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素早く学ぶ（ラピッドアクセス）
このトピックに関する情報は新しいデータと共に絶えず変化しており、本稿は更新日時点で入手可能
なデータをまとめたものである。 今後さらに多くのデータが蓄積される毎に継続的に更新および査読
される予定である。
他言語バージョンは こちら を参照。

急性重症患者へのアプローチ
●

気道
○
○
○

挿管が必要な場合がある。
N95フェイスマスクまたは電動ファン付呼吸用保護具（PAPR）、眼保護具、ガウン、
手袋などの個人用保護具（PPE）を着用する。
患者はできるだけ早く隔離する必要がある。

○
○
○
○

●

○
呼吸
○
○
○
○

●

循環
○
○

●

●

●

●

非再呼吸マスクまたは高流量鼻カヌラを使用して事前に酸素吸入を行う。可能な
限り、バッグバルブマスク換気を避ける。
臨床的にバッグバルブマスク換気が必要な場合は、代わりにウイルスフィルターを
備えた声門上エアウェイの使用を検討する。
迅速導入挿管（RSI）を行う。挿管施行者と患者との距離を長くするために、ビデオ
喉頭鏡の使用が望ましい。
所要時間と試行回数を減らすために、経験豊富な挿管者が処置を行うべきであ
る。
部屋の中の医療従事者の数は必要最小限に止める。
酸素の必要量が増加している患者に対しては、厳密なモニタリング下での高流量
酸素または非侵襲的換気を検討する。
これらの補助にもかかわらず改善が見られない場合、呼吸困難、意識障害、また
は不安定な血行動態の場合には、挿管が適応となる。
挿管後、肺保護換気を行う。 (参照: 人工呼吸管理)
患者の血行動態、酸素投与、肺コンプライアンスに応じてPEEPを調整する。
ARDSの基準を満たせば、ARDSnetのプロトコルを用いて呼吸器管理を行う。
COVID-19確定例または疑い例での心停止の場合には、蘇生継続の妥当性を考
慮する。
COVID-19患者における、 急性心筋障害 、心筋炎、血栓塞栓症、循環器虚脱が
報告されている。
COVID-19患者はSTEMIをを発症する可能性がある。

○
合併症
○ COVID-19患者は、大血管閉塞を含む脳卒中を呈する可能性がある。
○ COVID-19患者は、重大な意識障害または脳症を有する可能性がある。
曝露
○ COVID-19は中等度の感染性である。
○ 患者は可能な限り空気感染隔離室で隔離する。
○ 呼吸器飛沫感染、近距離エアロゾルや媒介物による拡散の可能性が高い 。
○ 検査中の患者はサージカルマスクを 着用するべきである 。
○ 診療に関わる医療従事者は以下を行うべきである :
■ 臨床状況や使用可能な状況に応じて、ガウン、手袋、眼保護具、フェ
イスマスクもしくは人工呼吸器などの個人用保護具（PPE）を着用する。
■ 可能な限り顔や目に触れないようにする。
■ 毎回診療後に最低２０秒以上の手の洗浄をするか、またはアルコール度
数60％以上のアルコール系手指消毒剤を使用すること。
○ 供給量が限られるPPEに関するアメリカ疾病予防センター（CDC）ガイドライン
診断:
○ 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2（SARS-CoV-2）の臨床的疑い、かつ逆転
写酵素ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）検査陽性。
治療:
○ 患者を隔離する。

○
○

○

支持療法を行う。
可能性のある治療法。(治療上の考慮事項)
■ 入院患者にはレムデシビルを考慮する。
■ デキサメタゾンは、酸素投与を必要とする患者には推奨される。
■ トシリズマブは特定の入院患者に対して検討することができる。
米国国立衛生研究所による重症度別の治療の推奨事項はここから確認できる。

EM:RAP リンク
●
●
●
●

The EM:RAP Covid-19 リソースウェブサイト に全オーディオエピソードとビデオを掲載。
急性重症患者に対する相関および人工呼吸管理
Dr. Sara Cragerによる人工呼吸器の基本
Covidにおける挿管の判断

重要なコンセプト
●
●
●

●
●
●
●

●

1

情報の変化が激しく、査読前のデータが共有されている点に、注意が必要である。CDCによ
る COVID-19 ウェブサイト は頻繁に更新されている。
2019年12月 中国湖北省武漢市で新型コロナウイルスが最初に確認され、その後世界中に
広がった。1
この新型コロナウイルスのアウトブレークは、類似点はあるものの、最近の他の新規コロナ
ウイルス集団発生とは異なっている。(テーブル: COVID-19とSARS、MERS、季節性インフ
ルエンザ、感冒との比較)
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、SARS-CoV-2ウイルス（新型コロナウイルス）に
よって引き起こされる病気である。
初期の感染伝播は呼吸器からの飛沫や媒介物を介して起こると思われる。また、空気感染
も起こりうる。
潜伏期間の中央値は5日と考えられているが、最大で2週間、まれにそれ以上となることもあ
る。2
最も一般的な臨床像は非特異的であり、咳、発熱、息切れ、倦怠感、味覚・臭覚の変化が含
まれる。
○ 非常に軽度または無症状のものから重症化するものまで幅が広い。
○ 高齢者や慢性疾患の患者は、しばしば若年患者よりも臨床的に重篤になる。
○ 感染が疑われる患者は、フェイスマスクを着用し、隔離されるべきである。
他の病因や重複感染の可能性を検査する。インフルエンザシーズンでは、定期的なインフル
エンザのスワブ検査を検討すべきである。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3210901
2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748

○

●

●

重複感染は患者の約20％で起こり、重症患者ではさらに高い割合で起こることが研
究で示唆されている。3
治療は主に重症度に応じた支持療法である。
○ FDAは、レムデシビルを入院患者への治療の選択肢として承認している。
○ デキサメタゾンは、酸素投与を必要とする患者には強く考慮すべきである。
○ トシリズマブは、酸素必要量が急速に増加し、全身性炎症を呈する検査結果がある
入院患者に対して、疾患経過の早い段階から検討することができる。
医療従事者は患者と接する際には、個人用保護具 使用する必要がある。着衣と脱衣の
CDCのインフォグラフィックは、正しい着脱方法を紹介している。(図: 個人用保護具の脱衣、
例 2) これらの手技を厳格に遵守することは、医療従事者への感染拡大を減らすのに非常
に効果的であるようだ。4

診断
典型的な症例
●

最近COVID-19陽性患者を家族に持った65歳の男性が、咳、発熱、息切れの症状を示した。
また、食事の味がしないと気付いた。トリアージ時のパルスオキシメーター値は85%で、頻呼
吸と聴診上にて散在性の水泡音があった。

病歴
●

3

症状の発生頻度は報告によって大きく異なり、重症度に依存している可能性が高い。 最も一
般的な症状:5
○ 咳嗽, 60-86%
○ 呼吸困難 53-80%
○ 嗅覚または味覚機能障害 64～80%
○ 筋肉痛 15-44%
○ 吐き気、嘔吐、下痢 15～39%
○ 疲労 38%
○ 食思不振 22%

Wang M, Wu Q, Xu W, et al. Clinical diagnosis of 8274 samples with 2019-novel coronavirus in Wuhan.
medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20022327v2. Posted February 18, 2020.
Accessed March 16, 2020.
Xing Q, Li GJ, Xing YH, et al. Precautions are Needed for COVID-19 Patients with Coinfection of
Common Respiratory Pathogens. medRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.29.20027698v2. Updated March 5, 2020. Accessed
March 16, 2020.
Shah, N. Higher co-infection rates in COVID19. Medium.
https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-covid19-b24965088333. Accessed March 20,
2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293646
4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32131908
5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405183
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32253535
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543702
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32298251
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899

●

○ 咽頭痛 18%
○ 鼻閉 16-25%
○ 頭痛 16%
○ 胸痛 15%
○ 腹痛 8%
消化器症状が発熱や呼吸困難の発症に先行することがある。

身体所見
●
●

●

身体所見は非特異的であり、他のウイルス性疾患と類似している。
発熱は非常に頻繁に見られる所見である。
○ 入院患者を対象にしたある研究では、初診患者の44％に発熱がみられたが、病期
経過中に90％にまで増加した6。
一般的ではない身体所見は以下である:7
○ 意識障害 6%
○ 扁桃腺腫大 2.1%
○ 咽頭充血 1.7%
○ 皮疹 0.2% (参照: 肺外臓器への影響 - 皮膚症状)

鑑別診断
●

COVID-19の鑑別診断は幅広く、以下のようなものがある:
○ 季節性インフルエンザ
○ 風邪
○ 非特異的ウイルス性疾患
○ 非COVID-19由来の敗血症
○ 細菌性、真菌、またはウイルス性肺炎
○ うっ血性心不全および/または肺水腫

異常検査所見
●

●

6

異常低値を示す可能性のある検査値
○ リンパ球数
■ 患者の70～83％にリンパ球減少が見られる8
○ アルブミン
■ 低アルブミン血症は 75%にみられる.
○ 血小板数
○ ヘモグロビン
異常高値を示す可能性のある検査値9
○ プロトロンビン時間
○ 全白血球数
○ 好中球数
○ 乳酸脱水素酵素

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/
8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32119647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
7

●
●

■ 50-60%で上昇
○ D-ダイマー
■ 36-46%で上昇
○ フェリチン
○ C反応性タンパク
■ 75-93%で上昇
○ 赤血球沈降速度
■ ～85%で上昇
○ プロカルシトニン
■ おそらく軽度の上昇。重度の上昇は、細菌感染のための迅速な検査を行う必
要がある。
○ アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（
AST）
■ 患者の25-53%で上昇していた10
○ 総ビリルビン
○ トロポニン
○ クレアチニン
○ クレアチニンキナーゼ
D-ダイマーの上昇とリンパ球減少は最も予後に影響を及ぼすように思われる11
COVID-19の特異的診断:
○ 現時点でRT-PCR法はウイルスのRNAを検知する。WHOおよびCDCにより承認さ
れている。
○ 抗原検査はウイルスのタンパク質を検知する。迅速な結果が得られるが感度が低
い。
○ 血清検査は、抗体を調べることで、最近または過去の感染を診断する。

PCR検査
●

●

RT-PCR検査は鼻咽頭スワブによって採取されたウイルスRNAを最も高頻度に検出するも
のである。スワブは、個人用保護具を着用した医療従事者によって空気感染隔離室で行わ
れるのが理想的である 。スワブのやり方は以下の通りである。(参照: 診断検査)
PCR検査の感度は、サンプリング部位、サンプルの質、および患者の特定の病期における
ウイルス複製やクリアランスの程度に依存する。報告されている感度は、鼻咽頭サンプルで
は約60～70％、気管支肺胞洗浄サンプルでは最大93％である。(参照: 診断検査)12

画像検査
●

10

胸部レントゲン検査
○ 患者の移動とそれに伴うウイルスの拡散を抑えるためにポータブル胸部レントゲン
検査を推奨する。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243269/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/
12
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132196
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398230/
11

胸部X線では多巣性浸潤影を呈すことがあるが多くは正常である13
胸部レントゲン写真の例:
■ 多様な所見が見られるが、最も一般的なのは両側性の多巣性およびび漫性
の陰影である。
■ Covid-19における胸部レントゲン所見：Patient 1 Patient 2 Patient 3
Patient 4 Patient 5 Patient 6 Patient 7 Patient 8
胸部CT画像
○ 症状発症から約10日後にピークのCT所見が出現する。
○ CTを受ける患者はフェイスマスクを着用すべきである。放射線科の担当者は、事前
に個人用保護具を着用できるよう通知をうける必要がある。CTスキャナーはその後
消毒が必要である。
○ 胸部CTでみられる主な異常は以下:14
■ スリガラス状陰影 - 81%
■ 両側性肺病変 - 76%
■ コンソリデーション- 52%
■ 中隔肥厚/ 網状影 - 49%
■ スリガラス状陰影と小葉間隔壁の肥厚(Crazy paving) - 35%
○ 症状のある患者の約10％は胸部CTが正常な場合がある。
○ 胸部CT画像の例:
■ 周囲のスリガラス状陰影を伴う多巣性コンソリデーション
■ スリガラス状陰影を伴う多巣性コンソリデーション（特に背側肺野）
■ スリガラス状陰影と中隔肥厚を伴うびまん性両側性コンソリデーション
■ 両背側肺野のコンソリデーション
■ スリガラス状陰影を伴う多葉性肺炎, 体軸断面像
● COVID 多葉性肺炎およびスリガラス状陰影 体軸断面像 1
● COVID 多葉性肺炎およびスリガラス状陰影 体軸断面像 2
● COVID 多葉性肺炎およびスリガラス状陰影 体軸断面像 3
超音波検査
○ 肺エコー検査では、主に背側肺野に多巣性Bライン、胸膜の不規則性、 胸膜下層の
浸潤影をみとめることがある。(参照: より深く学ぶ)
○ 心エコー検査では、右室機能障害の所見がみられるかもしれない。
○ COVID19の肺エコー画像の例
■ Bライン
■ 胸膜の不規則性
■ 気管支透亮像 (Air bronchograms)
○
○

●

●

特殊な患者
●

13

小児
○
○

COVID-19の小児では重症化は稀である。
小児は稀な多臓器系炎症性症候群 (MIS-C)のリスクがある。

Weinstock MB, Echenique A, Dabr JW, et al. Chest X-Ray Findings in 636 Ambulatory Patients with
COVID-19 Presenting to an Urgent Care Center: A Normal Chest X-Ray Is no Guarantee.
https://www.jucm.com/documents/jucm-covid-19-studyepub-april-2020.pdf/. Accessed April 24, 2020.
14
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32592709/

●

●

●

○ 参照: 特殊な患者 - COVID-19の小児患者
妊娠中または授乳中の患者
○ 妊娠とCOVID-19の重症度上昇との間には関連がある。
○ COVID-19の母親は授乳を続けてもよい。母親は前後に手を洗い、可能であれば
フェイスマスクを着用することが推奨される。
○ 参照: 特殊な患者 - 妊娠中または授乳中の患者
慢性閉塞性肺疾患 (COPD)または喘息の患者
○ COPDまたは喘息の既往がCOVID-19の感染リスクを高めるというエビデンスはな
い。
○ 呼吸器疾患を有する患者はCOVID-19に感染すると重症化する可能性が高い。
○ 参照: 特殊な患者 - COPDおよび喘息の患者
ダウン症患者
○ ダウン症の人は脆弱な集団と考えるべきである。
○ 参照: 特別な集団 - ダウン症患者

治療
気道管理
●
●

●

●

15

COVIDに起因する呼吸不全に対するアルゴリズムが利用可能。
高流量経鼻酸素
○ 標準的な鼻カニューレの能力を超える酸素要求量の患者に対する次の介入として、
高流量経鼻酸素または加熱された高流量経鼻カニューレを検討すべきである。15
○ 高流量経鼻カヌラには、患者の酸素需要を満たし呼吸仕事量が軽減されるなど、多
くのメリットがある。
○ 低流量または高流量の鼻カヌラ使用している患者には、フェイスマスクを着用する必
要がある。
○ 参照: 気道と呼吸
非侵襲的人工換気
○ 単純な経鼻カニューレ以上の呼吸サポートを必要とする患者に対しては、非侵襲的
人工換気を考慮することもできる。
○ 酸素投与のみが必要な患者には、不必要な人工呼吸補助は一回換気量の増大と肺
損傷の増加につながる可能性があるため、バイレベル気道陽圧（BiPAP）よりも
CPAPの方が好ましいかもしれない。
○ Safe Airway Societyは、ウイルスフィルターを非侵襲的陽圧マスクに直接装着しな
ければならないと勧告している16
○ 参照: 気道と呼吸
覚醒下腹臥位
○ 覚醒下腹臥位または自己腹臥位は、酸素化を改善し、挿管の必要性を減らすのに
有効であることが指摘されている。17

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25981908/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32356900/
17
.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32320506/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32412606/
16
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●

●
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●

●
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○
挿管
○

意識混濁のない患者、苦痛を感じていない患者、または血行動態的に不安定ではな
い患者は、可能であれば自己腹臥位が勧められる。
参照: 気道と呼吸

挿管は、COVID-19患者を扱う医療従事者にとって、最もリスクの高い介入の一つで
ある。18
○ 挿管が必要な場合には、できるだけ少ない試行回数で、できるだけ少ない人数で迅
速に行う。医師と患者との距離を伸ばすために、ビデオ喉頭鏡を用いた挿管が好ま
しい。我々は、 ウイルスフィルタの使用を推奨する。
○ 部屋にいる全員が長袖ガウン、手袋、眼保護具、微粒子用マスク（N95またはそれに
相当するもの）などの個人用保護具 (PPE)を着用すべきである。19
○ 患者の頭上に透明なプラスチックシートや透明な箱をかぶせることで、挿管器へのウ
イルスの拡散を減らすことが当初は考えられていた。しかし、これらの装置は気道を
確保するのに必要な時間を長くし、初回成功率を低下させることが実証されているた
め、日常的に推奨することはできない。20
○ 挿管は、可能な限り陰圧隔離室で行うべきである。
○ EMCritのブログでは、Scott Weingart氏が事前の十分な酸素投与 (プレオキシゲー
ション)の実践や挿管パックの使用を含む 気道管理のレビュー を掲載している。
パンデミック初期には、6L以上の酸素を必要とする全ての患者に対して、早期の気管挿管戦
略を主張する専門家もいた。しかし、この方法を推奨する十分な証拠はない。
患者が苦痛を感じておらず、不十分な酸素供給の証拠がない場合には、非侵襲的人工呼吸
と“低酸素血症の許容”が適切な戦略かもしれない。しかし、この戦略のメリットは、患者が急
速に悪化するリスクや、緊急挿管に耐えられるだけの予備能が低下してる可能性と照らし合
わせて考えなければならない。
心停止時には、ウイスルフィルターを用いた声門上デバイスはエアゾールの発生を最小限に
抑えることができるため、バッグマスク換気よりも声門上デバイスを挿入することが好ましい。
気管挿管はエアロゾルの発生をさらに減らすことができ、蘇生が継続される場合の気管挿管
は妥当である。21
○ 医療従事者の人数を制限することを推奨する。
○ 可能であれば機械的な圧迫装置を使用する。
気道管理中に、挿管用フードを使用しない場合に、気密性の高い眼保護具（ゴーグルなど）
を着用することは、気密性のないものよりも有用だと考えられる。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105633/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32102726/
19
Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV)
infection is suspected: Interim guidance. World Health Organization.
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-n
ovel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected. Updated January 25, 2021. Accessed July 19, 2021.
20
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243118/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397008
21
ILCOR Covid-19 practical guidance on implementation. International Liaison Committee on
Resuscitation website. https://www.ilcor.org/covid-19. Accessed August 21, 2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32525022/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33041141/

●
●

室内のすべての機器は、再度使用する前に完全に消毒する必要がある。
挿管後の鎮静・鎮痛
○ 気道管理を必要とする急性重症患者が大量発生すると、挿管後の鎮静および鎮痛
のための一般的な資源が枯渇する可能性がある。
○ テーブル: 鎮静・鎮痛のための薬剤一覧

人工呼吸管理
●
●

●

●
●

機械換気には、ARDSNet人工呼吸管理プロトコールを使用することを推奨する22 。
肺保護換気は救急部で開始すべき重要な介入である。23
○ 肺保護換気の主な要素は:
■ 低一回換気量を用いる (~6 cc/理想体重［kg］).
■ 高二酸化炭素血症許容法（permissive hypercapnia）を行う（動脈のpHが>
7.2である限り、高いpCO2を許容する）。
■ 非常に高いプラトー圧を避ける（< 30 cmH2Oを維持する）。
■ ARDSnet PEEPテーブルまたはベストコンプライアンス戦略を用いて、PEEP
を適切に調整する。
■ 高酸素症を避ける（酸素飽和度が92～96％になるようにFiO2を調整する）。
COVID-19患者の機械換気法については大いに議論の余地がある。
○ 通常、発症初期の肺 コンプライアンス は保たれている。
○ このような状況での高PEEPは逆に低酸素を悪化させ、血行動態の障害を引き起こ
す可能性がある。
○ 病状が進行し、肺コンプライアンスが悪化している場合、より高いPEEPと腹臥位療
法を含む典型的なARDS換気戦略は適切である。
○ 覚醒中、腹臥位療法は自宅でも行うことができる簡単な介入である。機械的人工呼
吸を行っている患者は、経験豊富なチームが腹臥位療法を行うべきである。
EM:RAP HDに 人工呼吸管理のレビュー を掲載している。
アメリカ胸部学会にも基本的な人工呼吸管理のレビューの ビデオ が掲載されている。

治療
●
●
●
●
●

22

レムデシビルは、米国FDAからCOVID-19治療に対する承認を得ている24
デキサメタゾンは、酸素投与を要する患者には強く考慮すべきである。
入院した患者は、少なくとも予防的な抗凝固療法を受けるべきである。
バリシチニブは、コルチコステロイドを投与できない、酸素を必要とする患者に検討すること
ができる。
トシリズマブは、酸素必要量が急速に増加し、全身性炎症を呈する検査結果がある入院患
者に対して、疾患経過の早い段階から検討することができる。

NHLBI ARDS Network. NIH NHLBI ARDS Clinical Network, Mechanical Ventilation Protocol Summary.
http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf Accessed March 11, 2020.
23
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25742126/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23331507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24283226/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10793162/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29347982/
24
FDA Approves First Treatment for COVID-19. FDA News Release.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-covid-19. Published
October 22, 2020. Accessed November 18, 2020.

●

●
●
●
●
●

重症度別の治療の推奨
○ 軽度から中等度のCOVID-19を有する非入院患者:
■ SARS-CoV-2中和抗体は、病状進行のリスクが高い患者には考慮できる。
■ デキサメタゾンや他のステロイドは、補助的な酸素を必要としない患者には
投与すべきではない。
○ 補助酸素を必要としない入院患者:
■ レムデシビルは、進行のリスクが高い患者や重篤な多巣性肺炎を有する患
者に対して考慮することができる。レムデシビルの通常の治療経過は5日間
であるが、5日間で臨床的に実質的な改善が見られない患者に対しては10
日間に延長することができる。
○ 補助酸素を必要とする入院患者:
■ レムデシビルとデキサメタゾンが推奨される。
■ デキサメタゾンは、レムデシビルが使用できない場合に単独で使用すること
ができる。
■ デキサメタゾンが投与できない場合は、バリシチニブとレムデシビルを併用す
ることを考慮する。バリシチニブはレムデシビルとの併用なしでは使用すべき
でない。
○ 高流量鼻カニューレや非侵襲的人工呼吸を必要とする患者:
■ レムデシビルとデキサメタゾンが推奨されている。
○ 侵襲的人工呼吸またはECMOを必要とする患者:
■ デキサメタゾンが推奨される。最近挿管された患者にはレムデシビルが推奨
される。
○ トシリズマブは、酸素必要量が急速に増加し、炎症マーカーが上昇している入院患
者や、呼吸サポートの必要性が急速に増加しているICU患者に対して検討すること
ができる。
NIHによる重症度別の治療の推奨事項はここで確認できる。
アメリカ感染症学会による治療の推奨事項はここで確認できる。
ヒドロキシクロロキンは証明された有用性がなく、有害な可能性がある。したがって、使用は
避けるべきである。
推奨される治療法の詳細や、現在研究中の治療法については以下を参照→より深く学ぶ
非集中治療医のための集中治療管理の簡潔なレビューはここで確認できる。

入院/帰宅の判断
入院
●
●
退院
●
●

高齢者や慢性疾患のある患者は、入院を検討する。空気感染隔離室が使用できなくなった
場合、患者はドアの閉まる個室に入るべきである。
循環動態不安定、呼吸努力の進行、低酸素症などの症状があったり、 外観が悪い患者は
ICUへの入院が必要になることがある。
明らかな低酸素血症がなく循環動態が安定していて、良好な外観を呈し 重篤化の危険因子
（例：高齢、慢性疾患）もない患者は 、退院および在宅ケアを検討してもよい。
在宅酸素が必要な患者もいるかもしれない (気道と呼吸を参照)

●
●
●

●
●

地方の州および保健部門は、退院するCOVID-19の患者を把握するべきである。
在宅ケア中の蔓延リスクを軽減するため、以下の情報を患者に提供することができる:
○ 自宅および療養施設での新型コロナ感染症の予防
退院した患者は、他の患者への感染の危険性が低くなるまで自宅で隔離された状態を維持
すべきである。
○ 軽症から中等症の患者は、症状発症から10日後には感染していないと考えられる。
重症患者や免疫不全患者では、この期間を20日に延長することを検討すること。(参
照: 感染後の考慮事項 - CDCの職場復帰基準)
無症候性の感染の可能性があることを患者や家族に伝える。
COVID-19の検査に関する患者用 ファクトシート が利用できる。

より深く学ぶ（ディープダイブ）
背景
疫学
●

●
●
●

ウイルスの起源
○ SARS-CoV-2は、2019年12月に中国湖北省武漢市で初めて確認された。
○ ウイルスの起源については現在も調査が進められているが、湖南海鮮卸売市場で
違法に売られていた動物から初めて人に感染したと考えられている。25
○ SARS-CoV-2はキクガシラコウモリ(Rhinolophus ferrumequinum) のコロナウイルス
に由来すると考えられている。違法に取引されているセンザンコウが中間宿主となっ
ている可能性がある。26
武漢市での 最初の感染に始まり 、今では世界的に広がっている。
ジョンズ・ホプキンス大学には世界中の最新感染情報を追跡出来る優れたインタラクティブ
マップがある。.
命名
○ 国際ウイルス分類学委員会（International Committee on Taxonomy of Viruse）によ
り、SARS-CoV-2と命名された。27
○ このウイルスがもたらす病気はCOVID-19と名付けられている。

