
 

消化器病専門医・COVID-19 に対する今後の対応 

 

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）によって引き起こされる COVID-19 への対応は主に

は感染症内科、呼吸器内科の先生方が先導され、重症例の治療では集中治療の専門医が活

躍されています。このような中で、我々は消化器病専門医の役割を果たしていく必要があ

ります。現在、新型コロナウイルス感染はいったん落ち着き、襲来が予測されている第二

波への対応を各施設は考えているところだと思います。現在はこれまでの状況を整理し、

今後の対策を今一度考える良いタイミングと存じます。当学会では既に、小池和彦理事長

の主導で、学会在り方・将来像検討委員会の窪田敬一担当理事、入澤篤志委員が「新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）への消化器病診療における留意点」を 2020 年 4 月 7

日（4 月 13 日更新）に発表しておりますので、重複する事項は割愛致します。 

 

消化器病専門医の役割 

我々消化器病専門医が COVID-19 に関わるのは主には下記の３つです。それぞれについて

解説を致しますが、既に他学会で検討されている事項に関しては専門学会のホームページ

を参照して下さい。 

 

1. 一般内科外来、消化器外来に受診する CVOID-19 の診療 

2. COVID-19 に合併する消化器疾患のコンサルタント 

3. COVID-19 の感染拡大・院内感染の防止を考慮した消化器診療 

 

診療方針決定に関与する要因 

個々の症例の取り扱い、検査・治療（手術）の決定には COVID-19 感染の流行状況、症例

ごとのトリアージと感染リスクを考慮して決定すべきと考えます。また、施設の状況も加

味してください。 

 

① COVID-19 感染の流行状況 

レベル 1：小康状態、第 2,3 波に備えている時期（一般診療の状態：通常） 

レベル２：流行の再燃が懸念される時期（一般診療の状態：一部で縮小） 

レベル 3：緊急事態宣言の再発出などで外出自粛が強く求められている時期 

（一般診療の状態：縮小・一部で崩壊） 

レベル４：感染爆発（オーバーシュート）（一般診療の状態：多くが崩壊） 

② 症例ごとのトリアージ 

レベル１：致死的ではない疾患、急を要さない処置・手術・検査 

レベル２：潜在的には生命を脅かす恐れがある疾患、重症化により致死的となり 



うる疾患、時間的な制約がある処置・手術・検査 

レベル３：致死的となりうる、重大な障害を残す可能性ある疾患、緊急性を 

要する処置・手術 

 

③ 症例ごとの感染リスク判定 

高リスク： COVID-19 が確定した症例、臨床的に COVID-19 を疑う症例、 

無症候 PCR 陽性者、無症候だが CT で COVID-19 を疑う肺炎像が認められる 

症例 

低リスク：COVID-19 が否定された症例（PCR２回陰性）、COVID-19 治癒症 

例（発病後 10 日間経過し症状軽快後 72 時間経過後）、臨床的に COVID-19 を 

疑わない症例 

 

1. 一般内科外来、消化器外来に受診する CVOID-19 の診療 

1. COVID-19 における消化器症状は稀ではなく、報告によって 15％から 50%とばらつ

きが大きいですが、主には下痢や嘔気・嘔吐、腹痛、食思不振などがあります（1－

3）。呼吸器症状を主訴に受診され、消化器症状も呈する方が殆どですが、中には消化

器症状を主訴に来院された方が 2.9%いたという報告もあります（３）。感冒や他のウ

イルス感染症との鑑別が難しい場合もありますが、下痢を呈する場合には一応疑って

みる必要があります。このように、COVID-19 の症例が消化器内科、一般内科外来に

来る患者さんの中に混じっている可能性を常に念頭に置いて診療を行う必要がありま

す。COVID-19 感染の流行状況が主には小康状態、流行の再燃が懸念される時期に注

意すべきことと考えます。 

 

