検査や画像診断は管理や予後予測に役立つかもしれないが、一般的には病歴や身体診察の補助的なもので
あり、特に元気そうに見える患者では、初期対応を変えることはほとんどない。
COVID-19 患者の臨床管理は、ほぼ毎日のように進化し、変化し続けており、我々は臨床検査と画像検査に関
して、ある程度の臨床的知見を得ることができた。臨床検査は、リスク因子がほとんどない、あるいは全くな
い、元気にみえる患者には、一般的には必要ない。救急外来における症例に関しては、かなり標準的な検査が
行われており、入院が予想される場合は炎症性マーカーを追加されている。多くは非特異的なものであるが、
中には確定検査結果が出るまでの間、診断に役立つものもある。
心筋炎や虚血（酸素需要や血栓症）によって、トロポニンが上昇することがある。基本的な生化学検査では、
脱水や服薬不履行による電解質異常を示すことがある。炎症、血管炎、血栓症による腎障害も報告されてい
る。炎症性マーカーによって、入院チームは合併症などの病勢把握ができ、治療の方向性を示すのに役立つ可
能性がある。知識は常に進化しており、ローカルプロトコルが存在することが多いため、入院患者の主治医と
の議論は、どのマーカーが有用であるかの指針となるだろう。
我々は、他の診断を除外したり、疾患の程度や進行を評価したりするために、画像診断を使用することはある
が、主要な診断ツールとしては使用することは少ない。臨床検査と同様に、頻脈、低酸素、息切れのない軽症
患者には、必ずしも画像診断を必要としない。パンデミック初期には、PCR 検査の有効性が限られていたた
め、しばしば CT スキャンが診断手段として代用されていた 2。PCR 検査の利用が容易になってきたため、現在
行われているいくつかの PCR 検査よりも感度は高いかもしれないが、CT スキャンは診断にはあまり有用では
ない 3。その優れた感度にもかかわらず、多くの診断用 CT には医療費がかかるので、特にパンデミック時にお
いては、CT スキャンは現実的ではない診断モダリティとなっている。
表 1. COVID-19 の基本的な臨床検査
救急部門

入院部門

息切れや胸痛を訴える患者、全身性炎症反応
症候群（SIRS）の基準を満たす患者、複数の
高リスクがある患者に対し救急部門における
推奨検査項目

COVID 患者に考慮される追加検査項目（臨床
的な適応がある場合、入院チームによって追
加される)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CBC
生化学
肝酵素
静脈血ガス
トロポニン I
B 型ナトリウム利尿蛋白（BNP）

乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)
フェリチン
D-ダイマー
フィブリノーゲン
クレアチニンキナーゼ(CPK)
ESR, C 反応性蛋白(CRP)
プロカルシトニン
血液培養

表 2. COVID-19 の画像診断
www.ebmedicine.net/COVID-19
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モダリティ

推奨

胸部 X 線

胸部診察で問題なく、頻呼吸や低酸素がない場合は、避けてもよい。
酸素、頻呼吸、別の診断の可能性がある場合に推奨する。感染管理の
ため、汚染や院内感染を避けるため、ポータブル胸部 X 線の利用を考
慮すべきである。機器は使用毎の基本的な除染が必要である。

超音波検査

超音波検査では B ラインを示すことがあるが、片側の B ラインは非特
異的であり、両側の B ラインで COVID-19 のより特異的な指標となる。
気胸が懸念される患者や心筋症の発生率が高い場合の心臓評価におい
て、超音波は有用である。検査中の全患者に対する有用性は不明であ
る。機器は使用毎の除染が必要である。

コンピュータ断層撮影 臨床的に示唆され、別の疾患合併を探す場合のみ、有用である。
(CT)
COVID-19 患者でのほとんどの疾患合併はウイルス性肺炎であり、CT ス
キャンは臨床的に有用ではない。レントゲン写真よりも感度は高い
が、一般的に臨床的に良好な患者の早期所見は、管理を変更すること
はない。機器は使用毎の除染が必要である。

セクション２．ディスポジション/入院の判断基準
COVID-19 の臨床症状と経過は多様であるため、救急外来にて患者を安全に帰宅させるには独特の難しさが存
在する。呼吸窮迫は初期症状から２週目に遅れて現れることがあるため、患者を帰宅あるいは入院させるかを
決断するには、全ての関連する危険因子に加え患者の自己管理能力や自宅での隔離能力をも徹底的に評価しな
ければならない。帰宅させる場合、外来での適切なフォローアップが可能かどうか、および病状悪化した場合
に再受診可能か否かも評価しなければならない 4。いずれ悪化して入院を要する患者がいるのは当然である
が、資源や安全性を考慮するとルーチンでの入院は不可能なことが多い。入院の絶対基準は呼吸窮迫の徴候・
症状や敗血症の発症などであるが、患者の既往や全身状態もケースバイケースで考慮に入れるべきである。入
院患者のうち特定の集団、例えば 65 歳以上の患者や慢性の心血管、肺、肝臓、腎疾患を持つ患者では死亡率
が高いことが知られているが、どのような外来患者で症状が悪化するのかは未だ完全には明らかになっていな
い 5,6。
COVID-19 の疑診あるいは確定診断されたが、努力呼吸の増加、頻呼吸、または低酸素症の所見がない患者
は、新たな症状または悪化があれば必要に応じてフォローアップを行うとして外来管理とすることもある。有
用な方策の１つとしては、帰宅前に患者を歩行させて酸素飽和度が安定していることを確認することである。
これは現時点で立証された方策ではないが、予期せぬ低酸素血症の発見に非常に役立ったという話がある。呼
吸困難で入院した患者は、臨床的に安定していれば 48 時間後に退院を検討してもよい。補助的な酸素需要量
が増加していない持続的な低酸素状態の患者で、他の重大な危険因子がない場合は、在宅酸素または酸素濃縮
器を使用しての退院を検討してもよい。室内気での酸素飽和度が 92％未満または呼吸数が 24 呼吸/分を超え
る事は死亡率の高さと関連していたが、COVID-19 患者におけるボーダーラインの所見は、臨床転帰の予測に
あまり役立たない 6。経過観察入院などの従来の方法は、利用できない場合や他の患者とのコンタミネーショ
ンのリスクを高める場合がある。利用できるのであれば、２４時間の遠隔医療によるフォローアップを計画す
www.ebmedicine.net/COVID-19
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ることで、軽度の呼吸困難や低酸素患者が病状悪化をきたさないか綿密にモニタリングし、同時に救急外来に
おける混雑や院内感染を減らすことが出来るかもしれない。
表３に、病状悪化による入院を必要としうる危険因子のリストを示している。表４では、外来での綿密なモニ
タリングによりどのような患者が安全に帰宅できるかの患者像を示している。我々はこの方策での経験が入院
を減らし、安全な帰宅をもたらすことができているかの評価を行っているところである。

表３．COVID-19 における危険因子評価
COVID-19 の重症関連危険因子
カテゴリー 1:
患者背景

カテゴリー 2:
併存疾患

カテゴリー 3:
バイタルサイン

カテゴリー 4:
検査結果

年齢 >65

心血管疾患の既往

SpO2 <92% (室内気)