病態生理
●

●

25

このウイルスはエンベロープ型一本鎖RNAベータコロナウイルスであり、そのライフサイクル
は、宿主細胞への接着と侵入、その後の生合成、成熟、新しいウイルスの放出で構成されて
いる。
このウイルスは、宿主細胞に侵入するために、アンジオテンシン変換酵素2（ACE2）受容体
に結合する。ACE2受容体は、肺胞II型細胞および腸、腎臓、心臓、血管の細胞など、様々な
細胞に発現している。28

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22816037
26

○

●

肺内では、ACE2受容体が肺胞腔の周囲に集中しているため、早期に末梢気道に肺
損傷が見られる理由である可能性があります。
コロナウイルススパイク蛋白質（S1 、S2）は、ウイルスのヒト細胞への侵入を媒介している。29
○ スパイク蛋白質が受容体に結合すると、受容体が切断され、これがスパイクを活性
化させ、宿主細胞への融合を可能にすると考えられている。
○ SARS-CoV-2は、他のコロナウイルスと比較して、スパイク蛋白質が複数の切断部
位を持つ点が特徴であり、これが病原性を高めている可能性が高い。30
○ ウイルススパイク蛋白質の抗原性ドリフト（微小な遺伝子変化の緩やかな蓄積）は、
異なる変種をもたらし、ウイルス感染性やワクチンの有効性に重要な意味を持つ。
○ 潜伏期間
■ 潜伏期間は1～14日とされ、典型例では4～5日である。31
■ 症状を発症した患者の98％が感染後12日以内に症状を発症する。32

SARS-CoV-2変異株
●
●

●
●

29

SARS-CoV-2 には、遺伝的に異なる複数の変異株が存在する。異なる変異株は、感染性、
再感染性、病原性、およびモノクローナル抗体やワクチンの有効性に影響を与える。33
バリアントは現在3つのグループに分類されている。:34
○ Variants of interest（関心のある変異株；VOI）
■ これらは伝播、診断、治療、免疫反応に影響を与えると予測される。
■ 感染の増加やアウトブレイク・クラスターとの関連を示す証拠がある。
○ Variants of concern（懸念すべき変異株；VOC）
■ 関心のある変異体の属性に加えて、伝播性や病気の重症度が増加するとい
う証拠がある。
○ Variants of high consequence（社会的影響が極めて重大な変異株；VOHC）
■ 懸念される変異体の属性に加えて、より重篤な臨床疾患、入院患者の増加、
ワクチンや既知の治療薬の効果の低下、診断の失敗などの証拠がある。
現在モニターされている関心のある変異株(VOI)は多数ある。
現在の懸念すべき変異株(VOC)
○ B.1.1.7（アルファ）, イギリスで最初に分離された。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22816037
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32325252
31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748
32
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
33
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33404586/
34
SARS-CoV-2 variant classifications and definitions. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html#Consequence. Updated July 13,
2021. Accessed July 19, 2021.
30

スパイクタンパク質の変異は、伝達性を約50％増加させる。35 これは、距離
を置く、マスクの使用、手洗いなどの基本的な予防対策の効果には影響しな
い。36
■ 他の変異株と比較して死亡リスクの増加と関連している可能性がある。37
○ B.1.351（ベータ）, 南アフリカで最初に分離された。
■ 約50％の伝達性の増加と関連している。
■ 免疫回避性の増加と関連している。
○ B.1.617.2（デルタ）, インドで最初に分離された。
■ アルファ・バリアントと比較して最大50％感染力が高い可能性がある。
○ B.1.427 and B.1.429 （イプシロン）, 米国カルフォルニアで最初に分離された。
■ 約20％の伝達性の増加と関連している。
○ P.1（ガンマ）, ブラジルで最初に分離された。
■ 伝播性と重症度への影響を示唆するいくつかの証拠がある。
○ B.1.526（イオタ）, 米国ニューヨークで最初に分離された。
■ 伝達性の増加と関連している
■ より重篤な疾患を引き起こさない。
現在の社会的影響が極めて重大な変異株(VOHC)
○ 現在のところ、既知のVOHCはない。
新たに出現したSARS-CoV-2変異体の詳細については、こちらを参照。
WHOは、"UK variant "や "South American variant "のような原産地名にまつわる汚名や差
別を避けるために、変異株の名称にギリシャ文字を使用することを推奨している。38
T細胞性免疫は、SARS-CoV-2変異体からの防御に重要な役割を持つ可能性がある。39
■

●
●
●
●

感染性
●

35

基本再生産数、R0、とは一人の患者から発生すると予想される二次症例数である。
○ COVID-19の初期の推定R0値は、4.7-6.6であった。40
○ 感染症対策により再生産数は減少する。41
○ 全米では、2020年の3月17日から4月1日までの間に、再生産数が4.02から1.51に
減少した。42

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33658326/
Zimmer, Carl. The New Covid Variant in the UK. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2020/12/21/health/new-covid-strain-uk.html.Updated March 6, 2021. Accessed
July 19, 2021.
37
Horby P, Huntley C, Davies N, et al. NERVTAG paper on variant of concern VOC B.1.1.7. Gov.uk.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239
/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf. Accessed February 19. 2021.
38
Why the WHO is renaming COVID-19 variants. NPR.org.
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/06/01/1002092594/covid-variant-uk-south-afri
ca-renamed-alpha-beta. NPR.org. Published June 1, 2021. Accessed June 1, 2021.
39
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33580217/
40
Sanche S, Lin YT, Xu C, et al. The novel coronavirus, 2019-nCoV, is highly contagious and more
infectious than initially estimated. medRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.20021154v1. Accessed April 10, 2020.
41
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32356869/
42
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32511659/
36

○

●

●

43

COVID-19の再生産数は、感染対策やワクチン接種率、より感染しやすい可能性の
ある変異株などにより、時間の経過とともに変化する。
SARS-CoV-2 ウイルス粒子の大きさと、これらの粒子が実際どのように伝播されるか（飛沫
vs. エアロゾル化）については、多くの議論がある。 しかし、感染の最も高いリスクは、少なく
とも15分間、会話および咳やくしゃみをしている感染者の6フィート以内にいることである。
○ 症状がある場合は、より短時間の暴露で感染する可能性がある。
○ ウイルスは血液、便、尿中に存在するが、主に呼吸器の飛沫を介して感染する。43
○ ウイルスが口から飛沫と小さなエアロゾル化した粒子の両方として放出されるという
エビデンスが増えている。これらの小さなエアロゾルは空気中に飛散し、ガイドライン
で推奨されている6フィートの物理的距離よりもはるかに遠くまで移動する可能性が
ある。これらのエアロゾル化された粒子には生存可能なウイルス粒子が含まれてお
り、感染性があることが示唆されている。44
○ CDCは、6フィートよりも遠くに空気拡散する可能性を認めており、閉鎖された換気の
悪い空間を避けることを奨励している。45
○ ウイルスは物体の表面上で生存可能であり、接触と粘膜移行で感染しうるため、媒
介物による感染拡大の可能性もあると考えらる。
■ SARS-CoV-2 ウイルス粒子は、空気中では数時間、表面では数時間から数
日間、エアロゾルとして生存可能である。46
COVID-19感染の半数以上は、前症候性キャリアまたは無症候性キャリアを介して発生す
る。47
○ ウイルス排出は通常、症状の発症の2〜3日前に始まる。 ウイルス量は症状の発症
時にピークに達する。
○ ウイルス核酸は、発病後最大6週間、咽頭スワブで検出できるが、ウイルス培養は一
般に8日後に陰性であり、感染リスクは5日後に減少する。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32108857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013
44
Tufecki Z. We Need to Talk About Ventilation. The Atlantic.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/07/why-arent-we-talking-more-about-airborne-transmissi
on/614737/. Published July 30, 2020. Accessed August 31, 2020.
Mandavilli A. ‘A Smoking Gun’: Infectious Coronavirus Retrieved From Hospital Air. The New York TImes.
https://www.nytimes.com/2020/08/11/health/coronavirus-aerosols-indoors.html. Updated October 5, 2020.
Accessed July 19, 2021.
45
Scientific brief: SARS-CoV-2 and Potential Airborne Transmission.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html. Updated May 7, 2021.
Accessed October 12, 2020.
46
van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D., et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19
(SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. medRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2. Posted March 13, 2020. Accessed
March 16, 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32182409/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648899/
Byambasuren O, Cardona M, et al. Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for
community transmission: systematic review and meta-analysis. Official Journal of the Association of
Medical Microbiology and Infectious Disease Canada. 2020;5(4), 223-234.
https://jammi.utpjournals.press/doi/10.3138/jammi-2020-0030. Published December 11, 2020. Accessed
January 13, 2021.
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ウイルスの拡散を遅らせるためには、症状のある者を隔離するだけでなく、ワクチン、ソー
シャルディスタンス、マスク、手指の衛生習慣などを通じて、無症候性キャリアからの感染を
コントロールする必要がある。
スーパースプレッダーイベントとは、一人の感染者が通常考えられる以上の二次感染例を引
き起こすことである。
○ スーパースプレッダーイベントは、COVID-19パンデミックの拡大に大きな影響を与え
ている。48
○ スーパースプレッダーは、高いウイルス量を持ち、感染に気付いていない可能性が
高く、人が密集する場所（可能性として、職場、旅行、宗教やその他の社会的集会な
ど）に存在している。49
ソーシャルディスタンシングとは、大人数での集まりやイベント、小グループの集会などを制
限することを指す。また、可能な限り他者との物理的距離（おおよそ6フィートまたは2メート
ル）を保つことも含まれる。50 これは「感染カーブを平坦化する」ための封じ込め策である。
○ フィジカルディスタンシングとは、社会的なつながりよりも物理的な距離をとることが
ウイルスの拡散を制限する鍵であることを強調するために、一部の専門家によって
好まれている代替用語である。51
「感染カーブの平坦化」とは、医療供給体制が患者の治療に必要な資源をいつでも十分に確
保できるように、感染拡大の速度を遅くすることを指す。これにより、治療法を開発するため
の時間を稼ぐことができる。52 症例数を減らすのではなく、より長い期間に渡って症例を分散
させることを目的としている。このアニメーションは感染カーブの平坦化とその根拠を説明し
ている。
リオープニングとは、地域での「自宅待機」命令を解除し、企業や野外レクリエーションセン
ターの活動を再開させることである。ニューヨーク・タイムズ紙は、各州の規制と期間中の症
例数を追跡するインタラクティブな地図を掲載している。リンク53
接触者追跡とは、既知または疑いのある症例の接触者を特定し、教育を行い、さらなる感染
拡大を防止するための対策を講じることをいう。

Aschwanden, Christie. How ‘super-spreading’ events drive most COVID-19 spread. Scientific American.
https://www.scientificamerican.com/article/how-superspreading-events-drive-most-covid-19-spread1/
published June 23, 2020. Accessed March 16July 22, 2020.
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Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Exposures: Geographic Risk and Contacts of
Laboratory-confirmed Cases. CDC.govCenter for Disease Control.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html. Updated July 2, 2021. Accessed
March 12, 2020.
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Covid-19 is now in 50 countries, and things will get worse. Economist.com.
https://www.economist.com/briefing/2020/02/29/covid-19-is-now-in-50-countries-and-things-will-get-worse
. Published February 29, 2020. Accessed March 12, 2020 .
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July 1, 2021.
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COVID-19を疑う症状を呈する患者は:54
○ フェイスマスクを着用すべきである。
○ 診察を待っている他の患者から 隔離されるべきである 。患者は風通しの 良い場所
で、お互いに少なくとも6フィート以上離れて待機すべきである 。
○ 状態が安定していれば、患者は自家用車で待機し、診察が可能な時に 電話で連絡
を受けることが可能かもしれない。
COVID-19の診断が確定した患者、または検査中の患者は:55
○ 理想的には、空気感染隔離室（陰圧、1 時間に 6 回以上の空気交換および直接外
部に排気するか、 高効率微粒子エアフィルタ を通して排気する）に入室するべきで
ある。
○ 空気感染隔離室が利用できない場合は、患者はドアを閉じた個室に入室するべきで
ある。56
○ 必要な人員のみが入室するべきである。
○ 入室する全ての者は 個人用保護具を着用するべきある 。
○ 可能であれば使い捨て保護具を用い、使い捨てではない保護具は使用の間に消毒
されるべきある。
○ 来訪者を制限し、可能であれば、電話やビデオ通話などの代替手段でコミュニケー
ションをとるべきである。
手指衛生管理
○ 患者と接触の前後に、アルコール系手指消毒剤（最低でも60％アルコール）を使用
すべきである。
マスク
○ 多層（非バルブ）布マスクの生活環境での使用が強く推奨されている。データによる
と、これらのマスクは病気の蔓延防止（感染源の管理）に役立つだけでなく、呼吸器
の飛沫をろ過し、感染性粒子の吸入を防ぐことで着用者を保護することが示されてい
る。ろ過の効果は布の種類によって異なり、どの素材が最も保護効果が高いかにつ
いては、さらなる研究が必要とされている。57

Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Healthcare Personnel During the
COVID-19 Pandemic.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control/recommendations.html. Updated
February 23, 2021. Accessed July 20, 2021.
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COVID-19 Pandemic.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control/recommendations.html. Updated March
February 23, 2021. Accessed July 20, 2021.
56
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Scientific Brief: Community Use of Cloth Masks to Control the Spread of SARS-CoV-2. Center for
Disease Control and Prevention website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html. Updated May 7, 2021.
Accessed November 10, 2020.

○

CDC COVID-NET 入院サーベイランスネットワークのデータは、州全体のマスク義
務化と入院の減少の関連を支持している。58

個人用保護具
●

●
●

●
●
●
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個人用保護具は、次の順序で着用すること:59
○ 1) ガウン
○ 2) N95マスクまたは呼吸用保護具（例:電動ファン付呼吸用保護具（PAPR））
○ 3) ゴーグルまたはフェイスシールド
○ 4) 手袋
CDC ビデオ参照 リンク
個人用保護具を外す方法は数通りある。これらは CDC ウェブサイト で見ることができる。安
全に取り外すための簡潔な手順は以下の通り:60
○ 1) ガウンと手袋は一緒に外す。ガウンを脱ぎながら手袋も剥がす。
○ 2) ゴーグルまたはフェイスシールド
○ 3) マスクまたは呼吸用保護具。(紐やゴムに触れるのみ。前面は汚染されている。
○ 4) 手を洗うか、アルコール系手指消毒剤を使用する。
個人用保護具の外側に手が触れた場合は、汚染されているので、次のステップに進む前に
洗浄またはアルコール系手指消毒剤で消毒する必要がある。
リスクの高い患者の診療後における個人用保護具の取り外しは、理想的には2人1組で行
い、各ステップで汚染がないかどうかをお互いに確認し合うべきである。
マスクまたは防護マスク:61
○ エアロゾルを発生しうる 手技の最中 は、N95マスクまたは電動ファン付呼吸用保護
具（PAPR）を使用しなければならない。
■ CDCの勧告
■ WHOの勧告
○ 電動ファン付呼吸用保護具を使用する場合は、使用間の消毒が必要である。
○ 髭のある医療従事者は、信頼性の高い密閉が得られないため、N95マスクを使用す
べきではない。代わりに電動ファン付呼吸用保護具を使用する必要がある。使い捨

Joo H, Miller G, et al. Decline in COVID-19 hospitalization growth rates associated with statewide mask
mandates –10 states, March-October 2020. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7006e2.htm?s_cid=mm7006e2_x. Published February 5,
2021. Accessed February 10, 2021.
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COVID-19 Pandemic.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control/recommendations.html. Updated
February 23, 2021. Accessed July 20, 2021.
60
Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Healthcare Personnel During the
COVID-19 Pandemic.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control/recommendations.html. Updated
February 23, 2021. Accessed July 20, 2021.
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Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Healthcare Personnel During the
COVID-19 Pandemic.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control/recommendations.html. Updated
February 23, 2021. Accessed July 20, 2021.
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て式防塵マスク(filtering facepiece respirators: FFR)を使用しても安全な髭のタイプ
の例がCDCによって解説されている。
○ 電動ファン付呼吸用保護具を使用する医療従事者は、その使用方法と取り外し方法
について訓練を受ける べきである 。
我々はゴーグルやフェイスシールドの後に着脱可能なヘアーカバーも着用したほうが良いと
考えている。
ウイルスに暴露した可能性のある医療従事者のモニタリングと隔離:
○ 地域および州のガイドラインに従うべきである
○ CDCの勧告は曝露の詳細毎に異なる。 CDCウェブサイト.
個人用保護具の除染と再利用
○ 使い捨て式防塵マスク(filtering facepiece respirators: FFR)（N95マスク）の定期的
な消毒と再使用は認められていない。しかし、患者が急増している間は、除染と再使
用を考慮する必要がある。
○ 除染と再利用の方法及びエビデンスは、CDCのウェブサイトで詳しく紹介されてい
て、 以下を含む:62
■ 蒸気化過酸化水素
■ 紫外線殺菌照射
■ 加湿熱
○ 再利用マスクの着用前に、目視により損傷がないことを確認する必要がある。
○ N95マスクを除染するための4つの方策（蒸気化過酸化水素、エタノール蒸気、紫外
線照射、70℃の乾燥加熱）の比較では以下が示されている:63
■ 蒸気化過酸化水素は急速滅菌と3サイクルにわたってマスクの完全な状態
の維持するという課題のコンビネーションにおいて最も優れた効果を示した。
■ 紫外線滅菌照射も3サイクル後のマスクの完全性を維持したが、ウイルス殺
菌速度は比較的遅かった。
■ 乾燥加熱は蒸気化過酸化水素と同等に効果的で、2サイクルでマスクの完全
性を維持した。
■ エタノールバスはマスクの完全性を維持できないため、安全な方法ではな
い。

SARS-CoV-2 ワクチン
mRNA ワクチン
●

62

Moderna ワクチン（mRNA 1273）、脂質ナノ粒子中のスパイク蛋白質をコードするmRNA。
○ 細胞質リボソームがmRNAを転写して、免疫応答を誘発するスパイクタンパクを作
る。

Decontamination and reuse of filtering facepiece respirators using contingency and crisis capacity
strategies. Center for Disease Control and Prevention Website.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html.
Updated October 19, 2020. Accessed April 2, 2020.
63
Fischer R, Morris DH, van Doremalen N, et al. Assessment of N95 respirator decontamination and
re-use for SARS-CoV-2. medRxiv.
https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/15/2020.04.11.20062018.full.pdf. Accessed April
20, 2020.
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ワクチンは28日間隔で2回の筋肉内注射を行う。
COVE試験には30,420人が登録され、各群（ワクチン対プラセボ）で15,210人が参加
した。64
■ COVID-19はワクチン群で11例、プラセボ群で185例で、ワクチン有効率は
94.1％であった。
■ ワクチン群では局所反応が多く見られたが、一般的には軽度であった。
■ プラセボ群とワクチン群では同様の有害事象があり、疲労と頭痛が最も多
かった。
■ ベル麻痺の発生率は両群とも0.1％未満であった。
■ 重度のCOVID-19感染が30例あったが、すべてプラセボ群で発生していた。
■ 結果は、母集団と年齢のサブグループで一貫していた。
○ このワクチンはファイザー社のワクチンよりも保存が容易で、必要な温度は-70℃で
はなく-4℃（通常の冷凍庫の温度）のみである。
○ Modernaワクチンは米国FDAからEUAを取得している。
ファイザー／バイオンテック (BNT 162b2), 脂質ナノ粒子に含まれるスパイクタンパクをコー
ドするmRNA
○ ワクチンは21日間隔で30μgを2回筋肉内注射する。
○ ワクチンを投与された21,720人とプラセボを投与された2,1728人の計4,3448人が参
加した研究が、NEJM誌に発表された。65
■ 研究コホートの83％が白人であった。参加者の42％は55歳以上の高齢者で
あった。
■ 主要アウトカムは、2回目のワクチン接種後7日以上経過した時点での
SARS-CoV-2感染であった。ワクチン投与群では9例、プラセボ投与群では
169例であり、ワクチンの有効率は94.6％であった。1回接種後の有効率は
52％であった。
■ ワクチンを受けた人は、プラセボを受けた人よりも局所症状（痛み、紅斑、腫
れ）や全身症状（発熱、頭痛、倦怠感）を経験することが多かった。
■ いずれの群でも、フォローアップ期間の中央値2ヶ月間に重篤または重篤な
有害事象が発生した患者はほとんどいなかった。
○ ファイザー社ワクチンは、当初、16歳以上を対象として承認された。ファイザー社はプ
レスリリースで、12歳から15歳の青年を対象とした第3相データを発表し、良好な有
効性と10代の若者と同等の副作用プロファイルを示した。66
■ COVID-19は、プラセボを投与された1,129人の参加者で18例、ワクチンを投
与された1,131人の参加者で0例であった。
○ 2021年5月10日、FDAは12歳以上の人にファイザー社製ワクチンの使用を許可する
緊急使用許可を発行した。67
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March 31. April 14, 2021.
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Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for Emergency
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mRNAワクチンの詳細については、こちらのビデオを参照。
mRNAワクチンの単回投与効果
○ ファイザー社およびModerna社のmRNAワクチンは、どちらも約10日後に有意な有
効性を呈する。
○ ファイザー社のワクチンは、10～21日目の有効率は89％（95％信頼区間52～97％）
と高いようである。68
○ ファイザー社のワクチンは、1回目の接種から2回目の接種までの時間が42日を超え
た場合、有効性についてのデータはない。2回目の接種は通常1回目の接種から21
日後に行われる。
○ Modernaワクチンの場合、感染率は10日後に分岐し始める。
■ 1回目と2回目の間隔が14日間であった場合、プラセボ群では35件、ワクチン
群では2件の感染があった。
○ ある前向きコホート研究では、3,950人の医療従事者がCOVID-19検査を毎週、13週
連続で受けた。試験期間中、各医療従事者はModerna社またはPfizer社のワクチン
を接種した。その結果、mRNAワクチンのCOVID-19予防効果は、1回目の投与から
2週間後に80％、2回目の投与から2週間後に90％であることがわかった。69
○ ワクチン生産の不足が続いているため、一部の国では1回目の接種を広く行う一方
で、2回目の接種を遅らせて部分的に接種する人を増やすという接種戦略が選択さ
れている。多施設共同前向きコホート研究（SIREN）では、医療従事者におけるファイ
ザー社製ワクチンの単回接種の影響を調査した:70
■ 本研究では、英国内の104の病院の23,324人を対象とした。
■ 参加者は、B.1.1.7変異種が地域で主流となっている期間に、ファイザー社の
ワクチンを接種した。
■ 参加者は定期的にSARS-CoV-2 PCRおよび抗体検査を受けた。
■ 症候性および無症候性の両方の感染に対するワクチンの有効性は、1回目
の投与から21日後に72％、2回目の投与から7日後に86％であった。
2回目以降の副作用
○ mRNAワクチン試験では、80％以上の参加者が局所および全身性の反応を示し、一
般的には軽度から中等度で、持続は48時間以内であった。
○ 有害事象については、1回目と2回目の投与で有意差は認められなかった。
"7日目の痒み"
○ 注射の約1週間後に、接種者は再び、リンパ節腫脹の有無にかかわらず腕の痛みと
注射部位の軽度の腫れやかゆみを経験することがある。ワクチンの専門家によれ
ば、これはめずらしい現象ではなく、ワクチン接種に対する免疫反応が良好であるこ
とを示唆している。71
ワクチン接種は無症候性の広がりを抑える

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfize
r-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use. Posted May 10, 2021. Accessed June 11, 2021.
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39,156人の患者を対象とした大規模後方視的コホート研究では、mRNAワクチンの
初回投与から10日後に、ワクチンを接種した患者間での無症候性COVID-19の感染
拡大が有意に減少していた。72
SIRENスタディは、2021年2月にプレプリント形式で公開された。73
■ 著者らは、英国の医療従事者の無症候性感染の軽減に対するファイザー社
製mRNAワクチンの有効性を検討した。
■ 2回目の投与から7日後には感染が86％減少した（症候性、無症候性の両
方）。
■ この研究では、ワクチン接種により、有症状感染が減るだけでなく、無症候性
感染も減るため、ワクチンを接種した人における感染の広がりの可能性がか
なり低くなることが示唆される。
medRxIVに関する研究（ピアレビュー待ち）では、ワクチン接種を受けたにもかかわ
らず感染した患者において、ウイルス負荷量が4倍に減少したことが報告されてい
る。74
イスラエルの国民ベース研究では、ファイザー社のワクチンによる無症候性感染症
の有意な減少（89％）が示唆される。75

