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抄録：２００２年１１月中旬，SARSが発生してから２００３

年８月７日現在まで，全世界感染者数８４２２名，死亡

者数が９１６名となった。幸い，日本では感染症例が

未だ報告されていない。しかし，この期間中 SARS

伝播地域から帰国した留学生，海外派遣者とその家

族の人数は推定数千人から数万人にのぼる。その内

には発病しない抗体保有者がいる可能性が考えられ

るため，今後，日本も感染する可能性はないと言い

切れない。

今回，著者は伝播地域からの帰国者の歯科診療を

偶然経験したので，その対応策などを報告する。

これから SARSに関する知識を持つことが大切

である。仮に SARSが国内で発生した場合におい

ても各歯科医療関係機関で，パニックに落ちること

なく，速やかに対策をとることを期待する。

緒 言

２００２年１１月中旬，中国広州発の新型肺炎 SARS

（重症急性呼吸器症候群）１，２，３）は香港経由で，急速に

世界各国へ拡散した。WHOの発表では２００３年８月

７日現在，南極大陸を除いた五大陸３２国・地域にも

及んでおり，全世界で感染者数８４２２名，死亡者数が

９１６名となった４）。幸い，日本では感染症例が未だ報

告されていないが，交通網の発達により各国間旅客

の出入りの頻繁さから考えると，「幸運」としか表

現出来ない。さらに２００３年４月から６月の間にSARS

伝播地区から帰国した留学生，海外派遣者とその家

族の人数は推定数千人から数万人にのぼる。その内

には発病しない抗体保有者（キャリアー）がいる可能

性が考えられるため，今後日本も感染する可能性は

ないと言い切れない。

SARS の病原体は新型の「コロナウイルス」（図

１）であると発表されている５，６，７）が，その伝染ルート，

予防方法，治療方法などは確定されていない８，９）。通

常３８℃以上の発熱で発症し，悪寒，筋硬直，頭痛，倦

怠感，筋肉痛などインフルエンザ様症状を伴う，発

症後３～７日目から乾性咳，呼吸困難などの下気道

症状が出現し，一部は重症呼吸不全に陥る５，８，９，１０，１１）。

現状では SARS に関して歯科医師会からの明確な

対応指針がなく，開業医として，もし SARS 抗体

保有の可能性がある患者が来院した場合，どう対応

すれば良いか，大変迷いしかも不安を持っている。

今回，著者は伝播地域から帰国した患者の歯科診

察を偶然経験したので，その対応策を報告する。

症 例

症例１：２００３年４月３０日朝診療開始時間前，患者

H. T.（男性，６０歳）が歯牙動揺のため来院した。H.

T. の妻は約１か月前から中国東北地方の実家に滞

在し，４月２０日に中国から帰国していた。当時，中

国本土には１，０００人を超えた感染症例と５０人以上の

死亡例が報告され，感染者数が増え続けている状況

だった。当日著者自身が風邪に罹患しており，微熱

と軽度の咳があり，体調の良くない状態であった。

私は電話で「今日は体調が良くないので，過日都合

の良い時また電話で改めて予約して下さい」と受付

に指示した。

その後，著者は風邪薬と抗生物質を服用している
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にも関わらず風邪の症状が一進一退，５月６日（祭