リンパ球数 <1

脳血管疾患の既往

LDH >245

糖尿病の既往
HbA1c>7.6%

D-dimer >1

慢性肺疾患の既往
男性

呼吸数>24 回/分

トロポニン>1

慢性腎疾患の既往

CPK >正常上限×2

肝疾患の既往

CRP >10（mg/dL）

免疫抑制剤使用を含む 脈拍 >125 回/分
免疫不全患者

フェリチン >300
CT で肺病変が
50%以上を占める

表４． COVID-19 の確診／疑診患者における危険因子と臨床所見に基づくディスポジション判断基準
ディスポジション

推奨

帰宅判断基準（必要に応 •
じてフォローアップを行 •
う）
•
•
•
•
•
•
24 時間後のフォローアッ •
プ予定とし帰宅可能な基 •
準
•
•

呼吸困難なし
低酸素症なし、頻呼吸なし、頻脈なし
年齢<65
重大な併存疾患が 0-2 個
中等度～重度の心血管系疾患、重度の慢性肺疾患、あるいは重度
の免疫不全の病歴がない
重度の症状なく歩行可能
症状悪化の際に再受診可能
自宅隔離可能
軽度の持続性あるいは労作性の呼吸困難あるが酸素需要なし
軽度の低酸素症、頻呼吸、頻脈
65 歳以上だがバイタルサインは安定
中等度～重度の心血管系疾患、重度の慢性肺疾患、あるいは重度
の免疫不全の病歴があるがバイタルサインは安定
www.ebmedicine.net/COVID-19
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入院判断基準

絶対適応:
• 酸素需要あり
• 中等度～重度の呼吸苦、頻呼吸、頻脈
• 症状や臨床経過の急速な悪化
ケースバイケース:
• 65 歳以上で軽度の低酸素症あるいは頻脈
• 中等度～重度の心血管系疾患、重度の慢性肺疾患、あるいは重度
の免疫不全の病歴があり、軽度の低酸素症あるいは頻脈がある
• 重大な併存疾患が 3 個以上あり
• 脆弱性、資源、ほか危険因子を考慮に入れるべき場合
• 集団生活環境から入院を必要とする場合

ICU コンサルト基準

絶対適応:
• 急速に増大する酸素需要
• Ⅱ型呼吸不全
• 敗血症性ショック
ケースバイケース:
• 呼吸数>30 回/分
• リザーバー付き酸素マスク、HFNC あるいは BiPAP を使用し
FiO2:100%の需要あり
• 70 歳以上で補助的な酸素需要あり
• 重大な併存疾患が 3 個以上あり、補助的な酸素需要もあり

セクション３.心停止のプロトコル
パンデミックの最中では、COVID 陽性患者の治療経過での心停止は必然的に発生する。心肺蘇生法は、まさに
その性質上、エアロゾルが発生する手技である。気管挿管や胸骨圧迫、マスク換気といったどれも、そういっ
た行為全てが医療スタッフとって重大なリスクになる。また、蘇生には多くの人手が必要となるため、暴露者
を最小限にすることがより重要となる。それゆえ、最前線の医療スタッフを保護しつつ患者に最善の治療を確
保するプロトコルに従わなければならない。多くの症例で心肺蘇生後に良好な神経学的予後が得られるのは
1%未満であり 7、症例ごとにリスクとベネフィットを考える必要がある。武漢における院内心停止の症例群に
おいて、ほとんどは呼吸原性であり、神経学的に良好な転帰で生存退院したのは 136 例中 1 例であった。院内
心停止における明確な指針を作成するほど十分な地域性のある、あるいは重要なアメリカでのデータはない
7
。
現場の医療スタッフ数を最小限にするために機械的心肺蘇生装置(mCPR)の使用が推奨される。また、機械的心
肺蘇生装置(mCPR)についての研究は様々あるが、安全性と治療のバランスを保つ必要がある 8,9。同様に、プ
ロトコルによって、蘇生中に汚染される医療器具の数を制限する。パンデミックに対処する際、医療器具の不
足は不可避であり、医療資源は保護されなければならない。
表 5. 心停止時のプロトコル：院外心停止
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このプロトコルはマウントサイナイヘルスシステム心肺蘇生法指針に基づき、救急用に編集されたもの 10。
1. 目撃なしの院外心停止または自己心拍再開のない心静止
2. 救急車到着前に 5 分以上バイスタンダーCPR を受けていない
3. 自己心拍再開がないまま心肺蘇生法が 20 分以上
4. 救急エコー(POCUS)で心臓の動きが見られない
5. 電気ショック非適応の波形
・LUCAS または背板
・救急カートや気道管理ボックスを持ち込む代わりに以下を持ち
込む：
・除細動器、除細動パッド
・薬剤：エピネフリン×5 本
炭酸水素ナトリウム×2 本
カルチコール×1 本
フラッシュ用注射×10 本
・気管挿管されていない場合：HEPA フィルター、ビデオ喉頭
鏡、スタイレット、surgilube○R :潤滑ゼリー、気管内チューブ、
10cc シリンジ×２本、吸引用ヤンカー、呼気 CO2 検出器、チュー
ブ固定器具、バッグバルブマスク、人工呼吸器
1. 指導医又はシニアレジデント：蘇生リーダー
2. 看護師：薬剤管理
3. 看護師または医師：心肺蘇生法 1 人目
4. 看護師または医師：(LUCAS を使わないなら)心肺蘇生法２人目
5. 呼吸療法士：フイルターの設置や気道確保、人工呼吸器の立
ち上げ
追加で必要な薬剤・器具を尋ねる、蘇生チームで PPE が守れてい
るか監視する、蘇生の記録をつける
1.看護師または医療スタッフ：追加する薬剤・器具を調達