アデノウイルスワクチン
●

AstraZeneca/Oxford (ChAdOX1/AZD 1222), 非複製性ウイルスベクター戦略。
○ 非感染性チンパンジーアデノウイルスを使用してスパイクタンパク質の遺伝物質を運
ぶ。
○ 中和抗体反応を誘発することが確認されており、安全性は許容できる。76
○ 年齢層や高齢者においても同様の免疫原性を誘導することが認められている。77
○ 標準的な投与レジメンは、2回の投与で4～12週間の間隔で投与する。
○ 英国、ブラジル、南アフリカの4つのRCT（11,636人の参加者を含む）の中間解析に
よると、2回の標準投与を行った場合のワクチンの有効率は62％であり、初回低用量
投与後に標準投与を行った場合のワクチンの有効率は90％であった。78
■ 症候性COVID-19の症例は131例で、ワクチン群30例、対照群101例であっ
た。低用量～標準用量群でのCOVID-19の症例は3例のみであった。
■ COVID-19が原因で入院した患者は10例で、すべて対照群であった。
■ 重篤な有害事象の数は全群で同数であった。
■ ワクチンに関連している可能性があると考えられる横断性脊髄炎は1例で
あった。ワクチンとの関連性が低いと判断された横断性脊髄炎が2例あった。
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Lancet誌のプレプリントで、オックスフォードのグループは、単回投与の有効性と投
与間の時間間隔の広さに関する新しいデータを発表した。79 彼らは次のように述べ
ている:
■ 単回投与後のワクチンの有効性は、22－90日目までの間に防御力が低下
することなく、76％であった。
■ ChAdOx1 nCoV-19 ワクチン接種群では、対照群の合計 22 例と比較して、
初回接種10 日後からの追加入院や重症化はなかった。
■ 12週目以降に2回目のワクチンを投与により、82.4％の有効率で感染をさら
に予防できた。
■ PCR検査を受けた患者のサブグループでは、ワクチンの1回の投与で陽性率
が67％減少した。このことは、ワクチンが無症候性伝播を減少させることを示
唆している。
Johnson & Johnson ワクチン, Ad26.COV2.S. スパイク蛋白質の遺伝子を持つアデノウイ
ルスベクター。
○ Johnson and Johnson社は以下のデータに基づき、2021年2月に米国FDAにより、
Ad26.COV2.Sワクチンについての緊急使用承認 を取得した:80
■ 4万人の患者を対象とした二重盲検無作為化試験
■ ワクチン接種後14日目および28日目に単回投与の有効性を測定した。
■ 重症（severe）例に対するワクチンの有効率はワクチン接種後28日目に76.6
％であった。
■ 超重症（critical）例に対するワクチンの有効率はワクチン接種後28日目に
85.4％であった。
■ 2021年2月5日現在、プラセボ群では7人が死亡し、ワクチン群では1人も死
亡していない。
■ 副作用
● Ad26.COV2.Sに関連して最も多かった副作用は、注射部痛（48.6
％）、頭痛（38.9％）、倦怠感（38.2％）、筋肉痛（33.2％）であった。
● 統計的に有意ではないが、血栓塞栓性イベントは増加した（15対10
）。
● 統計的に有意ではないが、耳鳴りは増加した（0対6）。
○ ワクチンの単回投与レジメンは、試験参加者の90％以上で中和抗体を誘導するのに
有効であり、71日間の追跡調査では、これらの抗体価は増加し安定しており、持続
的な反応を示唆している。81
ロシアで開発されたSputnik V （スプートニクV）ワクチンは、スパイクタンパクの遺伝子を持
つアデノウイルスベクターである。
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Announcement. February 26, 2021.
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oducts-advisory-committee-february-26-2021-meeting-announcement. Posted February 26, 2021.
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○

モスクワの25病院で行われた第3相試験の中間解析では、21,977人の患者が登録
され、そのうち16,501人がワクチンを投与された。82 2回目の接種時である21日目に
COVID-19感染が確認された患者は、ワクチン群では0.1％であったのに対し、対照
群では1.3％であり、ワクチンの有効率は91.6％であった 。ワクチンは高齢者におい
ても有効性を維持してた。ワクチンに関連した重大な有害事象はなかった。

その他のワクチン
●

●

Novavax（NVX-CoV2373）は、米国で開発された組換えナノ粒子ワクチンである。
○ このワクチンは、ラボで作成されたSARS-CoV-2スパイクタンパク質を使用している。
改変されたスパイク遺伝子をバキュロウイルスに注入し、蛾の細胞に感染させること
で作成される。その後、蛾の細胞はスパイクタンパク質を産生し、これらのタンパク質
が採取され、コロナウイルスを模したナノ粒子に注入される。これらのナノ粒子は、複
製したり、COVID-19の感染を引き起こすことはない。83
○ 4週間間隔で2回に分けて投与される。2℃～8℃で保存。84
○ NVX-CoV2373の英国第3相試験では、89.3％の有効性が示された。85
■ post-hoc解析の結果、B.1.1.7（またはα）変異株に対する有効性は86.3％（
95％CI、71.3～93.5）、B.1.1.7以外の変異株に対する有効性は96.4％（95
％CI、73.8～99.5）であった。
○ 南アフリカの第2b相試験では60％の有効性が示された。
○ 第1相、第2相、第3相の臨床試験には、2万人以上の参加者が含まれた。
○ NVX-CoV2373は、南アフリカと英国の両方の変異株に対して臨床的な有効性を示
した最初のワクチンである。
CoronaVac（Sinovac社が中国で開発）は、SARS-CoV-2ウイルスを不活化した。
○ 異なる2種類のワクチン濃度の異なる投与スケジュール（1日と14日、1日と28日）を
比較した第1相および2相試験では、良好な忍容性と中等度の免疫原性が示された。
86

○

●
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有害事象のほとんどは軽度であった。注射部痛が最も一般的な有害事象であった。
発熱は他のSARS-CoV-2ワクチンに比べて少なかった。
○ 第三相試験が施行中である。
参照: COVID-19ワクチン接種による重篤な疾患からの保護
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ワクチン接種後の副作用:
●

●

V-safeは、CDCがCOVID-19ワクチンの接種後に個人が経験した副作用に関する情報を収
集するために使用するスマートフォンベースのツールである。報告された最も一般的な副反
応は以下の通り:87
○ ファイザー:
■ 頭痛 (20%)
■ 疲労感 (15.5%)
■ めまい (14.3%)
■ 発熱(13.3%)
○ モデルナ
■ 頭痛 (23.4%)
■ 発熱 (18.9%)
■ 悪寒 (18.3%)
■ 疼痛 (16.3%
アナフィラキシー（100万回投与あたりの症例）: ファイザー (4.7) vs モデルナ (2.5)

ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症
●
●

●
●
●
●

87

ワクチン誘発性免疫性血栓性血小板減少症（VITT）は、COVID-19のアデノウイルスベク
ターワクチンに関連している。
VITTは、ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）に類似した臨床症候群である。88
○ VITT患者は、通常ではない部位に血栓ができるリスクが高く、特に脳静脈洞血栓症
（CVST）や腹腔内静脈血栓症がある。
○ 患者は血小板減少症を呈する。
○ 患者は、酵素結合免疫吸着法（ELISA）で同定された血小板第4因子（PF4）-ポリアニ
オン複合体に対する高レベルの抗体を有する。
VITTの正確なメカニズムと、ワクチンのどの部分がVITTを誘発するのかについては、現在
のところ研究対象となっている。
これまでの全症例で、VITTはワクチン接種後4～28日以内に発症している。
HITとの類似性およびPF4に対する抗体の存在により、非ヘパリン系抗凝固剤による治療が
推奨される。89
ChAdOx1 nCoV-19/アストラゼネカワクチンによる発症率
○ 21年3月31日現在、ChAdOx1 nCoV-19/アストラゼネカワクチンの接種後、79件の
血栓症が報告されている。これは2000万回のワクチン接種のうちの数値である。全
体のリスクは非常に低く、100万分の4である。90

Shimabukuro T. COVID-19 vaccine safety update. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf.
Posted January 27, 2021. Accessed March 16, 2021.
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報告された血栓症のうち、79例中44例がCVST＋血小板減少症であった。
79例中35例は他の大静脈の血栓症＋血小板減少症であった。
これまで19人の死亡者が報告されており、そのうち 14 名が CVST に関連していた。
VITTは非常に深刻だが、非常に稀である。一般的に、リスク対ベネフィット比の観点
からは、特に高齢者や高曝露リスクのグループにとっては、ワクチンを受けることが
好ましい。
○ ケンブリッジ大学が発表したこれらの優れた図は、脳卒中のリスクを理解するのに役
立つ。
○ 若い女性、特に血栓症のリスクが高い女性（妊娠中やOCPSを服用している人）は、
アデノウイルス以外のベクターワクチンを検討するか、医師とリスクについて話し合う
べきかもしれない。
ジョンソン・エンド・ジョンソン社ワクチンによる発症率
○ 21年4月21日現在、約800万回の投与で血小板減少症を伴うCVSTが15例報告され
ており、全患者におけるリスクは100万分の2程度である。91
○ 18～49歳の女性の中で13件の症例が発生している。この集団における潜在的なリ
スク推定値は、100万人あたり約7人、143,000人に1人である。このリスクは、この集
団におけるCVSTのベースラインリスクの約3～15倍である。
○ 2例は50歳以上の女性に発生している。この年齢層における潜在的なリスク推定値
は、100万人あたり1人未満である。
○ VITTの発生率は30～39歳の女性が最も高く、潜在的なリスクは100万人あたり12人
と報告されている。
いつVITTを考慮するか
○ アデノウイルスベクターCOVID-19ワクチンの接種後4～28日以内。
○ ワクチン接種後24～36時間以内の疲労、筋肉痛、発熱、頭痛は予想される症状であ
り、必ずしもVITTに関わるものではない。
○ 持続的または重度の症状、特に頭痛、腹痛、視力の変化、嘔吐は精査すべきであ
る。
治療を開始前に推奨される初回のワークアップ:
○ CBCと血小板数
■ 公表されているレポートの平均血小板数は20,000（範囲9,000～107,000）。
○ D-ダイマー
■ VITTのほとんどの患者で非常に高い値を示す。
○ フィブリノゲン
■ VITT患者の一部で低値を示すことが報告されている。
○ PF4/ヘパリンELISA法
■ 全例で陽性であり、ほとんどの症例で光学濃度は2.0-3.0以上であった。

19-vaccine-astrazeneca-and-extremely-rare-unlikely-to-occur-blood-clots. Published April 7, 2021.
Accessed April 19, 2021.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
91
Updated Recommendations from the Advisory Commitee on Immunization Practices
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7017e4.htm. Published April 27, 2021. Accessed May 4,
2021.
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非ELISA方式のHIT測定法はVITTでの有効性が確認されていないため、使
用すべきではない。
■ PF4/ヘパリンELISA法が低陽性の場合、あるいはVITTの診断が不明な場合
には、セロトニン放出アッセイ、P-セレクチン発現アッセイ、HIPAなどの確認
検査をすることができる。
○ 症状に応じた血栓症の画像診断
■ MRやCTの静脈造影でCVSTの検出を中心に、腹腔内静脈血栓症や肺塞栓
症の検出も行う。
推奨される治療
○ 血小板数が少ないかつD-ダイマーが高く、そして/または画像診断が陽性であること
に加えて、気になる症状がある患者には治療を開始すべきである。
○ 新しい症候群であり、すべての治療に関する推奨事項は、HITとの類似性や専門学
会のコンセンサス・ステートメントから推定されたものである。
○ IVIG 1g/kg/日 × 2日間
○ 非ヘパリン系抗凝固療法は、患者の臨床状態と臓器機能に基づいて選択する。最も
可能性の高い直接トロンビン阻害剤：アルガトロバンまたはビバリルジン。
○ 血小板の低下や出血はVITTに関連しており、必ずしも抗凝固療法を除外すべきでは
ない。
○ 血小板輸血を避ける。
一般的に、医師は潜在的にリスクのある患者群に対してVITTを強く疑うべきである。

心筋炎と心膜炎
●

●
●
●
●

92

mRNA（ファイザー社またはモデナ社）のCOVID-19ワクチンのいずれかを接種した患者に心
筋炎および心膜炎が発生したという報告がある。92 VAERSに報告された心筋炎は数例発生
したようである。:
○ 12歳から29歳までの若い男性に多く見られる。
○ 通常、2回目の接種後に発症する。
○ ワクチン接種後7日以内
○ 心電図の例
報告された症例の正確な数は不明のままである。
ほとんどの患者は軽度の症状（急性胸痛、息切れ、動悸など）で、安静とNSAIDsによりすぐ
に改善した。
現時点では、mRNAワクチンと心筋炎や心膜炎との間に直接的な関連性があるかどうかは
不明。
2021年6月11日現在、12～29歳の5,200万人がワクチンを接種している。VAERSのデータに
よると、mRNAの2回目の投与を受けた12～29歳の男性における心筋炎の発生率は40.6例
/100万人であった。

Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines Among
Adolescents and Young Adults. CDC.gov.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html. Updated May 28, 2021.
Accessed June 11, 2021.

●
●

米国小児科学会（AAP）およびCDCは、引き続き12歳以上の方へのワクチン接種を推奨し
ている。93
ワクチンに関連する有害事象はVaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)に報
告しなければならない。

ワクチン後のCOVID-19感染症
●

●

●

●

初回接種後すぐにCOVID-19に感染することはめずらしいことではない。現在のガイドライン
では、すべての症状が治まるまで2回目の接種を行わないことが推奨されており、90日まで
の遅延が許容される。94
頻回の鼻腔PCR検査の予備的研究では、mRNAワクチンの初回投与から14日後の時点
で、無症候性のウイルス排出がプラセボ群に比べてはるかに少なかったことが示唆されてい
る。95
Moderna社がFDAに提示したデータから:
○ "2回目のワクチン投与前の時点で、ワクチン群ではスワブテストの陽性数はプラセボ
群と比較して約2/3と少なかったことから、ある程度の無症候性感染症は初回投与後
から予防され始めることが示唆される"
Oxfordワクチン試験では、低用量/全量投与群で無症候性感染が59％減少した。このサブグ
ループには55歳以上の患者が含まれていないことに注意が必要である。96

新しい変異種に対する現行ワクチンの有効性
●

SARS-CoV-2の新型変異株が発生すると、現在のワクチンによる免疫力の低下が懸念され
る。ウイルスの基本となるタンパク質で、頻繁に変異しないタンパク質をターゲットにした「ユ
ニバーサル」なコロナウイルスワクチンは魅力的な追求であるが、まだ実現していない。97
ファイザー
● ファイザーからのデータでは、スパイク蛋白質の変異にかかわらず有意な免疫応答を呈して
おり、一般的な亜種が現在のワクチンでカバーされていることが示唆される。98
● NEJM誌に掲載された記事によると、ファイザー社のワクチン試験参加者の血清サンプルか
ら採取した中和抗体は、D614G、B.1.1.7、P.1の各ウイルス変異株に対して同様の中和作用
を示した。B.1.351系統への中和は依然として堅固であったが、約⅔に減少した。B.1.351ウ
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イルスの中和率が⅔に減少したことが、臨床的にどのような意味を持つのかはまだ不明であ
る。99
モデルナ
● モデルナワクチンの治験参加者の血清サンプルから採取した中和抗体では、D614Gおよび
B.1.1.7の変種に対する中和力の有意な低下は認められなかった。しかし、B.1.351ウイルス
系統に対する中和抗体の力価の低下が認められ、B.1.351系統に対する防御効果はまだ確
定していない。100
アストラゼネカ/オクスフォード
● Lancet誌に掲載されたプレプリント論文では、B.1.1.1.7 の SARS-CoV-2 変異株に対する
ChAdOx1 nCOV-19 ワクチンの有効性が比較された。B.1.1.7変異株と他の変異株との比較
では、ワクチンの有効性は同等であった（75％ vs 84％）。さらに、この研究では、COVID-19
に感染したワクチン接種者では、ウイルス量が低く、NAAT陽性期間が短かったことが示され
た。これはウイルス感染の減少に繋がる可能性がある。101
CoronaVac
● CoronaVacは、懸念される多くの変異株(VOC)に対する中和抗体を誘発する。102

ワクチン接種後の公衆衛生に関する提言
●

●

99

CDCは、完全なワクチン接種をした人（ファイザー社またはモデルナ社のワクチンの2回目の
接種後、またはジョンソン・エンド・ジョンソン社のワクチンの1回目の接種後、2週間以上経過
した人）に対する公衆衛生上の推奨事項を発表した。103
○ ワクチン接種をした人は、マスクや物理的な距離を置くことなく、屋内で他の完全にワ
クチンを接種した人と面会することができる。
○ ワクチン接種をした人は、マスクや物理的な距離を置くことなく、COVID-19重症化の
リスクが低い同一世帯の未接種者と室内で面会することができる。
○ ワクチン接種をした人は、無症状の場合、既知の暴露後の隔離や検査を控えること
ができる。
○ ワクチン接種をした人は、公共の場では引き続き現行のCOVID感染予防ガイドライ
ンに従うべきである（マスクの着用、他の人から6フィートの距離を保つ、手を洗う）。
○ ワクチン接種をした人は、重症COVID-19のリスクがある人を訪問する際には、引き
続き適切な予防措置をとる必要がある。
○ ワクチン接種をした人は、引き続き中規模から大規模な集会を避けるべきである。
○ ワクチン接種をした人は、症状がある場合には検査を受ける必要がある。
○ 完全なワクチン接種を受けた人と受けていない人を訪問する際の注意点を示した図
はこちらで閲覧できる：リンク。
人種・民族全体での、COVID-19ワクチンに対する国民の意識の傾向についてはこちらで閲
覧できる：リンク。
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重症度と死亡率
●

●

●

●

104

重症化と死亡に関連する因子:104
○ 年齢 >75歳
○ 高血圧
○ 糖尿病
○ 肥満 (BMI) >40 kg/m2)
○ 心肺基礎疾患
○ 初期酸素飽和度<88 ％
○ 入院時D-Dimer >2500 ng/mL
○ リンパ球減少
○ 初期フェリチン値 >2500 ng/mL
○ CRP >200 mg/L
○ トロポニン値上昇
肥満はCOVID-19の重症度の増加と強く関係性がある。
○ 肥満とCOVID-19による死亡率の間には、J字型の関係性がある。
○ ニューヨーク長老派教会とコロンビア大学の研究では、肥満度指数（BMI）の増加と、
性別、人種、または併存疾患とは無関係の挿管の必要性または院内死亡率との間
に強い関連性があることが示された。肥満は、65歳未満の患者の挿管または死亡と
最も強く関連していた。105
○ 南カリフォルニアのカイザーパーマネンテの研究では、他の肥満関連の併存疾患と
は無関係に、BMIの上昇とCOVID-19による死亡率との間に有意な関連性があるこ
とが示された。この関連性は、若い患者にとって最も顕著だった。 この研究では、
BMIが45を超えると、死亡リスクが4倍以上増加した。106
心不全の既往歴のある患者は、入院期間の延長、機械換気率の上昇、死亡率の上昇など、
より複雑な病状の経過をとる可能性が高い。
○ ある研究では、心不全の既往歴のある患者では機械的人工呼吸と院内死亡のリス
クが2倍近くになることが示された。心不全患者は高齢で、肥満、高血圧、糖尿病、そ
の他の重要な併存疾患の割合が高かったが、これらの危険因子を調整した後も心
不全は死亡の独立した危険因子であることに変わりはなかった。興味深いことに、死
亡リスクの増加は心駆出率とは無関係であった。107
アメリカにおける入院率、ICU入室率、致命率
○ 治療法が改善され、病院システムの負担が減るにつれ、米国では入院率、人工呼吸
管理率、死亡率の低下が見られている。
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■

●

108

初期の研究では、入院率とICU入室率が非常に高いことが報告されている。
108
しかし、現在では、COVID-19患者の大多数（～80％）が軽度の症状を呈
することが明らかになってきた。109 円グラフ：100人の患者の推定アウトカム
■ COVID-19で入院した患者のうち、17～35％が集中治療を必要とする。110
■ COVID関連の入院に関する毎週の最新情報は、CDC websiteのCOVID関
連入院監視ネットワークを参照のこと。
報告されている 致命率 には大きなばらつきがある。
○ ばらつきは恐らく、検査の実施件数や、以下のような他の多くの要因が関連している
と考えられる:
■ 医療施設、資源、人材の状況
■ 感染経路の追跡と封じ込め対策
■ 遺伝的・文化的バリエーション
■ 人口の平均年齢
○ 致命率と感染致命割合:
■ ケース致命率とは確定診断患者総数に対する死者数の割合ある。111
■ 感染致命率とは真の感染者総数に対する死者数の割合である。112
○ 致死データを解釈する際の注意点
■ 以下のデータはPCR検査に基づいている。重篤な症状を呈する患者ほど検
査を受ける可能性が高いため、これらのデータは恐らく死亡率を過大評価し
ている。
■ 真の死亡率データは、血清学的検査が普及するまでは得られない。症状が
軽度または無症状の患者が多数存在する場合、最終的に死亡率は現在推
定されているよりもはるかに低くなるかもしれない。
○ 全ケース致命率 1.38%
○ 致命率は年齢と強く相関する:
■ 60歳未満 0.32%
■ 60歳以上 6.4%
■ 80歳以上 13.4%
○ 感染致命率 0.66%
■ カリフォルニア州サンタクララの血清学的データによると、感染致命率は0.2
％に近いかもしれない。血清学的検査陽性の患者数はPCR陽性の患者数
の50～80倍であった。113
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ロサンゼルス郡の成人におけるSARS-CoV-2抗体の血清有病率調査では、
抗体保有率は4.65％であった。この推定値は、調査時点でロサンゼルス郡
の成人約367,000人がSARS-CoV-2抗体を持っていることを示唆しており、こ
れはPCRで確認された8,430例の43倍である。114
致命率を季節性インフルエンザと比較しようとする試みには欠点がある。
○ 完全なデータが入手可能な、数少ないアウトブレイクの一つであるダイヤモンド・プリ
ンセス・クルーズ船のケース致命率は1.8％である。一般的な人口を反映するよう年
齢で調整した場合の致命率は0.5%である。これは季節性インフルエンザの少なくと
も5倍である。115
○ ニューヨークのような地域での臨床経験は、アウトブレイクは高い死亡率をもたらし、
通常のインフルエンザシーズンには見られない形で医療システムを圧倒する可能性
がありうることを示唆している。
全体の院内死亡率には15～20％の差があるが、集中治療を必要とする患者では40％にも
なりうる。116
○ 院内死亡率は年齢と強く関連している:
■ < 40歳未満の患者では5％未満
■ 70～79歳の患者で35％
■ > 80～89歳の患者で60％を超える
○ マサチューセッツ総合病院のICUに入院したCOVID-19患者を対象とした研究では、
重症患者の全死亡率は17％であった。117
■ 患者の85%がARDSに対するBerlin criteriaを満たしていた。
■ データ閲覧の時点で、62%の患者は、成功裏に、16日（中央値）の人工呼吸
器装着期間を経て抜管に到った。
■ 21％が気管切開を必要とした。
■ 多くの患者はICUから出る事が出来た。
○ ジョージア州の6つのICUに入院した217人の患者を対象とした研究では、挿管に伴
う死亡率は33％であった118。
○ ニューヨーク地域のCOVID-19患者5,700人を含む研究では、機械換気を必要とする
患者の死亡率が24％であることがわかった。119
心停止となった患者の死亡率は高いようであるが、大規模なデータは欠如している。120
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診断上の考慮事項
臨床像
●

●

●

●

●

●

121

レビュー論文では、発熱、味覚および／または嗅覚の消失がCOVID-19感染に関連する最も
一般的な所見であることが明らかになった。121
○ 初診患者の44％に発熱がみられたが、入院中には90％にまで増加した。122
○ 味覚障害および無臭覚症（味覚および／または嗅覚の消失）は、他の症状がなくて
も約3%の患者で起こることがある。これらは他の症状に先行し、一過性に生じること
もある。123
肺
○ COVID-19は、ウイルス性肺炎、低酸素性呼吸不全、ARDSへと進行する可能性が
ある。
■ ICU 入院の最も多い理由は低酸素性呼吸不全である。
■ ICUに入院する患者の多く（30～90％）は機械換気を必要とする。
心臓
○ 胸部圧迫感や動悸などの 心臓に関する孤立性の症状も報告されている。124
○ 右室機能障害は頻繁にみられ、院内死亡率と相関している。
○ 参照: 肺外臓器への影響 - 心血管
血液
○ COVID-19患者では血栓症（肺塞栓症、深部静脈、動脈）がみられることがある。125
○ 参照: 肺外臓器への影響 - 血液
神経
○ COVID-19では神経学的合併症が頻発しているようである。126
○ 意識障害および脳症が時々報告されている。127
○ 脳卒中はCOVID-19の最初の初期症状である可能性がある。128
○ 参照: 肺外臓器への影響 - 神経
消化器
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○
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消化器症状（食欲不振、下痢、嘔吐、腹痛）は一般的であり、発熱または呼吸器症状
より先行して出現するかもしれない。129
○ COVID-19は軽度のトランスアミナーゼ上昇と関連している。
○ 参照: 肺外臓器への影響 - 消化器および肝臓
皮膚症状130
○ COVID-19に関連した独特で非特異的な皮膚病変が複数存在する。
■ 参照: 肺外臓器への影響 - 皮膚症状
○ 小児皮膚疾患
■ 小児COVID-19患者 の多臓器系炎症性症候群の項を参照。

診断検査
●
●
●

129

SARS-CoV-2の診断には、PCR検査、抗原検査、抗体検査、T細胞免疫反応検査がある。
この論文 ではSARS-Cov-2の診断検査の基本をよく解説している。
PCR検査
○ スワブ検査と取り扱い
■ RT-PCR検査の検体は、1本の鼻咽頭スワブを使用して採取する。131
■ 鼻咽頭スワブは口蓋と平行に鼻孔に挿入し、数秒間放置して分泌物を吸収
させる。
■ CDCによると:「プラスチックシャフト付きの合成繊維製綿棒のみを使用するこ
と。アルギン酸カルシウム綿棒や木製シャフト付き綿棒は、一部のウイルスを
不活性化したり、PCR検査を阻害する物質が含まれている可能性があるた
め、使用しないこと。」
■ 気管支肺胞洗浄および喀痰検体は、CDCが推奨する検体採取の代替オプ
ションである。132 しかし、これらは救急医療現場ではあまり妥当な方法では
ない。
■ FDAは、鼻腔内綿棒よりも侵襲性が低く、自己検査が可能な唾液を用いた数
種類の検査について、緊急時における使用許可を与えている。133
■ 検体の採取に関するCDCの勧告: CDC ウェブサイト
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○
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PCR検査の感度と特異性
■ 広く受け入れられた至適基準がないため、PCR検査の感度と特異度に関す
る良好なデータはない。
■ PCR検査の感度は、検体がいつどのように採取されたか、ウイルス量、PCR
のアッセイ 設計 など、多くの要因によってばらつきがある。
● PCR検査の感度は、RNA標的配列によっても異なる。
● 広く使用されているPCRアッセイは、RNA依存性RNAポリメラーゼ（
RdRp-P2）を標的としている。
● ある研究では、RdRp-P2アッセイとRNA依存性RNAポリメラーゼ/ヘリ
カーゼ アッセイを比較したところ、呼吸器検体の感度はそれぞれ
60.8％と85.0％であった (P<0.001)。134
患者205人から1070検体を採取した中国の研究によると、1回の検査では疾患除外
のための感度が不足していることが示唆される。報告されている感度は以下である:
135

