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研修概要 

平成 26 年 11 月 3 日～平成 26 年 11 月 14 日にか

け、フィリピン国内のフィリピン共和国熱帯医学研

究所 RITM （ Research Institute for Tropical 
Medicine）にて臨床研修を行った。 

主な研修内容は病棟業務、外来（動物咬傷、DOTS、
一般外来 / 救急外来）での一般診察、および各部

門研究室ごとに行われたレクチャーである。今回は

成人疾患にのみに関わり、動物咬傷を除いて、小児

疾患は受け持たなかった。また、滞在期間時に同施

設にてエボラ出血熱への対応を学ぶ総合集会が開

催されていたため、そちらにも参加させていただい

たが、その詳細については本レポートでは省略する。 
はじめに、日本との医療資源/ 衛生環境の違いに

ついて簡単に述べる。院内で施行可能な検査はレン

トゲン（パソコン画像でなく現像フィルムに限る）、

エコー、限られた血液検査（血算、Na・K・Cl の

電解質、BUN・Cr、肝酵素のみ）、各種培養検査、

血液標本の検鏡のみであり、CT スキャンを要する

場合には車で 30 分ほどかかる大学病院への転送が

必要とされていた。 
院内環境は総じて衛生的とは言えなかった。また、

入院用の 4 人部屋に対し扇風機が一台あるのみで

室内は蒸し暑く、ほとんどの部屋で窓が外界へ開け

離れていた。照明は暗く、診察時には医師が携帯電

話の明かりを使用しながら身体所見の診察にあた

っていた（写真１）。医療器具のひとつひとつにつ

いても、大きな違いがみられた。日本ではすでに常

識となっているアルコール綿の個包装はなく、アル

ミ缶にアルコールを浸して複数のガーゼを湿らせ

ていた。清潔手袋を除けば一般処置で手袋を使用 
 

 
写真１ 

 
することは、ほぼなかった。また、点滴の刺入部の

固定もテープで 2 箇所ほど止めただけのごく簡易

なもので、容易に刺入部より感染を誘発しそうな状

態であった。 
今回のレポートでは 2 週間の研修で学んだ事柄

を、主に臨床分野に重点を置いて、入院部門・AIDS
外来部門・DOTS 部門・動物咬傷部門に分けて記述

する。 
 
入院部門～成人疾患 

病棟は北病棟と東病棟に分かれており、通常であ

ればおよそ 50 床ほどであるが、私達の滞在時はエ

ボラ出血熱の患者への隔離室確保のため入院患者
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を 20 人程度まで縮小させていた。滞在最終日にエ