2. COVID-19 に合併する消化器疾患のコンサルタント 

COVID-19 と診断されている症例に合併する消化器疾患について他科或いは

COVID-19 チームからコンサルトされた時に留意すべき事項です。消化器症状で最も

高い合併率を示しているのが下痢（7～40％）です。他は腹痛（5％前後）、嘔気・嘔

吐（3－10％）、食思不振（～78％）などですが、これらは対症的に治療し、感染が収

まるのを待つのは他のウイルス性感染症と同様と考えられます（１－３）。下痢で

は、敗血症状態での菌交代に伴う腸管感染症も考えられます。そのため、合併率の報

告には大きな開きが見られます。 

他には肝障害と膵炎が報告されています。肝障害は 20％前後の頻度があり、重症肝

障害の報告は見られないようです（１，２）。COVID-19 重症例では、種々の薬剤に

よる薬剤性肝障害や敗血症・多臓器不全などとの鑑別は困難と思いますが、ウイルス

そのものによる肝障害があることも知っておくべきだと思います。膵酵素上昇が報告

されており、17％という報告もあります（４）。腹痛を伴わない高アミラーゼ血症が



多く、実際に膵炎を呈する症例は少ないようです。重症膵炎の報告もありますが、膵

炎としては軽症でも敗血症の状態であるために重症と判定されたようです。COVID-

19 の症例を診る時にはアミラーゼ、リパーゼなどの膵酵素の測定と、肺炎のフォロー

アップで CT を撮影するときに腹部まで撮影することが望ましいと考えられます。 

稀に消化管出血が出現することがあるようです。消化器の検査・治療が必要な場合

には、より厳重な感染予防策で臨む必要があります。 

 

3. COVID-19 の感染拡大・院内感染防止を考慮した消化器診療 

検査・治療の適応：症例ごとのトリアージ、個々の COVID-19 感染のリスク、

COVID-19 流行状況を組み合わせて考える必要があります。また、検査・治療手技の

感染リスクも考慮する必要があります。表 1 を参照して下さい。検査・治療手技の感

染リスクを低減することも考慮すべきです。 

定期的なフォローアップ症例の取り扱い：対面診療の必要性、検査の必要性、内服薬

処方の必要性、点滴治療の必要性、などで決めます。施設ごとに異なりますが、電話

診療、オンライン診療を利用し、内服薬の郵送などの対応も緊急事態宣言中などでは

感染拡大防止に貢献すると考えます。 

悪性腫瘍：化学療法の中断により、悪性腫瘍は増殖・進展をしてしまうので、完全な

医療崩壊に至らなければ治療は継続すべきと考えます。担癌患者は感染すると重症化

しやすいので、感染予防については良く説明すべきです。また、医師側としては過度

な骨髄抑制等の副作用を考慮した薬剤量の調整、内服薬への変更、スケジュールの見

直しなども検討すべきと考えます。 

治療の適応に関しては個々の症例をトリアージして決めます。膵癌に関しては進行が

早く、切除可能例が少ないので、他の癌腫に先駆けて診断、治療を行うべきであると

考えられます。European Society of Medical Oncology (ESMO)では切除企図例、全身

化学療法例などに分けて、Priority を段階的に分類していますので、参考としてくだ

さい (4)。同様に、COVID 蔓延下における大腸癌、胃癌、肝臓癌、などに対する

ESMO の診療指針が web 上に公開されておりますので、参考としてください。

(https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-

pandemic) 