●
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● 気管支肺胞洗浄は最も高感度で 93%であった。
● 喀痰、72%
● 鼻腔スワブ、63%
● 咽頭スワブ、32%
● 糞便、29%
● 血液、1%
● 尿、陽性無し
○ 注目すべきは、1mLあたり500～5,000コピーのウイルスRNAを検出するPCR検査の
感度はほぼ100％であることである。臨床現場では、感度は検査部位のウイルス量
やサンプリングの質に左右される。136
○ 患者18人を対象としたシンガポールの研究では、同じ患者においてPCR検査陽性が
翌日には偽陰性になる可能性があることが指摘されている。
○ 1回の鼻咽頭スワブ検査結果陰性ではCOVID-19を除外するには不十分である。
抗原検査
○ 抗原検査では、特定のウイルスタンパク質を検出する。
○ 抗原検査は迅速な検査を可能にするが、PCR検査よりも感度が低いという欠点があ
る。
○ 抗原検査の偽陽性の可能性は低いが、医療提供者は偽陰性の可能性に注意する
必要がある。
○ 7種類のポイントオブケア抗原検査を比較した研究では、その限られた感度のため、
ウイルス量が綿棒1本あたり200万～900万コピーの場合、検査の有用性は症状が
出てから1週間前後に限られることがわかった。この研究の著者らは、ポイントオブケ
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ア抗原検査は「感染性の瞬間的な評価」と解釈すべきであり、感染を除外することは
できないと注意を促している。137
○ CDCでは、抗原検査が陰性だった場合、フォローアップ検査が必要な時期を判断す
るための アルゴリズムを用意している。
○ CDCによる抗原検査の詳細については、こちらで閲覧できる：リンク
血清学的検査（抗体検査）
○ SARS-CoV-2の血清学検査には複数の種類がある。138
○ 酵素結合免疫吸着法（ELISA）
■ しばしば定量的（抗体価を提供する）
■ 抗体価の定量測定は中和抗体価とよく相関する。139
○ ラテラルフローアッセイ（LFA）
■ ラテラルフローイムノクロマトグラフィーアッセイ(LFIA)としても知られている。
■ 通常はバイナリーアッセイである。(抗体の有無)
■ ELISA法よりも、しばしば、ポイント・オブ・ケアに適し、迅速かつ低コストであ
る。
○ ウイルス中和試験
■ 抗体の有効性を示すのに有用
■ 生ウイルスを扱うため、バイオセーフティレベル3の実験室が必要
血清学的検査は、過去の感染からの免疫の判定、無症候性感染の特定、およびワクチンの
有効性の確立をするうえで役割を果たす。
○ これらの検査の感度と特異度はともに90％の範囲にあるようである。
受け入れられたゴールドスタンダードがないため、正確な検査特性はまだ不明であ
る。140 それぞれの検査の特徴に基づいた研究はしばしば大きな欠点があり、最近
のレビューでは、既存のポイント・オブ・ケアの血清学的検査は慎重に行うべきである
ことが示唆されている。141
○ 検査の感度は、抗体産生のタイミングに依存する。
■ JAMAのレビューは、PCRと抗体陽性のタイムラインに関しての有用な情報
を提供している。142
■ 確定例82人と疑い例58人（PCR陰性だが典型的な症状を呈していたもの）か
ら採取した208の血漿検体を用いた研究では、症状発症からIgMおよびIgA
検出までの期間は、中央値 5日であった。症状発症からIgG検出までの期間
は、中央値 14日であった。143
■ COVID-19確定患者285人を対象とした研究では、症状発症から19日以内に
100％の患者がIgG抗体を発現したことが示された144
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45人の患者を対象としたスペインの研究では、AllTest Cov-19 IgG/IgMキット
(LFA) を使用することで、血清学的検査の方が経時的に良好な結果が得ら
れた。145
● 全体での感度は47.3％（PCRをゴールドスタンダードとして使用）で
あったが、症状発症から14日後に実施した場合は74％に上昇した。
● IgG検査の感度は31日後に100％であった。
● 特異度は100%だった。
プレミア・バイオテック（ミネアポリス）(LFA)を使用した米国ベースの研究では:
146
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感度 80.3% (95 CI 72.1-87.0%)
特異度 99.5% (95 CI 98.3-99.9%)であった。
Abbott SARS-CoV-2 IgG検査を用いたプレプリントの非査読論文で
は、PCRで証明された感染から13日後（症状発症から17日後）に感
度100％、特異度100％であることが示唆された。147
■ 緊急時の使用が許可された検査のリストは、FDAのウェブサイトに掲載され
ている。
T細胞免疫反応検査
○ T-detect COVIDテストは、T細胞から採取したDNAを分析し、適応T細胞免疫応答を
持つ個人を特定するための、次世代シーケンスベースのテストである。148
○ T-detectテストは、最近または過去の感染を検出するのに役立つが、現在の
SARS-CoV-2感染を診断するものではない。検体は、症状が出てから 15 日以上経
過した人からのみ検査すべきである。
○ COVID-19 検査
抗体反応
○ SARS-CoV-2に感染した患者の大多数がウイルスに対する抗体を作ることを支持し
ている。
■ ニューヨークで行われた19,860人の患者を対象とした非査読研究では、
COVID-19患者の90％以上が抗体を作り、抗体反応の持続期間は少なくとも
3カ月であった。149
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SARS-CoV2に対する抗体反応の持続期間は感染の重症度に依存するようである。
■ 英国からの非査読研究では、重症度の低い患者では抗体価が低く、より早く
低下することが示された。150
■ 中国の1つの研究では、無症状の患者は有症状の患者よりもIgG値が低かっ
た。151 無症状の患者の最大40％、有症状の患者の13％で、回復期の初期
段階で抗ウイルス血清が陰性になる。これらの患者がウイルスに対する免疫
を保持しているかどうかは不明である。
■ 重症度の低い患者や無症状の患者ではIgG抗体レベルが速やかに低下し、
半減期は1～2ヶ月であった。152
血中を循環する抗体が減少した後も、免疫はメモリーB細胞やT細胞に保持されてい
るため、これらの抗体研究が実際の免疫機能にどのような意義を持つのかは不明で
ある。153
以上のように、初期の報告では、抗SARS-CoV-2抗体価は、感染後1ヶ月以内に急
速に低下することがわかっている。しかし、これは免疫が存在しないことを意味するも
のではない。最近の研究では、SARS-CoV-2に感染すると、ヒトでは長期にわたる骨
髄形質細胞反応が誘発され、これが長期的な免疫に寄与する可能性があることが
わかった。154
■ この研究では、SARS-CoV-2に感染した77人の患者を対象とした。
■ 感染後3カ月ごとにフォローアップの血液サンプルを採取した。
■ 感染後1～4カ月で抗SARS-CoV-2スパイクIgG抗体価は急速に低下した。
■ 感染後4～11月には抗SARS-CoV-2スパイクIgG抗体価の低下速度が遅く
なった．
■ この減衰速度の低下は、抗体の産生が、短命の形質芽細胞から骨髄で産生
される長命の形質細胞へと移行することを示している。
■ これらの患者のうち18人からは感染後7-8カ月目、5人からは感染後11カ月
目に骨髄液を採取した。
■ SARS-CoV-2に過去に感染した患者の骨髄には、抗SARS-CoV-2スパイク
IgGを産生する形質細胞が検出された。
■ 長寿命の骨髄形質細胞は、常に抗体の供給源となる。しかし、これらの抗体
がどのくらいの期間、免疫防御を維持するかはまだ明らかになっていない。
ワクチンが非常に強い免疫反応を引き起こすことを考えると、これらの研究はワクチ
ンによる免疫獲得に影響を与えないようである。
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胸部X線画像
○ 胸部X線画像はしばしば正常である。
■ PCRテストでCOVID-19が確認されたUrgent care（急性の軽症患者を対象と
した診療所)の外来患者を対象とした研究では、半数以上の患者で胸部X線
画像が正常であった。155
○ 般的胸部X線画像は以下の所見を含む:
■ スリガラス状陰影
■ 間質性陰影
■ 局所的または両側性の斑状陰影
■ 不明瞭な心輪郭や肋骨横隔膜角156
■ COVID-19の胸部レントゲン所見：Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4
Patient 5 Patient 6 Patient 7 Patient 8
○ 気胸はCOVIDに関連した合併症である。胸腔チューブ挿入により呼吸困難を改善で
きるため、悪化した低酸素COVID患者の鑑別では気胸を考慮することが重要であ
る。157
胸部CT
○ CTの異常所見は以下を含む :158
■ スリガラス状陰影 - 81%
■ 両側性肺病変 - 76%
■ コンソリデーション - 52%
■ 中隔肥厚/ 網状影 - 49%
■ スリガラス状陰影と小葉間隔壁の肥厚(Crazy paving) - 35%
■ 有症性患者の約10％は胸部CT所見が正常な場合がある。
○ スリガラス状陰影とコンソリデーションは、ほとんどの場合同時に発生する
○ スリガラス状陰影内部の網状影 ( Crazy-paving pattern)
■ 不揃いな敷石パターン (Crazy paving pattern) は、高分解能胸部CT上の非
特異的所見であり、重畳した小葉間および小葉内中隔の肥厚を伴うスリガラ
ス状陰影を指す159
○ ハローサイン
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ハローサインは、肺結節周囲のスリガラス影である。肺野条件で見られ、出
血を示す。160
■ ハローサインは34%にみられる。
○ 逆ハローサイン
■ 逆ハローサインは、2mm 以上の厚さを持つリング状あるいは三日月型の濃
度上昇に囲まれたスリガラス影である。これは、atoll (環礁)サインとも呼ばれ
る。161
■ 逆ハローサインは11％に見られる。
○ CT所見に基づく以下の分類が提案されている:162
■ ステージ 1: スリガラス状陰影 (0-4 days)
■ ステージ 2: Crazy-paving patternの増加 (5-8 days)
■ ステージ 3: コンソリデーション (9-13 days)
■ ステージ 4: 徐々に改善 (14 days 以降)
○ 現在入手可能なCT所見を調査した研究では、より重症の患者に基づいたデータ と
想定され、低リスクおよび重症度の低い患者には外挿されないだろう。スクリーニン
グツールとしてCTを使用することは推奨されない。
肺超音波
○ 肺超音波所見は以下を含む:163
■ 下肺野背側 を主とした 背側肺野 病変
■ Bライン ( 胸膜から始まり、垂直に彗星の尾のように伸び続ける高輝度の線
状アーチファクト)164
■ 不整な胸膜ライン
■ 胸膜下コンソリデーション
■ 気管支透亮像
■ 周囲に限局性胸水を伴う間質性肥厚と浮腫
■ Table参照：新型コロナウイルス肺炎におけるCT所見と超音波所見の比較
心臓超音波検査
○ 心エコー検査所見には、右心室機能障害と左心室機能障害がある。
○ 右室機能障害
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COVID-19患者の心エコー検査では、右室の拡張と機能障害が最もよくみら
れる所見である。
■ ある研究では、右室拡張または機能障害が39％の患者にみられた。165
■ 右室機能障害の存在は院内死亡率と関連している。166
左室機能障害
■ 左室拡張障害は16％にみとめられた。
■ 左室収縮障害は10％にみとめられた。
患者がウイルスから回復した後でも、心臓所見が遅れて現れることがある。 (参照:
肺外臓器への影響 - 心血管)
超音波検査の潜在的メリット
■ 末梢部の病変 は、超音波でよく描出できる。
■ 他の画像診断法が施行困難な場合には、診断補助に超音波検査を使用でき
る。
■ 超音波検査は、病状の進行のモニターのために使用できる。
■ COVID-19における多臓器ポイントオブケア超音波の役割に関する専門家の
コンセンサス声明では、肺炎、心臓機能障害、静脈血栓塞栓症の診断にお
ける役割と、呼吸補助戦略および輸液投与の調整における役割が強調され
ている。167
超音波検査の限界
■ 超音波検査は、無菌プローブカバーの使用と検査後の超音波診断装置の滅
菌が必要である。
■ 超音波検査施行者は患者に接近することになる。
■ 検査所見の感度と特異度は超音波技師の技術を含む複数の要因に依存す
る。
■ 肺深部病変は検出されにくい。しかしながら、COVID-19感染症では末梢病
変の方が多い。
■ 肥満は肺実質の可視化を制限する可能性がある。
手技
■ 肺水腫に対する 超音波検査法を示した以下の動画と同様の手技が使用で
きる。
■ COVID-19に関するさらなる特異所見はこの動画を参照。

重複感染と二次感染
●
●

インフルエンザや他のウイルス性疾患を考慮すべきである；しかしながら、他のウイルス性疾
患の検査が陽性であっても、COVID-19の診断を除外するものではない
スタンフォードヘルスケアの研究によると、SARS-CoV-2陽性患者の20.7％が、他のウイル
スにも重複感染していた。168 最も一般的な重複感染は以下の通り:
○ ライノ ／ エンテロウイルス, 6.9%
○ 呼吸器合胞体ウイルス (RSウイルス), 5.2%
○ 非SARS-CoV-2 コロナウイルス科, 4.3%
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167
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168
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●

細菌性および真菌性感染症は、ウイルス性肺炎の一般的な合併症である。これらの二次感
染は、特に重症患者においては、罹患率および死亡率の重要な原因である。169
○ 武漢の研究では、非生存者の50％が二次感染していた。170
○ 江蘇省からの研究では、肺炎球菌、肺炎桿菌、およびインフルエンザ菌は、最も一般
的な細菌性呼吸器重複感染症だった。171

再感染
●

COVID-19から回復した後に遺伝的に異なるSARS-CoV-2変異株への再感染が起こる。
○ 香港大学からは、以前に症候性COVID-19から回復した33歳の男性が、最初のエピ
ソードから142日後に、旅行から戻ってきた後に陽性反応を呈した症例が報告されて
いる。その患者は無症状だった。172
■ ゲノム比較解析の結果は、この男性はSARS-CoV-2の異なる変異株に感染
しており、持続的なウイルス脱落ではなく真の再感染であることを示してい
た。
○ ネバダ大学からの2番目の報告では、有症状のCOVID-19から回復した25歳の患者
が、新たな症状を発症し、48日後に再検査で陽性となった。173
■ この患者の 2 度目の感染は、新たな低酸素症と胸部レントゲン異常所見を
伴っていた。
■ 感染の原因となった2つのウイルスは、実質的に遺伝的に異なっていた。
○ 再感染症例の最新リスト: COVID-19 Re-infection Tracker.

肺外臓器への影響
心血管
●

169

重度の呼吸器感染症および低酸素症は、特にCOVID-19関連感染症とARDSの場合におい
て、心筋傷害をもたらす可能性がある。
○ トロポニン上昇や心電図・心エコー異常を伴う 急性心筋傷害は、より高い重症度と
死亡に関連している。174
■ Wangらは、COVID-19感染患者の7.2％に心筋損傷を認めたと報告した。集
中治療に入院した患者の22％でトロポニンが上昇していたのに対し、集中治
療を必要としない患者では2％であった。175
■ 心臓トロポニンIはCOVID-19入院患者の死亡率の独立した予測因子と考え
られている。176
○ COVID-19で入院した心疾患の既往歴のある患者では、合併症が多く、死亡率が高
い。177
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不整脈
○ 不整脈は、虚血性心筋炎、炎症作用、および交感神経刺激の上昇など、様々なメカ
ニズムによって起こり得る。178
■ 不整脈には、徐脈および房室ブロック、上室性頻拍（特に心房細動）、および
心室性不整脈が含まれうる。
○ 特にQT延長によるトルサード・デ・ポワンツのリスクが高い場合がある。
■ 徐脈は通常、トルサード・デ・ポワンツのエピソードに先行して起こるため、注
意深く観察して治療すべきである。
■ QT延長は、様々な既往症や治療に関連した薬剤によって誘発される可能性
がある。
■ さらに、重度の炎症は、主にサイトカインの心筋への影響によるQT延長に寄
与することが指摘されている179
■ また、COVID-19感染はカリウムの尿中排泄量を増加させ、低カリウム血症
を引き起こし、これがQT延長とトルサード・デ・ポワンツのさらなる危険因子と
なることも指摘されている。180
■ 下痢と脱水は、低マグネシウム血症と低カリウム血症による更なるQT延長を
引き起こす可能性がある。
■ 境界型QTまたはQT延長のある患者では、アミオダロンやプロカインアミドな
どの抗不整脈薬を含む、QTをさらに延長させる可能性のある薬剤は避ける
べきである。
急性冠症候群 (ACS)181
○ I型ACSはCOVID-19に関連しており、おそらく重度の疾患に関連する深刻な炎症反
応が原因で、プラークの破裂を促進する可能性がある。COVID患者における急性左
主冠動脈閉塞
■ 同様に、過去のデータは、インフルエンザ性および非インフルエンザ性の呼
吸器感染後における急性心筋梗塞のリスクの増加を示唆している。
■ COVID-19患者は心臓カテーテル検査を受ける頻度が低いため、真の有病
率は過小報告されている可能性が高い。
○ イタリアのLombardy州でSTEMIのために冠動脈造影を受けたCOVID-19が確認さ
れた患者の86％では、STEMIが最初の臨床症状であった。注目すべきことに、28例
中17例（61％）がステント留置を必要とする病変を有し、11例（39％）が非閉塞性冠
動脈疾患を有していた。182
■ STEMI患者は、他の症状がなくてもCOVID-19を有することがある。
○ COVID-19に感染した患者におけるACSの治療アプローチは、非感染患者と同じで
あるべきである。
■ COVID-19の感染が確認もしくは疑われる患者において、STEMIが疑われる
場合の最適な治療法は依然として一次PCIである。カテーテル検査室のス
タッフは適切な予防措置を取り、PPEを着用すべきである。
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American College of Cardiology、American College of Emergency
Physicians、およびSociety of Cardiovascular Angiography and
Interventionsは、COVID-19パンデミックの間、PCIが施行可能な病院では、
プライマリPCIがSTEMI患者の標準治療であり続けることを明記した共同声
明を発表した。183
■ 一次PCIができない場合は、血栓溶解薬を投与する必要がある。
心筋炎、心筋症と心不全184
○ 急性左心不全はCOVID-19患者の23％で報告され、 頻度は死亡者の方が生存者よ
りも多かった (52％ vs. 12％)。185
○ 既存の心不全や心筋症の増悪によるものなのか、それとも新たな疾患によるものな
のかは不明である
○ 急性心不全または心原性ショックを有するCOVID-19患者において、心疾患の既往
歴がない場合には、心筋炎は考慮されるべきである。
○ 中国のコホート研究に基づく68例の症例シリーズでは、7％の患者が循環不全を伴う
心筋炎が原因で死亡していた; さらに別の33％の患者では心筋炎が死亡に寄与して
いた。186
○ COVID-19 に関連した 心筋炎の治療は積極的な支持療法である。
COVID-19では心臓の炎症が顕著である。
症状がそれほど重くない患者であっても、長期的な心臓後遺症の可能性に、医療提供者は
注意を払うべきである。
○ ドイツで行われた軽度から中等度のCOVID-19から回復した100人の非選択患者を
対象とした研究では、78％の患者に心臓磁気共鳴画像（MRI）上の異常所見が認め
られた。最も一般的な異常は進行中の心臓炎症であり、60％に認められた。
COVID-19から回復した患者は、対照群と比較して心駆出率が低かった。187
○ COVID-19から回復した26名の競技選手のうち、15%の選手がMRI検査で心臓の炎
症所見の証拠を持っていた。188 これら競技選手は軽度の症状があったか、全く症状
がなかった。このことは、COVID-19から回復した後に活動に復帰する全ての競技選
手にとって重要な意味を持っている。
○ 中国で、中等度から重度のCOVID-19から回復し心臓症状が進行している患者26人
が心臓MRIを施行された。56%に心臓の炎症と浮腫が認められた。189
○ ニューヨークのICU医師がCOVID-19の軽症例の後に心臓の後遺症と駆出率の低下
を経験した。190
○ 心臓の炎症がアスリートに与える影響については、感染後の考慮事項を参照。
右心不全
○ 右室機能障害の存在は、罹患率および死亡率の増加と関連している。
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重症肺実質病変およびARDSは、右心不全とそれに伴う肺高血圧を引き起こす可能
性がある。
右室機能障害は、ウイルスによる損傷、サイトカイン反応、血栓性イベント、容量負
荷、低酸素性肺血管収縮の組み合わせが原因である可能性が高い。
ニューヨークのマウントサイナイ・モーニングサイド病院からの小規模な後ろ向き単施
設研究では、COVID-19患者の31％に心エコー検査で右心室拡張が認められた。191
■ 右室拡張を有する患者の3分の1にCTが施行されたが、そのうち肺塞栓症の
証拠があったのは半数のみであった。
別の研究では、COVID-19患者の連続100人の心臓超音波検査結果を解析したとこ
ろ、臨床的に悪化している患者の20％で、繰り返し行った心臓超音波検査で右室機
能障害が悪化していた。192
ニューヨーク市の教育基幹病院に来院したCOVID-19患者756人を対象とした研究で
は、初期心電図での右脚枝ブロックは死亡率の増加と相関していた。193
■ 心電図上の右脚枝ブロックは右室ストレインの初期徴候であり、右室機能不
全のリスクがある可能性がある。
COVID-19感染患者における急性心不全の治療アプローチは、非感染患者と同じで
あるべきである。

血液
●
●

●

191

COVID-19患者の多くの 割合で Dダイマーが上昇している。2500 ng/ml以上は予後不良と
関連している。
急性重症COVID-19患者では、血栓性合併症は一般的である。
○ ICU患者181人を対象とした研究では、血栓性合併症が31％で見られ、静脈血栓塞
栓症が27％、動脈血栓症は3.7％であった。これは一般的なICU患者で想定されるよ
りも 著しく 高い値である。194
○ ICU入室を要する患者81人を対象とした研究では、25％の患者が超音波で確認でき
るDVTを発症した。195
The Journal of the American College of Cardiology誌は このトピックの広範なレビューを
行った。196 要約すると:
○ ある研究では、CTを受けた患者25人中10人に急性肺塞栓症が認められた。
○ オランダの研究では、COVID-19を有する重症患者184人のうち31％が静脈血栓塞
栓症を有していた。
○ 事前公開された単一施設での研究では、COVID-19患者221人中11人が脳卒中を起
こしていたことが報告されている。
○ NEJM誌のレターには、COVID-19を有する50歳未満の健康な患者における、一連
の大血管性脳卒中のケースシリーズを報告している。197
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○ 重症患者のDダイマーレベルは、非重症患者よりも有意に高い傾向がある。198
現在の仮説によると、COVID-19に見られる顕著な炎症は、マクロファージ活性化症候群や
播種性血管内凝固と特徴を共有している一方、特異的な特徴もあるというものである。肺血
管内血栓症や肺微小出血が病態に大きな役割を果たしているようである。199
COVID-19患者を対象としたトロンボエラストグラフィ（TEG）を用いた小規模な研究では、血
栓溶解の減少または「線溶遮断」が静脈血栓塞栓イベント、脳卒中、腎不全と関連している
ことが明らかになった。200
急性に悪化したり、臨床上の想定を超えた低酸素、頻脈、低血圧が見られる患者において
は肺塞栓症を考慮すべきである（特に心電図の変化、一貫したエコー所見、または既知の深
部静脈血栓症 [DVT] がある場合）。
○ COVID-19による連続12死亡症例の剖検では、DVTは7例（58％）に認められ、PEが
死因だったケースは4例（33％）あった。201
○ このケースシリーズの殆どのケースにおいて、DVTとPEは臨床的に認識されていな
かった。
重症患者に様々な量の予防的ヘパリン投与がされた場合、良い転帰が得られることを示唆
する報告がある。202 研究の非無作為化や他の方法論的な問題から、このデータの外挿性は
不明瞭である。
入院中の重症患者における血栓症状態を治療するための最良の抗凝固療法レジメンは、現
在のところ不明のままである。我々の専門家は、抗凝固薬のルーチンの予防的投与と、血栓
性エピソードを評価し治療するための閾値を低くすることを提案している。
一部の施設では、患者のd-ダイマーが有意に上昇している場合には、より高い、または「段
階的に強化する」予防的な投与レジメンを使用している。203
○ CHESTのガイドラインでは、未分割ヘパリンよりも低分子量ヘパリンを、「段階的に
強化する」レジメンよりも標準的な投与レジメンを推奨している。204
外来での予防的抗凝固療法は現在のところ推奨されていない。
現在進行中の入院および外来患者を対象として異なる抗凝固療法を比較するACTIV-4試験
は、これらの不確実性に対処するのに役立つと考えられる。205
○ 2020年12月22日現在、ACTIV-4試験の入院患者対象研究では、有効性のエビデン
スが得られなかったため、重篤なCOVID患者の抗凝固療法群への症例登録を一時
停止している。
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神経
●
●

