
当院の概要とCOVID-19
患者の受け入れ状況

　当院は，東京都目黒区の下町に位置する，

一般病床350床（現在はCOVID-19対応の

ため若干の変更がある）の二次救急病院で

す。陰圧環境にできる集中治療室がないこ

とと，前室を有する正式な陰圧病室がない

ことから，当初はCOVID-19患者を積極的

に受け入れていませんでした。当院が初め

てCOVID-19患者に出合ったのは２月半ば

過ぎであったことからも，比較的遅い方で

あることが分かると思います。しかも，そ

の患者の入院加療は，他院を紹介して依頼

しました。

　しかし，３月中旬からCOVID-19の流行

が本格的となり，当院でも入院患者を受け

入れることとなりました。その中で，数時

間の単位で急激に呼吸不全が進行する重症

患者を経験しました。患者は高齢で基礎疾

患があり，この疾患でしばしば見られる経

過をたどり，必然的に気管挿管，人工呼吸

管理となりました。

　そのころにはそのような重症患者を受け

入れる施設はすでに飽和しており，また患

者の全身状態を見ても転院を検討する状況

ではありませんでした。そのため，当院で

集学的治療を継続することとなりました。

当院内視鏡室の概要と
COVID-19への内視鏡室の対応

　当院の内視鏡室は，オリンパス社の光源

装置３台（１台は透視室専用），富士フイ

ルム社の光源装置２台で運用しており，年

間の内視鏡検査・治療件数はおおむね上部

消化管が4,500件，下部消化管が2,000件

で推移しています。当院は健診センターを

併設しているため，人間ドック目的での内

視鏡検査がこれらの件数の30％弱を占め

ています。また，当院は日本消化器内視鏡

学会の指導施設でもあり，内視鏡的粘膜下

層剝離術（ESD）や内視鏡的逆行性胆道膵

管造影（ERCP），超音波内視鏡的検査（EUS）

をはじめとする処置内視鏡も積極的に行っ

ています。

人工呼吸管理下にあるCOVID-19患者に対する
緊急上部消化管内視鏡検査・治療の経験
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　COVID-19患者を初めて経験した時はま

