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原因不明の重症急性呼吸器症候群の報告基準（４訂版）について

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、ハノイ・香港等における原因不明の重症呼吸器疾患の集団発生に関し

ましては、平成１５年３月１３日付（地Ⅲ２３８Ｆ）等をもって貴会宛にお送

りし、「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」をご報告いただいているところ

であります。

　今般、別添のとおり、原因不明の重症急性呼吸器症候群の症例定義が見直さ

れ、報告基準（４訂版）が、厚生労働省健康局結核感染症課長より、各都道府

県・政令市・特別区衛生主管部（局）長あてに事務連絡がなされました。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、「原因

不明の重症急性呼吸器症候群の報告基準（４訂版）」について、医療機関への

周知、協力方よろしくお願い申し上げます。

　また、国立病院・療養所等における原因不明の重症急性呼吸器症候群（ＳＡ

ＲＳ）の患者の受入について、厚生労働省健康局国立病院部政策医療課、結核

感染症課連名により、各地方厚生局医療課長、四国厚生支局総務課長あてに事

務連絡がなされましたので、ご承知おきいただきますよう併せてお願い申し上

げます。



事 務 連 絡
平成１５年４月８日

都道府県

各 政 令 市 衛生主管部(局)長 殿

特 別 区

厚生労働省健康局結核感染症課長

原因不明の重症急性呼吸器症候群の報告基準（４訂版）について

標記については、平成１５年４月１日ＷＨＯの報告基準の改定を受けて、別紙１の通り

改訂しましたので、通知します。

つきましては、貴管内の医療機関等の関係機関への周知をお願います。

なお本症候群に関する通知等については、厚生労働省ホームページで、随時提供中であ

（http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html）ることを申し添えます。



（別紙１）

原因不明の重症急性呼吸器症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome;SARS）

の報告基準（４訂版）

原因不明の重症急性呼吸器症候群の症例定義

○ 疑い例

２００２年１１月１日（注１）以降に以下の全ての症状を示して受診した患者で

・ ３８度以上の急な発熱

・ 咳、呼吸困難感（注２）などの呼吸器症状

かつ、以下のいずれかを満たす者

・ 発症前１０日以内に、原因不明の重症急性呼吸器症候群の発生が報告されている

地域 に旅行した者(＊)

・ 発症前１０日以内に、原因不明の重症急性呼吸器症候群の症例を看護・介護する

か、同居しているか、（注３）患者の気道分泌物、体液に触れた者

(*) ＷＨＯが４月１日現在、報告されていると示した地域は、トロント(カナダ)、

バンクーバー(カナダ)、広東省(中国)、香港(中国)、シンガポール(シンガ

ポール）、ハノイ（ベトナム）である。

○ 可能性例

疑い例であって、

・ 胸部レントゲン写真で肺炎、または呼吸窮迫症候群の所見を示す者

または

・ 原因不明の呼吸器疾患で死亡し、剖検により呼吸窮迫症候群の病理学的所見を

示した者

（注）３訂版との主な変更箇所は以下のとおり

（注１）２００２年１１月１日に変更

（注２）症状から、「息切れ」が削除された。

近距離で接触するか」が削除された。（注３）接触状況で「

（注４）備考が削除された。



事 務 連 絡
平成１５年４月８日

各地方厚生局 医療課長
殿

四国厚生支局 総務課長

健 康 局 国 立 病 院 部
政 策 医 療 課

健 康 局
結 核 感 染 症 課

国立病院・療養所等における原因不明の重症急性
呼吸器症候群（ ）の患者等の受入について（協力依頼）SARS

、 、ＳＡＲＳについては その対応を事務連絡により周知しているところであるが

、 、都道府県から相談を受けた場合には 国立病院・療養所等においては可能な限り
ＳＡＲＳ患者及びＳＡＲＳの可能性のある患者（以下 「ＳＡＲＳ患者等」とい、
う ）の受入に協力するようお願いいたします。なお、ＳＡＲＳ患者等の受入に。
おいては、医学的な見地から以下のような取り扱いとし、平成１５年４月７日付

健感発第 号「ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候0407001
群」の集団発生に伴う対応について（第７報 」の別紙「重症急性呼吸器症候群）
（ ）管理指針」を参考に、院内感染防止対策には十分留意のうえ、対応方SARS
よろしくお願いします。

