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～研究から臨床へのアプローチ～ 
 

                                                 

三宅のどか 1) 

1) 国立病院機構 仙台医療センター ウイルスセンター 臨床研修医  

 

                                                 

 

 

１ はじめに 

平成 27 年 11 月 1 日から 11 月 14 日までの約 2

週間、初期臨床研修制度にある地域研修の一環とし

て、フィリピンにある Research Institute for 

Tropical Medicine（RITM：国立熱帯医学研究所）

にて研修を行った。 

 

RITM：国立熱帯医学研究所の Emblem 

 

 RITM は 1979 年日本国政府とフィリピン国政府

の間で熱帯医学研究所の設立に関する合意書が交

わされた後、1981 年に JICA によって設立された

病院兼研究施設である。当初は 50 症の病棟と研究

棟のみであったが、のちに動物研究施設、熱帯感染

症研究のトレーニングセンター、National Tuber-

culosis Reference Laboratory が建設され、現在で

はフィリピン保健省において感染症や熱帯病に関

する研究を中心となって行う役割を担っている。ま

た、MERS や SARS、新型インフルエンザなどの新

興・再興感染症流行時に指定病院としても機能して

いる。今回私たちが行った研修概要としては、各研

究室、HIV・結核・動物咬傷の外来、感染症科の入

院病棟の見学である。 

 

２ Laboratory 

 RITM は研究所としての役割が大きく、またフィ

リピンにおける熱帯医学・感染症学専門機関として

分野ごとに様々な研究が行われている。東北大学を

はじめとして日本との共同研究も行われており、研

究方法や機材などは日本とさほど大きな変わりは

ない。しかし、研究対象である疾患・感染症のバラ

エティは日本とは大きく異なり、各疾患の病態の把

握から診断、治療薬の開発まで実臨床に沿った研究

を行っている。写真１は寄生虫学の研究室で見せて

いただいたものである。日本ではインフルエンザウ 

 

 
写真１ マラリア迅速診断キット 

 

イルスや RSウイルスなどの迅速キットとして見慣

れたものであるが、これはマラリア診断の迅速キッ
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トである。日本において common disease であるイ

ンフルエンザウイルス感染症と同じ感覚で、マラリ

ア感染症がフィリピンなど熱帯地域での common 

disease であり、さらには迅速に診断を行う必要の

ある疾患であると考えられる。また昆虫医学の研究

所を見学させていただいたとき、若い女性のスタッ

フが大量の蚊を飼育している姿が印象的であった

（写真２）。蚊の生態を研究し、伝染様式の解明や、

遺伝的変異の同定、殺虫剤抵抗性の研究などを行っ

ているという。マラリアだけでなくデング熱などの

蚊を媒介とする感染症の比重が大きいことが伺え

る。このように、RITM は単なる研究施設ではなく、

フィリピンという熱帯地域のニーズに合わせた研

究を行っている施設としての役割が大きいのであ

る。 

 

 
写真２ 蚊を飼育している研究室 

 

３ HIV・結核外来 

 RITMの外来には1日300人を超える外来患者が

訪れる。午前中に外来の廊下を通ると、大量の患者

が長椅子に座って順番を待っている姿が目に入り、

圧倒させられる（写真３）。私たちが見学させてい

ただいたのは、主に HIV 外来・結核外来・動物咬

傷外来である。しかし結核患者のほぼ全員が HIV

感染者であり、HIV 外来に訪れる患者の中にも結核

患者が混ざっているため、医療従事者は常に N95

マスクを着用し診療を行っていた。しかし、結核外

来の診療と小児科外来の診療が同じ部屋で行われ

ているなど、感染対策としてやや疑問が残る場面も

見られた。（写真４） 

 

 

写真 ３ 外来の患者の様子 この写真は午後に撮影したも

のであり、患者の数は比較的少ない方である。  

 