神経学的症状は、COVID-19患者の最大42％で発症時にみられ、病気の経過中はさらに高
い頻度で発現すると予想されている。206
一般的に報告されている症状には、筋痛、頭痛、めまい、および嗅覚や味覚の低下や消失
がある。
○ 頭痛は6～38％にみとめられる。
○ めまいは9～30％にみとめられる。
○ 臭覚や味覚の減少または消失（無臭覚症または低臭覚症、および無味覚症または
味覚障害）が非常に多くみられる。
■ 臭覚や味覚の消失は、約3分の1の患者の初期症状である可能性がある。207
■ いくつかの研究は、最大80％の患者で嗅覚または味覚にある程度の障害が
あり、40～50％の患者では完全な無嗅覚または無味覚があると報告してい
る。208
■ SARS-CoV-2患者100人を対象とした研究では、96％の患者がある程度の
嗅覚障害を経験し、18％の患者が急性回復期に完全な無嗅覚を示した。症
状発症から5週間後には63％の患者が正常な嗅覚を取り戻した。3分の1の
患者は、症状発症後6～8週間後にもある程度の嗅覚障害が継続していた。
209
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COVID-19患者に関連した多くの神経学的症状が報告されている。ほとんどの報告は症例
研究または後ろ向きなデータであるが、ある大規模な前向き研究では、COVID-19入院患者
の13.5％がCOVID-19の症状発現から2日以内に新たな神経学的障害を発症しており、最も
一般的なのは脳症、痙攣、脳卒中、低酸素/虚血性障害であった。210
脳症は、特に重症患者に頻繁にみられる。
○ 脳症のメカニズムは現在のところ不明であるが、脳の血管内皮の炎症、血管炎、か
つ/または微小血栓症と関連している可能性がある。
○ 脳症は高齢者に多く、入院期間の延長や機能的転帰の悪化と関連している。211
COVID-19は、ウイルスによる中枢神経系への直接的な侵入や二次的な免疫介在性炎症に
よっても脳炎を引き起こす。
○ これらの患者では、髄液検査でリンパ球の髄液細胞増多とタンパク質の上昇がみら
れる。
○ 髄液からのRT-PCRはSARS-CoV-2陽性である可能性がある。
COVID-19はまた、感染後または免疫介在性の中枢神経系合併症にも関連している。
○ ギランバレー症候群、重症筋無力症、および他のあまり一般的でない神経疾患が
COVID-19患者で報告されているが、前向きの文献がないため、有意な関連性また
は因果関係は除外されている。
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COVID-19関連ギランバレー症候群患者5例の症例シリーズがNEJM誌に掲
載された。ギランバレー症候群の発症は、ウイルス性症状の発症から5～10
日後であった。212
■ また、ミラー・フィッシャー症候群も報告されている。
■ COVID-19では、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)や急性壊死性脳症との関連
はまれである。
脳卒中は、SARS-CoV-2感染症の合併症として認識が広がっている。
○ 脳卒中は患者の2～5％にみられることがある。
○ NEJM誌に掲載された症例シリーズでは、大血管閉塞を呈した50歳未満の脳卒中患
者5例が取り上げられている。すべての患者でCOVID-19陽性であった。213
■ 急性期脳卒中を呈した患者は、検査を受けるまではSARS-CoV-2陽性として
治療すべきである。214 これらの患者を診療する医療従事者は、PPEを着用
する必要がある。
■ COVID-19感染患者における急性期脳卒中の治療アプローチは、非感染患
者と同じであるべきである。COVID-19の診断は、大血管閉塞性脳卒中に対
する血管内治療の禁忌ではない。215
脳静脈血栓症（CVT）は、年間10万人あたり約1.3例の発生率である稀な血栓性救急疾患で
ある。シンガポールで行われたシステマティックレビューでは、CVTを有する14人のCOVID
陽性患者を調査し、以下のことが明らかになった:216
○ 年齢中央値は43歳、男性が64％であった。
○ 大部分（57％）は過去に重大な病歴はなかった。
○ CVTに関連する症状は、精神状態の変化（38.5％）、頭痛（30.8％）、片麻痺（30.8
％）などであった。
○ CVTの死亡率は約15％であるが，本研究ではCOVID感染者の死亡率は45.5％で
あった。
○ COVID患者のCVTに関するデータは限られているが，本研究はCOVIDに関連した
CVTは非常に高い死亡率を有していることを示唆しており，神経症状を呈する患者
に対しては，医師は高い疑いをもって診療すべきである。
COVID-19の患者236,379人の長期的な神経精神科的転帰を評価した研究では、患者の3
分の1が感染後6カ月以内に新たな神経科または精神科の診断を受けていた。217
○ この発生率は、集中治療を必要とする患者の46％、脳症と診断された患者の62％に
まで上昇した。
○ COVID-19から回復した患者は、インフルエンザやその他の呼吸器感染症による同
程度の病気の患者と比較して、頭蓋内出血、脳卒中、筋神経接合部／筋肉障害、脳
炎、認知症、気分障害、不安、精神病障害、薬物使用障害、不眠症などのリスクが
有意に高まる。
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皮膚症状
●

●

血管障害に関連した特異的な病変:
○ “COVID 趾”といわれる、凍瘡様の病変 (例1: Covid趾) (例2: Covid趾) がしばしば
みられる。
■ 踵や指に発症する。
○ 腋窩部の紫斑
○ 手掌紅斑
○ 末梢性チアノーゼ
○ 網状皮斑（リベド）
非特異的
○ ばら色粃糠疹
○ 水疱性病変は水痘帯状疱疹に類似しているが、皮膚分節に関係なく、正中線を横切
ることがある。
○ 濾胞周囲病変（毛嚢炎に類似している）
○ びまん性斑状丘疹状皮疹または麻疹状皮疹 (画像: 拡大)
○ じんま疹

消化器および肝臓
●
●
●
●
●

吐気と嘔吐は最大67％にみとめられる。
食思不振は最大40％にみとめられる。
下痢は最大50％にみとめられる。
腹痛は最大6％にみとめられる。218
ALTとASTは最大53%で軽度に上昇している。

治療上の考慮事項
気道と呼吸
●

218
219

エアロゾルを発生する処置
○ エアロゾルを発生する処置および医療従事者へのSARS感染リスクに関する体系的
レビューによると、以下の処置が最もリスクが高い:219
■ 気管挿管 (統合オッズ比 6.6)
■ 非侵襲的人工呼吸 (統合オッズ比 3.1)
■ 気管切開術 (統合オッズ比 4.2)
■ 挿管前の用手換気 (バッグバルブマスク換気) (統合オッズ比 2.8)
○ 他のエアロゾル発生の可能性のある処置には、以下のものがある:
■ 高流量酸素療法
■ ネブライザー
■ 気道吸引
■ 抜管
■ 回路変更
■ 気管支鏡検査
■ 胸骨圧迫

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32222988
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22563403

●

●

●
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■ 除細動
■ 酸素マスクの操作
■ 経鼻胃管または経口胃管挿入
○ 様々な呼吸療法中における最大呼気拡散距離の報告がある。220
高流量経鼻酸素
○ WHOは加湿した高流量経鼻酸素を推奨している。ウイルスの伝染を増やす可能性
は低い。221
○ 高流量経鼻カヌラを用いた気流の可視化を目的としたスモーク試験では、10L/minと
比較して60L/minではわずかなエアロゾル化の増加しか認められなかった。222
○ 健常ボランティアを対象とした研究では、30および40L/minでの高流量鼻カヌラの使
用、または5、10および15cmH2OのCPAPは、6L/minでの鼻カニューレと比較してエ
アロゾル生成量を有意に増加させなかった。223
○ 低流量または高流量の鼻カヌラを使用している患者は、フェイスマスクを着用すべき
である。
■ あるモデル研究では、低流量または高流量の鼻カヌラの上に適切にフィット
する標準的外科用マスクを装着すると、エアロゾル化を有意に減少させた。
224
フェイスマスクなしでは、通常の一回換気で1メートルまで飛沫が広がっ
た。著者らは、飛沫拡散を減少させるために、全てのCOVID-19患者にフェイ
スマスクを装着すべきであると提案している。
○ Society of Critical Care MedicineでのJayaprakash医師によるプレゼンテーションで
は、COVID-19への加熱高流量鼻カヌラのいくつかの利点が強調されている。
非侵襲的陽圧換気
○ 上述のスモーク試験でCPAP装置での気流の流れも可視化されたところ、良好なマ
スクの密着があれば、高流量でも装置から1m程度までしかリークがなかった。225
○ 人工呼吸補助が特に必要な場合を除き、患者の自己誘発性肺障害（P-SILI）のリス
クを軽減するためには、BiPAPよりもCPAPの方が好ましい。
在宅酸素プロトコル
○ COVID患者急増のため、多くの病院では重症患者用のベッドやリソースが不足し
る。酸素を必要とするCOVID患者の中には、入院を必要とせず、補助的な在宅酸素
で安全に退院できる患者もいる。
○ ここでは、在宅酸素で安全に退院できる患者を決定するためのアルゴリズムを提案
する：
■ 在宅酸素療法の候補となる患者：
● 室内気でSpO2 < 90%
● 経鼻カニューレ 酸素 < 5 L でSpO 2 > 90%

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224111
World Health Organization. (2020). Clinical management of severe acute respiratory infection when
novel coronavirus (2019-nCoV)infection is suspected: interim guidance, 28 January 2020. World Health
Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330893. Accessed March 30, 2020.
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■

● 酸素投与下でSpO2 < 90%にならずに50フィート歩行可能
● 経鼻カニューレ 酸素 < 5 Lで救急部門で4時間安定したSpO2を維持
患者の要因:
● 年齢<65歳
● 慢性肺疾患や肺高血圧症の既往歴なし
● フォローアップを注意深く行い、症状が悪化した場合には確実に救急
部門に戻ることができるもの。
● 酸素供給機用の電源を利用できる安定した住居があること（ホームレ
スや避難所での生活者は不可)
● 末期腎疾患、肝硬変、心不全、妊娠中の患者には注意が必要

体外式膜型人工肺 (ECMO)
●
●

●

●

難治性低酸素血症の呼吸不全患者に対するECMOの潜在的利益は、多大な医療資源の利
用と、死亡率への有効性が不明である点と照らし合わせて考慮されるべきである。226
COVID-19 ECMO患者の大多数は、低酸素性呼吸不全に対する静脈（VV）ECMOを使用さ
れている。227
○ 36カ国1,093人の患者を対象とした国際研究では、ECMOを必要とするCOVID患者
の90日死亡率は40％以下であった。この死亡率はこれまでの予測よりもはるかに低
く、これらの結果は経験豊富な病院でのECMOの検討を支持するものである。228
○ ELSOレジストリからのデータでは、現在、ECMOでサポートされたCOVID-19患者の
生存退院率は51％である。
○ この生存率は、同程度の重症度の、他の原因のARDSと同等である。
内科的管理に抵抗性の心不全に対しては、静脈大動脈（VA）ECMOまたはその他の機械的
循環支援を考慮することができる。循環不全と低酸素性呼吸不全の両方を有する患者で
は、differential hypoxia（下半身に比して上半身で低酸素となる状態）を避けるためにV-AV
ECMOが必要となることがある。
ECMOサポートの開始基準およびその他の情報は、COVID-19患者におけるECMOの使用
に関するELSOガイダンス文書に記載されている。229

可能性のある治療法
●

●

226

気道管理を必要とする急性重症患者が大量発生すると、 挿管後に一般的に使われる鎮静
および鎮痛薬が枯渇し、選択肢から外れる 可能性がある。 代わりになり得る鎮静・鎮痛薬
の一覧は以下のテーブルを参照 。
○ (テーブル: 鎮痛・鎮静のための薬剤一覧)
アメリカヘルス-システム薬剤師会 (American Society of Health-System Pharmacists)は、（
COVIDの治療に関する）投薬レジメンのエビデンスのまとめを情報公開しており、頻繁に更
新されている。リンク
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al%2003.24.2020.pdf. Published March 24, 2020. Accessed May 8, 2020.
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●

●

COVID-19に対する治療は、臨床経過の段階に応じて、多かれ少なかれ有効であろう。例え
ば、抗ウイルス剤は、ウイルス複製が活発に起こっているときに、より効果的であるかもしれ
ない。抗炎症療法および免疫調節療法は、重度の炎症反応の間、またはそのような反応を
予防するために、より効果的かもしれない。
○ 臨床病期と治療オプション
NIHが推奨する重症度別の治療法はここに掲載されている。

現在推奨されている治療法
●

230

抗血栓療法
○ 血栓塞栓性疾患はCOVID-19に多く見られ、死亡率の増加と関連している。230
○ 抗凝固療法を行わない場合と比較すると、抗凝固療法はCOVID-19で入院した患者
の死亡率の改善と挿管率の低下と関連している。231
○ CHESTガイドラインおよびNational Institutes of Health治療ガイドラインでは、禁忌
がない場合にCOVID-19で入院した成人に対してDVT予防を推奨している。232
■ 通常、予防的抗凝固療法を継続したまま退院させるべきではない。
■ 現在のところ、COVID-19外来患者におけるDVT予防の役割はない。
○ REMAP-CAP、ACTIV-4a、ATTACCの各研究グループが査読前に公開したプレプリ
ント研究によると、重症COVID-19（高流量酸素、非侵襲的または侵襲的な人工呼
吸、血管収縮薬、強心薬を必要とする）患者に対する治療的な抗凝固療法は、転帰
の悪化と関連していた。233
■ 治療的な抗凝固療法に伴う生存率の低下は、血栓予防に比べて81％の確
率で認められた。
■ 治療的抗凝固療法群では、臓器サポートフリー日数の増加は見られなかっ
た。
■ 治療的抗凝固療法により主要血栓イベントは減少した（6% vs 10%）。
■ 大出血イベントは両グループともに稀であった (3% vs 2%)。
○ JAMA誌に掲載された多施設共同無作為化比較試験「INSPIRATION」では、
COVID-19を有する重症患者を対象に、中用量のエノキサパリン（1mg/kg/日）と標準
的予防投与量（40mg/日）を比較した。234
■ 急性静脈または動脈血栓塞栓症、ECMOサポートの必要性、30日後死亡率
の主要複合転帰に差はなかった。
■ VTEリスクも各群間で統計的に有意ではなかった。
■ 大出血イベントは、中間用量群で2.5％、標準用量群で1.4％の患者に発生し
た。
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○

●

●
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現在進行中のACTIV-4試験の外来群では、COVID-19の非入院患者を対象に、予
防的アピキサバンと治療的アピキサバンを低用量のアセチルサリチル酸およびプラ
セボと比較する。235
コルチコステロイド
○ 当初は、ウイルスの脱落増加やウイルスクリアランスの減少への懸念により、他の
適応疾患（例えば、COPD、喘息、敗血症性ショック）を持つ患者に COVID-19 のス
テロイドの使用が制限された。
■ 現在、利用可能な最善のエビデンスは、酸素投与を必要とするCOVID-19患
者におけるステロイドの使用を支持している。
○ COVID-19の重症患者を対象とした7つの主要なステロイド試験のメタアナリシスで
は、複数のサブグループにまたがって28日目の全死因死亡率に一貫した有益性が
示された。236
■ ステロイドと通常治療またはプラセボを比較した全死因死亡率の要約オッズ
比は0.66であり、死亡リスクの8％の減少に相当していた。
■ 死亡率の低下は、デキサメタゾンとヒドロコルチゾンで同様であった。
■ コルチコステロイドの使用と有意な有害事象との関連はなかった。
■ 高用量ステロイドレジメン（デキサメタゾン15mg/日、ヒドロコルチゾン400mg/
日、またはメチルプレドニゾロン1mg/kg/日）と低用量レジメンを比較した試験
では、死亡率に対する追加的な有益性はみとめられなかった。
デキサメタゾン
○ デキサメタゾンは、中等度から重度のARDSにおいて、人工呼吸器使用期間を短縮
し、死亡率を低下させるというエビデンスがある。237
○ デキサメタゾンは、ミネラルコルチコイド作用の低下と、それによる体液貯留減少のた
め、ARDSにおいて他のステロイドよりも理論的に有益である。
○ オックスフォードのThe RECOVERY Collaborative Groupは、COVID-19を有する入
院患者におけるデキサメタゾンの効果に関する論文を発表した。238
■ 2,104人の成人患者がデキサメタゾン6mgの内服また経静脈的に最大10日
間投与された。4,321人の患者が通常のケアを受けた。
■ この研究の患者の平均年齢は約60歳であった。
■ 酸素投与下の患者では、1人の死亡を防ぐために30人の患者の治療が必要
であった。
■ 人工呼吸管理をされた患者においては、1人の死亡を防ぐために必要な患者
数は10人以下であった。
■ 酸素投与を必要としない患者では、デキサメタゾンの効果は得られなかっ
た。実際、転帰が悪化する傾向がみられた。

COVID-19 Positive Outpatient Thrombosis Prevention in Adults Aged 40-80. ClinicalTrials.gov.
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04498273?term=activ4&draw=2&rank=2. Updated June 22,
2021. Accessed December 2, 2020.
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■

●

コメント: 糞線虫過剰感染は、デキサメタゾン療法のまれな合併症ではある
が、重篤な合併症の可能性がある。高リスクの患者には、経験的イベルメク
チン投与を検討することができる239
○ 患者299人を対象としたブラジルでの無作為化多施設共同臨床試験（CoDEX）で
は、中等度から重度のARDSを合併したCOVID-19に感染した患者にデキサメタゾン
を静脈投与した場合、標準治療のみで治療を受けた患者と比較して、入院後28日間
の人工呼吸器の必要日数が少なかった。240
■ デキサメタゾン群に無作為に割り付けられた患者は、デキサメタゾン20mg/日
を5日間点滴静注した後、さらに5日間、またはICU退院まで1日10mgを点滴
静注された。
■ 入院後28日間にデキサメタゾン群の ventilator-free dayは平均6.6日、標準
治療群の ventilator-free dayは平均4.0日であった。
■ これらのデキサメタゾンを投与された重症患者において、有害事象のリスク
の増加はみとめられなかった。
その他のステロイド
○ デキサメタゾンが利用できない場合は、メチルプレドニゾロンやヒドロコルチゾンなど
の他のコルチコステロイドで代用することができる。241
○ フランスで行われた多施設無作為化二重盲検プラセボ対照試験では、COVID-19関
連呼吸不全でICUに入院した患者を対象に、ヒドロコルチゾン200mg/日をプラセボと
比較した。242
■ 一次アウトカムである21日目の治療の失敗（死亡または機械換気または高
流量鼻腔酸素への依存と定義）は、ハイドロコルチゾン群（42％）とプラセボ
群（51％）の間で有意差はなかった。
■ 本試験の著者らは、Recovery trialの結果が出た後に早期に試験を中止し
た、そのため本試験はパワー不足であることに留意している。
○ 別の国際的な多施設オープンラベル適応的試験では、COVID-19に関連した呼吸不
全でICUに入院した患者を対象に、定用量のヒドロコルチゾン（50mgを6時間×7日間
点滴静注）群、ショック時のみのヒドロコルチゾン群、ヒドロコルチゾンなし群とを比較
した。243
■ この研究では、プラセボ群に比べて、定用量、ショック時のヒドロコルチゾン群
のいずれにおいても、respiratory and cardiac support-free daysが長い可能
性があることが分かった。
■ 著者らは、この研究は早期に中止されたため、決定的な結論は得られなかっ
たとしている。
○ 小規模なレトロスペクティブな観察研究では、COVID-19でみられたコルチコステロイ
ドの有益性は、CRP（C反応性蛋白質）が20mg/dL以上の患者ではより頑健なもの
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である可能性があり、CRPが10mg/dL未満の患者では実際には有害な可能性があ
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ることが示唆された。244 この結果は、より大規模な前向き研究で評価されるべきであ
る。
○ COVID-19における吸入コルチコステロイドの明確な有益性はみとめられないが、基
礎肺疾患のために慢性的に吸入コルチコステロイドを服用している患者への使用を
継続することに害があるという証拠もない。245
インターロイキン-6（IL-6）拮抗薬
○ IL-6受容体拮抗剤トシリズマブとサリルマブは、巨細胞性動脈炎、関節リウマチ (若
年性を含む)、キメラ抗原受容体T細胞（CAR-T）療法に起因するサイトカイン放出症
候群の治療薬としてFDAの承認を取得している、ヒトモノクローナル抗体である。246
○ シリツキシマブは、IL-6に直接結合するヒト-マウスキメラモノクローナル抗体である。
○ COVID-19の主要なインターロイキンはIL-6であり、これは "サイトカインストーム "を
介していると考えられてる。
○ 現在、NIHのCOVID-19治療ガイドラインでは、COVID-19で入院した患者のうち、急
速な呼吸状態悪化を呈する一部の患者に対し、トシリズマブを実体重8mg/kgから最
大800mgまで単回静脈投与し、デキサメタゾンと併用することが推奨されている。247
○ このグループに含まれる可能性のある患者:
■ 過去24時間以内にICUに入室した最近の入院患者で、HFNC >40%
FIO2/30L、NIV、または侵襲的機械式人工呼吸を必要とする患者。
■ 急速に酸素必要量が増加している最近の入院患者で、HFNCまたはNIVを必
要とし、炎症マーカーが著しく増加しているもの。
○ COVID-19におけるIL-6拮抗薬治療の8試験すべてを考慮すると、IL-6拮抗薬は28日
死亡率の13％の減少と関連している。
○ RECOVERY試験のIL-6拮抗薬群では、CRP値が上昇して酸素を必要とする
COVID-19患者を対象に、Tocilizumabと標準治療薬とが比較検討された。248 登録さ
れた4,116人の患者のうち、14％が機械換気、41％が非侵襲的換気、45％が酸素の
みを必要としていた。82％が登録時にステロイドを投与されていた。
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患者2022人が無作為にトシリズマブ400-800mgを体重に応じて静脈投与さ
れた。初回投与で臨床的改善が見られなかった場合は、12-24時間後に2回
目が投与できた。
■ トシリズマブ群では、標準治療群と比較して28日死亡率が低下した（31％対
35％）。トシリズマブによる1人の死亡を防ぐための治療必要数は25（NNT＝
25）。
■ トシリズマブを投与された患者は、28日以内の生存退院の割合が高かった（
57％ vs 50％）。
■ トシリズマブを投与された機械換気を行っていない患者では、機械換気や
ECMOによるサポートが必要になるまでの進行および院内死亡リスクが低
かった（35％対42％）。
■ トシリズマブ群では、COVID-19以外の感染症による死亡が有意に増加する
ことはなかった。
REMAP-CAP試験では、COVID-19の成人患者を対象に、ICU入院後24時間以内に
IL-6拮抗薬であるトシリズマブ（n=353）またはサリルマブ（n=48）を標準治療と比較
評価した。249 また、93％の患者がコルチコステロイドを投与された。33％の患者には
レムデシビルも投与された。3例を除くすべての患者は、無作為化時に高流量酸素、
非侵襲的または侵襲的な機械換気の呼吸補助を受けていた。
■ IL-6拮抗薬群の患者では、臓器サポートフリー日数が多かった（中央値10 vs
0）。IL-6拮抗薬群の患者では、院内死亡率も低かった（28％対36％）。
■ IL-6拮抗薬群には有害な兆候はなく、細菌重複感染は1つだけであった。
マイノリティ集団の間ではCOVID-19の発症率は高いが、多くの臨床試験では、この
ような十分な治療を受けていない患者を適切に試験に参加させることができていな
い。EMPACTA（Evaluating Minority Patients with Actemra）試験は、人工呼吸器を
必要としないCOVID-19肺炎で入院したハイリスク・マイノリティ患者を対象に、トシリ
ズマブの有効性を検討する第3相試験である。250
■ 患者389人を対象とした無作為化二重盲検プラセボ対照試験。
■ 249例にトシリズマブ8mg/kgを静脈内投与（1回または2回投与）。128例には
プラセボが投与された。
■ トシリズマブを投与されたCOVID-19肺炎の入院患者では、人工呼吸器を必
要とする蓋然性が低かった。
■ トシリズマブは生存率を改善しなかった。
COVACTA試験グループは、重症COVID-19肺炎で入院した患者を登録し、トリシズ
マブ 8mg/kgを最大800mgまで静脈投与する群とプラセボ投与群に無作為に割り付
けた。251
■ この研究の主要アウトカムは、28日目の臨床状態であり、自宅退院から死亡
までの7段階の順序尺度で評価された。この研究では、28日後の臨床状態に
差は認められなかった。

