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末梢の入院前投薬は、通常、静脈内（PIV）経路を介して投与される。
心停止または血液量減少性ショックの場合と同様に、血管床が虚脱
している傷病者では、PIV アクセスの確立が特に困難または不可能
である可能性がある。
　われわれの分析のために、静脈内および骨内 (IO) アクセスの使用
と以下のデータベースの完全な防護具の「救助者」との比較を行っ
た無作為研究を含む文献の結果をレビューした：Pubmed、
Embase、WebofScience、Cochrane データベース。
無作為化試験の分析3-5 は、PPE の使用が PIV の有効性を大幅に低下
させ（RR = 1.0; 95％CI, 0.93-1.08; I2 = 88％; p = 0.006）、アクセス
の獲得時間の延長（MD =9.37; 95％CI、0.81-17.93; I2 = 98％; p 
<0.001）を示している。
代わって、骨内アクセスは、有効性が 100％で、PIV よりも -89.9％
（RR = 1.11; 95％CI、1.03-1.20; I2 = 88％; p = 0.006）短時間で使
用できる。
血管アクセスの時間も、IOと PIV の間で統計的に異なっていた。 IO
有利（MD = -17.60; 95％CI,-19.44 to -15.76; I2 = 99％; p <0.001;
図 1）。
さらに、静脈内カニューレと比較して骨内アクセスを使用すると、
特に医療従事者が二重手袋を使用する場合に、針刺しのリスクが低
下する可能性がある。
　要約すると、COVID-19 が疑われる /確認された傷病者の血管内
アクセスの好ましい方法として、完全防護服を着た医療関係者は、
骨内アクセスを選択する必要がある。

ご意見や問い合わせはこちらまで。
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現在、SARS-CoV-2 のパンデミックは、世界中のヘルスケアシステ
ムに挑んでいる。
パンデミックの制御は、隔離、ソーシャルディスタンス、個人用防
護具（PPE）の使用、およびウイルスを検出するための検査に基づ
いており、その結果、COVID-19 陽性傷病者を隔離することができる。
　SARS-CoV-2 は、主に接触または飛沫感染によって感染する。
医療関係者は、SARS-2 感染のリスクや、重篤な肺炎、急性呼吸促迫
症候群、さらには死を含む潜在的に壊滅的な後遺症に対して特に脆
弱だ。¹
　新型コロナウイルス感染症の結果として、イタリアで 100 人以上
の医師が亡くなった。 非常に多数の感染とウイルス感染経路により、
医療従事者は個人用防護具（PPE）を使用する必要があり、PPE を
適切に使用するとウイルス感染のリスクが大幅に減少する。
　SARS-CoV-2 が疑われる /確認された傷病者と接触した医療従事
者（HCWs=Health Care Workers）との間で COVID-19 が広がるの
を防止する最前線にあるのは、エアロゾル発生手順に対する PPE で
ある。
ただし、防護具の使用は、診断の可能性の制限、傷病者の注意深い
身体検査、および基本的な医療処置を含む医療処置の実施において
困難であると判明する場合がある。
しかし、多くの場合、治療を迅速に行うと、傷病者の生存に関する
多くの研究で示されているように、傷病者の予後が改善される。 こ
れらの研究は、アドレナリンで早期に治療された傷病者において、
特にショックの可能性のある鼓動の傷病者のサブセットの場合、よ
り高い生存率を示している。²

Which intravascular access should we use in patients with 
suspected/confirmed COVID-19?

COVID-19 が疑われる / 確認された傷病者では、どの血管内アクセスを使用すべきですか？

アコード EMSニュース 68号を送ります。新型コロナウィルスの感染の拡がりは落ち着いてきましたが、それ
に関連して、医療関係者が防護服を着用した時の医薬品などの注入ルートの確保について、時間を比較した文
献を紹介します。防護服を着用した時、身体の動きが制限されますが、その状況で、静脈からラインを取るのは、
困難な場合があるかもしれません。
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合計 (95% CI)
Heterogeneity( 異質性 ):Tau²=1894.25;Chi²=204.20,df=2(P<0.00001);I²=99%
Test for overall effect( 統合効果の検定 ):Z=1.94(P=0.05)
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図 1 ‒保護具が完全に装着されているときに血管内アクセスを確立する平均時間 ( 秒）
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