【一般病棟】
○病室は個室を原則とする。

・病室は陰圧であって、独立した空調設備である方がより望ましい。
・陰圧病室がない場合は、手洗い、風呂を備えた個室とする。

○個室が不足している場合で、ＳＡＲＳの可能性のある患者と診断された複数
の患者を入院させる場合は、独立した空調設備のうえ２人室以上の病室に入
院させることができる。

【陰圧病床を有する結核病棟】

○結核患者とＳＡＲＳ患者等を、同一病棟内に収容しないこと （ＳＡＲＳ患。
者等のみの病棟とすること ）。

○ＳＡＲＳ患者等を受入る場合、すでに入院している結核患者を転棟させる際
の取扱いは、以下のとおりとする。

・すでに入院している結核患者を、他の結核病棟に転棟することが可能であ
ること。

・多剤耐性結核患者のうち排菌量の多い結核患者については、個室管理が可
能であること。

○すでに入院している結核患者が、転棟もできず引き続き入院治療が必要な場

合は、ＳＡＲＳ患者等の受入は困難であること。



国立病院・療養所等における陰圧室整備運営状況

(平成１５年４月７日現在）

住          　　　　　　　　　　　　所

（室） （床） （人）
（　国　 立　 高　 度　 専　 門　 医　 療　 セ　 ン　 タ　 ー　） 24 24 15

国立がんセンター中央病院 東京都中央区築地５－１－１ 4 4 4

国立がんセンター東病院 千葉県柏市柏の葉６－５－１

国立循環器病センター 大阪府吹田市藤白台５－７－１ 3 3 3

国立精神・神経センター武蔵病院 東京都小平市小川東町４－１－１

国立精神・神経センター国府台病院 千葉県市川市国府台１－７－１

国立国際医療センター 東京都新宿区戸山１－２１－１ 4 4 0

国立成育医療センタ－ 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 13 13 8

（　　　　　国　　　　　立　　　　　病　　　　　院　　　　　） 44 46 24

国立札幌病院 北海道札幌市白石区菊水四条２－３－５４

国立函館病院 北海道函館市川原町１８－１６

国立弘前病院 青森県弘前市大字富野町１

国立仙台病院 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－８－８ 4 4 4

国立郡山病院 福島県郡山市字上亀田１－１

国立水戸病院 茨城県水戸市東原３－２－１

国立霞ケ浦病院 茨城県土浦市下高津２－７－１４ 2 2 2

国立栃木病院 栃木県宇都宮市中戸祭１－１０－３７

国立高崎病院 群馬県高崎市高松町３６ 6 6 0

国立沼田病院 群馬県沼田市上原町１５５１－４ 4 4 4

国立埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２－１ 5 5 0

国立西埼玉中央病院 埼玉県所沢市若狭２－１６７１ 3 3 0

国立千葉病院 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２

国立佐倉病院 千葉県佐倉市江原台２－３６－２

国立病院東京医療センター 東京都目黒区東が丘２－５－１ 3 3 2

国立病院東京災害医療センター 東京都立川市緑町３２５６

国立相模原病院 神奈川県相模原市桜台１８－１

国立病院横浜医療センター 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－６０－２

国立松本病院 長野県松本市大字芳川村井町１２０９

国立長野病院 長野県上田市緑が丘1-27-21

国立甲府病院 山梨県甲府市天神町１１－３５

国立東静病院 静岡県駿東郡清水町長沢７６２－１

国立豊橋病院 愛知県豊橋市中野町字中原１００

国立名古屋病院 愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１

国立三重中央病院 三重県久居市明神町２１５８－５

国立金沢病院 石川県金沢市下石引町１－１

国立滋賀病院 滋賀県八日市市五智町２５５ 1 1 1