Gordon A, Mouncey P et al. Interleukin-6 Receptor Antagonists in Critically ill Patients with COVID-19A preliminary report. medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.21249390v1.full.pdf
Published January 7, 2021. Accessed February 12, 2021.
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注目すべきは、ベースライン時 (19% vs 29%) と試験中 (34% vs 52%) の両
方において、トリシズマブ群はプラセボ群よりもステロイドの投与量が少な
かったことである。
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安全性
■ トシリズマブの使用による感染症、肝毒性、白血球減少症、血小板減少症な
どのリスクの増加が懸念されている。しかし、トシリズマブは最近の無作為化
比較試験のエビデンスに基づいて安全であると考えられている。
Janus kinase (JAK)阻害剤252
○ JAK阻害剤は、関節リウマチや骨髄線維症などの治療薬としてFDAに承認されてお
り、COVID-19の治療薬としての可能性が示唆されている。
○ バリシチニブ (baricitinib)とルキソリチニブ (ruxolitinib)の2つのJAK阻害剤は、治療
量でJAK 1/2とサイトカインのシグナル伝達を担う細胞内キナーゼを阻害することか
ら、注目されている。JAK1/2を阻害することにより、サイトカインが減少し、炎症が抑
制される。
○ バリシチニブはまた、ウイルスがアンジオテンシン変換酵素-2（ACE2）受容体に結合
した後のエンドサイトーシスを媒介する2つのキナーゼ、AAK 1およびGAKを阻害す
る。この作用は、COVID-19の細胞内への侵入と複製能を低下させる可能性があ
る。
○ 非特異的かつ広範な免疫抑制作用に基づき、JAK阻害剤の使用には懸念がある。
○ ACTT-2試験は、COVID-19で入院した患者を対象に、バリシチニブとレムデシビル
の併用群とレムデシビル単独群を比較した。253
■ 主要評価項目である回復までの期間は、併用群（中央値7日）で、レムデシビ
ル単独群（中央値8日）と比較して有意に良好であった。 この差は、高流量酸
素または非侵襲的人工呼吸を必要とする患者でより顕著であった（10日 vs
18日）。バリシチニブを投与された患者は、15日までに臨床状態が改善する
確率が30％高かった。
■ バリシチニブは1日4mg経口投与、14日間または退院まで投与された。
■ 重篤な有害事象の発生率は両群でほぼ同等であった。興味深いことに、新
規感染の発生率はバリシチニブ群で低かった。
○ ACTT-2試験では、バリシチニブとデキサメタゾンの併用は評価されなかった。現時
点では、バリシチニブはデキサメタゾンを投与できないレムデシビル投与中の患者に
のみ推奨されている。
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モノクローナル抗体
○ モノクローナル抗体は、SARS-CoV-2に対する一過性ではあるが即時の免疫増強を
提供し得る、製造された標的抗体である。
○ モノクローナル抗体は、COVID-19の治療および予防の両方に有用である可能性が
ある。254
○ モノクローナル抗体は、医療従事者、現場作業員、高齢者、およびCOVID-19からの
リスクが増大している患者に使用され得る。
○ 現在推奨されているモノクローナル抗体の概要はこちらを参照。
バムラニビマブ (Ly-CoV555)
○ バムラニビマブは回収されたCOVID-19患者から分離されたモノクローナル抗体であ
る。イーライリリー社が開発した。
○ 軽度から中等度のCOVID-19患者452人の外来患者の登録後に、BLAZE I 試験の
予定されていた中間解析が発表された。317人の患者がバムラニビマブ投与群に割
り付けられ、700mg投与群で101人、2800mg投与群で107人、7000mg投与群で101
人が投与された。150人の患者がプラセボ群に割り付けられた。本試験の主要アウト
カムである11日目のベースラインからのウイルス負荷の有意な減少は、2800mg投
与群でのみ有意になった。255
■ 本試験では患者志向アウトカムは報告されていないが、著者らは、ウイルス
負荷のクリアランスの遅さが入院リスクの増加と関連していることを指摘して
いる。
■ BLAZE I 第III試験の結果は、2021年3月10日のプレスリリースで発表され
た。それによると、バムラニビマブ（LY-CoV555）700mgとエテセビマブ（
LY-CoV016）1400mgの併用により、COVID-19関連の入院や死亡が減少し
た。完全な科学的発表と査読は近日中に行われる。
○ ACTIV-3 試験は、入院患者を対象にモノクローナル抗体を用いた治療法を評価する
NIH主催の試験である。最初に試験された抗体はバムラニビマブ＋レムデシビルと
プラセボ＋レムデシビルであった。この試験は有効性が認められなかったため、早期
に中止された。256
■ 症状が12日未満で臓器不全のないCOVID-19入院患者におけるバムラニビ
マブ＋レムデシビルとプラセボ＋レムデシビルの比較では、肺機能転帰、回
復までの時間、退院までの時間の改善は認められなかった。257
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現在進行中のBLAZE-2 試験では、介護施設の患者とスタッフにおける
SARS-CoV-2感染予防におけるバムラニビマブの役割が評価されている。258
○ 米国FDAは、バムラニビマブについて、酸素を必要としない入院していない成人患者
を対象とした緊急使用承認を発行した。259
カシリビマブとイムデビマブ
○ 製薬会社レジェネロン社は、SARS-CoV-2スパイクタンパクに対するモノクローナル
抗体「カシリビマブ」と「イムデビマブ」を開発した。これらは同時に投与される。
■ この実験的治療は、様々なアメリカの政治家に与えられたレジメンの一部で
ある。
○ 第2/3相臨床試験では、SARS-CoV-2陽性期間が72時間以内、症状発症から7日以
内の非入院成人患者275名を対象とした。260
■ 高用量モノクローナル抗体群90例、低用量モノクローナル抗体群92例、プラ
セボ群93例であった。
■ 主要評価項目は、7日目までの平均ウイルス量の低下であった。モノクロー
ナル抗体を投与された群では、3日目までにウイルス量の著明な低下がみら
れた。この効果は、特にウイルス量の高い患者で顕著であった。
■ 本試験の臨床転帰は、29日目までの少なくとも1回のCOVID-19関連の医学
的な受診であった。モノクローナル抗体群では182例中6例（3％）の受診が
あったのに対し、プラセボ群では93例中6例（6％）の受診があった。全試験
群で総受診回数は少なかったが、受診回数は50％減少した。
■ モノクローナル抗体カクテルは許容性が高く、主要な有害事象の有意な増加
は認められなかった。
○ レジェネロン社は2021年3月23日のプレスリリースで、カシリビマブ/イムデビマブの
モノクローナル抗体カクテルが、非入院患者の入院または死亡を70％減少させたと
発表した。また、このカクテルは、症状の持続期間を4日短縮し、新しい変異種に対し
ても効果がありそうだと報告されている。本試験は、4,567名の患者を対象とした、こ
れまでで最大規模の試験である。
○ Regeneron社は6月16日、カシリビマブ／イムデビマブ・モノクローナル抗体カクテル
が、自然免疫反応を起こしていない（血清陰性）COVID-19患者の入院中の死亡率を
低下させたと発表した。カシリビマブ/イムデビマブを投与された血清陰性患者は、血
清陽性患者と比較して、28日後の死亡率が低く、入院期間も短かった。261
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米国FDAは、酸素を必要としない軽度から中等度のCOVID-19を有する非入院成人
に対して、カシリビマブとイムデビマブの緊急使用承認を発行した。262
レムデシビル
○ レムデシビルは、ウイルスのRNAポリメラーゼを阻害する抗ウイルス薬である。263
○ これまでの研究からレムデシビルは、あるCOVID-19患者では回復を早めるかもしれ
ないことが示唆される。
○ COVID-19国際共同試験（ACTT-1）の結果は、レムデシビルを投与された患者の回
復までの期間の中央値が11日と対照群の15日よりも短くなったことを示した（回復率
比、1.32；95％CI、1.12～1.55；p <0.001）。264
■ 本試験は、COVID-19 肺炎で入院した成人を対象に、レムデシビルを静脈投
与した二重盲検無作為化プラセボ対照試験である．
■ レムデシビルの投与は 1日目に200mg を静脈投与し、その後100mgを1日1
回最大9日間静脈投与した。
■ レムデシビルの効果は、補助的な酸素を必要とするが、高流量経鼻カヌラ、
非侵襲的人工呼吸、機械的人工呼吸、ECMOを必要としない患者群におい
て最も明らかであった。
■ レムデシビルの効果は、疾患経過の初期に最も顕著であった。
○ JAMA誌に最近発表された研究では、入院したが酸素投与を必要としない
COVID-19患者をプラセボとレムデシビルの5日投与レジメンと10日投与レジメンに
無作為化した。265
■ 本試験の主要アウトカムは，11日目時点の臨床状態を死亡（カテゴリー1）か
ら退院（カテゴリー7）までの7点満点で評価した。
■ 11日目にレムデシビルの5日間の治療コースに無作為に割り付けられた患
者は、プラセボと比較して臨床状態が改善するオッズが有意に高かった（オッ
ズ比1.65）。
■ 10日投与レジメン群とプラセボ群の臨床状態の差は有意ではなかったが、
10日投与レジメン群の38％のみが指定された治療コースを完了した（治療期
間の中央値は6日）。
○ WHO Solidarity試験のレムデシビル群では、28日目の死亡率の改善は認められな
かった（RR0.95（0.81～1.11））。また、人工呼吸開始や入院期間の短縮もみとめな
かった。266
■ 本試験は大規模多国籍非盲検無作為化試験である。
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■

レムデシビルは1日目に200mgを静脈内投与し、その後さらに9日間、1日
100mgを静脈内投与した。
○ 主要なレムデシビル試験における試験デザインと結果の違いを考慮すると、レムデ
シビルの恩恵を受ける可能性のある患者の正確なコホートと最適な治療期間は明ら
かになっていない。267
○ コメント
■ 米国FDAは、レムデシビルを治療の選択肢として承認している。
■ NIH治療ガイドラインでは、入院患者にはレムデシビルが推奨される。
■ WHOのCOVID-19治療ガイドラインでは、エビデンスの質は低いものの、臨
床的に重要なアウトカムに明確な差がないことを理由に、レムデシビルによ
る治療を推奨していない。WHOガイドライン
■ レムデシビルは、腎疾患や肝疾患のある患者への使用は適切ではない可能
性がある。
■ 補助酸素を必要とするが、高流量酸素、非侵襲的人工呼吸、機械的人工呼
吸、またはECMOをまだ必要としない入院患者に対して、レムデシビルは最
も効果的である可能性が高い。268
■ レムデシビルのコストは高く、コルチコステロイド以上に実質的な臨床上の有
益性があるかどうかは不明のままである。
調査中の治療法
● アスコルビン酸 (ビタミンC)
○ 現在のエビデンスでは、重篤な患者集団における有効性にはばらつきがあることが
示されているが、アスコルビン酸は抗酸化物質であり、宿主免疫に関与しうる多くの
生化学反応の補酵素であり、敗血症における有益性が示唆されている。269
○ アメリカヘルス-システム薬剤師会 によると:270
■ 現在、COVID-19に特化したデータはない。
■ 臨床試験が進行中である。
● アスピリン
○ COVID-19は、高い凝固性および血栓リスクの増加と関連している。肺微小血栓症
は、疾患の病態生理において重要な役割を果たすことが示唆されている。
○ 後ろ向きレジストリー研究では、低用量アスピリンの1日1回の投与は、機械換気、
ICU入院、院内死亡のリスク発生率の低下と関連していることが明らかになった。271
■ COVID-19 で入院した 412 例の成人患者が本研究に含まれた。98人の患
者は入院の少なくとも7日前にアスピリンを服用していた。
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年齢、性別、BMI、人種、高血圧、糖尿病を含む8つの交絡変数で調整した
後、アスピリンを服用している患者では、機械換気の発生率が44％減少し、
ICU入院の発生率が43％減少し、院内死亡の発生率が47％減少した。
■ 本研究は小規模なレトロスペクティブ研究であり、より大規模な試験で前向き
に評価されるべきである。
アビプタジル (Zyesami)
○ アビプタジルは抗炎症作用と抗サイトカイン作用を有する合成ヒト血管作動性腸管ポ
リペプチドである。272
○ NeuroRx社は、COVID-19による呼吸不全の回復にアビプタジルが役立つ可能性が
あるという有望な初期データをプレスリリースで発表した。特に、HFNCを必要とする
患者は、アビプタジルを投与された第28日までに71％の確率で回復したのに対し、
プラセボを投与された患者は48％の確率で回復した。273
○ さらなる試験が必要である。
カルフェシロール（ビタミンD）
○ ビタミンDは、SARS-CoV-2に対する免疫応答を有利に調節する役割を果たしている
可能性がある。274
■ ビタミンDの代謝物は、自然抗ウイルスプロセスを補助する。
■ ビタミンDは、おそらくレニン-アンジオテンシン系の過剰活性化を防ぐことに
よって、他のウイルス感染症における炎症反応を調節するのに役立つ。
○ COVID-19に対するビタミンDの無作為化プラセボ対照試験の結果は現在のところな
い。
○ これまでに実施された重症患者を対象としたビタミンD補充の試験では、効果は示さ
れていない。275
体外式サイトカイン除去療法
○ 持続的腎代替療法に追加できるサイトカイン除去膜には、複数の種類がある。これ
らのフィルターは、炎症性サイトカインの血中濃度を有意に低下させることができる。
276

■

●

272

COVID-19による重症ARDSで、VV ECMOを受けていた患者のサイトカイン
吸着を調査した単一施設の研究では、サイトカイン吸収は生存率の低下と関
連していた。277

吸入ブデソニド
○ ブデソニドは、肺の炎症を抑える可能性のある吸入式副腎皮質ステロイド剤である。
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COVID-19の治療にブデソニドが有用であるという仮説は、COVID-19の入院患者の
中で喘息とCOPD患者の割合が低いという観察から生まれたものである。
○ STOIC試験では、英国で行われたオープンラベル試験で、COVID-19の症状発現後
7日以内の患者を対象に、吸入ブデソニドとプラセボを比較した。278
■ 146名の患者が登録された。COVID-19に関連した緊急診療、救急部門受
診、または来院した患者は、対照群10名に対し、ブデソニド群では1名のみで
あった。 自己申告による臨床的回復は、ブデソニド群で1日早かった。
■ これは非常に小規模な試験であり、現在は未査読である。所見は慎重に解
釈し、より大きな試験で確認すべきである。
吸入インターフェロンβ
○ インターフェロンβは自然に存在するサイトカインであり、ウイルス感染症との戦いを
助ける。
■ 肺でインターフェロンβが欠乏している患者は、SARS-CoV-2による重篤な肺
疾患を発症しやすくなる可能性がある。
○ Lancet誌に掲載された101人の患者を対象とした第2相パイロット試験では、吸入イ
ンターフェロンβを投与された患者は、重症化するリスクが減少し、2倍以上の確率で
回復した。279
○ 我々はさらに大規模な試験のデータを待っている。
インターロイキン-1（IL-1）受容体拮抗薬
○ アナキンラは、遺伝子組換えヒトIL-1受容体拮抗薬で、関節リウマチの治療薬として
FDAに承認されている。
○ イタリアのミラノで行われたレトロスペクティブコホート研究では、COVID-19に続発す
る中等度から重度のARDSを有し、炎症マーカーが増加している成人患者は、アナ
キンラ（5mg/kgを1日2回静脈内投与）の高用量投与により生存率が向上する可能性
があることが示唆された。280
メラトニン
○ 外因性メラトニンは抗酸化作用、抗炎症作用、免疫調節作用を持つ化合物である。
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●
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査読前のプレプリント論文では、メラトニンがCOVID-19の挿管患者の生存率改善と
関連していた。282
○ 現在、COVID-19の治療薬としてメラトニンを促進する証拠は不十分であるが、有害
である可能性は低い。
間葉系幹細胞
○ 間葉系幹細胞は、骨髄、脂肪組織、臍帯および他の組織に存在する多能性細胞で
ある。これらの細胞は、複数の細胞型に分化することができ、有意な抗炎症作用や
再生作用を有している。283
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■
■

臨床的な有用性はまだ証明されていない。複数の試験が進行中である。
National Institutes of Healthは現在、臨床試験以外での間葉系幹細胞の使
用を推奨していない。

●

硫酸亜鉛
○ 亜鉛はRNA依存性RNAポリメラーゼを阻害し、in vitroでのRNAウイルスの複製を減
少させる。284
○ ニューヨーク市の4つの病院でのCOVID-19で入院した患者を対象とした非査読のプ
レプリントのレトロスペクティブ研究では、硫酸亜鉛の添加が疾患の進行を抑制する
役割を果たしている可能性が示唆された。この研究の重大な限界を考えると、より多
くのデータが必要である。285
現在推奨されていない治療法
● アジスロマイシン
○ アジスロマイシンは、マクロライド系抗菌薬であり、 ある程度の 抗ウイルス作用や抗
炎症作用を有する。
○ アメリカヘルス-システム薬剤師会によると:286
■ 利点や欠点を確立 するためのデータが不十分である。
■ QT延長作用があるため注意が必要である。
○ 細菌性市中肺炎との共感染が疑われる場合には、アジスロマイシンを考慮すること
ができる。
● コルヒチン
○ コルヒチンは、好中球の走化性、好中球と血小板の相互作用、インフラマソームシグ
ナル伝達を阻害する抗炎症薬でもある。
○ Colcorona試験は、現在、未査読であり、COVID-19による二次的な入院または死亡
を予防するためのコルヒチンとプラセボを比較する無作為化二重盲検プラセボ対照
試験である。287
■ 過去24時間以内にCOVID-19と診断された40歳以上で、少なくとも1つの増
悪危険因子を有する非入院患者を、コルヒチン（0.5mgを1日2回、3日間、そ
の後1日1回×28日間）投与群とプラセボ投与群に無作為に割り付けた。
■ 30日時点で、COVID-19による二次的な死亡または入院という主要複合アウ
トカムに統計学的に有意な差は認められなかった（4.7％ vs 5.8％、P = 0.08
、CI 0.61-1.03）。
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また、人工呼吸の必要性についても有意差は認められなかった（OR 0.53、
CI 0.25～1.09）。
■ コルヒチン群はプラセボ群に比べて下痢の割合が有意に高かった。
○ RECOVERY試験では、COVID-19入院患者に対するコルヒチン治療群の組み入れ
を、有益性が認められないため中止した。288
回復期血漿
○ 回復期血漿療法は、疾患から回復した患者から血漿を採取し、同じ疾患にかかって
いる別の患者の治療に用いる。
○ 回復期血漿は、SARS、MERS、エボラ、H1N1を含む複数のウイルス性疾患におい
て、確定的な効果がないまま試行されている。
○ 米国FDAはCOVID-19における回復期血漿の緊急使用承認をだした。
○ JAMA誌に掲載された4つの査読付き臨床試験と6つの非査読付き臨床試験のメタ分
析では、回復期血漿の使用に関連した死亡率の改善は認められなかった。289
■ 査読付きの試験のみを考慮した場合、回復期血漿を投与された人の死亡率
は11.6% vs 12.7%(コントロール群)で、リスク比0.93（CI 0.63-1.38）であっ
た。
■ さらに6つの非査読付き研究を加えると、死亡率のリスク比は1.02（CI
0.92-1.12）となった。
■ 注目すべきは、RECOVERY試験がこのメタアナリシスの90％を占めている
ことである。
○ RECOVERY試験では、回復期血漿投与群COVID-19患者5,795人と、標準治療群
5,763人の死亡率を比較した。290
■ 有意な利益は認められなかった。死亡率は両群とも24%で、死亡率の相対リ
スクは1.0 (CI 0.93-1.07)であった。
○ インドの39病院で実施された非盲検試験であるThe PLACID trialでは、中等度の
COVID-19で入院した成人患者において、28日時点での重症化への進行もしくは前
死因死亡率に差は認められなかった291
○ NEJM誌に掲載されたアルゼンチンで行われた二重盲検プラセボ対照多施設共同試
験では、重症COVID-19肺炎患者に対する回復期血漿の効果が検討され、30日後
の臨床症状や死亡率に有意な差はみとめられなかった．292
○ 160人の高齢成人患者（65歳以上）を対象としたランダム化二重盲検試験では、
SARS-CoV-2に対するIgG力価の高い回復期血漿の早期投与の効果が研究sare
た。293
■ 回復期血漿は、症状の発症から72時間以内に投与された。
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回復期血漿を投与された患者の16％およびプラセボを投与された患者の31
％で重度の呼吸器疾患が発症した。
高力価回復期血漿の早期投与により、重度の呼吸器疾患を発症するリスク
が48％減少した。

ファモチジン
○ ファモチジンはヒスタミン-2受容体拮抗薬であり、いくつかの初期の研究では
COVID-19の低い重症度と関連していた。294
○ ファモチジンは、ウイルス複製に必要な3-キモトリプシン様プロテアーゼを阻害すると
考えられている。295
○ COVID-19を有する入院患者におけるファモチジン使用と死亡率改善との関連は、
多施設、レトロスペクティブ、マッチドケースコントロール研究では認められなかった。
296
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イベルメクチン
○ イベルメクチンは、低コストで広く入手可能な抗寄生虫薬である。イベルメクチンは、
SAR-CoV-2が宿主のインポーチン蛋白質に結合するのを阻害することで、ウイルス
の複製を抑制する作用があることがin vitroでの研究で示唆されている。297
○ JAMA誌に掲載された無作為化比較試験では、軽症COVID-19患者において、イベ
ルメクチンの使用が症状の解消までの時間に影響を与えなかった。298
○ 米国国立衛生研究所のCOVID-19治療ガイドラインでは、臨床試験以外の
COVID-19の治療にイベルメクチンの使用を推奨していない。299
○ 米国食品医薬品局は、COVID-19の予防または治療のためのイベルメクチンの使用
を推奨していない。300
ロピナビル／リトナビル
○ ロピナビルは、SARS-CoVおよびMERS-CoVに対して in vitroでの抗ウイルス作用を
示した抗レトロウイルス薬である。301
○ Recovery試験のロピナビル/リトナビル群では、1,616人の患者にロピナビル-リトナビ
ル（400mg/100mg）が10日間または退院まで経口投与されたのに対し、3,424人の
患者は通常の治療を受けた。302
■ 主要アウトカムである28日以内の全死因死亡率に差はなかった（ロピナビル/
リトナビル群23％、通常ケア群22％）。
■ 28日以内の生存退院までの時間に差はなかった。
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機械換気や死亡リスクに差はなかった。
この試験の著者らは、肺組織における本剤の適切な濃度について懸念があ
ることや、試験薬の投与が困難なため挿管患者がほとんど登録されていな
かったことに留意している。
○ 重度のCOVID-19成人患者199例を対象とした研究では、ロピナビル／リトナビルの
効果は見られなかった。303
○ ロピナビル-リトナビル、インターフェロンβ-1b、リバビリンの「トリプルセラピー」とロピ
ナビル-リトナビル単独の前向き無作為化多施設共同研究では、トリプルセラピーに
より、RT-PCR鼻咽頭スワブ陰性化までの時間が12日から7日に短縮され、追加の
有害事象は発生しなかったことが示された。臨床的有用性については、さらなる調査
が必要である。304
クロロキン、クロロキンリン酸塩、ヒドロキシクロロキン
○ これらは、抗炎症作用を有する可能性のある免疫調節作用を有する抗マラリア薬で
ある。305
○ 複数の研究から得られた最良の証拠によると、クロロキンおよびヒドロキシクロロキ
ンはCOVID-19の治療には有効ではなく、害をもたらす可能性があることが示されて
いる。306
○ IDSAは現在、COVID-19に対するヒドロキシクロロキンの使用を推奨している。
○ また、ヒドロキシクロロキンも曝露後の予防としては効果がない。307
ファビピラビル
○ ファビピラビルは、COVID-19の治療薬として中国国家医薬品管理局から承認された
抗インフルエンザウイルス薬である。308
○ ファビピラビルは米国では販売されていない。
○ グレンマーク社は、ファビピラビルがプラセボと比較してウイルスクリアランス率を29
％向上させた第III相試験の結果を発表した。309 さらなる研究が必要である。
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●

オセルタミビル
○ 現在、COVID-19の治療にオセルタミビルを使用することを支持するデータはない。
310

有害な可能性のある薬剤
●

●

ACE阻害薬（ACEI）およびACE受容体拮抗薬（ARB）
○ COVID-19患者においてACEIおよびARBが有害であるという仮説は、現在のところ
データによって支持されていない。
○ 現時点では、欧州、カナダ、アメリカの循環器学会は、これらの薬剤を服用中の患者
に対する投薬中止を推奨していない。311
○ ACEIおよびARBは、ウイルスのヒト細胞への侵入経路であるACE2受容体の発現を
増加させる可能性がある。312 理論的には感染リスクを高める可能性がある。一方、
別の仮説では、これらの薬剤が保護的作用を持つ可能性を示唆している。313
○ 高血圧・糖尿病患者の死亡率の増加が報告されている。しかし、この死亡率増加が
これらの基礎疾患そのものによるものなのか、ACEIやARBの使用によるものなの
か、あるいは他の要因によるものなのかは不明である。
非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs/NSAIAs)
○ 非ステロイド性抗炎症薬は、病期を延長し、急性呼吸器感染症の再発を引き起こす
ことが示唆されている。314
○ 現時点で、COVID-19患者の転帰不良を示す説得力のあるデータはない。
○ COVID-19患者の発熱の治療に際し、NSAIDsよりもアセトアミノフェンを推奨する専
門家もいる。315
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●

プロトンポンプ阻害剤
○ 健康的な酸性の胃pHはSARS-CoV-1の感染性を損なう。316
○ 53,130人のアメリカ人を対象としたオンライン調査では、プロトンポンプ阻害剤の使
用とSARS-CoV-2検査の陽性との間に関連性があることがわかった。317
■ 多変量回帰分析では、1 日 2 回のプロトンポンプ阻害薬の使用は、
SARS-CoV-2 検査陽性のオッズ比 3.67 の増加と関連していた。
■ この研究は因果関係の証拠を提供しておらず、これらの結論は前向きの試
験で評価されるべきである。