だ緊急事態宣言は発出されていませんでし

たが，人間ドックの内視鏡検査の件数はす

でに大幅に減少しており，内視鏡室の態勢

としては比較的余裕がありました。それで

も，COVID-19流行の初期には個人防護具の

備蓄は十分とは言い難く，積極的にCOVID- 

19を疑う患者や，確定している患者に対し

ての内視鏡検査は，職員感染のリスク，あ

るいは光源装置などの機器に付着した残存

ウイルスから別患者への二次感染リスクの

見地から，原則として行わない方針として

いました。また，ウイルスの性質が十分に分

からなかった（今でももちろん不明なこと

は多々ありますが）この時期，こうした方

針は内視鏡室にかかわる医療スタッフや患

者にも広く受け入れられていたと言えます。

COVID-19患者に 
緊急内視鏡検査・治療を 
施行することを決断した経緯

　前述のCOVID-19患者には，抗ウイルス

薬を含めた積極的な薬物療法を行い，合併

した急性腎不全に対して血液浄化療法（血

液透析）を反復しました。

　当初，血液透析に伴う抗凝固薬の投与に

より血圧低下が起こり，しばらくして黒色

便を認めたことから，上部消化管出血の可

能性を強く疑っていましたが，やはり基礎

疾患がCOVID-19であることもあり，プロト

ンポンプ阻害薬の投与に加え，輸血をしつ

つ自然止血を期待する状況が数日続きまし

た。日本消化器内視鏡学会が示した指針１）

においても，「緊急性のある場合においての

み消化器内視鏡診療の施行を推奨」とされ

ており，大量出血ではないと推定できた間

は緊急内視鏡を回避する方向で加療してい

ました。

　しかし，出血量の増加が原因と考えられ

る血液透析中のショックと，そのために透

析が困難となる状況が生じたことで，呼吸

器科・腎臓内科・消化器科で構成していた

治療チームが緊急内視鏡検査・治療（明ら

かな黒色便だったので，上部消化管内視鏡

検査・治療）を行うこととしました。折悪

しく休日だったため，消化器科医２人（１

人が直接介助かつICDとして感染制御全般

を指揮），呼吸器科医１人，間接介助の内

視鏡室看護師１人，病棟看護師３人で対応

することとしました。事前にマニュアルを

作成してシミュレーションを行うなどとい

う余裕はありませんでした。というより，

そもそもそういう状況を想定していなかっ

たというのが正直なところでした。

緊急内視鏡検査・治療 
施行の実際

患者受け入れまでの経緯
患者：Ａ氏，80代，男性，発症前に欧州へ

の渡航歴あり

既往歴：糖尿病（腎症あり），高血圧

　38℃の発熱を認め，咳や痰，倦怠感も出

現し，当院を受診しました。胸部CT，胸部

Ｘ線，採血を施行した結果，両下肺野に淡い

すりガラス影像があることや，CRP6.28，

WBC4,000，PLT6.1という血液所見から

COVID-19の疑いで入院となり，PCR検査

で確定診断となりました。
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●入院後，緊急内視鏡検査・治療施行まで