日）の夜，体温が３８．０℃に上昇し，近くの病院救急

診療部を受診した。診査の結果，気管支炎との診断

での処方を受け，自宅静養するように勧められた。

もし当時，患者H. T. を診察していたら，著者は

SARS 伝播地域から帰国した自宅隔離中の人と一緒

に生活しているH. T. を診察後，３８．０℃の発熱が

あったとの理由で，IDSC（感染症情報センター）の

SARS 管理例１２）により，「疑い例」として１０日間入

院あるいは自宅内での隔離を指示されたかもしれな

い。また，その噂が地元に広がれば，しばらくの間

休院ないし患者が当院で診療を受けるのを敬遠する

かも知れなかった。

なお，H. T. は６月上旬に再度来院し，歯周病の

処置を行った。

症例２：２００３年５月１８日上海から帰国した親子３

人（母：２８歳，長男：５歳，次男：３歳），自宅隔離

中。母は咀嚼時の疼痛，長男，次男ともに食片圧入

のため５月２４日に予約の電話依頼があった。３人は

日本企業の社員家族で，上海に約１年間暮らしてい

た。５月上旬頃，上海にも感染症例が発生し，死亡

例も確認されたので，日本政府の勧告に従って，一

時帰国した１３，１４）。当院の受付は SARS に対する知識

不足のため，２６日に予約をした。報告を受けた後，

私は患者に理解と協力を電話で説明し，厚生労働省

の通達に沿って１５），診療日を帰国後１１日目の５月２９

日に変更した。

また，毎日朝，晩２回体温を計るように指示し

た１６）。

院内対策

症例２の患者は SARS の「疑い例」あるい「可

能性例」ではないが，SARS ウイルスの抗体保有者

の可能性は否定できない。被感染の確率を最小限に

抑え，また地域住民の不安を起こさないため，院内

対策を行った。

院内対策として１）診療中または診療後スタッフ

の不安と不満とを残さないため，スタッフの理解と

同意を求めた。その結果当院の衛生士１人は同

意，１人は体が弱いとの理由で不同意であった。

２）診療時間内に他の患者の予約を入れないように

した。３）待合室の使用空間を小さく，消毒し易い

ように工夫した。４）風邪の原因となるヒトのコロ

ナウイルスは，冬に流行し，春を過ぎると終息する

傾向がある。このことには湿度が関係しており，乾

燥する冬にウイルスの感染力が強まるためと考えら

れる。それ故 SARS の病原体のコロナウイルスも

基本的には風邪やインフルエンザのウイルスと同様

の性質を持つと考えられる，当日の室温は２４度で

あったが，湿度を６０％に加湿した１７）。

医療従事する者に対する準備

感染の可能性を最小限に抑えるため，適切なPPE

図１ SARSコロナウイルス（約４０万倍，周 振英博士提供）

図２ ビニール製品の活用
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（Personal protective equipment）を行う必要があ

る。当診療所は本格的な用品の用意が間に合わな

かったので，一部は日常用品を応用し，下記の対策

を行った。１）ビニール製品の活用：予防衣の下に

ビニール袋，腕部にポリ塩化ビニリデン製品（図

２），頭部にシャワキャップを応用した。２）N-９５

マスク（図３，４）着用して，フェイスガードを装着

した９，１８，１９，２０）。

診療内容

診療前に問診と同時に当日までの体温計測データ

を検討した。問診内容は外国の滞在先および帰国日

の再確認と帰国後発熱，咳，筋肉痛等症状の有無を

把握した。また，従来歯科初診時で行われる内科的

病歴，アレルギー体質の有無，主訴などをアンケト

票に記録した。その後，患者の体温を計測し（母：

３６．１℃，長男：３６．３℃，次男：３６．３℃），診療内容

は応急処置に限った。

２４日から２９日まで，３人共に体温は平温で，体調

も異常はなかった。

母は左側下顎第二大臼歯の慢性歯根膜炎で，抗生

物質と鎮痛剤３日分を投与した。長男と次男は共に

乳歯の齲蝕で，エキスカベーターで軟化象牙質を除

去し，綿球で水分を拭き，カルボキシセメントで仮

封した。次回の予約は６月５日で，コンポジットレ

ジン修復を行った。

ユニットと器具

診療器具を最小限にし（図５），抗体保有の場合病

原体を拡散させないためスリーウエイシリンジ，

タービンおよび超音波スケーラーの使用を避けた。

術後の消毒・滅菌

SARS コロナウイルスはエンベロープ（envelope）

を有するウイルスである。エンベロープはウイルス

粒子の最外側にある膜，すなわち脂質２重層に，糖

タンパクが挿入された構造をとる６）。消毒剤を作用

させた場合，これを持つウイルスの方が持たないウ

イルスよりも消毒剤で感染力がなくなりやすい。ま

た，０．１％以上のNaOCl（次亜塩素酸ナトリム），７０％

アルコールおよびポビドンヨード（イソジン，ネグ

ミンなど）などが有効との報告がある。これらの報

告より，当診療所では，以下の３点を実行した。

図３ N-９５マスク 図４ N-９５マスク着用

図５ 診療器具

歯科学報 Vol．１０４，No．３（２００４） ３０５

― 25 ―



１）排水関係は０．５～０．６％NaOCl（次亜塩素酸ナト

リウム パイプマン ライオン株式会社）で消毒した

（図６）。２）待合室，デンタルチェーアは７０％アル

コール（消毒用エタノール 山田製薬株式会社）で消

毒（図７），器具は７０％アルコール消毒後，さらに

オートクレーブで滅菌した。３）使用済みの術衣な

どは不透水性袋とビニール袋で二重包装して焼却し

た１９，２０，２１）（図８）。

考 察

SARS 伝播地域から得た情報を分析した結果，

SARS 流行の後，人々の不安心理および親戚や友人

間での感情的な傷などが長期間残っている２２）。図９

は台湾台北市立和平病院閉院時，院内隔離されたス

タッフ達が不安および不満による院内デモを示して

いる。情報不足と意思伝達の不充分による混乱が起

こり易いので，早めに対応策を練る必要がある２３）。

また，SARS の潜伏期は必ず１０日間とは限らず，高

齢者や原疾患のある人は１０日経過後でも発症するこ

とがある２４，２５）。さらに老人の慢性疾患患者では，SARS

に感染しても体温が３８℃まで上昇しない場合もあ

る２６）。当診療所ではディスポーザブル器具を用意し

なかったので，使用後の器具は IDSC の推奨された

消毒法に従って消毒をした。今回の教訓で，ディス

ポーザブル器具を用意するようになった。

図６ 排水関係の消毒 図７ 待合室で７０％アルコール消毒

図８ 焼却物の二重包装

図９ 台北市和平病院院内隔離中のデモ
（Tokyo Yoyo より）
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以上の事項と今回の体験から，術者，スタッフ，