国立京都病院 京都府京都市伏見区深草向畑町１－１ 4 4 2

国立舞鶴病院 京都府舞鶴市字行永２４１０

国立大阪病院 大阪府大阪市中央区法円坂２－１－１４ 1 1 0

国立大阪南病院 大阪府河内長野市木戸東町２－１

国立姫路病院 兵庫県姫路市本町６８

国立神戸病院 兵庫県神戸市須磨区西落合３－１－１

国立奈良病院 奈良県奈良市東紀寺町１－５０－１

国立南和歌山病院 和歌山県田辺市たきない町２７－１ 1 1 1

国立米子病院 鳥取県米子市車尾１２９３－１

国立浜田病院 島根県浜田市黒川町３７４８

陰圧室に入
院している

患者数

陰圧室
病床数

陰圧室
（注１）



国立病院・療養所等における陰圧室整備運営状況

(平成１５年４月７日現在）

住          　　　　　　　　　　　　所

（室） （床） （人）

陰圧室に入
院している

患者数

陰圧室
病床数

陰圧室
（注１）

国立病院岡山医療センタ－ 岡山県岡山市田益１７１１－１

国立福山病院 広島県福山市沖野上町４－１４－１７

国立大竹病院 広島県大竹市玖波４－１－１

国立病院呉医療センタ－ 広島県呉市青山町３－１

国立下関病院 山口県下関市後田町１－１－１

国立岩国病院 山口県岩国市黒磯町２－５－１

国立善通寺病院 香川県善通寺市仙遊町２－１－１

国立高知病院 高知県高知市朝倉西町１－２－２５ 8 8 8

国立病院四国がんセンター 愛媛県松山市堀之内１３

国立小倉病院 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１

国立病院九州がんセンター 福岡県福岡市南区野多目３－１－１

国立病院九州医療センター 福岡県福岡市中央区地行浜１－８－１

国立佐賀病院 佐賀県佐賀市日の出１－２０－１

国立嬉野病院 佐賀県藤津郡嬉野町大字下宿丙２４３６ 2 4 0

国立病院長崎医療センタ－ 長崎県大村市久原２－１００１－１

国立熊本病院 熊本県熊本市二の丸１－５

国立大分病院 大分県大分市横田２－１１－４５

国立別府病院 大分県別府市大字内竃１４７３

国立都城病院 宮崎県都城市祝吉町５０３３－１

国立病院九州循環器センター 鹿児島県鹿児島市城山町８－１

国立指宿病院 鹿児島県指宿市十二町４１４５

（　 国　　　　　立　　　　　療　　　　　　養　　　　　　所 　） 55 124 106

国立療養所北海道第一病院 北海道亀田郡七飯町字本町６８３－１

国立療養所札幌南病院 北海道札幌市南区白川１８１４

国立療養所帯広病院 北海道帯広市西１８条北２－１６

国立療養所西札幌病院 北海道札幌市西区山の手５条７－１－１

国立療養所名寄病院 北海道名寄市東六条南５－９１－３

国立療養所道北病院 北海道旭川市花咲町７－４０４８

国立療養所八雲病院 北海道山越郡八雲町宮園町１２８－１

国立十勝療養所 北海道河東郡音更町中鈴蘭元町２

国立療養所青森病院 青森県青森市大字久栗坂字山辺８９－１０

国立療養所八戸病院 青森県八戸市吹上三丁目１３番１号

国立療養所岩手病院 岩手県一関市山目字泥田山下４８

国立療養所盛岡病院 岩手県盛岡市青山１－２５－１

国立療養所釜石病院 岩手県釜石市定内町４丁目７ー１

国立療養所宮城病院 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原１００

国立療養所西多賀病院 宮城県仙台市太白区鈎取本町２－１１－１１

国立療養所秋田病院 秋田県本荘市石脇字田尻野１８

国立療養所道川病院 秋田県由利郡岩城町内道川字井戸の沢８４－４０

国立療養所山形病院（注２） 山形県山形市行才１２６の２ 19 46 36

国立療養所米沢病院 山形県米沢市大字三沢２６１００－１

国立療養所福島病院 福島県須賀川市芦田塚１３

国立療養所翠ヶ丘病院 福島県いわき市平豊間字兎渡路２９１

国立療養所南花巻病院 岩手県花巻市諏訪５００

国立療養所晴嵐荘病院 茨城県那珂郡東海村照沼８２５

国立療養所東宇都宮病院 栃木県河内郡河内町大字下岡本２１６０