　３月28日にPCR陽性が判明しました。第

４病日に，急速に呼吸状態が悪化したため

気管挿管を施行し，胃管を挿入しました。

ファビピラビル，メシル酸ナファモスタッ

ト，ステロイドなどで治療を行っていまし

た。第15病日の採血の結果，Hb10.2ｇ/dL

からHb8.1ｇ/dLと低下が認められました。

胃管より褐色調の残渣が少量引け，軽度の

消化管出血の可能性も否定できませんでし

たが，COVID-19であるという現状から精

密検査は困難なため，この段階ではプロト

ンポンプ阻害薬で治療を継続しました。

　第16病日には，Hb7.7ｇ/dLまで低下し

ました。胃管からの血性排液があり，胃洗

浄を施行したところ，黒赤色の出血が多量

に引けたため上部消化管出血と判断し，止

血目的の緊急内視鏡検査・治療の運びとな

りました。

検査・治療前の準備
　個室に入院中（陰圧室）の患者に内視鏡

検査・治療を実施するため，環境感染上最も

問題になるのが光源装置とディスプレイの

乗ったトロリーです。そのため，スコープを

挿入したまま光源装置を含め，45Ｌや70Ｌ

など大きめの透明ビニール袋を切り開き，養

生テープで留め，すべて覆いました。スコー

プを掛ける部分はビニールで覆えなかった

ので検査後に消毒することとし，写真１の

ように覆った器械を病室に運びました。ほ

かの物品としてCO２ボンベ，内視鏡用の持

ち運び式の吸引器，吸引用の二又を準備し

ました。これらはビニールで覆えなかった

ので，そのまま病室へ運びました（写真２）。

　ワゴン上段には，治療で必要な次の物品

（トロンビン5,000単位２本，クリップ，

上部消化管用止血鉗子，局注針，HSE用薬

剤，ガスコンドロップ内用液，ガスコン水

用注射シリンジ，紙コップの予備）を乗せ，

さらに感染物を破棄するための青色の45Ｌ

ビニール袋を用意しました（写真３）。処

置具は極力持ち込まない方針で臨みました

ので，ジェット送水や凝固鉗子は用いませ

んでした。

写真1  ビニール袋で覆ったトロリー

側面・背面

正面
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　ワゴン下段には，紙コップに少量の酵素

洗浄剤を入れたものと，検査終了後にス

コープを入れるための青色45Ｌビニール

袋を二重にして準備しました（写真３）。

スタッフの防護はFull PPE（N95マスク，

キャップ，ゴーグル，ガウン，グローブ）

とし，術者はつなぎの防護服を着用しまし

た。防護具の供給状況の関係もあり，曝露

リスクの層別化を行いましたが，これが後

にいたく後悔することになりました。病棟

にてサイデザイム入りのコップに水を入

れ，検査後のスコープ吸い上げ用の消毒液

とガスコン水も作成しました。さらに，病

棟に消毒用の漂白剤があることを確認し，

検査後の器材消毒に使用するため，漂白剤

の入った水（消毒用に決められた量で希釈）

に浸したクロスガーゼと，水を浸したクロ

スガーゼをビニール袋に入れて準備し，廊

下に置きました。

検査中
●検査中に行った手順

　主治医，内視鏡医，直接介助を兼ねた消

化器科医のほか，患者は気管挿管中だった

ため病棟担当看護師も入室し，検査を実施

しました。内視鏡看護師は廊下で待機して

必要物品を手渡し，入室しない予定でした

写真３  治療に必要な物品を乗せたワゴン
上段

下段：使用後のスコープを入れるために
　　　二重にした45Ｌビニール袋

内視鏡用の
持ち運び式の吸引器

CO２ボンベ
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が，データの認証やセッティング時，処置

施行時，検査の進行状況を確認するために

適宜入室しました。ワゴンの物品も廊下か

ら手渡しする予定でしたが，医師がすぐ使

用できるように二重にしたビニール袋と予

備のビニール袋以外のワゴンの物品は室内

に入れました。気管挿管中のためマウス

ピースが使用できず，もう１個のバイトブ

ロックを追加し，その脇からスコープを挿

入し，検査を施行しました。

　処置を介助する内視鏡看護師もエアロゾ

ルのリスクは非常に高く，当たり前のこと

ではありますが，処置ごとにアルコールに

よる手指衛生を徹底して行いました。検査

中のバイタルサイン値は病棟看護師が確認

し，内視鏡看護師は医師の指示の下，処置

具を準備しました。

●患者の状態と鎮静状況

　出血性ショックもさることながら，COVID- 

19独特の「自覚症状に乏しい高度の呼吸

不全」を呈している状態でした。検査開始

時のFiO２は0.8，PEEPは10cmH２O（肺保護

を意識した高めの設定）でした。鎮静はプ

ロポフォールとフェンタニルを併用し，鎮

静レベルはRASS－３～－４が維持されて

いました。

　内視鏡検査の開始時には特に問題はあり

ませんでしたが，スコープの挿入を進めて

胃大弯が進展されるにつれて鎮静深度が浅

くなる傾向があり，その都度薬物投与量を

調整しながら検査を進めました。最終的に

出血源は傍乳頭憩室内の潰瘍と推測されま

した。しかし，体位変換はわずかな右半身

挙上以外不可能であり，一部器質化を伴っ

ていた凝血塊をすべて外して責任血管を露

出するには至らず，決定的な止血処置を行

うことはできませんでした。

　検査中，患者の口の動きが一時的に強く

なった際にバイトブロックが緩み，気管挿

管のチューブを噛むというアクシデントが

生じました。この際，スコープも一時噛ま

れたように感じましたが，幸いにして後の

チェックで漏水には至りませんでした。加

えて，この時に口腔内吸引を行おうとして吸

引チューブが偶発的に引っ張られ，人工呼吸

器の閉鎖吸引回路が一時的に開放されると

いう状況が生じ，つなぎの防護服を着用して

いなかった医療者にとっては想定以上のエ

アロゾルに曝露された可能性が生じました。

　また，検査終了後に挿管チューブが損傷

していないことを確認するため，短時間な

がら気管支鏡を用いてチューブ内を確認す

る時間を要しました。この時は，当然のこ

とながらPEEPは消失するため，酸素化が

一時不良となり，安全に元の状態に戻った

ものの回復に時間を要することとなりまし

た。気管支鏡を施行することになった呼吸

器科医と，開放されてしまった閉鎖吸引回

路の近傍にいた病棟看護師は２週間の健康

監視を行いましたが，幸いにして何事もな

く経過しました。

　職業感染予防としては，「起こり得る最

大のリスクに合わせて個人防護具を選択す

る」ことは基本であり，検査において感染

管理を担当していた消化器科医の判断が甘

かったことは間違いなく，本稿を読んだ人

にはぜひとも他山の石としてもらいたいと

思います。
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検査後
　病室の廊下に，光源装置，CO２ボンベ，