いずれかに該当すれば蘇生中止を推奨

蘇生ルームの中に持ち込む物品

蘇生チームは最大 5 人：全員 PPE 着用

部屋の外にいる看護師・医師の役割

セクション４. 投薬治療ガイドライン
多くの薬剤が COVID-19 患者への使用を目指して緊急に検討されているが、治療法や予防法は未だに確立され
ていない。現時点では、SARS-CoV-2 および COVID-19 に対する薬剤は、一般的に臨床試験の内容を踏まえて適
用されるべきである 11。入院治療薬や現在行われている臨床試験についての議論はこのモノグラフの範疇を超
えてしまうが、情報源として CDC（https://www.coronavirus.gov）や NIH
（https://www.nih.gov/coronavirus）を確認することを推奨する。
救急外来での治療は通常、症状（息切れ、発熱、疼痛等）のコントロールと治療に重点を置いて行われる。一
部の入院治療は、他の臓器に影響を与えたり、逆に影響を受けたりする可能性があるため、心電図、基本的な
凝固系バイオマーカー、腎機能と肝機能の評価は一般的に救急外来で行われる。
通常救急外来では、更に踏み込んだ治療を開始することはない。入院した患者は、追加治療や研究のためのス
クリーニングを受けるべきである。COVID-19 の重症症例に対しては、回復期血漿輸血、免疫調節薬（トシリ
ズマブ、サリルマブ）、レムデシビルなどの抗ウイルス薬を臨床試験の場で検討すべきである 12。 これらの
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治療薬及び他の抗菌薬の有効性は未だ確立されておらず、活発に研究が行われている。COVID-19 に関する文
献は急速に更新され続けており、代替療法または補助療法の使用に関する推奨事項は変更される可能性が高い
13
。
この文書内で、マウントサイナイ・ヘルスシステムでは現在、禁忌事項を有しない最重症患者に対し、ステロ
イドと完全な抗凝固療法を推奨していることに注意していただきたい。いずれも非常に議論され、論争の的と
なっている治療法であり、エキスパートオピニオンや初期のエビデンス、理論的考察に基づいている。エビデ
ンスは常に変化しており、定期的な診療内容の見直しが推奨されている。
表 6. 救急診療における SARS-CoV-2 感染症（COVID-19）の薬物治療ガイドライン
マウントサイナイヘルスシステム治療方針に基づき救急科用に編集したもの
注：現時点で、COVID-19 に対する外来治療が有効であるという治療法やエビデンスは確立されていない。
更なるエビデンスが確立するまでは、帰宅患者に対し特定の COVID-19 治療プロトコルを開始してはならな
い。
解熱剤
COVID-19 患者の発熱に対する NSAIDs の使用は、目下議論中である。有害性を立証するエ
ビデンスはないが、症例報告レベルでは懸念がある。アセトアミノフェンによる初期治療
は妥当であるが、必須ではない。
抗ウイルス薬
一般的に入院患者の治療の一部として開始し、感染症科と協力して使用する必要がある。
抗菌薬
臨床的疑いに基づいて使用する。敗血症や COVID 以外の感染症が原因として疑われない限
りは、投与を控える。COVID 単独の治療には適応外。
アルブテロー
セクション 6、非エアロゾル化喘息プロトコルを参照のこと
ル
オセルタミビ
COVID-19 の原因ウイルスである SARS-CoV-2 は、ウイルス複製サイクルの一部としてノイ
ル
ラミニダーゼを使用しないため、オセルタミビルは治療的価値が低いと考えられ、本剤の
供給は、インフルエンザ患者に対し温存されるべきである。
ACE/ARB
・COVID-19 の治療のために ACE 阻害薬や ARB の投与を開始すべきではない。
・既往症に対し ACE 阻害剤や ARB を処方された患者さんは、ACE 阻害剤や ARB を継続して
服用することが強く推奨される。
・現時点で、ACE 阻害薬や ARB の服用が COVID-19 に感染するリスクを高めることや、感染
した患者の重症度を高める可能性があることを示す科学的または臨床的なエビデンスはな
い。
ステロイド
マウントサイナイ・クリティカルケアガイドラインに基づく
適応考慮
o COVID-19 確定診断 かつ
o ベルリン基準 2012 で定義された ARDS 発症から 7 日未満で、推定 PaO2/FiO2（SpO2/FiO2
を使用）または測定 PaO2/FiO2 が 300 未満の場合。原発性心肺水腫を伴わない両側性胸水
あるいは
・以下のいずれかに該当する高流量酸素が必要な場合
o PEEP＞5 の侵襲的人工呼吸器管理
o SpO2＞92％維持にネーザルハイフローを使用
o SpO2＞92% 維持に BiPAP で FiO2 100%を要する
o リザーバーマスクで 15L/min
或いは
・サイトカイン放出症候群様の画像を呈し、以下のうち 1 つ以上を有する場合
o CRP＞150 mg/L（訳注：日本の場合 15 mg/dL）
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o フェリチン＞1000 ng/ml
容量
・メチルプレドニゾロン 1mg/kg/日を 12 時間毎に 5 日間投与
・その後 5 日間で漸減
o メチルプレドニゾロン 0.5mg/kg/日を 12 時間毎に 3 日間投与
o メチルプレドニゾロン 0.5mg/kg/日を 2 日間投与
・オプション：漸減中に経口投与へ切り替え可
その他の適応
・敗血症性ショック-ノルエピネフリン需要増加または 2 種類以上の昇圧剤を使用してい
る場合：ヒドロコルチゾン 50mg 6 時間毎 +フルドロコルチゾン 0.1mg/日
・ステロイド反応性閉塞性肺疾患：メチルプレドニゾロン/プレドニゾンの通常プロトコ
ル通りの投与

セクション 4a. 抗凝固療法プロトコル
COVID-19 がどのようにして人体を攻撃するのか、その正確なメカニズムと病態生理学は完全にはわかってい
ない。しかし、COVID 患者では凝固能が亢進しており、肺、脳、心臓、腎臓、その他の臓器を含む全身に微小
血栓が見られることが剖検にて明らかになってきている 1。肺血栓塞栓症を来す症例が多数報告されるように
なってきたが、これが本疾患と関連しているのか、重症な疾患と関連しているのかは明らかではない。これら
の患者では、D ダイマーの上昇、フィブリノーゲン、血液粘弾性検査の異常といった異常所見を示すことがあ
る。COVID 陽性の ICU 患者を対象とした最近のオランダの研究では、血栓性合併症の発生率は 31％であった
14
。
マウントサイナイ・ヘルスシステムでは、COVID-19 で入院する患者の呼吸状態、入院先、腎機能それぞれの
程度に基づいた抗凝固療法プロトコルを開発した（有効性は証明されていないが）。ヘパリンは COVID-19 の
スパイクタンパクに強固に結合し、そのヘパリンは IL-6 の調節を低下させ、免疫活性化を直接的に抑制する
と考えられている 5。早期に抗凝固療法を行うことで、発症時の微小血栓の増殖を防ぎ、死亡率の低下につな
がることが期待されている 15-19。
表 7. マウントサイナイ COVID-19 に基づく抗凝固療法プロトコル
COVID を有する全ての入院患者に対し：
・すべての入院患者に対して、VTE の危険因子、DVT や PE の徴候や症状、重症度、出血の危険性を評価する。
・重症度の評価は臨床医の判断に基づき、症状（呼吸困難の増悪）、バイタルサイン（例：呼吸数＞24/
分）、酸素投与量（例：経鼻酸素～6L）、バイオマーカー（例：D ダイマー＞1.5 または増加傾向）等を考慮
する。
・出血リスクには、現在または最近の出血歴、血小板数<50000 または INR>1.8 が含まれる。
内科病棟管理、重度
の呼吸困難徴候がな
い場合

・BMI＜40
CrCI＞30：エノキサパリン 30mg12 時間毎に皮下注射
CrCl≦30：エノキサパリン 1 日 30mg 皮下注射、代替: ヘパリン 5000 単位 8 時間毎
に皮下注射
・BMI≧40
CrCl＞30:エノキサパリン 40mg12 時間毎に皮下注射
www.ebmedicine.net/COVID-19
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内科病棟管理、重度
の呼吸器疾患や呼吸
状態の悪化があり、
出血リスクが低い場
合