国立病院・療養所等における陰圧室整備運営状況

(平成１５年４月７日現在）

住          　　　　　　　　　　　　所

（室） （床） （人）

陰圧室に入
院している

患者数

陰圧室
病床数

陰圧室
（注１）

国立療養所西群馬病院 群馬県渋川市金井２８５４

国立療養所東埼玉病院 埼玉県蓮田市大字黒浜４１４７

国立療養所千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３

国立療養所下志津病院 千葉県四街道市鹿渡９３４－５

国立療養所東京病院 東京都清瀬市竹丘３－１－１ 20 50 46

国立療養所村山病院 東京都武蔵村山市学園２－３７－１

国立療養所神奈川病院 神奈川県秦野市落合６６６－１

国立療養所久里浜病院 神奈川県横須賀市野比５－３－１

国立療養所南横浜病院 神奈川県横浜市港南区芹が谷２－６－１

国立療養所新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２

国立療養所西新潟中央病院 新潟県新潟市真砂１－１４－１

国立療養所東長野病院 長野県長野市上野２－４７７

国立療養所中信松本病院 長野県松本市寿豊丘８１１

国立療養所西甲府病院 山梨県甲府市山宮町３３６８

国立下総療養所 千葉県千葉市緑区辺田町５７８

国立療養所犀潟病院 新潟県中頸城郡大潟町大字犀潟４６８－１

国立小諸療養所 長野県小諸市甲４５９８

国立療養所箱根病院 神奈川県小田原市風祭４１２

国立療養所北陸病院 富山県東砺波郡城端町信末５９６３

国立療養所富山病院 富山県婦負郡婦中町新町３１４５

国立療養所石川病院 石川県加賀市手塚町サ１５０

国立療養所金沢若松病院 石川県金沢市若松町セ１０３－１

国立療養所七尾病院 石川県七尾市松百町八部３－１

国立療養所医王病院 石川県金沢市岩出町ニ－７３

国立療養所恵那病院 岐阜県恵那市大井町２７２５

国立療養所岐阜病院 岐阜県岐阜市日野東５－１－１

国立療養所長良病院 岐阜県岐阜市長良１２９１

国立療養所天竜病院 静岡県浜北市於呂４２０１－２

国立療養所静岡神経医療センタ－ 静岡県静岡市漆山８８６

国立療養所富士病院 静岡県富士宮市上井出８１４

国立療養所中部病院 愛知県大府市森岡町源吾３６－３

国立療養所東名古屋病院 愛知県名古屋市名東区梅森坂５丁目１０１

国立療養所豊橋東病院 愛知県豊橋市飯村町字高山１１

国立療養所三重病院 三重県津市大里窪田町３５７

国立療養所鈴鹿病院 三重県鈴鹿市加佐登町３－２－１

国立療養所東尾張病院 愛知県名古屋市守山区大字吉根字長廻間３２４８

国立療養所榊原病院 三重県久居市榊原町７７７

国立療養所紫香楽病院 滋賀県甲賀郡信楽町大字牧９９７

国立療養所福井病院 福井県三方郡三方町気山３１５－１－１

国立療養所北潟病院 福井県坂井郡芦原町北潟２３８－１

国立療養所敦賀病院 福井県敦賀市桜ヶ丘町３３－１

国立療養所南京都病院 京都府城陽市中芦原１１

国立療養所宇多野病院 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町８

国立療養所近畿中央病院 大阪府堺市長曽根町１１８０

国立療養所刀根山病院 大阪府豊中市刀根山５－１－１

国立療養所千石荘病院 大阪府貝塚市名越１１９１



国立病院・療養所等における陰圧室整備運営状況

(平成１５年４月７日現在）

住          　　　　　　　　　　　　所

（室） （床） （人）

陰圧室に入
院している

患者数

陰圧室
病床数

陰圧室
（注１）

国立療養所兵庫中央病院 兵庫県三田市大原１３１４

国立療養所青野原病院 兵庫県小野市南青野

国立療養所西奈良病院 奈良県奈良市七条２－７８９

国立療養所和歌山病院 和歌山県日高郡美浜町大字和田１１３８

国立療養所松籟荘 奈良県大和郡山市小泉町２８１５

国立療養所松江病院 島根県松江市上乃木５－８－３１

国立療養所南岡山病院 岡山県都窪郡早島町大字早島４０６６