悪性腫瘍診断の遅れがこれから問題となりそうです。COVID-19 の感染が拡大してい

るときに、胃癌、大腸癌の新規診断症例数が減少したとする報告が香港からなされて

います（５）。診断の遅れは止むを得ないと考えますが、患者への説明時に参考とし

てください。 

悪性化を懸念してフォローアップしている疾患では悪性化の可能性を考えてトリアー

ジし、個々の症例の感染リスク、検査の感染リスクを考慮し、できるだけトータルの

感染リスクを減らすことを心がけることが必要と考えます。 



緊急を要する疾患：消化管出血や閉塞性黄疸、胆道感染症、急性膵炎、虫垂炎、絞扼

性イレウス、急性大腸閉塞などの腹部救急疾患などでは、適切な診療が行われなけれ

ば、致死的なことがあります。これらの疾患は、COVID-19 の感染状況によらずに診

療しなければなりません。問題は発熱を伴っている時であり、COVID-19 を否定（24 

時間以上空けて PCR２回陰性を確認）してから専門家にコンサルトする体制ですと、

治療が遅れる時があります。通常 COVID-19 を診療する発熱外来や対応チームは、各

科からの混成チーム、または呼吸器内科・感染症内科中心のチームが多いので、消化

器に関する専門知識は乏しい時があります。これらの疾患を有する患者さんに不利益

を与えないよう診療を行うための体制を常に考えて病院診療は行わなければならない

と考えます。また、COVID-19 が併存していても安全な治療ができるような体制・個

人防護具（PPE：Personal Protective Equipment）の十分な備蓄と平時からの着脱訓

練を行っておくことも重要と考えます。 

日常臨床における院内感染防止：院内感染を防ぐことは病院機能の保持、感染拡大の

防止において重要です。外来診療においては Social distance の取り方を含め、施設ご

とに病院規模で対応されていると思います。また、電話診療、オンライン診療につい

ても、施設ごとに取り組みに差があるようですが、今後進んでいくものと考えており

ます。医療機関での「密」を避け、患者・医療者の感染リスクを減らすために積極的

な導入が望まれます。 

検査・治療の適応に関しては表１が参考となると思いますが、施設によって状況が異

なりますので、実情に合わせて適宜修正のうえ利用してください。患者希望、医師か

ら見た必要性、医療機関の体制、個人防護具の備蓄状況なども参考としなくてはなり

ません。 

個々の症例の感染レベルの決定は感染防護の観点からも重要で、PCR を施行するの

が望ましいと考えます。しかし一般に言われている PCR の感度は 30~70％と決して

高くはないので、どこまで信用してよいのかわからないことも現場の混乱につながっ

ています。無症候症例を Pick up するのに、胸部 CT がある程度有効といわれており

ますが、日本医学放射線学会のホームページによると、胸部 CT によるスクリーニン

グは推奨されていません。しかし、「ウイルス検査が広く利用できない状況における

暫定的な対策として、COVID-19 疑い患者に対する医療行為に関する意思決定のため

に胸部 CT を利用することは許容される」と記載されていますので、検査・治療の前

の胸部 CT を感染レベルの決定に利用することは許容されると思います。

（http://www.radiology.jp/member_info/news_member/20200421_01.html） 

一方、検査・治療手技の感染リスクに関しても考慮する必要があります。流行状況

によっては感染リスクの低い検査・治療への変更も検討すべきと思います。例えば、

超音波内視鏡検査を CT や MRI に変更することや上部消化管内視鏡検査を上部消化管

造影に変更する、などです。変更後の検査にも勿論感染リスクが存在しますので、変



更すべき検査・治療とその代替方法の検討、関連部署との打ち合わせなど施設ごとに

検討すべきです。 

 

各種検査・治療における留意点 

① 内視鏡：日本消化器内視鏡学会のホームページに詳述されていますが、エアロゾ

ル、体液、便などが飛散する感染リスクの高い手技です。経口・経鼻内視鏡にお

いては被験者がマスクを正しく装着できないことで感染リスクが高まります。ト

リアージに沿った適応の選択が必要です。検査では、感染リスクの低い検査への

変更も検討すべきです。治療内視鏡に関しても同様ですが、胆膵内視鏡治療など

延期が難しいものも多く、病院の事情と合わせて対応を考えなくてはなりませ

ん。他院への紹介などが必要となるケースもあったようです。日本消化器内視鏡

学会の提言を参考としてください。 

https://www.jges.net/medical/covid-19-proposal 

② 腹部超音波検査・及び超音波ガイド下治療：被験者に必ずサージカルマスクをさ

せることがまずは重要です。検査する者はできれば N-95 相当のマスク、フェイ

スシールド・アイシールドで感染を防ぐことが重要と考えます。超音波機器の消

毒についても行う必要があります。日本超音波医学会のホームページが参考とな

ります。 

http://www.jsum.or.jp/committee/uesc/materials.html 

③ 血管造影・IVR：日本 IVR 学会のホームページでは、エアロゾル発生手技には血

管造影はリストアップされていませんが、患者のマスク着用は必要と考えます。

COVID-19 の感染状況と患者トリアージによる適応決定に関しては、日本 IVR 学

会のホームページをご参照ください。

http://www.jsir.or.jp/docs/covid19/rev1.Covid-19_2020421.pdf 

④ 手術：日本外科学会のホームページに提言が出されているので、参照してくださ

い。 

http://www.jssoc.or.jp/aboutus/coronavirus/info20200522.html 
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