ICU 管理、出血リスク
が低い場合

陽性診断検査（例：
下肢静脈超音波、造
影 CT）による静脈血
栓塞栓症確定例

入院後の対応

CrCl≦30:エノキサパリン 1 日 40mg 皮下注射、代替:ヘパリン 7500 単位 8 時間毎に
皮下注射
抗凝固薬予防投与が禁忌の場合は、標準的な VTE 予防プロトコルに従って連続圧迫
装置（Sequential compression device：SCD）を適用する。DVT が存在する場合
や、DVT を示唆する徴候・症状（すなわち片側性の下肢腫脹と疼痛）がある場合
は、SCD を装着すべきではない。
中等量抗凝固療法：エノキサパリン 1mg/kg 24 時間毎に皮下注射
ＣKＤの場合
・腎代替療法ではなく、CrCI<30：投与量の変更は推奨されない
・腎代替療法：アピキサバン 2.5mg1 日 2 回内服
肺塞栓症を疑う指標が非常に高く（例えば、深部静脈血栓症の徴候・症状や急激な
低酸素血症、胸痛等）、適切な放射線検査ができない場合は、治療量の抗凝固療法
を行うことが推奨される。
・治療量の抗凝固療法：エノキサパリン 1mg/kg 12 時間毎に皮下注射。作用が予
測可能であるため、エノキサパリンが好ましい。
・CrCI＜30 の CKD：ヘパリンの静脈内投与を推奨。標準的な静脈血栓塞栓症治療の
APTT 目標を活用すべきである。出血のリスクを最小限に抑えるためにボーラス投
与はしないこと。
・期間：ICU を退出した患者は、更に 2 週間の治療量の抗凝固療法を継続すべきで
ある。その後も入院している場合は、「内科病棟、重篤な呼吸困難徴候がない場
合」の項に記載されているように、予防量に移行することが可能。
治療量の抗凝固療法
・アピキサバンまたはリバロキサバンを治療用量で開始し、低分子ヘパリン皮下注
射から内服薬への切り替えを回避する
o アピキサバン用量：10mg1 日 2 回 7 日間内服、その後 5mg1 日 2 回
o リバロキサバン用量：15mg1 日 2 回 21 日間内服、その後 20mg を 1 日 1 回内服
・CrCI＜30、RRT を含む：アピキサバンへの調整は不要。リバロキサバンは避け
る。
・ヘパリン静脈内投与とワルファリンはアピキサバンの使用に代わる合理的な選択
肢である。
静脈血栓塞栓症がない場合
・中等量または治療量の抗凝固療法で経験的に治療を受けた患者は退院後に治療用
量のアピキサバン（5mg1 日 2 回内服）またはリバロキサバン（20mg1 日 1 回内服）
をローディングせずに２週間継続
・CKD: CrCl ＜30 または腎代替療法の場合、アピキサバン 2.5mg1 日 2 回内服での
退院を検討
静脈血栓塞栓症がある場合
標準的な VTE 治療薬であるアピキサバンまたはリバロキサバンを最低 3 ヵ月間投与
する。総投与期間は、患者の静脈血栓塞栓症再発リスクと出血リスクの個別評価に
基づいて決定すべきである。

セクション５．気管挿管プロトコル
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COVID-19 は様々な症状を呈するが、一般的な呼吸器疾患としての症状が救急外来受診の理由として最も多
い。そのうちの一部（と言っても数としては多くの患者）が、重篤な急性低酸素性呼吸不全や ARDS を発症す
る 20-23。非侵襲的換気療法や高流量酸素投与におけるウイルスのエアロゾル化に関する懸念に加えて、低酸素
患者の気管挿管のタイミングや早期の必要性についても、依然として議論の余地がある 24。しかし、当初の早
期から気管挿管を行う戦略は、非侵襲的換気療法や腹臥位療法の利用を広げながら、気管挿管を遅らせたり回
避するように進展してきた。最新のデータでは、気管挿管患者の死亡率は高く、特に高齢者や併存疾患を持つ
患者で高いことが示されているため、気管挿管を検討する際には、患者やその家族と一緒に治療目標を設定す
ることも非常に重要である。
最近では、COVID-19 患者の呼吸管理には段階的なアプローチを用いている。純粋な低酸素血症の患者では、
室内気から鼻カニューレ、リザーバーマスク、HFNC へと段階的に酸素を増やしていく。酸素投与にも関わら
ず呼吸努力が増強し、頻呼吸となる場合は、慎重にモニタリングをしながら CPAP/BiPAP の適応となる。可能
であれば、CPAP/BiPAP と HFNC は陰圧室で使用することが望ましい。陰圧室が利用できない場合は、その場の
すべての医療従事者が N95 マスクを装着したうえで、扉を閉めた部屋（または COVID-19 対応のユニット）も
選択肢となる。さらに、エアロゾル化を減らすために、HFNC の上からサージカルマスクをつけてもよい。挿
管が必要な場合に備えて、Mount Sinai Health System では、救急科、集中治療科、麻酔科で共同して、気道
管理に関するシステム全体のプロトコルを作成している 3。このプロトコルは、Society of Critical Care
Medicine と American Society of Anesthesia の推奨に基づいている。これらは、新しいデータと COVID-19
患者の治療経験に基づいて定期的に更新されている 13,25-27。

表 8. 気管挿管プロトコル
マウントサイナイヘルスシステム気道管理指針に基づき、救急部門用に編集した 3。
実際の対応

•

•
•
•
•

迅速導入気管挿管（筋弛緩薬投与直後に鎮静薬を投与）で、ビデオ喉頭鏡を
用いる。筋弛緩薬の効果が切れるまでは、RASS -4/-5 となるように鎮静を
維持。
挿管後に必要に応じて経鼻胃管と中心静脈カテーテルの留置を行い、胸部 X
線で留置位置の確認を同時に行う。
どうしても必要でない限り、手動換気は避ける。BVM にはウイルスフィルタ
ーを装着。
どうしても必要でない限り、覚醒下での気管支鏡や声門上器具を用いた気管
挿管は避ける。
処置室の外に気管挿管処置台を準備し、必要物品のみを室内に持ち込む。

人員配置（エアロゾル化
されたウイルスに暴露さ
れる医療従事者の数を最
小限に）

処置室内: 気管挿管施行者のみ。（室内で携わる人員は最小限に）
処置室外: 医師または Advanced practice provider(APP)が監視し、必要時に室
内に入って補助する。呼吸療法士を配置。
挿管困難が想定されたり、挿管技量が懸念される場合は、施設内の気道管理チ
ームに依頼。

気管挿管前の準備

•
•
•

静脈路確保（担当看護師に依頼）
人工呼吸器: 時間的余裕があれば、室内で呼吸療法士が設定を行い、気管挿
管前に室外へ出る
物品
o ビデオ喉頭鏡、#3 と#4 のブレード、スタイレット
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14
o
o
o
o
o
o
o
o