 
写真４ 診察室の様子 部屋の中には 3 つ机があり、結核患

者の診察と小児患者の診察が隣で行われていることもある。  

 

 HIV・結核外来に訪れる患者層は 20‐40 歳代の

若い男性が多い。そして男性患者のほとんどがホモ

セクシュアルまたはバイセクシュアルであり、同性

同士の性行為によって感染が広がっている背景が

伺える。女性患者はほとんど見られず、月に 2-3 人

しかいないという。私がお会いした女性患者は、

HIV 感染者であった夫から感染したと話してくれ
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た。その夫はすでに亡くなったとのことだ。 

 HIV・結核の治療はすでに確立されており、治療

内容やスケジュールは日本と大差ない。しかし、

HIV感染症の first choice であるラミブジンによる

治療が奏功するのは 7 割にとどまり、アレルギー反

応や血球減少などの副作用が出現し中止せざるを

得ない患者も多い。そのため、治療開始後は定期的

にフォローを行う必要がある。また結核患者の治療

においても、DOT（Directly Observed Therapy）

として結核と診断された患者の服薬状態について

の監視とフォローも欠かさずおこなっている。

HIV・結核ともに治療に関して重要なことは、薬の

内容ではなく、患者自身の理解と服薬コンプライア

ンスであると思われる。外来に訪れる患者の中には、

決して近くはない場所から通っている患者も多い。

さらには、採血にて自分の CD4 の値がどのくらい

であったかなど、自分の病気がどういう状態である

のかを正しく把握している印象を受けた。また医療

者側も決してぼやかした言い方はせず、正しい医療

用語で説明を行い、どのような治療を行うのかを説

明していた。それは HIV・結核治療が患者側の理解

と協力が得られないと成り立たない治療であるた

めと思われる。 

 

４ 動物咬傷外来（animal bite） 

外来に訪れるのは感染症の患者だけではない。動

物咬傷の患者も数多く訪れ、多い時期では 1 日 100

人以上来院するという。咬まれた動物は様々で、中

でも多いのはヘビや犬、猫などである。 

写真５のように「このヘビに咬まれた」と言って患

者がヘビを持参して救急外来を訪れることもある。

持ってきたヘビの毒を animal laboratory にて抽出

し、毒性があるかどうかの検査を行う。毒がないと

判断されれば消毒のみで帰宅となる。フィリピンで

最も危険なヘビは、「フィリピンコブラ」である。

私たちが滞在中にも、フィリピンコブラに咬まれた

という患者が RITM に搬送されてきた。搬送時

GCS3 点、すぐさま挿管され抗毒素血清薬の筋注を

行ったところ、速やかに GCS15 点まで改善したと

いう。写真６は入院後の患者の様子である。挿管さ

れ、患者の家族がバックバブルマスクを押して換気 

 

 

 

写真５ 咬まれたヘビを持ってきた患者 

 

を行っているが、患者本人の意識ははっきりしてい

る。そして大腿部にはコブラに咬まれた瘢がみられ

る。この患者は、翌日には抜管し、翌々日には退院

したという。フィリピンコブラの毒は致死的である

が、抗毒素血清薬が著効するということを、目の当

たりにした症例だった。 

 では、そのフィリピンコブラの抗毒素血清薬をど

のように作成しているのか。私たちは RITM から遠

く離れた RITM の Laboratory の 1 つ、Snake farm

を訪れた。恐る恐る足を踏み入れた私たちを巨大ヘ

ビが出迎えてくれた。しかしこのヘビは毒をもった

ヘビではなく、おとなしい女の子（？）とのことで

ある。 

 厳重に鍵がかかった箱のふたを開けると、「シャ

ー」と威嚇した声を発しながらフィリピンコブラが

現われた。（写真７）スタッフは先が曲がった金属

の棒のようなものでフィリピンコブラの体を掬い

上げると、顎を掴み、濾紙のふたがされた小瓶に牙

を差し込んで、毒を抽出する。（写真８）この毒を

同施設内で飼育している馬（写真９）に注射するこ

とで、抗毒素血清薬が完成する。こうして作られた

抗毒素血清薬によって、数多くの命が救われている

のだと感じた。 

 またフィリピンにおける動物咬傷で日本では見

られない病気として、狂犬病が挙げられる。最近報 
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写真６ フィリピンコブラに咬まれた女性 