ボラ出血熱疑い患者が入院となり、病院には厳重な

隔離体制がとられた（写真２）。入院患者には HIV
感染からの AIDS を基礎疾患とした PCP（ニュー

モシスティス肺炎）、TB（結核）、CMV 網膜炎、全

身リンパ節腫脹による摂食困難などの合併例が多

く、ついで、デング熱、ヘビ（コブラなど）やその

他の動物による動物咬傷がみられた。 
 

 
写真２ 

 
HIV 感染と合併症 

AIDS 患者は 20～40 歳台の若年男性に多く、経

歴としてホモセクシュアル、バイセクシュアルの性

活動をもつ人がほとんどであった。日本では輸血製

剤による HIV 感染の影響もあり医療費用に対して

政府援助が強く得られるのに対し、フィリピンでは

こういった性交渉による HIV 感染が主流となって

いるためか、政府援助は弱い。よって入院して加療

を続けられるのは金銭的に恵まれた一部の患者で

あることが推察できた。 
入院を要する AIDS 患者では汎血球減少がほぼ

必発しており、どの患者も易感染性から多種類の抗

生剤投与を受けており、PIPC/TAZ・Fluconazle・
Gancicrovir・Clindamycin の併用例が多くみられ

た。多量の抗生剤使用から偽膜性腸炎や肝腎機能障

害をきたしている例もみられ、全身管理はなかなか

難しい。 
 
ICU について 

ICU はわずか数床であった。レスピレーターやバ

イタルモニターの利用は可能であるものの、私達が

イメージする ICU とはだいぶかけ離れており、「モ

ニターが使用できる個室」というという印象であっ

た。モニター情報は遠隔操作では飛ばせず、患者の

そばに行ってモニター表示を見ない限りは実際の

バイタルは把握できなかった。一方で、一般病棟で

はバイタルモニターは使用出来ず、患者のバイタル

サインの把握は看護師の巡回時のみに限定されて

いた。日本であればサチュレーションモニターの値

を見て、SpO2 が低下すれば即座に酸素増量となる

であろうが、PCP（ニューモシスティス肺炎）患者

でも SpO2 は 1 日 3 回測定が基本であった。 
 
蛇咬症 

ICU にはコブラに足背を咬まれ、コブラ毒による

呼吸筋麻痺のリスクから気管挿管されている患者

が入院していた（写真３）。しかし酸素化は良好で

呼吸筋麻痺のリスクは低いと判断され、1 日でレス

ピレーターを離脱できた。抜管後も気道狭窄予防の

ためにサルブタモールが投与されていた。コブラは 
 

 
写真３ 

 
受傷後 4 時間程度で昏睡にいたるため、早期診断と

治療（重症患者では抗コブラ毒素血清 10-20A, 15
分おき）の開始が求められる。本患者は軽度の眼球

運動障害のほかに中枢神経症状は認めなかったも

のの、創部から下腿にかけて強い腫脹と熱感が認め

られた。フィリピンではコブラのみならず多くの種
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類のヘビによる咬傷がみられる。ヘビのなかの20％
近くが毒性を持っており、毒が血行性に広まるか神

経性に広まるかによっても症状の出現時間や重篤

度の差が大きく異なるため、ヘビの種類の同定は重

要なポイントとなっていた。フィリピンの一般成人

は咬み跡の形からコブラかどうかを判断できる人

が多いとのことである。また、滞在 2 週目には

Snake farm を訪れ、ヘビ毒の採取の方法やウマを

使用した抗毒素血清の作成方法について実際に見

学させていただいた（写真４）。 
 

 
写真４ 

 
中東呼吸器症候群？ エボラ病？ 
また ICU には、MERS-Cov（中東呼吸器症候群）

疑いの患者が隔離入院になった。現病歴としては半

年間にわたる発熱の持続と、レバノンでの勤務経歴

より上記疑いとなった。検査の結果 MERS-Cov は

陰性であり、一般病棟で慢性肺炎としての治療にシ

フトした。 
フィリピンではアジアのみならず、出稼ぎ目的で

アフリカ、アメリカへ出ている人口比率が高く、こ

のような背景が世界各国からの感染症を国内へ持

ち込みやすい因子のひとつとなっているようであ

る。現在、大きな話題になっているエボラ出血熱に

対しても同様のことが予想され、フィリピン国全体

をあげたエボラ出血熱への理解と初期対応能力の

獲得が急がれていることがよく理解できた。 
 
デング熱とマラリアについて 
熱帯気候のため、デング熱の患者も多くみられた。

デング熱には 4 つのサブタイプがある。初発症状と

しては食欲不振・倦怠感がみられ、そのほかに腹

痛・腰痛・皮疹・上眼瞼の痛みなどの症状がある。

一般には予後良好で対症療法で十分であるが稀に

血液凝固異常をきたし重症出血や臓器不全をきた

す場合がある。早期にそのような重篤な病態を見極

めるために、血圧計を強く巻いた状態で紫斑の出現

をみる“ターニケットテスト”がひとつの凝固異常

を知る指標となる。検体検査としてはいくつか種類

があるが、N1S Ang test は感染後 1-3 日で陽性率

が高く、IgG/IgM rapid Antibody test は感染後 7
日以降でないと陽性にならないことから、感染時期

を考えた適切な検体検出が診断に重要である。多く

のケースでは発症後 48 時間での解熱が得られ、経

口摂取が可能であれば退院可能であるとのことで

あり、10 日間前後で軽快にむかうことが多いとの

ことであった。 

 
写真５ 

 
デング熱との鑑別として重要な代表疾患にマラ

リアがあげられる。マラリアはマニラ近郊では確認

されていないため、「どこで蚊にさされたか」とい

う問診が肝要である。マラリアの迅速診断キットも

存在するが、検査料が高価（1 キット 約 2500 円）
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であり、マラリアが疑われる場合には血液スメア標