気道管理ボックス（気管内チューブ、二酸化炭素検出器、チューブホル
ダー、surgilube○R :潤滑ゼリー、10cc シリンジ）
バッグバルブマスクや人工呼吸器のフィルター
経鼻胃管チューブ
薬剤（作成して準備しておく）
鎮静薬（ケタミン、エトミデート、プロポフォール、ミダゾラム、フェ
ンタニルから選択）と筋弛緩薬（サクシニルコリン 1-1.5mg/kg またはロ
クロニウム 1.2mg/kg）
平均血圧<70mmHg であれば昇圧薬や輸液
鎮静鎮痛薬の点滴
フラッシュ用シリンジを数本

個人防護具

防水ガウン、帽子、N95 マスク、フェイスシールド、二重手袋

処置室での準備

•
•
•

気管挿管

•
•

•
•

可能であれば、FiO2 100%のリザーバーマスクで 4-5 分間かけて前酸素化
すでに BiPAP を使用している状態であれば、FiO2 を 100%に変更し、PEEP を
10-15cmH2O まで上げて、BiPAP のまま前酸素化
手動換気が必要な場合は、(1)マスクとバッグの間にフィルターを装着し、
(2)両手でマスクホールドし、1 回換気量を少なくする。
適切な深さを確保するため、気管内チューブのカフが声帯を通過するまでビ
デオ喉頭鏡は外さない。
気管内チューブの留置位置が正しいか確認。
o 呼気終末二酸化炭素分圧
o 使い捨て聴診器を用いた聴診
o 両側の lung sliding を超音波検査で確認することも検討
胃管チューブを留置。
防護具を脱いで退室する前に:
o 過酸化水素水でビデオ喉頭鏡やスタイレットを拭いて洗浄（2 分以上か
けて）
o ビデオ喉頭鏡を室外の担当者に渡す
o 室外でも繰り返し洗浄する

セクション 6. 非エアロゾル喘息プロトコル
米国の救急外来には年間 150 万人を超える閉塞性肺疾患患者が受診する 28。
現在、COVID-19 により最も影響を受けやすいのは肺疾患が併存する患者だと認識されている 20,29。肺疾患の治
療に使用されるアルブテロールやイプラトロピウムのネブライザーのようなエアロゾル化手順はウイルス粒子
の散布と拡散を引き起こすため、我々はこれらの治療法を最小限に抑える COPD/喘息プロトコルを作成した
20
。
このプロトコルは、スタッフや手技者の安全を確立しながら治療効果を最大限にするために作成された。
このプロトコルでは、呼吸作動ネブライザー（AeroEclipse®など）を使用、またはアルブテロール（イプラト
ロピウム併用も可）を定期噴霧吸入器(MDI) でスペーサーを使用して吸入する。患者が非侵襲的換気療法によ
る呼吸サポートを必要とする場合は、陰圧室内で吸入を行うべきである。
表 9 および 10 のガイドラインの作成に重要な役割を果たしたマウントサイナイの Icahn School of Medicine
の Sean Hickey 医師に特別な感謝の意を表する。
www.ebmedicine.net/COVID-19
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表９ 安定していた喘息患者が中等度～重度症状を呈した場合の COVID-19 流行中の治療プロトコル
1. 呼吸作動ネブライザ（AeroEclipse®など）を用いてアルブテロール(サルブタモール) 2.5mg/3mL を
20 分毎に吸入、合計３回まで。その後定容量使用を検討。または、定量噴霧吸入器（MDI）でスペー
サーを使用して吸入、20 分毎に 6〜8 パフ。
2. プレドニゾロン 60ｍｇ1 回経口投与ｖｓメチルプレドニゾロン 60ｍｇ静注/筋注；投与経路は経口投
与できるかどうかで決定。
3. マグネシウム 2g 静注 20 分以上かけて。
4. 吸入処置で改善しない場合、アドレナリン 0.3ｍｇ筋注 20 分毎 もしくは アドレナリン
1-5μ
g/分 持続静注で開始 (気管挿管されたら中止) vs テルブタリン 0.25ｍｇ 皮下注射 20 分毎
(最大 3 回まで)。
5. 早期に集中治療の適応を相談。
6. 悪化している場合は RSI を考慮。
7. ケタミンを難治性喘息の選択肢として考慮。
8. グリコピロレート(抗コリン薬) 筋注/静注を考慮。
表１０．COVID-19 流行中の喘息重積患者のためのプロトコル
状態によっては同時進行で行う
1. 呼吸作動ネブライザ（AeroEclipse®など）を用いてアルブテロール(サルブタモール) 2.5mg/3mL を吸
入。その後定容量使用を検討。または、意識レベルが安定していれば定量噴霧吸入器（MDI）でスペ
ーサーを使用して吸入、20 分毎に 6〜8 パフ。
2. アドレナリン 0.3ｍｇ筋注 その後 アドレナリン
1-5μg/分 持続静注で開始 (気管挿管され
たら中止)
3. メチルプレドニゾロン 60mg 静注。
4. マグネシウム 2g 静注 20 分以上かけて。
5. 気管挿管の準備 M S COVID 気管挿管プロトコル（Table8 を参照）に従って
6. 非侵襲的換気療法を考慮。
7. 患者が重症のままか悪化した場合、RSI を考慮。
8. ケタミン静注を考慮。
9. 気管挿管した場合は、ウイルスフィルターを備えたインラインネブライザーを使用。

セクション７. 呼吸困難及び緩和ケア
COVID-19 患者に対する緩和ケアはホスピスや即時の終末期ケアと同一視されるべきではないが、緩和ケアを
行うことは、生存の可能性が低いということでもある 4,30。このような場合、疼痛、呼吸困難、不穏・興奮、
およびその他の一般的な症状を、適切かつ症状に見合った薬剤にて管理し、終末期の患者の安らぎを最大化す
ることが、緩和ケアの目指すところとなる。介入は、症状に応じて調整されるべきであり、特定の生理学的指
標に基づくべきではない。呼吸困難および不穏・興奮に対する簡単なアプローチを図 1 に示す。
重症 COVID-19 の致死率の高さを考慮すると、患者及び家族との早期の話し合いが強く推奨される。致死率
は、肺疾患、腎疾患、心疾患などの慢性基礎疾患に関連して増加するが、新興感染症であるため、確定的な致
死率はまだ明らかでなく、研究データは不完全であるだろう。SOFA スコアのような尺度は、予後を把握する
www.ebmedicine.net/COVID-19
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のに役立つかもしれない。全体をみると、気管挿管を必要とする 70 歳以上の重症患者の死亡率は 60％を超え
るという報告がある 31,32。
Special thanks to Dr. Claire Akuna and Dr. Christopher Richardson and the Brookdale Department of
Palliative Care at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai who provided invaluable help with
this guideline and review of palliative care assistance.
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図 1. 呼吸困難に対する緩和アルゴリズム
緩和ケア対象患者における重症症状のマネジメントプロトコル.
プロトコル開始前に、薬物治療だけでなく酸素投与の様な非薬物治療も含め、
適切な治療が十分に行われているかを確認する。
【開始容量】
オピオイド未使用であれば、モルヒネ 2mg iv
またはヒドロモルフォン 0.4mg iv
15-30 分後に以下を再評価
呼吸困難・頻脈・努力呼吸
症状改善

