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Ⅰ. はじめに 

耳科手術における乳突腔削開術を代表とするドリルを用いた骨削開は、「エアロゾ

ルが発生する手技」（Aerosol generating procedures：AGP）であり、術中に新型コロナ

ウイルス感染（COVID-19）を周囲に波及させる危険性があることが報告がされている
1-4)。これを受けて「骨削開を伴う耳科手術における新型コロナウイルス感染の対応ガ

イド」を 2020 年 4 月 6 日付けで HP 上に公開した 5)。この第一版では、手術の緊急度

の判断と COVID-19 患者と判明している場合、判明していない場合についての対応

を提案した。その後、各地域の感染状況や感染の診断・検査体制がめまぐるしく変化

していることを受け、初版の一部を改定し、耳科手術対応ガイド第 2 版を公開する。 

 

※本ガイドは日本耳鼻咽喉科学会が推奨するものであるがエビデンスに基づいた治

療ガイドラインではない。また，各施設での対応を制限するものでもない。各施設にお

いては、内外の医療資源の供給に応じ、関係部署と協議の上、適切な診療を行うこと。 

 

Ⅱ. 耳科手術の分類 

 ウィズ・コロナの時代における耳科手術を緊急性と感染拡大の危険性の２点から分

類する。その上で、手術の緊急性と感染拡大の危険性を考慮し、手術施行を決定す

る。 

１） 緊急性のある耳科手術 

緊急性のある手術としては、前回示した通り以下のようなものが考えられる 5-8)。 

・ 急性乳様突起炎、中耳真珠腫等のうち、顔面神経麻痺、脳膿瘍、髄膜炎、静脈

洞血栓症などの合併症を伴うもの、またはその危険性があるもの 

・ 頭部外傷後に生じた側頭骨骨折による急性の高度顔面神経麻痺で、緊急に手

術が必要と判断されるもの 

・ 小脳橋角部腫瘍等で脳幹の高度な圧迫、急性水頭症などを伴い生命予後に大

きく影響を及ぼすもの、またはその危険性があるもの 

・ 側頭骨悪性腫瘍、またはその疑いがあるもの 

 

２） 感染拡大の危険性のある手術：AGP 耳科手術 

耳科手術は一般に総論で述べられている「気道と交通を伴う手術」には分類されな

い。しかし、中耳や乳突蜂巣は耳管を介して鼻咽腔と繋がっていることから、ドリルに

よる骨削開を伴う耳科手術（AGP 耳科手術）では、術中のエアロゾル発生による感染



伝播の危険性を考慮して、「気道と交通を伴う手術」に準じた対応を行うことを推奨す

る。以下の手術が AGP 耳科手術に該当する。 

・ 中耳真珠腫などに対して行う骨削開を伴う鼓室形成術 

・ ドレナージや炎症病変の除去を目的とした乳突洞開放術、乳突腔削開術 

・ 顔面神経減荷術 

・ 内リンパ嚢開放術 

・ 錐体部手術 

・ 聴神経腫瘍摘出術など 

 ドリルによる骨削開を伴わない、鼓膜換気チューブ挿入術、鼓膜形成術、鼓室形成

術Ⅰ型、アブミ骨手術などは AGP 耳科手術に該当しない。 

また、ノミやキュレットによる骨削開も該当しない。患者の病態、術者の経験などに

よるが、ドリルによる骨削開をこれらの手技で代替することも検討する。 

 APG 耳科手術でのエアロゾルの飛散を低減させるには、なるべくドリルを低回転で

使用することが効果的であるとの報告 3)、顕微鏡の対物レンズと術野を既存のドレー

プで覆う工夫に関する報告 4)などがあり、参考にされたい。 

 

Ⅲ. 地域区分別の耳科手術の対応 

 本稿の総論での指針に準じて、耳科手術の対応の要点を地域区分別に以下にまと

めた。 

１） ローリスク地域 

・ 手術前 COVID-19 検査： 推奨しない。 

・ 手術適応： 緊急性の有無、AGP 耳科手術であるかどうかにかかわらず、手術の

適応において制限は不要。 

・ PPE： 標準 PPE で可。 

 

２) ハイリスク地域 

・ 手術前 COVID-19 検査： 推奨する。 

・  手術適応： 緊急性、AGP 耳科手術であるかどうかの観点からは、手術の適応に

制限は不要であるが、手術前 COVID 検査で陽性の場合は、手術を延期する。 

・ PPE： AGP 耳科手術を施行する場合、術前検査の結果により、PPE は下記のよ

うな基準で選択する。AGP 耳科手術以外の耳科手術では、標準 PPE で可。 



 

 
PCR 検査 

陰性 検査できない 陽性 

胸

部

CT 

所見なし 標準 PPE full-PPE 
手術延期、または

代替治療の検討 

所見あり 

手術の延期、または

代替治療の検討、 

やむを得ず施行す

る場合は、full-PPE 

手術延期、また

は代替治療の

検討 

手術延期、または 

代替治療の検討 

 

 

３） 超ハイリスク地域 

・ 手術前 COVID-19 検査： 強く推奨する。 

・ 手術適応： 緊急性を要する手術に限定する。 

・ PPE： AGP 耳科手術を行う場合は下記のような対応を推奨する。術前検査で陰性

であっても偽陰性は否定できないことから、基本姿勢としては full-PPE を推奨する

が、施設における医療資源や地域の感染拡大の状況、患者の社会的隔離の状況

により適切な PPE を総合的に判断する。AGP 耳科手術以外では、標準 PPE で可。 
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CT 
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手術延期、また

は代替治療の

検討 

所見あり 

手術の延期、または

代替治療の検討、 

やむを得ず施行す

る場合は、full-PPE 

手術延期、または代

替治療の検討 

手術延期、また

は代替治療の
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