家族および地域住民の安全を配慮する。術者，ス

タッフ，家族および地域住民の不安心理を作らな

い，また不安に対する精神的ケアーを行う。さら

に，SARS 伝播地域からの帰国者は，不安心理や周

囲の人から差別を受ける可能性が考えられる。その

ため，医療従事者は患者の立場を考慮し差別意識を

持たない。患者の臨床症状は，最小限の器具および

薬剤を使用し緩和する。２００３年５月 SARS の抗体

保有の可能性がある台湾人医師が関西観光に訪れた

ことで，日本国内は一時パニックとなった事実はま

だ記憶に残っている。その際ホテルおよびレストラ

ン等は風評のため，客に敬遠され，多大な被害を受

けた２７，２８，２９）。また，伝播地域の医療機関は数か月間

患者数が大幅に減少した事実があった３０）。今後，も

し SARS が流行した場合，患者数が大幅に減少す

る可能性があるため，医院の経営問題を考慮する必

要がある。

結 論

今後 SARS が発生した場合に備え，今回の診療

経験を踏まえて診療に際し，１）スタッフ全員に

SARS に関する知識を教育する。２）待合室に告示

紙を掲示し，患者に伝播地域から帰国後１０日以内

で，３８．０℃以上の発熱，呼吸器症状がある方は，す

みやかに申し出てもらう１２，１５，１６，２０）。３）受付前に，

患者の体温を計測する。４）体温３８℃以上の患者，

あるいは流行地域から帰国した患者は，帰国後１０日

間以後に診療をする１２，１６）。５）可能であれば，他の

患者と待合室で同室にさせない２０）。６）SARS 抗体

保有の可能性がある患者を診療する際，医療従事者

は PPEを行う，すなわちN-９５以上のマスク着用

し，手袋，フェスガードを装着する１７，１８，１９，２０）。７）

ディスポーザブル器具を常に用意する必要がある。

また，診療する際，診療器具を最小限にし，スリー

ウェイシリンジ，タービンおよび超音波スケーラー

の使用をさける３０）。８）排水関係は０．１％～１．０％

NaOCL（次亜塩素酸ナトリウム）で消毒する２１）。待

合室，診療室，デンタルチェアーは７０％アルコール

で消毒する２１）。９）使用済みの廃棄物は不透水性袋

とビニール袋で二重包装して焼却する。１０）術後，

徹底的に手洗いをする１８，２０，２１）。１１）歯科医師の体調

が優れないときは，SARS 抗体保有の可能性がある

患者を診療しない。１２）SARS とインフルエンザの

流行が重なった場合，初期症状から両者の鑑別がつ

かないため，医療従事者は毎年，必ずインフルエン

ザワクチンの接種を受ける２４）など，１２項目について

提案する。

国内外の専門家は「冬には再び SARS が広まる

可能性が高くなる」と警告し，世界各国の公衆衛生

機関は厳重に警戒している１７，３１，３２）。

２００４年１月１２日現在，中国広東省では疑い例３

例３３），５月４日現在北京と安徽省では新たに９例が

報告された３４）。我が国内で SARS の発生がないこと

を祈っている。しかし，万一 SARS が国内で発生

した場合においても，SARS に関する知識を持ち，

各歯科医療関係機関で，パニックに落ちることな

く，速やかに対策をとることを期待する。

本論文の要旨は第２７６回東京歯科大学学会総会（２００３年１０月
１９日，千葉）において発表した。
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附 SARSに関する情報窓口
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２）国立感染症研究所の感染症情報センターのホームページ
http：//idsc.nih.go.jp

３）日本医師会のホームページ http：//med.or.jp
４）WHO（世界保健機関）のホームページ
http：//www.who.int/en/

５）CDC（アメリカ疾病予防対策センター）のホームページ
http：//www.cdc.gov/mmwr/
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Correspondence with patients returning from areas afflicted with the spread of SARS

Takehiko KOJIMA
Tochigi Prefecture
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To date, August 7, 2003, since the occurrence of SARS in the middle of November 2002, the numbers of

infected persons and fatalities in the world have reached 8422 and 916, respectively. Fortunately, there have

been no reported cases in Japan. However, it is estimated that the number of overseas students, overseas de-

tached workers and their families has reached tens of thousands, from the previous several thousand. Among

these are potential antibody carriers who do not get sick or show any symptoms. Thus, it cannot be said that

the infection will not occur in Japan in the future.

I have performed dental examinations and treatment in people who have returned to Japan after having

inadvertently visited areas afflicted with the spread of SARS. Here, countermeasures are reported.

It is important to have a working knowledge of SARS. Even if an outbreak of SARS occurs in Japan, it

is desirable that countermeasures be promptly taken at dental and medical facilities, without panic.

（The Shikwa Gakuho，１０４：３０３～３０９，２００４）
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