症状改善なし

苦痛なし

または不十分

モルヒネ 2 mg iv ,4 時間毎（頓用 2 mg iv
1 時間以上あけて）

モルヒネ 4mg iv またはヒドロモルフォン 0.8mg iv

または、ヒドロモルフォン 0.4 mg iv ,4

15-30 分後に以下を再評価

時間毎(頓用 0.2 mg iv １時間以上あけて)
* 腎不全/肝不全時、6 時間毎とする。

呼吸困難・頻脈・努力呼吸

上記の代わりに、持続注開始でもよい：

症状改善

モルヒネ 0.5 mg/hr（頓用早送り1 mg 1時

苦痛なし

間以上あけて）または、ヒドロモルフォ

症状緩和なし
または不十分

ン 0.1 mg/hr（頓用早送り0.2 mg 1時間以
上あけて）

持続注開始：モルヒネ 1.5 mg/hr

持続注開始：モルヒネ 2 mg/hr（頓

（頓用早送り3mg 1時間以上あけ

用早送り4 mg 1時間以上あけて）ま

て）または、ヒドロモルフォン

たは、ヒドロモルフォン 0.4 mg/hr

0.3 mg/hr（頓用早送り0.6 mg 1時

（頓用早送り0.8 mg 1時間以上あけ

間以上あけて）

て）

必要時ロラゼパム 0.5-1 mg iv （6
時間以上あけて）を追加考慮

www.ebmedicine.net/COVID-19
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セクション７a. 看取り時のマネジメントと対話のポイント
COVID-19 のパンデミックは救急医療のあり方に根本的な変化をもたらし、これまでにはなかった運用上の問
題やコミュニケーションの問題が浮上した。救急医は、家族に悪い知らせを伝えるだけでなく、ケアの目標
（goals-of-care）について話し合いを早急に行わなければならない。救急医はこのような話し合いに慣れて
いるが、短期間にたくさん行う必要があると困難となり得る。さらに、ニューヨークやその他の流行地では、
遺体安置所や葬儀場の限界を超える数の死亡者が発生している。家族が動揺するのも無理はない。私たちは、
そんな状況下での難しい会話を助けるための台本を導入した 33。
表 11. 看取り時の対話のポイント
•

お悔やみ申し上げます。とても複雑で、様々な想いがあることと思います。
この後の手順に関してお聞きになりたいかもしれません。何点かお伝えさせてください。
疑問を整理する一助になれば幸いです。

•

まず、葬儀屋さんに電話してください。彼らは病院に連絡を取り、お迎えに来る手配をし
てくれます。葬儀屋さんは連絡法を知っていて、今後の連絡を上手く行うでしょう。

•

ご遺体は、ここから安置所に移動させて頂こうと思います。ご希望であれば、剖検を依頼
することができます。依頼するかどうかは、あなたが選ぶことができます。

•

私達は常に敬意を持ってご遺体に接します。葬儀屋さんとご家族で次の手続きを決めるま
で、大切にお世話をさせてください。

•

ご存知かもしれませんが、COVID-19 災害による悲劇は規模が大きく、従来の遺体安置所が
いっぱいになっている可能性があります。そのため、移動式施設という形で安置場所を増
やして対応しています。安置所の状況によっては、ご遺体をこのような外部移動式施設へ
安置させていただくこともあるかもしれません。どの場所でも、私達は同じ様に誠実かつ
大切に故人に対応します。

•

どこに安置しても、私達は亡くなられた方に対し同じ様に丁寧に対応することをお約束致
します。安置場を管理しているスタッフがおり、彼らはどの安置場のどの方にも同様に、
注意深く手順通りに対応します。

•

先ほども申し上げた様に、葬儀屋さんからお迎えに関する連絡があることでしょう。
COVID-19 による災害時ですので、残念ながらお迎えは遅れる可能性があります。地域の葬
儀屋さんに連絡を取り、次の手続きに関して助言をもらってください。

•

平時と変わらず、最大限の敬意を持って故人に対応させて頂きます。心から、お悔やみ申
し上げます。

セクション８. COVID-19 らしい患者に対するスマートフレーズ/ 帰宅のさせ方
一般的な救急外来患者概要を迅速に提供するために、一般的なプレゼンテーションに基づいたスマートなフレ
ーズを開発した。これらは Epic 電子医療記録システムで使用するために開発されたが、どのシステムにも適
用できる。以下に、COVID 患者が帰宅する際の指示、テントや遠隔での評価、コンサルテーションのテンプレ
ートを掲載する。
www.ebmedicine.net/COVID-19
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表１２. COVID-19 スマートフレーズ
(COVID 帰宅指示):COVID-19（疑
い)患者を帰宅させる理由を説明
するための部署のガイドラインを
参照している

"現在の MSHS COVID-19 管理ガイドラインによると、患者は帰宅時の注
意事項を説明した上で COVID-19 の在宅治療が臨床的に適切である。低
酸素血症なし、頻呼吸なし、経口摂取可能、重度の症状なく歩行可能
であることからわかるように軽症である。自宅での隔離が可能で、症
状が増悪すれば再診できる。自己隔離の指導や家庭での感染対策の情
報を提供している" (注:Epic では自動的に正しい性別の代名詞が入力
される)

(COVID テントや遠隔での評
価):

"[患者名]は、救急外来において遠隔システムで評価された[年齢][性
別]の方。
血圧 xxx/xx, 脈拍 xx, 体温 xx.x °C (xx.x °F) | 呼吸数 xx |体
重 t xx.x kg (xxx lb) | SpO2 xx% | BMI xx.x kg/m²。
患者の状態は悪くなく、経口摂取が可能で、呼吸困難はない。新型コ
ロナウイルス検査を提出した(していない)。患者は自己隔離の指示を
受け、息切れ、胸痛、経口補液不能または新たな症状や懸念事項があ
ればすぐに救急外来を受診することを理解している" (注: Epic では
自動的に年齢、性別などが記入される)

(COVID コンサルテーション)

COVID-19 の危機と患者接触を最小限に抑えるため、カルテ内容・初期
評価者との議論内容・直近の身体所見を踏まえて評価を行う。コンサ
ルトチームによる繰り返しの身体診察は行われない。
ある患者について*** 医師と議論し、その評価を参考に記載された内
容は***のコンサルトチームの推奨として機能する。疑問があれば、い
つでもさらなる指示を行うことができる体制である。