持ち運び式の吸引器バック，処置用ワゴン

を消化器科医が出し，消化器科医２人，呼

吸器科医１人，病棟看護師２人，内視鏡看

護師で光源装置のビニールを撤去しまし

た。そして，500ppm次亜塩素散水で消毒

し，その後防錆のために水拭きを行いまし

た。さらに，機械の台の車輪を回しながら

タイヤまで一周すべて清掃しました。覆っ

ていたビニール袋はワゴン上段に準備して

おいた感染用ゴミ袋に破棄し，スコープは

準備していた二重にしたビニール袋に入れ，

飛散防止のため口元を結んでワゴン下へ置

きました。送水タンクも最終的には消毒を

しますが，内視鏡室に運ぶまでの感染のリ

スクを考えて，同様に次亜塩素酸水を用い

て外側すべてを拭いて消毒しました。CO２

ボンベも同様にコードまで消毒し，持ち運

び式の吸引器バックは感染用ゴミ袋に破棄

し，フィルターも含めた接続チューブも医

師の指示で破棄しました。

　処置具については，部屋に持ち込んだ消

耗品はすべて破棄する方針とし，薬品トレ

イ以外はすべて破棄しました。上部消化管

用止血鉗子は消耗品ではありませんが，使

用していることと，消毒が休日明けになり，

数日間内視鏡室に未消毒のまま置いておく

ことによる飛散・感染のリスクを考え，同

じく破棄しました。

　すべての器材の消毒が終わってから，自

分の防護具を脱衣しました。病室は１時間

の換気を行った（窓を開放して外気を入れ

た）上，元の陰圧換気に戻しました。光源

装置は，内視鏡室に戻ってから内視鏡医と

共に，再度次亜塩素酸を用いて拭き取りに

よる消毒を行いました。スコープについて

は，逆性石けん250mL＋水50Ｌをシンクに

入れ，30分浸しました。逆性石けんはRNA

ウイルスに効果はないとされていますが，

当院では匂いを消す目的で実施しています。

　洗浄で使用したブラシとスポンジは使用

後，ゴミ袋を二重にして破棄しました。今

回は休日の緊急内視鏡検査・治療だったの

で，洗浄は内視鏡看護師が施行しました。

洗浄時は新しい袖付きガウンと手袋，帽子，

ゴーグル，N95マスクを着用しました。洗

浄機にて洗浄後，拭き上げる際は新しいガ

ウン，帽子，手袋，サージカルマスクを装

着しました。送水タンクは消毒液に30分

つけてから30分流水し，休み明けに滅菌

を依頼しました。薬品トレイも同様に消毒

と流水を施行し，片づけました。

　その後オリンパス社へ確認したところ，

スコープの洗浄の扱いは基本の実施方法と

同様で，洗浄ブラシは破棄するようにとの

ことでした。

COVID-19患者への 
緊急内視鏡検査・治療を 
経験しての課題とアドバイス

　内視鏡検査・治療の場面に関与するすべ

ての医療従事者が最大のリスクを想定した

防護具を着用すべきと考えます。やはり，

今回のように不測の事態が生じた場合にエ

アロゾルが想定より大量に飛散し得る状況

であることを考慮すると，首の防護ができ

るつなぎの防護衣を着用するのが望ましい
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と考えます。

　また，内視鏡医が内視鏡の操作に専念で

きるよう，治療場所の環境感染に関する危

険因子のモニタリングと，内視鏡医の危険

行為を予防する意味で，感染制御に慣れた

医師もしくは看護師が，介助者とは別に１

人入ることが望ましいと考えます。

　内視鏡検査・治療終了後に機械を覆って

いたビニールを撤去する際は，飛散しない

よう静かに取り除き（ばさばさとしないよ

うに），また必ず消毒後に適切な場所で自

分の防護具を脱衣し，感染防止に努めるこ

とが大切であると考えます。当時（３月後

半）はまだ床面の汚染が議論されていた時

期で，トロリーのキャスターあるいは靴の

裏側も消毒をしましたが，現在これらはほ

ぼ不要と考えられています。

　終了後，二重にしたビニール袋にスコー

プを入れ，口を閉じて洗浄のシンクまで運

びました。一部ではシーツなどで覆うとい

う提案２）もあるようですが，早急に洗浄す

ることが飛散・感染予防につながり，それ

が最も重要と考えます。一方，逆性石けん

にスコープをつけ置きすることに関しては，

消毒効果がないことから実施する必要性は

ないと思いますが，害になるものではないた

め，施設で統一しておけばよいと思います。

　ゴーグルを使用した際にかなり曇ってし

まい視野が不良になるので，曇り止めを

ゴーグルにつけてから行うことをお勧めし

ます。フェイスシールドの方が曇りは少な

いですが，飛沫に対する効果はやや弱いと

考えます。

　今回のCOVID-19患者への緊急内視鏡検

査・治療は，当院では初の試みでしたが，

多くの医師や看護師のフォローにより無事

に実施することができました。感染リスク

を考えると最少人数でかかわる方がよいで

すが，準備（光源装置をビニールで覆う）

や片づけ（各器材の消毒）には時間を要す

るので，可能な限り協力を依頼する必要が

あると考えます。

　当施設のわずかな経験で，しかも流行初

期でしたので，失敗もありました。本稿で

は個人情報に触れない範囲で，私たちの失

敗談も含めて報告しました。各施設で，皆

さんが今後似たような事例に出合った際に

少しでも参考になれば幸いです。
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