特殊な患者
小児COVID-19患者
●

●

●

小児におけるSARS-CoV-2の疫学
○ 2019年12月下旬に中国でCOVID-19の最初の症例が報告された時には、小児患者
が有意に少ないことが指摘された。
○ ほとんどの報告では、18歳未満の患者はCOVID-19症例の1～2％以下である。318
同様に、SARS-CoV-2による小児の死亡は著しく少ない。
小児COVID-19患者における重症度
○ SARS-CoV-2の細胞内への侵入は、スパイク蛋白質のACE-2受容体への結合に媒
介されるため、小児の重症化は、まれではあるが、心臓、皮膚、消化器、腎臓などの
臓器でのACE-2受容体の過剰発現と関係していると考えられている。
○ 記憶免疫と自然免疫の組み合わせや、ACE-2の発現量の違いが、小児での軽症化
の原因と考えられている。319
○ 全体的には重症および重篤な状態となることは稀なようだが、乳児や幼児ではより
頻度が多かった。
■ Pediatrics誌において、2,000人以上の患者を対象とした出版前のレトロスペ
クティブレビューでは以下のように報告されている:320
● 90％以上の患者は無症状か軽症または中等症であった。
● 重症に分類された13例のうち、7例は1歳未満の乳児であった。
● すべての年齢層の小児患者において、軽度から中等症が最も多くみ
られた。
○ このレビューの時点では、乳児1名を含む小児の死亡例がいくつか報道されている
が、詳細は公表されておらず、これらの患者の正確な死因や根本的な医学的問題は
公表されていない。
小児多臓器系炎症性症候群 (MIS-C)
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2020年3月に欧米で発表された複数の報告では、SARS-CoV 2との関連があると考
えられる小児の重篤な疾患クラスターの出現が示唆された。
■ 川崎病に類似した炎症を呈した症例もあれば、中毒性ショック症候群や心原
性ショックに類似した症例もあった。321
■ これらのケースはCDCの警告を促した。322
本症候群は、複数臓器での炎症が著しいことが特徴で、「小児多臓器系炎症性症候
群」（MIS-C）と呼ばれる。323
感染した小児は、以下のいずれか1つがあることにより診断された。PCR による
SARS-CoV-2 抗原陽性、SARS-CoV-2 に対する抗体、または過去 4 週間以内に
COVID 陽性者への曝露が確認されていること。
MIS-Cの臨床像はいくつかのバリエーションが報告されている。
■ その中でも最も多いものの一つは、腹痛、下痢、嘔吐などの消化器症状であ
る。消化器症状で最も多く報告されているのは腹痛のみの症状であるが、症
状がある場合には嘔吐よりも下痢の方が多く報告されている。
■ その他、発疹、粘膜・口腔内病変、リンパ節腫脹、心機能障害などがみある。
呼吸器関連の症状が見られるが、これらはそれほど一般的ではない。
多くの場合、MIS-CはSARS-CoV 2に最初に曝露されてから数週間後に発症するこ
とから、ウイルスの複製が直接的な原因ではなく、免疫反応によるものと考えらる。
■ SARS-CoV-2に感染した場合、ほとんどの小児では軽度で自然治癒する。1
型サイトカイン（例：インターフェロンαおよびβ）の放出は、軽度で制御された
免疫反応を呈し、大多数の小児で感染を正常に制御し治癒させる。
■ まれに、 免疫系は2型反応に移行し、インターフェロンガンマや腫瘍壊死因
子(TNF)などのより強力なサイトカイン324や他の様々な宿主反応が活性化さ
れる
■ 2型サイトカインの活性化は、制御されない潜在的に破壊的な反応、または
サイトカインストームを引き起こす可能性がある。
■ この反応は、ACE-2の発現が高い臓器系で起こる可能性があり、心臓、皮
膚、腎臓、および消化器系の臨床像を説明する素因である。
MIS-Cは、川崎病や毒素性ショック症候群などと共通点がある。すなわち:
■ 発熱
■ リンパ節腫脹
■ 皮疹
■ 腹痛
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■ 結膜炎
■ 粘膜病変
■ 末梢性浮腫
■ 心臓の炎症
■ 全身性低血圧・ショック
■ 炎症マーカーの上昇
MIS-Cのスクリーニングは、発熱と炎症性マーカーの存在に依存している。いくつか
の定義が提案されているが、CDCの定義が最も広く使われている。
CDCは、医療提供者が以下の症例定義を満たす症例を地域の保健所に報告するこ
とを推奨している。3つの基準をすべて満たす必要がある。
■ 1) 以下を呈する21歳未満の患者:
● 38.0°C以上の発熱が24時間以上続く、または24時間以上続く主観
的な発熱
● 血液検査による炎症の証拠。以下の1つ以上を含むが、これらに限
定されない:
○ リンパ球の減少、低アルブミン、またはCRP、ESR、フィブリノ
ゲン、プロカルシトニン、d-ダイマー、フェリチン、LDH、イン
ターロイキン6、好中球いずれかの上昇
● 入院を必要とする臨床的に重篤な疾患の証拠
● 多系統（2つ以上）の臓器障害（心臓、腎臓、呼吸器、血液、消化器、
皮膚、または神経）。かつ
■ 2) 他に妥当な診断がない かつ
■ 3) RT-PCR、血清検査、または抗原検査で現在または最近のSARS-CoV-2
感染が陽性；または症状発症前4週間以内のCOVID-19曝露。325
フィラデルフィア小児病院では、臨床医がMIS-Cの可能性を評価する際に役立つ優
れた臨床パスウェイを開発した。
SARS-CoV-2感染の証拠がある小児死亡例では、小児多臓器系炎症性症候群を考
慮する。
小児多臓器系炎症性症候群の疫学
■ 本症の真の有病率は不明だが、稀のようである。
■ SARS-CoV-2 感染との正確な時間的関係は不明である。米国で報告された
各症例において、COVID-19（PCR による抗原、抗体、または確認された曝
露）との何らかの関連性が観察されている326
治療
■ MIS-Cには、はっきりとした最善の治療法はない。
■ Lancet誌に報告された6例のシリーズでは、小児患者にIVIG、抗菌薬、アス
ピリンの治療がなされた。6人のうち5人が生存した。327
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(COVID-19). Centers for Disease Prevention and Control.
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00432.asp. Published May 14, 2020. Accessed August 30, 2020.
326
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/
327
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/

■

■
■

■
■

ニューヨークの MIS-C のコホートでは、川崎病の治療と同様に IVIG とアス
ピリンによる治療が成功した。
● 集中治療室に2日以上滞在した重症例では、治療レジメンにコルチコ
ステロイドが追加された。
IL-1およびIL-6阻害薬のような他の潜在的な治療法は、サイトカインストーム
を予防することを目的としている。328
ニューヨーク、デトロイト、ワシントンDCで報告されたMIS-Cによる死亡はな
かった。
● 2020年5月19日に行われた最近のCDCのウェビナーでは、ロンドン
の研究から同様の知見が報告された。329
このロサンゼルス小児病院のブログの情報は臨床医や保護者に有益であ
る。リンク330
臨床医向けの追加情報は Royal College of Pediatrics and Child Healthの
ウェブサイトから入手可能。リンク: Royal College of Pediatrics and Child
Health

妊娠中または授乳中の患者
●

●

328

妊娠中の免疫学的・生理的変化は、水痘、麻疹、インフルエンザなどのウイルス感染症の重
症度を高めることが知られている。331 ジカウイルスのような新興ウイルスの中には、胎児に
重篤な影響を与えるものもある。332
利用可能なデータは、COVID-19を有する妊婦は、非妊娠女性に比べて重症化のリスクが
高いことを示唆している。
○ 妊娠状態が判明しており、SARS-CoV-2 感染が確認されている出産年齢（本研究で
は 15～44 歳と定義）の女性 91,412 人を対象とした研究では、妊娠と入院、ICU入
院、死亡率のリスク増加との関連が示された。333
○ 77件の研究のメタアナリシスでは、COVID-19で妊娠中および最近の妊娠中の女性
は、以下のリスクが増加することが示された:334
■ ICU入院 (OR 1.6, 1.33-1.96)
■ 侵襲的人工呼吸の必要性 (OR 1.88, 1.36-2.60)
■ 早産 (OR 3.0, 1.16-7.85)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32296135/
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). Centers for Disease Prevention and Control.
https://emergency.cdc.gov/coca/calls/2020/callinfo_051920.asp. Published May 19, 2020. Updated April
14, 2020. Accessed August 30, 2020.
330
What Parents Should Know about Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). Children’s
Hospital Los Angeles website.
https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/pediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-pims-whatparents-should. Updated December 8, 2020. Accessed July 12, 2021.
331
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459427/
332
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32105680/
333
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584795/
334
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32873575/
329

○

●
●

●

母体年齢の上昇、BMIの上昇、HTN、およびDMの増加は、妊婦におけるより重篤な
COVID-19と関連している。335
○ 黒人とヒスパニック系の母親は特にリスクが高い。336
○ CDCは、妊娠中の患者をリスクの高い集団として特徴づけている。337
米国産科婦人科学会と母体胎児医学協会は、SARS-CoV-2に感染している可能性のある妊
娠中の患者をトリアージするための診療ガイドラインとアルゴリズムを提供している。
米国産科婦人科学会によると、"母体と新生児との早期かつ密接な接触は、十分に確立され
た利点がある"。多くの場合、COVID-19陽性の母親がマスクを着用し、良好な手指衛生を実
践し、乳児を可能な限り6フィート（約6フィート）離しておくなどの追加の安全予防措置を講じ
た後、乳児はCOVID-19陽性の母親と “入室” することができる。
○ 一時的な分離は母体と乳児の健康のために適切な場合があり、この決定は母親の
希望に基づいて行われるべきである。
○ 母親は、隔離予防措置を中止するための基準を満たしていれば、新生児に危険を及
ぼすことはない。
米国産科婦人科学会の現時点の勧告によると、COVID-19の母親は授乳を続けてもよい
が、可能な限りのマスクの着用、手洗い、体表面の消毒をすべきとの事である。338
○ SARS-CoV-2がヒトの母乳から検出される可能性があるという報告があるにもかか
わらず339、現在の最良のエビデンスでは、COVID-19を持つ母親は授乳を続けること
ができる。
○ ポンプを使用する場合は、すべての部品を消毒する必要がある。
○ The Academy of Breastfeeding Medicineは、母乳は殆どの場合多くの病気に対し
て保護的作用があり、授乳が推奨されないことはごくまれであることを強調している。
340

●

335

ある研究では、COVID-19 感染から回復した 3～4 週間後の授乳中の女性 15 名の母乳中
のウイルス抗体の存在を評価した。ドナーの母乳サンプルはすべてSARS-CoV-2スパイク特
異的IgAを含み、サンプルの80％はIgAおよび受容体結合ドメインに対する分泌抗体を含ん
でいた。母親が母乳を介してウイルス免疫を乳児に付与することができるかどうかを判断す
るためには、さらなる研究が必要である。341
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妊娠とmRNA COVIDワクチン
● 現在、妊婦におけるm-RNA COVIDワクチンの安全性と有効性に関するデータは限られてい
る。mRNAワクチンは生ワクチンではなく、専門家の意見によれば、母体や胎児に危険があ
る可能性は低いと考えられている。342
● V-safeとは、CDCが作成したスマートフォンベースのツールで、ファイザー社またはモデルナ
社のCOIVD-19ワクチンを接種した後に妊婦が経験した副作用に関する情報を収集してい
る。V-safeに登録したワクチン接種を受けた妊婦のうち、最も多く報告された妊娠関連の副
作用は以下の通り:343
○ 流産 (15%)
○ 子癇前症(15%)
○ 妊娠性糖尿病（10%)
○ 早産 (10%)
● 上記の副作用の発生率は、いずれもワクチンを接種していない妊婦に見られる米国内の平
均値の範囲内である。現在のところ、COVID-19ワクチンは、妊娠関連の合併症の増加とは
関連していないようである。
● 妊婦のV-safeおよびVAERSデータの早期分析では、mRNAワクチンを接種した妊婦に予期
せぬ害の予兆は見られなかった。早産（9.4％）および低出生体重児（3.2％）の割合は、国内
の平均値と同様であった。新生児死亡例はなかった。344
● 妊娠中のモデルナmRNAワクチン使用に関するWHOの暫定勧告（1/25/21）では、限られた
データしか得られていないが、妊娠中の女性へのワクチン接種の有益性を上回るような特定
のリスクは知られていないとしている。また、曝露のリスクが高い医療従事者や、高リスクグ
ループに属する合併症を持つ妊娠中の女性は、医療従事者と相談してワクチンを接種しても
よいかもしれないとしている。 345
● アメリカ産科婦人科学会（ACOG）は、COVID-19ワクチンを受けることが推奨されているグ
ループの一員である妊娠中または授乳中の人は接種を控えるべきではないと推奨してい
る。346
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●

●

ワクチン接種後の授乳が安全であることを示唆する証拠が増えている。ある研究では、ファ
イザー社ワクチンを接種した女性の母乳に、抗SARS-CoV-2特異抗体が分泌されていること
がわかった。347
○ 女性84人から母乳を、初回ワクチン接種から2週間後に毎週分析した。
○ 1回目のワクチン接種から2週間後の母乳サンプルの61.8％がIgA抗体に陽性で、4
週間目には86.1％に増加した。
○ 乳児４人が発熱し、全員が上気道症状を呈したが、治療を受けることなく治癒した。
○ これらの母乳から検出された抗体は強い中和作用を示し、ワクチンを接種した母親
から母乳を与えられた乳児にCOVID-19に対する保護効果がある可能性が示唆され
た。
妊娠中のCOVIDワクチンに関する詳細や、ACOGの「臨床医のための会話ガイド」について
は、こちらのリンクを参照。348

慢性閉塞性肺疾患 (COPD)と喘息の患者
●

●
●

347

COVID-19感染症におけるリスク349
○ COPDや喘息の既往がCOVID-19の感染リスクを高めるというエビデンスはない。
○ COPD患者はCOVID-19に感染すると重症化する可能性が高い。
○ 喘息患者がCOVID-19に感染する事で重症化のリスクが高まるという事は現時点の
限られたデータでは示唆されてない。
治療・維持
○ COPDや喘息の治療・維持のための通常のケアを継続すること。
増悪時
○ COVIDが増悪の引き金となったかどうかにかかわらず、増悪の治療にはプレドニゾ
ンを使用すべきである。
○ 医療施設内ではネブライザーの代わりにスペーサー付きの定量噴霧器を使用すべ
きである。
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高齢患者
●

●

●

●

高齢者はCOVID-19パンデミックの影響を最も受けやすい患者集団の一つである。高齢者は
併存疾患が多く、非定型の症状を呈す傾向にあり、医療ケアへのアクセスが困難な場合が
あり、これらはすべて診断の遅れや罹患率および死亡率の増加の一因である。
COVID-19による重症化と入院のリスクは年齢とともに増加する。
○ 85歳以上の患者は、若年成人（18～29歳）と比較して、入院リスクが13倍、死亡リス
クが630倍高い。350
○ COVID関連の死亡は80%が65歳以上の患者で発生している。351
高齢患者は非典型症状を呈する:
○ 中国湖南省の多施設レトロスペクティブ研究では、COVID-19に感染した高齢者は、
発熱や咳を伴わない疲労、筋痛、嘔吐などの非典型的で非特異的な症状を呈する
傾向があることがわかった。352
○ COVIDのスクリーニングには発熱の有無が頻繁に用いられる；しかしながら、これは
高齢者の集団には十分な感度を有していないかもしれない。
■ 重篤な感染症を有する高齢患者の20～30％は発熱しない。高齢者の発熱
は、基礎体温が低いことやアスピリンなどの薬剤の慢性的な使用によって抑
制されたり、消失したりすることがある。353
■ アメリカ感染症学会は高齢者に修正発熱定義を使用することを推奨してい
る。354 すなわち、
● 1 回の口腔内温度が100°F以上
● 2 回の口腔内温度が99°F以上 または直腸温 >99.5°F
● 基礎体温からの2°Fの上昇
医療機関受診の遅れ:
○ 米国では、成人の41％がCOVID-19への懸念から医療期間の受診を避けていたと
報告している（定期受診、救急受診ともに）。355
○ COVID-19パンデミック中の救急部門への受診は42%減少した。356
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○

●

COVIDが流行した最初のの2.5ヶ月間で、脳卒中で20％、心筋梗塞で23％、高血糖
症で10％、救急部門への受診が減少した。ケアを求めることを避けたり、遅らせたり
することで、高齢者の罹患率や死亡率が増加している可能性が高い。357
救急部門での診療と感染対策:
○ 高齢者救急連携学会の推奨358
■ COVID-19感染が疑われる高齢患者を、非呼吸器症状のある高齢者と距離
を開けてEDの分離された場所に隔離する。
■ マスクの使用により、高齢患者は聞こえにくくなったり、唇を読みとりにくくなる
ため、ゆっくりとはっきりと話すことを心がける。
■ ソーシャルワーカー、高齢ケア団体、その他の地域サービスを活用して、高
齢患者に薬の配達や食料品などのサービスを提供できるようにする。
■ 隔離されている高齢患者は、うつ病や不安のリスクが高いことを認識する。
地域社会とのつながりを促進するのに役立つ資源へを紹介する。
■ 高齢者研究所では、無料のフレンドシップラインを提供している:
1-800-971-0016
○ 国際老年医学会（IAGG）の予防ガイドライン

ダウン症候群の患者
●

●
●

英国のリスク予測プロジェクトでは、成人826万人を評価し、ダウン症の成人はCOVID-19関
連死のリスクが10倍になることを明らかにした。359
○ 本リスクは、年齢、性、民族、BMI、認知症、ケアホーム居住、先天性心疾患、その他
の併存疾患や治療法を調整した後に評価された。
The Lancet誌に掲載された国際的な調査研究によると、ダウン症患者は、ダウン症でない同
等の患者に比べ、COVID-19による死亡の相対リスクが3.5倍であった360
ダウン症の人は、COVID-19に関しては脆弱な集団と考えるべきで、戦略的に保護する必要
がある。

急性重症患者の急増時の対応
●

357
358

急性重症患者の急増に対処することは、COVID-19パンデミック中のケアの重要な要素と
なってきている。考慮すべき点には以下が含まれている:361
○ COVID-19患者用のICUをつくり、他のICU患者から分離し、感染を最小限に抑える。
○ 急性重症患者への検査方針や、適切なICUに振り分ける為のプロトコルの作成。
○ 十分なPPEの確保とPPEの着脱に関する広範なトレーニング。
○ すべての患者のICU入室を記録するための地域報告センターの作成。
○ 限られた資源を最大限に活用するための危機管理チームの編成。362
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○

1 台の人工呼吸器で複数の患者の人工呼吸を行うことを検討する。これは、交差汚
染および個々の患者のニーズに合わせた人工呼吸器の調整について多くの懸念が
ある技術である（深刻な危機の場合にのみ検討すべきである）。363

資源が限られた環境でのCOVID-19
●

●
●

資源が限られた環境でCOVID-19を管理することは特に困難である。この状況における主な
課題は：
○ マスク、石鹸、清潔な水などの感染予防用品があること。364
○ 適切なPPEを使用し、医療従事者の安全と健康を確保すること。365
○ 迅速で低コストの検査へのアクセス。
○ ワクチンの入手可能性と公平性。366
■ 「ワクチン・ナショナリズム」とは、各国が自国民にワクチンを接種することに
単独で責任を負うという考え方で、ワクチンの入手可能性に不公平感を永続
さている。
■ ワクチン入手の不備は、集団免疫の遅れ、致命的な変異株の増加につなが
る可能性がある。
○ 低コストでエビデンスに基づいた治療法の利用。
○ 酸素と病院のベッドの利用可能性。
COVID-19の自宅管理に役立つインフォグラフィックとTipsは こちら。
資源が限られた環境でのCOVID-19治療アルゴリズムの提案はこちら。

感染後の考慮事項
●

363

COVID-19後の心臓の炎症
○ 心血管の項で述べたように、複数の心臓MRI研究では、症状が軽度の患者や症状
のない患者でも、COVID-19では心臓の炎症が発症することが示されている。
○ これは、COVID-19から回復したアスリートや他の運動をする人達にとって非常に重
要である。367
○ JAMA Cardiologyでは、協議復帰へのアルゴリズムが提案されている。 368
■ 心筋炎の確定診断後3～6ヶ月間の運動制限が推奨されているます。
● 心筋炎が確認された後の競技への復帰は、正常な心機能、炎症や
不整脈が継続して無いことが前提である。競技への復帰は徐々に行
い、慎重にモニタリングすること。
■ 心筋炎が確認されていない患者には、症状に応じた検査を行う。
● 無症状のアスリートには、COVID-19検査で陽性が出た後、2週間の
運動制限が推奨される。それに引き続き、症状を注意深く観察しなが
ら徐々に活動を再開する。
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●

●

●

369

症状が軽度のアスリートは、症状が出ている間は運動をしないように
し、症状が治まったらさらに2週間の運動制限を行うべきである。運動
に復帰する前に医療専門家による評価を受けることが推奨される。
推奨される検査は、hsTn、心電図、心エコー検査であり、もし異常所
見がある場合にはさらに高度な検査を行う。
● 症状が著しい選手や入院している選手には、心臓MRI検査が推奨さ
れている。症状が出ている間は運動をしないようにし、症状が治まっ
たらさらに2週間の活動制限を行うべきである。心臓MRIが陰性の場
合は、徐々に競技に復帰し、注意深く観察すること。
○ 身体的に負荷の大きな仕事をしている患者（消防士、労働者）の安全な復職を支援
するためには、本ガイドラインを採用することが合理的である。
長期的な後遺症
○ COVID-19の感染に伴う長期的な症状は、"long COVID "と呼ばれている。
○ 中国のコホート研究では、急性感染症から回復した患者1,733人を対象に、
COVID-19の長期的影響を評価した。369 これらの患者が症状発現から6ヵ月後に経
験した最も一般的な症状は以下の通りであった:
■ 疲労と筋力低下 (63%)
■ 睡眠障害 (26%)
■ 不安と抑うつ (23%)
■ これらの症状は、より重篤な病状経過をたどった患者に最も多くみられた。
○ 比較的軽度の感染者であっても、仕事や社会生活、家庭生活に支障をきたす長期
的な症状が報告されている。370
■ スウェーデンの医療従事者を対象としたある研究では、COVID-19の血清反
応陽性者の26％が、少なくとも2カ月以上続く中等度から重度の症状を1つ以
上報告している。これに対し、血清陰性者のそれは9％であった。
○ COVID-19ワクチンが、長期的な後遺症を改善するか、または悪化させるかは、現時
点では不明である。ある小規模な研究では、長期にわたるCOVID-19の症状を持つ
66人の患者を調査した:371
■ 44人がワクチン（ファイザー社またはオックスフォード社）を接種し、22人はワ
クチンを接種しませんでした。
■ ワクチンを接種した被験者は、全体的に症状の改善を報告した。
集中治療後症候群（PICS）
○ PICSは、重篤な疾患から回復したICU生存者によく見られる障害（認知、身体、感
情）の総称である。372
○ 挿管を施行された生存者では、リハビリテーションが長期化する可能性がある。373

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33428867/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33825846/
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Arnold DT, Milne A, Samms E, et al. Are vaccines safe in patients with Long COVID? A prospective
observational study. medRxiv.org. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.11.21253225v2.
Posted March 14, 2021. Accessed April 12, 2021.
372
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32690219/
373
Medscape Medical News Website. Davenport, L. ICU Lessons on COVID-19 From Italian Front Line:
Be Flexible. https://www.medscape.com/viewarticle/927432#vp_2. March 24, 2020. Accessed March 28,
2020.
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○

●

機械換気を必要とするICU患者の50％がPICSを発症する。
■ 退院後1年で46％の患者が精神衛生上の問題を発症する。
■ ベッド上安静により筋力が3～11％／日ずつ低下し、身体機能が著しく低下
する。
■ ICUの生存者の1/4が失業し、経済的にかなり不安定になる。
CDCによる医療従事者の復職基準:374
○ 少なくとも24時間間隔で2回のPCR検査の陰性を確認するテストベースの検査法
は、一般的に推奨されないが、特定の医療従事者であれば、産業医と相談して検討
することができる。一度感染すると、多くの人が最大10日間ウイルスを排出し続ける
ため、テストベースアプローチの有用性が制限される。
○ COVID-19が確定または疑われる医療従事者を対象とした、症状に応じた方針の基
準:
■ 24時間の発熱なし（解熱剤を使わず）
■ 症状の改善
■ 発症から10日経過している
■ 重症な症状を有する、または免疫不全の医療従事者では
● 24時間の発熱なし（解熱剤を使わず）
● 症状の改善
● 発症から10-20日が経過している
● 感染症相談を検討する
● 免疫不全状態の一覧
○ COVID-19が確定された無症状の医療従事者に対する時間に応じた方針:
■ 初回の検査陽性から少なくとも10日が経過している
● 症状が出現した場合、上述のように、症状または検査に応じた方針
のいずれかを使用する。

Covid-19と緩和ケア
●

●
●

374

SARS-CoV-2陽性・陰性にかかわらず、すべての患者は優れた緩和ケアを受ける権利があ
る。公表されているエビデンスはこれまでのところ限られている；以下の推奨事項は、専門家
の意見に基づいており、緩和ケアにおいて以前に確立されたアプローチを適用したものであ
る。375
○ さらなる侵襲的管理が必要ではない、あるいはさらなる治療を行わないことを選択し
たCOVID-19患者は、緩和ケアの恩恵を受けることができるだろう。
パンデミック時には、孤立化の懸念から、緩和ケアは非常に異なった形で提供されることが
ある。また、緩和ケアを必要とする個人の臨床的背景も異なる場合がある。
呼吸困難の予測をしなさい。患者によっては、尿毒症性腎不全、末期肝不全、多臓器不全、
播種性血管内凝固などを併発することもある。

Criteria for Return to Work for Healthcare Personnel with SARS-CoV-2 Infection (Interim Guidance).
Centers for Disease Control and Prevention.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html. Updated June 2, 2021. Accessed
July 14, 2021.
375
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32298748/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665316/