図 2. COVID-19 らしい患者を帰宅させる際の指示
スワブ検査の結果待ちの COVID-19 が疑われる患者/ あるいは検査を受けていないが推定診断患者
あなたは発熱、悪寒、筋肉痛、鼻水、咳嗽、くしゃみ、咽頭痛、嘔吐、下痢などの症状があり、ウイルス感染
症が疑われます。可能性のあるウイルスの 1 つに新型コロナウイルスとしても知られる COVID-19 を引き起こ
すウイルスがあります。一般的な風邪のような別のウイルス感染症の可能性もあります。安静にし、水分補給
をし、睡眠をとることは一般的に回復に有効です。帰宅して、発熱や咳嗽などの風邪の症状に水分摂取や薬で
対処できます。
現時点ではあなたの COVID-19 の検査結果はまだ出ておらず、結果が判明次第,
速やかにお知らせします。
帰宅したら、以下の注意事項を守ってください：
WHO（考慮が必要な人やペット)：
• 保健省(DOH)によると、現時点では自己隔離しなければならない。
www.ebmedicine.net/COVID-19
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• 高齢者や重大な医学的問題のある人が自宅にいる場合は、これらの人々はこの感染症でより深刻な症状にな
る可能性があるため、特に注意が必要。
• 体調が悪い時はペットなどの動物の世話をしない。
WHEN（自己隔離を解除するために)：
• 次の 3 つを満たせば自己隔離を解除できる:
1. 解熱剤（アスピリン、アセトアミノフェンなど)を服用せずに、少なくとも 72 時間一度も発熱してい
ない（体温＜100.0°F または＜38℃) そして
2. 呼吸器症状が改善している; そして
3. 症状発症から最低 7 日間経過している
検査した場合は、以下の 3 点を追加する
• 検査が陽性なら、あなた自身と接触者をより安全に保つためこのハンドアウトの全ての指示に従う必要があ
る。
• 症状が続く場合、14 日間はマスクを着用 すべき。
• 検査結果が陰性でも、完全にコロナウイルスを除外できるわけではない。症状が残っているなら、上記の指
示を継続することを推奨する。
WHERE（安全な距離を保つためのガイドライン）:
• 医療機関を受診する時以外は家にいなければならない。
• 医療機関を受診する場合を除き、自宅以外での活動を制限しなければならない。職場・学校・公共の場には
行ってはいけない。公共交通機関、ride-sharing、タクシーの利用は避けること。
• 可能な限り、特定の部屋にこもり、家の中で他の人から離れた場所にいるようにする。可能であれば、別の
トイレを利用する。
• 米国疾病管理予防センター（CDC)によると、この感染症の拡大を避けるためには自宅にこもり、他人との接
触を最小限に抑える必要がある。
WHAT (考慮すべき対象):
• 個人的な家庭用品の共有を避ける。自宅では皿、グラス、コップ、箸やナイフ、フォーク、寝具などを他人
やペットと共有してはいけない。これらを使ったら、石鹸と水でよく洗う。
• 毎日“よく触れるもの”の表面を全て清掃する。よく触れるものはカウンター、テーブル、ドアノブ、浴室
の備品、トイレ、電話、キーボード、タブレット、ベッドサイドテーブルなどがある。
• よく触れるものの表面を洗浄するには、家庭用洗浄スプレーをや家庭用クリーナーシートを使用する; 使用
法をよく読み使う。
HOW (手洗いや細菌管理のガイドライン):
• こまめに手を洗う。石鹸と水で最低 20 秒は手を洗う。石鹸や水が使えない場合、少なくとも 60%以上の濃
度のアルコール手指消毒剤で洗浄を行い、手の表面を全てカバーし、乾燥するまでこする。 手が明らかに
汚れている場合は石鹸と水を使うことが望ましい。
• 洗っていない手で眼、鼻、口を触らない.
• 咳嗽やくしゃみをする時にティッシュで口や鼻を覆う.
• 使用済のティッシュは裏地付きのゴミ箱に捨てる。すぐに石鹸と水または手指消毒剤で手を洗う。
WHEN(医療ケアを求めるためのガイドライン):
• 症状悪化時(鼻閉、咳嗽、発熱の増悪)には、主治医に連絡する
• 呼吸が苦しくなれば、救急診療を受ける。
www.ebmedicine.net/COVID-19
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•
•
•
•

可能であれば事前に連絡し、医療従事者に COVID-19 に曝露している可能性があることを伝える。
施設に入る前にフェィスマスクを着用する。
これらの手順は、医療提供者や待合室で他人が感染したり曝露することを防ぐのに役立つ。
可能なら、救急隊が到着する前にフェイスマスクを着用する

What should I tell my close contacts? (親しい人に何を伝えるのか？)
• 同居人、親密なパートナー、介護者およびあなたと密接に接触したことのある人は、呼吸器症状が出現しな
いか経過観察を行う。発熱、咳嗽、息切れなど COVID-19 に起因する可能性のある症状が出た場合は医療機
関に連絡する必要がある。
詳細は下記を参照して下さい:

Local (DOH)
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/

Local DOH Office Phone Numbers
•
•
•
•
•

Nassau County: (516) 227-9500
New York City: (347) 396-4131
Rockland County: (845) 364-2512
Suffolk County: (631) 854-0100
Westchester County: (914) 864-7292

Centers for Disease Control
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

セクション９. 非挿管患者における腹臥位療法のガイドライン
低酸素血症を呈する患者に対する腹臥位療法は、換気血流比の改善、下側肺のリクルートメント、動脈血酸素
化能の改善等、多くの生理学的な利点がある。さらに、腹臥位療法は肺へのストレスをより均一に分散させる
という事が証明されており、呼吸不全への進行を遅らせ低酸素血症を防ぐ可能性がある。腹臥位療法は集中治
療領域において低酸素性呼吸不全を呈する挿管患者に対して広く実行されているが 34,35、上記のような利点は
非挿管患者に対しても同様であると考えられる。したがって、低酸素血症を呈する患者に対して可能であれば
積極的に腹臥位療法を適用すべきである。また、厳重なモニター観察が前提とはなるが、酸素需要が増大傾向
にある患者に対する応急的な処置として試してみても良いかもしれない 36。
Special thanks to Dr. Susan Wilcox and Dr. David Brown, and the Department of Emergency Medicine
at Massachusetts General Hospital in Boston, MA, from which this guideline was largely adapted.
表１３．非挿管患者の腹臥位療法
適応基準

除外基準









低酸素血症患者：酸素投与下で SpO2<95% or 労作時に SpO2<90%
酸素投与下で頻呼吸あり or 中等度の呼吸苦あり
応急処置としての適応（別途記載）
譫妄、混乱、その他スタッフの指示に従う事ができない状態。
非侵襲的陽圧換気施行中。
自身で体位変換ができない。
嘔気・嘔吐あり。
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患者モニター









1.
2.
3.
4.
1.

方法

2.
1.

必要物品

事前評価

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

チェック項目

1.
2.
3.
4.
5.