 

告されている日本での狂犬病発症者は全て輸入感

染症であり、日本にいる犬からの感染の報告は

1956 年が最後である。日本で狂犬病を絶滅できた

理由として、島国であるということ、犬への予防接

種を義務づけたこと、野良犬を駆除したことなどが

挙げられる。しかし、同様に島国であるはずのフィ

リピンではいまだ狂犬病の脅威が残っている。その

理由として、フィリピンは 100 を超える島が存在し

ており統制が難しいことや、犬へのワクチン接種が

普及していないこと、野良犬が多数存在することな

どが挙げられる。犬の飼い主やブリーダーなどの中

でも、「咬まれたら病院へ行けばよい」と考えてい

る方が多数いるため、犬への狂犬病ワクチンを行う

飼育者はごく少数だという。実際、動物咬傷外来に

受診する患者の中にも、自分の飼い犬に咬まれたと 

 
写真７ フィリピンコブラ 

 

いう方が多く見受けられた。狂犬病は発症すると

100%の致死率である恐ろしい病気であり、世界の

統計にて死因 12 位となっている。そのため、発症

予防が重要となる。フィリピンで用いられていた狂

犬病のガイドラインによると、咬まれた傷の深さ・

場所によってカテゴリーAからカテゴリーCまで分

類を行い、カテゴリーA・B では狂犬病ワクチンの

みの投与、カテゴリーC では狂犬病ワクチンに追加

し、咬傷部周囲の免疫グロブリン投与が必要となる。

また、狂犬病ウイルスに感染するのは犬からだけで

はなく、猫、コウモリ、猿などから感染した報告も

あり、これらの動物から咬傷を受けた場合は同じよ

うな処置が必要となる。患者層としては圧倒的に小

児が多く、それは犬などが同じ目線で噛みつきやす

いなどの要因があるように考えられる。そのため、

ワクチンと免疫グロブリンの注射を行う処置室で

は子供たちの泣き叫ぶ声が飛び交い、子供の体を一

生懸命押さえつけながら素早く注射を行うナース

の手際の良さには感動を覚えた。（写真１０） 

 

５ 入院病棟 

 RITM の病院には全 50 床ほどしか病床はなく、

私たちの滞在期間中は、その半数が感染症科のベッ

ドとなっていた。その中でも、MERS や SARS な 
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写真８ フィリピンコブラの毒を抽出 

 

 

写真９ 同施設内で飼育されている馬 

 

ど新興感染症疑いの患者を収容する隔離病室（写真

１１上）、エボラ感染症患者のための病室（写真１

１下）、狂犬病患者を収容するため鉄格子がはめら

れた病室（写真１２）など、特殊な病室も存在した。

私たちの滞在中には、中東アフリカに滞在後に発熱

が見られたという、MERS 疑いの患者が入院して

いた。その患者は PCR にてウイルス陰性を確認し

たため二，三日で退院となっていた。また、滞在中

に狂犬病の患者は入院していなかったが、以前に入

院していた患者の中には、これだけ頑丈に作られた

病室でも興奮状態の狂犬病患者を抑えることは難

しく、最終的に射殺せざるを得なかった患者もいた

という。 

また、日本の病院と同じく ICU も 2 床存在した

が、ナースが在室しモニター監視を行っている部屋

といった印象を受けた。また陰圧室となっている結

核の病室も存在したものの、患者家族はマスクを装

着せずに一日中付き添っており、普通に廊下にまで

出歩いているなど、やや感染対策面で疑問が残る場

面もみられた。 

 