本の確認が特異度も高く低コストで済むため、最優

先されるようだ。実際に Microbiology 研究部門で

は、マラリア患者の血液標本を見させていただいた

（写真５）。マラリアにも５つのサブタイプが存在

しており、感染赤血球のサイズが通常赤血球よりも

拡大/ 縮小しているか、さらには感染赤血球の変形

などの形態学的観点から、サブタイプの同定にあた

っていた。中には複数のマラリアの混合感染といっ

た複雑な症例がみられることもあるという。RITM
では WHO 主導のマラリア検体収集やアフリカか

らの検体収集をしており、マラリアの死亡率などの

推定やマラリアサーベイランスの上で、中心的役割

を果たしていた。 
 
動物咬傷部門 Animal Bites 
動物咬傷患者専用の外来部門である。1 日あたり

80 人～100 人の動物咬傷患者が、来院する（写真

６A、６B）。その約 8 割の受傷原因は、野生の動物 
 

 
写真６A 

 

ではなくペットによるものである。受傷内容を簡潔

に把握するために、カルテ記載の順序としては、①

何の動物に咬まれたか（犬・猫・そのほか）②受傷

日、③受傷時刻、④受傷場所の 4 項目を必須とする

ととともに、傷が複数か単数か、来院前にどうよう

な処置を行ってきたかを記載する。そして重症度に

応じてカテゴリーⅠからカテゴリーⅢまで分類し、 

 
写真６B 

 
それに応じて以下の通りに治療を行う。 
カテゴリーⅠ：傷が表皮までの深さ。 
⇒経過観察で可能である。 

カテゴリーⅡ：傷が真皮まで達するが出血なし。 
⇒上腕両側に狂犬病ワクチン接種を行う 

カテゴリーⅢ：出血を伴う傷、または顔面の傷。 
⇒上腕両側に狂犬病ワクチン接種かつ免疫グロ

ブリンの局所注射を行う。 
カテゴリーⅡ以上の症例では初診ののち、3日後、

7 日後、14 日後（ないし 28 日後）のフォローが必

要とされる。 
患者の中にはワクチン接種の過程で再度受傷す

る者や、受傷から数日経て、創部が大きく腫大し皮

膚色調不良になってはじめて来院する者も珍しく

なかった。 
 
AIDS 外来部門 
患者のほとんどが、ホモセクシュアルないしバイ

セクシュアルの背景をもつ若年男性である。患者は、

自分の CD4 リンパ球の値、視力や視野障害の程度、

そしていつからどのような治療スケジュールを行

ってきたかをそらんじることができるほど、自分の

病態を熟知していた。CD4 リンパ球数値は半年ご

とにフォローされ、200/μ以下になることが治療薬

cotrimoxazole の開始基準であり、50/μL 以下にな
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ると AZM（アジスロマイシン）開始の基準となる