妊娠後期
酸素飽和度モニターの波形がきれいに表示できない。
循環不安定(例：HR>120 or MAP<65)
重症呼吸不全で酸素投与に反応しない等、直ちに気管挿管が必要
枕
酸素投与
持続酸素モニター
遠隔患者モニター
運動能力の評価
精神状態の評価
禁忌項目の評価（上記記載）
看護・治療チームと合同で計画
心電図電極はモニター継続の為、前側胸部に残す（最低でも初回は必
ず）。
持続酸素飽和度モニター装着の上、波形の描出を確認する。
酸素投与でも呼吸器症状が軽度～中等度の呼吸器症状が続く患者は、
1 時間の腹臥位療法を試してみても良い。
腹臥位療法施行前に、患者が自力でベッド上で体位変換可能か確認す
る。
心電図電極は装着したままにする。
腹臥位を取る際には、腹部にもたれかかるようにし、両手と枕でそれ
をサポートする。酸素チューブを閉塞させないように注意する。
楽に体位をとれるように、枕を臀部もしくは足の下においても良い。
バイタルサイン並びに呼吸困難症状を経時的に記録し、1 時間後に患
者状態を再評価する。腹臥位療法施行にも関わらず状態が悪くなった
患者は、気管挿管を考慮する。
1 時間の腹臥位が可能である事が分かれば、患者に自力で仰臥位に戻
ることを許可する。但しできる限り腹臥位を取るように指導する。
常にナースコール等を患者の手の届く状態にしておく。
腹臥位療法の中断を最小限に留める為、患者が快適に過ごせるように
工夫する（トイレを済ませておく、スマートフォンが使えるようにし
ておく等）。
患者の SpO2、使用している酸素投与器具、酸素投与量、呼吸数、呼吸
苦症状を腹臥位療法の直前直後で記録する。
上記記録は、万が一応急処置としての腹臥位療法が必要となった場合
に効果が期待できる患者を選定するのに役立つ。
圧のかかりうる部位にリードが置かれることのないように注意を払
う。
圧による不快があれば、自分で体位変換をしてもらうように伝えてお
く。
ベッド上にいる間は患者の体位（「仰臥位」・「腹臥位」など）を記
録しておく。
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応急処置としての腹臥位療法

1. 酸素需要の上昇（SpO2>90%を維持するのに 2L/min 以上の酸素投与量
の増量が必要）を認める患者は、呼吸不全のリスクがある。
2. 患者が仰臥位の状態であり、安全性が担保できる場合には、腹臥位療
法を施行する。
3. 上級医を含めた治療チームに酸素化の低下について報告する。
4. 治療介入により、呼吸数の低下、SpO2 の上昇、酸素投与量の減少が認
められたら、1 時間後に再評価を行う。最初の 30 分は 5 分おきに状態
の評価を、以後は 15 分ごとに評価を行う。

セクション１０．COVID-19 患者への初療室での集中治療
エビデンスのある治療がいまだに存在しない新型ウイルスではあるが、適切な集中治療が現在の管理方針の礎
である。米国における COVID-19 患者の致死率は 4.9%と報告されている。これは検査の適応となったより重篤
な患者群に基づく報告ではあるが、少なくとも、質の高い集中治療の提供が不可欠であることが示される 37。
ショックと低酸素の管理が COVID-19 の集中治療での柱である。
ノルアドレナリンとバソプレシンが標準治療で選択される昇圧薬である 38-40。呼吸状態に余力がないことを考
慮して、これらの患者の低血圧には早期の昇圧剤使用を優先し、考え抜いた上での輸液負荷にとどめるよう推
奨する 41,42。可能ならば、ベッドサイドでの point-of-care 超音波検査は心機能やボリューム評価および蘇生
の指標に非常に有用である。
人工呼吸器管理は主に肺保護戦略に基づいて行われる。疾患の本質と最善の人工呼吸器設定について激しい議
論が交わされているところであるが、ARDS Clinical Network Ventilation protocol を推奨する 43。酸素化
不良患者に対する救済戦略についても我々のガイドラインに記載している。酸素化を最大限にするために患者
を人工呼吸器に同調させる必要があり、RASS スコアは-2 から-3 を目標にする。患者が低酸素状態のままであ
れば、酸素化を改善するために筋弛緩を試みてもよい 40。挿管患者の腹臥位療法は熟練した医師とチームで行
えば非常に安全である 35。患者が ICU 入室を待っている間に初療室で行う次善の策として側臥位にすることは
試みてもよいだろう。治療が奏功しない際は、可能であれば、ECMO も考慮される。
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表１４．挿管患者のトラブルシューティング
・フェンタニルのボーラス投与/ミダゾラム
もしくはロラゼパムのボーラス投与。鎮痛鎮
静の評価なしに筋弛緩を追加してはならない
・気管チューブ内の吸引
・非 COVID-19：気管支拡張薬
・COVID-19：施設毎の方針によりアルブテロ
ールを検討
・鎮痛/鎮静
一回換気量の低下
・チューブを噛んでいないか
・吸気流量を最低でも 60L/分に設定する
・呼吸器との非同調
・空気飢餓感（“Air hunger”） (80L/分まで増加できる)
・気管チューブ内の吸引
・喀痰による閉塞
他にもアラームの種類はある。まずはより経験のある医師を呼ぶ。どの方法を試してもうまくいかなけれ
ば、呼吸器を外し HEPA フィルターを併用した用手換気に切り替える。呼吸器も機械であり故障することが
あるからだ。
気道内圧上限アラーム

・筋弛緩していたとしても鎮痛/
鎮静を評価する
・チューブを噛んでいないか
・喀痰による閉塞
・気管支攣縮

表１５.ARDS のマネジメント
項目
PEEP
鎮痛/鎮静

詳細
肺コンプライアンスと重症度によ
る
呼吸器との同調を改善する

筋弛緩

呼吸器との同調を改善する

利尿

ARDS と腎障害予防のバランスをと
りながら、少なめの水分量を目指
す
換気・酸素化したのちに P/F<150
であれば行う
難治性の低酸素血症や高二酸化炭
素血症

腹臥位療法
ECMO

治療法
High PEEP アルゴリズムに則る
オピオイド、プロポフォール、ベンゾジアゼピン、デ
クスメデトミジン
Cisatracurium(日本未承認)
利用可能ならば筋弛緩
モニターの四連反応比(TOF 比: train-of-four ratio)
で 2/4 で調節。ICU 入室待機中ならば呼吸器同調が適切
になるように調節。
K、Mg、P をチェックしフロセミドをこまめに調整す
る。ボーラスと持続投与で効果に差はない
(ICU で行うことを勧めるが)挿管/非挿管患者を側臥位
や腹臥位にする
ECMO コンサルタントを呼ぶか ECMO センターへの転院を
考慮する。

表１６．ショックのマネジメント
初期のマネジメント

昇圧薬

・低血圧にはまず輸液制限戦略を推奨する
・血管内ボリュームの動的モニタリング（超音波検査や毛細血管再充填時間、脈圧な
ど）をもとに 500ml から 1L の少量輸液負荷を行い、再評価する。輸液負荷および昇
圧剤の早期使用について超音波検査の上で判断することを推奨する。
・ノルアドレナリンを 5μg から開始し漸増する。ノルアドレナリンが 20μg を超え
れば第 2 選択としてバソプレシンを使用する。昇圧剤を 2 剤併用開始すればハイドロ
コルチゾン 50mg の 6 時間毎とフルドロコルチゾン 0.1mg/日投与を考慮する。
・もし心原性ショックの徴候があれば陽性変力作用のあるアドレナリンかドブタミン
を使用開始し、循環器内科医にコンサルトして経胸壁心エコーを行うべきである。
ノルアドレナリン、バソプレシン(補助として固定量で使用)
www.ebmedicine.net/COVID-19
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