●

●

●
●

コミュニケーション
○ COVID-19とそのリスクがあるすべての患者と、ケアのレベルと目標について話し合
う。
○ 「もしこの患者が次の年に死亡したら驚くだろうか」、「もしこの患者がCOVID-19の二
次的な重篤な合併症を発症したら驚くだろうか」と自問自答すること。
○ コミュニケーションツール:
■ バイタルトーク
■ World Health Organization COVID-19 リスクコミュニケーション
非薬理学的介入
○ 感情的なサポート
■ COVID-19による緩和ケアを受けることには、独特の心理社会的背景があ
る。
■ 患者は、10日前は健康だったのに今は死にかけているという事実により、
「認知的むち打ち症」に苦しむことがある。
■ 患者が高齢であったり併存疾患があったとしても、突然緩和ケアに移行する
ことは常にショックである。
■ 準備ができていないこと、約束、仕事、家族、遺言書がないこと、借金がある
ことなどのストレスが伴う。
■ 心理社会的なサポートを提供し、患者が身体的にどのように感じているかに
加えて、精神的、感情的にどのように感じているかを必ず聞くこと。
○ 隔離への取り組み
■ 患者は、面会禁止や非常に制限された面会制限によって隔離される。
■ この隔離が心理的に与える影響に注意する。
■ 愛する人とのコミュニケーションを円滑にさせる。
■ 医療・介護スタッフとのコミュニケーションをしやすくする。PPEの維持や医療
従事者が患者の質問/要求ごとの着衣・脱衣の必要がない場合は、コミュニ
ケーションをしやすくすること。
症状管理
○ COVID-19の緩和患者の症状コントロールのための優れたリソース。
呼吸困難
○ エアロゾル化の危険性があるため、扇風機や窓を開けたままにしないこと。
○ 水に浸した冷たいフェイスクロスや口腔ケア用のスポンジ綿棒が有効である。
○ 空気の流れを良くするために、医療従事者を含むベッドサイドの人数を制限する。
○ スタッフや家族が、急性呼吸困難に関して患者を指導することができる。
○ 麻薬およびベンゾジアゼピン系薬剤単剤か、スコポラミンまたはグリコピロール酸塩
との併用。
■ 例として、必要に応じて4時間ごとに2.5mgの即時放出型モルヒネ（またはそ
れに相当するもの）から開始する。経口投与が不可能な場合は、必要に応じ
て皮下注射または点滴を検討する。
○ 呼吸困難の軽減は、痛みの軽減のための投与量よりも少量の麻薬で達成されること
が多いことに注意すること。
○ 下気道分泌物に対しては、フロセミドが有用であるようである。
○ 麻薬の投与を繰り返すことを検討する。

○

●

○
疼痛
○

○
○
○

○

○
●

●

●

静脈内および皮下の薬剤（例えば、直腸、経鼻、経皮）のストックを維持するために、
可能であれば異なる経路での薬物投与を検討する。
役に立つフローチャート。
痛みの原因を特定し、コントロールできるかどうかを判断する。
■ 痛みは一定なのか、それとも偶発的なものなのか？
■ 痛みの原因を元に戻すことはできるか？
■ 痛みの原因となる出来事を予測したり、計画したりすることは可能か？
アイスパックやホットパックが有用である。
患者に重大な腎障害や肝障害がなければ、NSAIDsやアセトアミノフェンが有用であ
る。
痛みをコントロールするためには、通常、麻薬が選択される。
■ PR、SC、または経皮投与などの異なる投与経路を検討する。
■ 患者が麻薬未経験ではなく、末期的な疼痛の危機を経験していない場合は、
フェンタニルパッチが良い選択肢かもしれない。
ケタミン
■ 外用または経鼻投与を検討する（局所痛や動作痛に対し優れている）。
■ 局所痛に対しては、外用ケタミンクリーム5～10％TIDを検討することができ
る。
■ 動作痛に対しては、経鼻ケタミン0.1mg～0.5mg/kgから開始することができ
る。
補助療法
■ TCA、プレガバリン、ガバペンチンなどを検討する。

せん妄
○ 集中治療中は、患者の見当識を保つための通常の努力を継続すべきである:
■ 患者の部屋に時計やカレンダーを用意する。
■ 自然光を提供する。
■ 病院内の騒音やその他の刺激を減らす。
■ 患者のベッドサイドの近くに家族の写真を置く。
■ 眼鏡、補聴器、義歯を使用できるようにする。
○ 患者が簡単にコミュニケーションがとれるようにする。
○ COVID-19の入院前に処方薬を服用していた患者で、薬が突然中止された場合に
は、薬の離脱症状に注意する。
播種性血管内凝固による末期出血
○ 著しい出血のある患者は通常寒がりなので、暖かい毛布や顔布をかける。
○ 血液の色を隠すために、暗いシーツやタオルを使用する。
○ 吐血または喀血の患者には、暗い顔布を敷いた洗面器を用意する。こうすることで、
血液が染み込みやすくなり、血液が排出されるときの音を和らげることができる。
○ 病変部や傷口からの出血がある場合は、トラネキサム酸やエピネフリンを浸したガー
ゼが有効である。
○ 大量出血の際は、出血死という非常に不快なプロセスを患者が認識しないように、で
きるだけ早く患者を意識のない状態にすることを目的とする。
考慮すべき他の患者集団

○

○

○

パンデミック前に別の緩和ケアを受けていたCOVID陽性患者:
■ 彼らのケアのレベル/目標に対応する。
■ パンデミック中の終末期ケアの合併症のために、自宅で死を迎えることがで
きない可能性があることを説明する。
■ 死亡時に隔離されている可能性があることを説明する。
パンデミック前に別の緩和ケアを受けていたCOVID陰性患者:
■ 彼らのケアのレベル/目標に対応する。
■ リソースの利用可能性が、最初に緩和ケアになった時とは劇的に異なる可能
性があることを説明する。ホスピスケアのスペースが少ないこと、病院は感染
症のリスクが高いこと、在宅ケアの合併症があることを述べることを検討す
る。
パンデミック中に別の緩和ケアを受けるCOVID陰性患者:
■ 世界全体がパンデミックに焦点を当てているため、今は困難な時期である。
患者のフラストレーションや孤立感を認める。
■ 患者のケアのレベル/目標を伝える。
■ COVID-19に罹患する事に対する懸念に対処する。
■ パンデミックのために緩和医療が利用できないという懸念に対処する。

COVID-19の社会的影響
●
●

●

376

COVID-19は、我々の社会の経済的、感情的、そして全体的な幸福に深く、広範囲にわたり
影響を与えてきた。376
有色人種の人々は、パンデミックの影響を不釣り合いに受けている。
○ COVID-19による死亡率は、黒人、ラテン系、および先住民の集団では2倍以上も高
い。377
○ 所得格差は症例数の増加や死亡率の上昇と関連している。378
ストレス性心筋症は、パンデミック時の過剰なストレスが健康に与える負の影響の一例に過
ぎない。
○ クリーブランド・クリニック医療システムからの研究では、ストレス性心筋症の発生率
が1.5～1.8％（パンデミック前）からCOVID-19パンデミック期間中に7.8％に増加し
た。
○ ストレス性心筋症を発症した患者のすべてがCOVID-19の検査で陰性であった。
○ ストレス性心筋症の症例の増加は、直接のウイルス感染ではなく、COVID-19パンデ
ミックに関連した心理的、社会的、経済的ストレス要因の影響によるものと考えられ
る。379
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Mukherji, N. The social and economic factors underlying the incidence of COVID-19 cases and deaths
in US counties. medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20091041v4.full.pdf
Published July, 14 2020. Accessed July 29, 2020.
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●

学校閉鎖はすべての子どもたちの教育や成長に悪影響を及ぼすが、中には不釣り合いに不
利益を被る子供達もいる。380
○ 経済的余裕がなかったり、インターネットへのアクセスが限られている家庭の子供達
は、家庭で質の高い教育を受けることができないかもしれない。
○ 食糧不安のある家庭の子どもたちは、毎日の栄養の多くを学校で摂取している。
○ フロリダ州からの研究では、2020年8月～12月の学校関連COVID-19症例の発生率
を調べた。
■ この研究では、6,800の異なる学校から学生（K-12年生）約300万人が登録さ
れた。
■ 登録された生徒の1％未満が学校関連COVID-19に罹患した。
■ フロリダ州の学生の学校関連COVID-19感染の発生率は、地域社会の発生
率と相関していた。
■ マスク着用の義務化により感染が減少した。
■ 今回の調査結果から、生徒の感染が拡大することなく、学校の再開が可能で
あることが示唆された。
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重要なコンセプトに戻る

COVID-19とSARS、MERS、季節性インフルエンザ、感冒との比較
Data based on CDC and World Health Organization (WHO) numbers
COVID-19
(SARS-CoV-2)

MERS
(中東呼吸器
症候群)

SARS
(重症急性呼
吸器症候群)

季節性インフ
ルエンザ
(タイプと重
症度は年々変
化している)

コロナウイルスに
よる感冒

起源

2019年12
月、中国・
武漢

2012年、サ
ウジアラビア

2002年、中
国南部

抗原ドリフト
を示す複数の
株が年々増加
している

"感冒 "の約2割を
占める4つのウイ
ルス
株

感染経路

呼吸器飛
沫、接触

感染したラク
ダやラクダの
乳や肉との密
接な接触。人
から人への感
染は限られて
いる

コウモリや
ジャコウネコ
が起源と考え
られている。
密接な接触に
よる人から人
への伝染

密接な人や感
染した表面へ
の接触

密接な人や感染
した表面への接
触

Cases

全世界で
１億1900万人以
上、死者200万
人以上(2021年
3月14日時点)

確定例2,494
人、死者858
人

8,098例、 死
者774人

2019-2020年
シーズンに
3500万人、
死者2万人
(米国)

年間数百万件

死亡率381

推定値範囲
0.2% ~ 2- 4%

34%

10%

0.1%

0に近い

381

National Institute of Allergy and Infectious Diseases. National Institute of Allergy and Infectious
Diseases website. https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/covid-19. Updated March 2, 2020.
Accessed March 11, 2020.
John Hopkins Whiting School of Engineering. Center for Systems Science and Engineering website.
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/. January 23, 2020. Accessed March 11, 2020.

急性重症患者へのアプローチに戻る
人工呼吸管理に戻る

ARDSNet 人工呼吸管理プロトコル
http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf
1. 予測体重 (PBW)の計算:
● 男性 = 50 + 2.3 [身長 (インチ) − 60]
● 女性 = 45.5 + 2.3 [身長 (インチ) − 60]
2. 任意のベンチレータモードを設定する。
3. 初期一回換気量の設定: VT = 8 mL/kg x PBW.
4. 一回換気量 (VT) = 6 mL/kg x PBWを達成するまで一回換気量を2時間以内毎に1 mL/kg 下げ
る。
5. ベースラインの分時換気量に合わせて初期呼吸数を設定する (1分間に35回を超えない)。
6. 適切なpHと 目標プラトー圧を達成ように一回換気量と呼吸数を調整する。

気道と呼吸に戻る
最大呼気拡散距離
Adapted from Hui DS, Chan MT, Chow B. Aerosol dispersion during various respiratory
therapies: a risk assessment model of nosocomial infection to healthcare workers. Hong Kong
Med J. 2014 Aug;20(4 Supplement 4).
Respiratory Therapy

Distance (cm)

リザーバーなしマスク (12 LPMまで)

<10

簡易な酸素投与
4 LPM
8 LPM

20
30

鼻カニューレ
3 LPM
5 LPM

36
42

ベンチュリ―マスク

30-40

BiPAP
10/4
14/4
18/4

40
42
45

画像に戻る
新型コロナウイルス肺炎におけるCT所見と超音波所見の比較

Adapted from Peng QY, Wang XT, Zhang LN. Findings of lung ultrasonography of novel
coronavirus pneumonia during the 2019–2020 epidemic. Intensive Care Medicine. 2020 Mar
12:1-2.
肺 CT

肺 超音波

胸膜肥厚

胸膜肥厚

スリガラス状陰影

Bライン

肺浸潤影

融合したBライン

胸膜下コンソリデーション

小さなコンソリデーション

多葉性

多葉性

早期または軽症例では陰性または非定型

早期または軽症例では限局性Bライン

病状の進行に伴うびまん性スリガラス状陰影
と浸潤影

重症患者では肺胞間質症候群 (多発性びまん
性Bライン)382；肺線維症患者では胸膜肥厚

382

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16984837

気道管理に戻る
可能性のある治療法

鎮静・鎮痛のための薬剤一覧
Thanks to Drs. Alexis LaPietra, Sergey Motov, and Bryan Hayes for their help in putting this
together
ボーラス量

導入量

維持投与量

鎮痛薬
フェンタニル

1-3 mcg/kg (50-100
mcg)

0.5-1.5 mcg/kg/hr

モルヒネ

0.1 mg/kg (6-8 mg)

0.025-0.05 mg/kg/hr

ヒドロモルフォン

0.5-1 mg

0.01-0.02 mg/kg/hr

レミフェンタニル

ボーラス禁(徐脈 + 胸
壁硬直)

1 mcg/kg 10分かける
*

0.1-1 mcg/kg/hr

鎮静薬
プロポフォール

0.5-1 mg/kg

10 mcg/kg/min +
titrate up

ケタミン

0.5-1 mg/kg

0.15-2.5 mg/kg/hr

デクスメデトミジン**

ボーラス禁 (徐脈)

ミダゾラム

0.3-0.35 mg/kg (20
mg)

20-50 mcg/kg/hr

ロラゼパム

0.05 mg/kg (4 mg)

0.05 mg/kg/hr

フェノバルビタール

15-20 mg/kg

0.5-1 mg/kg/hr

1 mcg/kg 10分かける
*

0.1-1 mcg/kg/hr

*虚弱な患者では0.5mcg/kgまで下げることができる。
**デクスメデトミジンは、ボーラスとして投与すると徐脈を起こす可能性がある。また、デ
クスメデトミジンは呼吸中枢を抑制しないため、呼吸器との同期性を促進しない。

診断検査に戻る

COVID-19 検査

方法

PCR

抗体

逆転写酵素PCRによるSARS-CoV-2
RNAの検出

酵素結合免疫吸着アッセイ：
定量的（抗体価を提供）
ラテラルフローアッセイ：バイナリー（抗体の有無）

ソース

鼻咽頭スワブ

ウイルス中和アッセイ：抗体の有効性を示す
血液

別の方法：気管支洗浄、喀痰

感度*

鼻咽頭スワブ：60～85%
喀痰：72%
気管支肺胞：93%
感度は検体の取得時期、ウイルス負
荷、PCR法のデザインに依存する。

Pros

約90%
アッセイや抗体産生のタイミングによって異なる（
IgG/IgMは通常、症状発症から1～2週間後に検
出可能）

現在の感染を検出

以前の感染を検出

広範囲にアクセス可能

免疫力の判定に役立つ
無症候性の感染症を識別する

Cons

1回の陰性PCR検査ではCOVID-19を
除外するには不十分である

感染初期は鋭敏ではない

抗体が免疫を付与するか否かは不明
結果は可変的であり、検査日から次の
検査日まで偽陰性検査の可能性があ 抗体の持続時間は不明
る
スワブの違和感
*受け入れられているゴールドスタンダードがないため、正確な試験特性は未だ不明である

その他のワクチンに戻る

COVID-19 ワクチン接種による重篤な疾患からの保護
ワクチン名

試験規模

COVID症候性感
染の減少

死亡の軽減

用法用量／保管

モデルナ383
(mRNA)

30,420

95%

100%

2回, 4週間あけ
る / (-20°C)

ファイザー384
(mRNA)

43,000

95%

100%

2回, 3週間あけ
る / (-70°C)

ジョンソンアンド
ジョンソン385 (ア
デノウイルスベク
ター- DNA)

43,783

85%

100%

1回 / 2～8 °Cで
3か月間

オクスフォード386
(遺伝子組み換え
アデノウイルス)

23,848

低用量 70%
高用量 90%

100%

2回 /
通常の冷蔵保存

スプートニク387
(2次組み換えア
デノウイルス)

21,977

91.6%

100%

２回, 21日 /
18°C

ノババックス388
(スパイクタンパ
ク)

20,000

89.3%

?

２回, 4週間
/ 通常の冷蔵保
存

Please note the number of patients in the studies that died are small so the confidence
intervals are large. Post vaccination surveillance will provide better information about the
exact reduction in mortality in large groups and across virus variants.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33378609/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
385
Johnson & Johnson Announces Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate Met Primary
Endpoints in Interim Analysis of its Phase 3 ENSEMBLE Trial. Jnj.com.
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-pri
mary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial. Published January 29, 2021. Accessed
February 4, 2021.
386
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306989/
387
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5
vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised
controlled phase 3 trial in Russia. The Lancet. Thelancet.com.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext. Published February
2, 2021. Accessed February 4, 2021.
388
Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial. Ir.novavax.com.
https://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccine-demonstrates-893efficacy-uk-phase-3. Published January 28, 2021. Accessed February 4, 2021.
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画像
ウイルスフィルター
急性重症患者へのアプローチ
気道管理に戻る

個人用保護具の着衣
重要なコンセプトに戻る
個人用保護具の着衣手順
使用するPPEの種類は、標準使用時や接触時、飛沫または空気感染の予防など、必要な予防対策
のレベルによって異なる。PPE の着脱の手順は、PPEの種類に合わせて適切に検討する必要があ
る。
1．ガウン
● 首から膝、腕から手首までの体幹を全て覆い、背部に巻く。
● 首と腰の後ろ側で結ぶ。
2．マスクまたは呼吸器保護具
● 頭と首の正中で、紐またはゴムバンドで固定する。
● 鼻根部の金属をフィットさせる。
● 顔と顎の下にぴったりフィットさせる。
● 呼吸器保護具のフィットテストをする。
3．ゴーグルまたはフェイスシールド
● 目および顔全体を覆い、フィットするように調節する。
4．手袋
● ガウンの手首部分を覆うように伸ばす。
安全な着脱手順を使用して、自分の身を守り、汚染の拡大を抑える。
● 顔を手で触らない。
● 触れる部分を制限する。
● 破れたり激しく汚染した場合にはグローブを変える。
● 手指の衛生管理を行う。

個人用保護具の脱衣, 例 1
重要なコンセプトに戻る
個人用保護具の安全な脱衣手順、例１
衣類や皮膚、粘膜を感染の可能性のある物質で汚染することなく、安全にPPEを除去する方法は
様々なものがある。ここではその一例を紹介する。 病室を出る前に 、呼吸器保護具以外の全ての
個人用保護具を外す。病室を出てドアを閉めた 後 、呼吸器保護具を外す。以下の順序で個人用保
護具を外す。
1．手袋
● 手袋の外側は汚染されている！
● 手袋を外している際に手が汚染された場合は、すぐに手を洗うか、アルコール系手指
消毒剤を使用すること。
● 手袋をした手で、もう片方の手袋をした手のひらの部分をつかみ、最初の手袋をはがす。
● はがした手袋を手袋をした手でもつ。
● 手袋をしていない手の指をもう片方の手袋の手首部の下に滑らせ、最初の手袋の上か ら
覆うように、2枚目の手袋をはがす。
● ゴミ箱に手袋を捨てる。
2．ゴーグルまたはフェイスシールド
● ゴーグルまたはフェイスシールドの外側は汚染されている！
● ゴーグルまたはフェイスシールドを外している際に手が汚染された場合は、すぐに手を洗う
か、アルコール系手指消毒剤を使用すること。
● ヘッドバンドまたはイヤーピースを持ち上げるようにして、ゴーグルまたはフェイスシールド
を後ろから外す。
● 再利用可能な場合は、指定の容器に入れて再処理する。それ以外の場合は、廃棄物容器
に捨てる。
3．ガウン
● ガウンの前面と袖は汚染されている！
● ガウンを外している際に手が汚染された場合は、すぐに手を洗うか、アルコール系手指消
毒剤を使用すること。
● 手を伸ばすときに袖が体に当たらないように注意しながら、ガウンの結び目を外す。
● ガウンを首と肩からはずす。ガウンの内側のみに触れるようにする。
● ガウンを裏返しする。
● 束になるように折りたたむ、または丸めて、ゴミ箱に捨てる。
4．マスクまたは呼吸器保護具
● マスク／呼吸器保護具の全面は汚染されている！ 触れないこと！
● マスク／呼吸器保護具を外している際に手が汚染された場合は、すぐに手を洗うか、アル
コール系手指消毒剤を使用すること。
● マスク／呼吸器保護具の下の結び目の紐またはゴムを外し、次に上部の結び目をつかん
で、前面に触れないようにして外す。
● 廃棄物容器に捨てる。
5．全ての個人用保護具を外した後すぐに、手を洗う、またはアルコール系手指消毒剤を使用する。

手が汚染された場合、および全ての個人用保護具を外した直後は、その度毎に手指衛生管理を
行う。

個人用保護具の脱衣, 例 2
重要なコンセプトに戻る
個人用保護具の安全な脱衣手順、例２
衣類や皮膚、粘膜を感染の可能性のある物質で汚染することなく、安全にPPEを除去する別の方法
を紹介する。 病室を出る前に 、呼吸器保護具以外の全ての個人用保護具を外す。病室を出てドア
を閉めた 後 、呼吸器保護具を外す。以下の順序で個人用保護具を外す。
1．ガウンと手袋
● ガウンの前面と袖は汚染されている！
● ガウンまたは手袋を外している際に手が汚染された場合は、すぐに手を洗うか、アル
コール系手指消毒剤を使用すること。
● ガウン前部を手でつかみ、手袋をした手だけでガウンの外側に触れ、結び目が切れる よ
うに体から引き離す。
● ガウンを脱ぎながら、ガウンを裏返しに束になるように折りたたむ、または丸める。
● ガウンを脱ぐときは、素手が手袋とガウンの内側にのみに触れるよう、手袋とガウン を同
時にはがす。ガウンと手袋は廃棄用容器に入れる。
2．ゴーグルまたはフェイスシールド
● ゴーグルまたはフェイスシールドの外側は汚染されている！
● ゴーグルまたはフェイスシールドを外している際に手が汚染された場合は、すぐに手 を洗
うか、アルコール系手指消毒剤を使用すること。
● ヘッドバンドまたはイヤーピースを持ち上げるようにして、ゴーグルまたはフェイス シール
ドを後ろから外す。
● 再利用可能な場合は、指定の容器に入れて再処理する。それ以外の場合は、廃棄物容
器に捨てる。
3．マスクまたは呼吸器保護具
● マスク／呼吸器保護具の全面は汚染されている！ 触れないこと！
● マスク／呼吸器保護具を外している際に手が汚染された場合は、すぐに手を洗うか、 ア
ルコール系手指消毒剤を使用すること。
● マスク／呼吸器保護具の下の結び目の紐またはゴムを外し、次に上部の結び目をつか
んで、全面に触れないようにして外す。
● 廃棄物容器に捨てる。
4．全ての個人用保護具を外した後すぐに、手を洗う、またはアルコール系手指消毒剤を使用する。
手が汚染された場合、および全ての個人用保護具を外した直後は、その度毎に手指衛生管理を行
う。

Patient 1：両側浸潤影
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 2：右側浸潤影
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 3：両側浸潤影
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 4：両側多巣性浸潤影
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 5：両側浸潤影
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 6：間質性疾患
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 7：両側浸潤影（主に肺門）
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Patient 8：両側浸潤影（主に末梢性）
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

COVID consolidaciones multifocales 1
素早く学ぶの画像に戻る

COVID consolidaciones multifocales 3
素早く学ぶの画像に戻る

COVID coronal 1
素早く学ぶの画像に戻る

COVID transverse 2
素早く学ぶの画像に戻る

COVID-19に起因する呼吸不全に対するアルゴリズム
気道管理に戻る

ウイルスフィルター
気道管理に戻る

感染爆発時の人工呼吸器1台による複数患者への使用
急性重症患の急増時の対応に戻る

キクガシラコウモリ
疫学に戻る

ニューモシスチスカリニ肺炎におけるスリガラス状陰影内部の網状影
より深く学ぶの画像に戻る

新型コロナウイルス肺炎のCT像
より深く学ぶの画像に戻る

胸膜の不整
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

Bライン
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

浸潤影に伴う気管支透亮像
素早く学ぶの画像に戻る
より深く学ぶの画像に戻る

胸膜肥厚と胸水
より深く学ぶの画像に戻る

感染カーブの平坦化
感染性に戻る

髭のタイプと呼吸防護具
個人用保護具に戻る

COVID患者の側壁STEMI
肺外臓器への影響- 心血管に戻る

網状皮斑
肺外臓器への影響- 皮膚症状に戻る

覚醒下腹臥位
気道管理に戻る

Covid趾 1
肺外臓器への影響- 皮膚症状に戻る

Covid趾 2
肺外臓器への影響- 皮膚症状に戻る

Covid踵
肺外臓器への影響- 皮膚症状に戻る

COVID 両側スリガラス状陰影
素早く学ぶ－画像検査に戻る

COVID 多葉性肺炎およびスリガラス状陰影 体軸断面像 1
素早く学ぶ－画像検査に戻る

COVID 多葉性肺炎およびスリガラス状陰影 体軸断面像 2
素早く学ぶ－画像検査に戻る

COVID 多葉性肺炎およびスリガラス状陰影 体軸断面像 3
素早く学ぶ－画像検査に戻る

COVID 斑状丘疹状皮疹 1
肺外臓器への影響 - 皮膚症状に戻る

COVID 斑状丘疹性皮疹 2
肺外臓器への影響 - 皮膚症状に戻る

高流量経鼻酸素
気道と呼吸に戻る

蕁麻疹 (じんましん)
肺外臓器への影響ー皮膚症状

背部のばら色粃糠疹
肺外臓器への影響 - 皮膚症状に戻る

臨床病期と治療オプション
可能性のある治療法に戻る

COVID-19患者における推定アウトカム
重症度に戻る

鼻咽腔スワブ
PCR検査に戻る

帯状疱疹 - 胸部
皮膚症状に戻る

ジャコウネコ
COVID-19とSARS、MERS、季節性インフルエンザ、感冒との比較へ戻る

鼻カニューレ
気道管理へ戻る

コロナウイルス
病態生理へ戻る

心筋炎
心筋炎と心膜炎へ戻る
COVID mRNAワクチン接種後4日目に心筋炎を発症した20歳の患者で、トロポニンが上昇した

資源が少ない環境でのCOVID-19治療アルゴリズム
資源が限られた環境でのCOVID-19治療アルゴリズムへ戻る