ことから、CD4 リンパ球数値が非常に重視されて

いた。また、診察の際には口腔カンジダ症の有無の

確認のための舌の視診は欠かさず行われていた。易

感染性を示唆する重要な所見であるためである。 
一方、救急外来では長年にわたり AIDS の診断を

受けていながら、未治療のまま過ごしていたために、

全く下腿が動かず両側の聴力もほぼ失った状態に

なってしまい、そのとき初めて受診した患者もみら

れた。この患者はクリプトコッカス髄膜炎による脳

神経異常をきたしている可能性があったため、腰椎

穿刺試験を行う方針となった。 
その他にも救急外来では、AIDS による PCP（ニ

ューモシスティス肺炎）のために著しい低酸素血症

となり、呼吸困難をきたして来院する患者が多くみ

られた（写真７）。このような重篤な病態になるま

で未治療でいることが多い原因として、フィリピン

では経済格差が大きく、AIDS 治療費が払えない人

が多いという社会的背景があるようだ。中には CD
４リンパ球の数が 1/μLや 4/μLといった重症患者

もみられ、即座に輸血と ATRV が開始された例もい

くつか見られた。 
 

 
写真７ 

 
AIDS 研究室では AIDS の診断方法について学んだ。

AIDS スクリーニング法としては PA、ELISA、IC

法などがあり、確定診断はウエスタンブロットによ

り行われる。Gp160 がエイズの確定診断となるプ

ロットバンドである。 
 
DOTS 部門 

DOTS と は Direct Observed Treatment 
Short-course の略であり、結核服薬を直接監視下に

管理使用する試みである（写真 8）。約 80 人が通院

しており、そのほとんどが AIDS を基礎背景に持っ

ているため、易感染性を踏まえて投薬期間の限度は

2 週間に限定し、こまめな管理が行われていた。患 
 

 
写真８ 

 
者の通院スケジュールは、DOTS 外来のカレンダー

に札をかける形で管理されており、札の裏に患者の

名前と電話番号が記載され、未来院の患者に連絡す

る形式をとっていた（写真９）。 
 

 
写真９ 
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DOTS の入り口は通常外来とは別れて設置され

ており、院内に入ることなく外から直接 DOTS 診

察室に入れるように設計されていた。DOTS 利用患

者は既に喀痰陰性が確認されていることから、診察

室は陰圧室である必要はなく、入り口を大きく開い

た空間であった。なお、現時点では RITM で使用可

能な抗結核薬は結核治療の 1stラインの薬剤に限ら

れているため、MDR などの薬剤抵抗性が認められ

た患者は 2nd ラインの治療のために大学病院への

搬送が必要であった。MDR に対する治療ガイドラ

インはいまだ明確なものが示されておらず、今後、

BedaqulineやDelamanidなどの新薬への期待が高

まっている。 
 
総括 
気候、風土、社会経済的背景など、ありとあらゆ

る点で日本と異なるフィリピンでは、その疾患構造

や医療体制、使用できる医療資源、患者と医師との

関わり方にも大きな差があることを、身をもって実

感できた。日本では、「抗生剤の治療を受けた」と

いう事実は知っていても、自分の炎症がどれくらい

重篤で、なんという名前の抗生剤を使ったかを言え

る患者はごく一部であろう。RITM の外来患者のひ

とりに、「よく自分の病気を分かっているのですね」

と感心して話したところ、「自分の状態を知らない

と、なにがきっかけで具合が悪くなったのか分から

ないではないか」との返されたことが、印象的であ

った。 
今回、これまでの初期研修では出会ったことのな

かった動物咬傷、デング熱、症候期に入った AIDS
患者などのケースを経験することが出来、非常に充

実した 2 週間を過ごすことが出来たが、中でも

AIDS に関する事柄が心に強く残った。 
日本でも AIDS 患者は増加の一途をたどってお

り、今後、悪性腫瘍・心疾患に続き、肺炎を抜いて

死亡原因の 3 位になるかもしれないとの予測もあ

る。近年の抗ウイルス薬の進歩により AIDS の長期

生存は大幅に改善しているが、そのためには良好な

服薬アドヒアランスが欠かせない。日本でも経済格

差は徐々に顕在化してきており、今後、AIDS 患者

の医療費に関わる問題も出てくる可能性があると

考えられた。 
これまでの自分の診療姿勢を振り返ると、患者の病

態がよく分からない時には、まず採血検査を一通り、

CT もとりあえずとり、その結果をみて病態を考え

るという後付けが多かったように思う。しかしなが

ら、今回の環境のように限られた医療資源しかない

場合には、患者の病態を身体徴候から可能な限り推

察し、必要最低限の検査で治療につなげることの重

要性を学んだ。また、どんなにありふれた症状であ

っても、自分が想像もしないような疾患が潜んでい

る可能性があるという事実を再確認するきっかけ

にもなった。今後医師を続けていくうえで、ひとり

ひとりの患者に対し、より柔軟に物事をとらえ、適

切な医療資源の使い方が出来るように心がけよう

と思う。 