国立療養所広島病院 広島県東広島市西条町大字寺家５１３

国立療養所賀茂病院（注３） 広島県賀茂郡黒瀬町大字南方９２ 8 8 5

国立療養所原病院 広島県廿日市市原９２６－１

国立療養所西鳥取病院 鳥取県鳥取市三津８７６

国立療養所山陽病院 山口県宇部市東岐波６８５

国立療養所柳井病院 山口県柳井市大字伊保庄９５

国立療養所鳥取病院 鳥取県岩美郡国府町新通り３－３０１

国立療養所徳島病院 徳島県麻植郡鴨島町敷地１３５４

国立療養所東徳島病院 徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

国立療養所高松病院 香川県高松市新田町乙の８

国立療養所香川小児病院 香川県善通寺市善通寺町２６０３

国立療養所愛媛病院 愛媛県温泉郡重信町大字横河原３６６

国立療養所南愛媛病院 愛媛県北宇和郡広見町永野市１６０７

国立療養所福岡東病院 福岡県古賀市千鳥１－１－１

国立療養所南福岡病院 福岡県福岡市南区屋形原４－３９－１

国立療養所大牟田病院 福岡県大牟田市大字橘１０４４－１

国立療養所筑後病院 福岡県筑後市大字蔵数５１５

国立療養所東佐賀病院 佐賀県三養基郡中原町大字原古賀７３２４

国立療養所壱岐病院 長崎県壱岐郡郷ノ浦町片原触２５１０

国立療養所長崎病院 長崎県長崎市桜木町６－４１

国立療養所川棚病院 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷２００５－１

国立療養所再春荘病院 熊本県菊池郡西合志町大字須屋２６５９

国立療養所熊本南病院 熊本県下益城郡松橋町大字豊福２３３８

国立療養所西別府病院 大分県別府市大字鶴見４５４８

国立療養所宮崎病院 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９４０３－４

国立療養所宮崎東病院 宮崎県宮崎市大字田吉４３７４－１

国立療養所南九州病院（注４） 鹿児島県姶良郡加治木町木田１８８２ 8 20 19

国立療養所沖縄病院 沖縄県宜野湾市我如古３－２０－１４

国立肥前療養所 佐賀県神埼郡東背振村大字三津１６０

国立療養所菊池病院 熊本県菊池郡合志町大字福原２０８

国立療養所琉球病院 沖縄県国頭郡金武町字金武７９５８－１

（　国　　立　　ハ　　ン　　セ　　ン　　病　　療　　養　　所　） 0 0 0

国立療養所松丘保養園 青森県青森市大字石江字平山１９

国立療養所東北新生園 宮城県登米郡迫町新田字上葉ノ木沢１

国立療養所栗生楽泉園 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７

国立療養所多磨全生園 東京都東村山市青葉町４－１－１

国立駿河療養所 静岡県御殿場市神山１９１５

国立療養所長島愛生園 岡山県邑久郡邑久町虫明６５３９

国立療養所邑久光明園 岡山県邑久郡邑久町虫明６２５３
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国立療養所大島青松園 香川県木田郡庵治町６０３４－１

国立療養所菊池恵楓園 熊本県菊池郡合志町栄３７９６

国立療養所星塚敬愛園 鹿児島県鹿屋市星塚町４２０４

国立療養所奄美和光園 鹿児島県名瀬市和光町１７００

国立療養所沖縄愛楽園 沖縄県名護市字済井出１１９２

国立療養所宮古南静園 沖縄県平良市字島尻８８８

（国立療養所山形病院分：再掲） (19) (46) (36)

（国立療養所賀茂病院分：再掲） ( 8) ( 8) ( 5)

（国立療養所南九州病院分：再掲） ( 8) (20) (19)

123 194 145

注４）南九州病院の２０床については、１６年６月より結核病床化の予定。

注１）陰圧室には、陽圧室等で陰圧室に転換できる病室を含む。また、結核病床は除く。

注３）賀茂病院の８床については、精神病棟における結核合併病棟内の個室。
注２）山形病院の４６床については、病棟全体の陰圧化であり、病室個別の陰圧化ではない。

合 計