６ RITM の医師の一日 

 RITM で働く医師の一日は病棟回診から始まる。

朝の回診ではフェローとレジデントを中心に回診

を行い、丁寧に問診と身体診察をとり、必要な検査

や治療方針を立てていく。夕方は上級医と一緒に回

診を行い、検査結果を踏まえたプレゼンテーション

を行いつつ、今後どのような検査が必要か、また治

療方針をどう立てるかなどを上級医と一緒に考え

ていく（写真１３）。また、外来業務もこなさなけ

ればならないフェロー達は、日中に入院患者の処置

を行う時間がないため、夜に髄液穿刺や胸腔穿刺な 

 

 
写真１０ ワクチン接種の様子 

 

どの処置を行っていた。写真１４は髄液穿刺を行っ

ている様子であり、手順・滅菌操作は日本とそこま

で変わりはないものの、時間は夜の 23 時である。 

入院患者は PCP 肺炎を発症し低酸素血症となって

いる患者、脳炎と脳膿瘍により片麻痺と意識障害が

見られている患者、原因不明の胸水貯留がみられる

患者、1 年間下痢が止まらない患者など、臓器・症

状は多彩である。しかしそのほとんどが HIV 感染

者の患者であった。 
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写真１１ 隔離室 

 

 

写真１２ 狂犬病患者の病室 

 

 また RITM で行える検査は少ない。もちろん検体

があれば併設された研究所において PCR や検鏡な

どの検査は行うことができるが、MRI や CT などの

画像は他の病院で行わなければならない。また採血

も最低限の項目のみの検査となる。日本とフィリピ

ンでの保険制度の違いや、金銭的な面での環境が異

なることを考慮すると、検査・診療方法の違いにつ

いてはそこまで驚くべき事柄ではない。しかし、身

体診察のみで多くの情報を得て鑑別診断を行い、限

られた検査項目だけで治療方針を打ち出す医師た 

 
写真１３ 上級医とともに回診をする様子 

 

ちの裁量は見習うべきと感じた。日本で自分が行っ

ていた「とりあえず CT を撮ってみる」「とりあえ

ず採血項目を提出する」といった診療方法を見直す

機会となった。 

 

 

写真１４ 髄液穿刺の様子（23 時頃） 

 

７ 終わりに 

 今回の研修では、様々な感染症、HIV／AIDS 診

療、狂犬病など日本では見られない病気を目の当た

りにした。そしてそれぞれに対して、フィリピンと

いう国としてどのような研究が行われ、どのような

対策がとられ、どのように治療を行っていくのかな

ど、地域・患者のニーズに応じた研究から臨床への

アプローチを学ぶことができた。また、フィリピン

の医療から学ぶことも多く、それらを知ることでは
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じめて客観的に自分たちが日本で行っていた医療

を見直すことができた。このことも、今回の研修に

おいてでしか得られなかったことであると考える。 

また私たちの世話をして下さったフェローをは

じめとする RITM の医師・研究者達（写真１５）は、

私たちのことを親切に出迎え、わかりやすい英語で

丁寧に説明をして下さった。また、勤務時間中だけ

でなく、勤務終了後には毎日街中へ連れ出してくれ、

フィリピン料理をはじめとする様々な料理をご馳

走して下さった。そのため毎日が新しいことだらけ

で、飽きることなく充実した 2 週間であった。 

最後に、フィリピンでの地域研修という機会を下

さった当院研修部長篠崎先生、フィリピンまで引率

してくださったウイルスセンターの西村先生、現地

においてお世話になった東北大学のフィリピン拠

点プロジェクトのスタッフの方々、そして一日中私

たちに付き添い、様々な場所に連れて行ってくれ、

色々なことを教えてくださったフェローの先生方

をはじめとする RITM 職員の方々に心から感謝を

申し上げ、末尾の言葉とさせていただく。 

 

 

写真１５ お世話になったフェローの先生方と西村先生 




