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フィリピンレポート 
 

様々なカルチャーショック 
                                                

元木恵 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  

 

 

 仙台医療センターの地域研修では、例年フィリピ

ンの国立熱帯病医学研究所:Research Institute for 

Tropical Medicine（以下 RITM）を選択できるとい

う特色がある。ほかには国立病院機構関連病院へ、

宮城県はじめ東北をめぐる選択肢がある。東北が冬

に差し掛かる 11 月に、常夏のフィリピンで研修を

できるということは、私にとって大変魅力的に感じ

られた。あわよくばビーチでバカンスを・・・と夢

見つつ、本研修へ応募した。もっとも、真面目な理

由としては、海外の病院で研修をできる機会が大変

貴重であるということ、また熱帯感染症や HIV 感

染 stage 4、狂犬病などの日本では稀な疾患を経験

できることは、おそらく今後ないであろうというこ

とがあった。結果的に、女４人で仲良く楽しい 2 週

間の共同生活を送ることができ、様々な体験をする

ことになった。 

 機内で「君の名は。」を観ながら（2 回目）フィ

リピンの首都マニラに到着したのは、夜。風が生ぬ

るく、東南アジアに着いたということを実感。初日

は、RITMに比較的近い場所にあるホテルに1泊し、

翌日別のホテルに移動し、それ以降そこのファミリ

ールームに 4 人で宿泊することになった。例年であ

れば RITM 敷地内ドミトリーに宿泊するのだが、エ

アコン付きの部屋が満室であり、1 階の部屋で窓を

開けて宿泊することに関しての安全面をご配慮い

ただいた結果である。これは非常に幸せなことで、

異国の地で毎晩その日の出来事を大部屋で語らい

ながら過ごしたことも、非常に良い思い出になった。

研修の最後の日だけドミトリーを体験した。だが、

ドミトリーでは、日本で契約した海外用携帯電話の

接続が極めて悪く、窓際でなければ常に圏外だった。

ホテルではスムーズに接続できており、ネット環境

の地域差を実感することとなった。またエアコンも

年季が入っており、騒音で目覚め、エアコンを切る

と暑さで目覚めてしまうという悪循環に陥ってし

まった。例年の諸先輩方がドミトリーで 2 週間過ご

していたことを考えると、尊敬の念を抱かざるをえ

ない。 

 RITM の病床数は 50 床弱で、そのほとんどが感

染症科の入院患者で占められる。病棟には日本の病

院と同じく ICU や陰圧室もあり、また狂犬病患者

用の鉄格子のついた個室もあった。入院患者は多岐

にわたっていたが、そのほとんどは基礎疾患に HIV

を有していた。HIV 感染の stage 4 の患者も多く、

多岐にわたる続発症の症例も経験した。免疫不全に

伴う進行性多巣性白質脳症を発症し、食思不振、る

い痩を呈した患者や、全身にカポジ肉腫があり消化

管のカポジ肉腫による腹痛を訴える患者が、特に印

象的だった（図１）。 

 私はこれまで、HIV 感染症は治療薬開発が進み、

AIDS を発症せず生活できる人が増えていると、漠

然と認識していた。しかし、HIV に感染したことに

気付かず、さらに経済的に裕福でないため身体に不

調が出ても医療機関の受診をせず、AIDS を発症し

末期の状態で救急外来を受診する人が多いことは、

カルチャーショックであった。しかし冷静になって

みれば、日本が国民皆保険制度により平等に医療機

関を受診できることが世界的に稀であり、自分が恵

まれた環境を生きていることを痛感した。 

 夜間救急から入院となった狂犬病患者を翌朝診

察する機会があった。2 ヶ月前にのら猫に手をひっ

かかれたとのことで、ここに至るまで医療機関は受 
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図１ カポジ肉腫患者の足 暗赤色の隆起した結節を認め

る 

 

診していなかったそうだ。その男性は件の鉄格子の

ついた個室でのたうちまわっていた。恐水症・恐風

症を発症しており、誰も何もしていない状態にもか

かわらず、ひどく叫び四肢をばたつかせ、非常に苦

しそうにしていた。その方はその日の昼に亡くなっ

てしまった。狂犬病ウイルスは、神経行性に脳へ到

達しそこで増殖し、多彩な脳炎症状を引き起こす。

その後末梢神経や唾液腺にも移行して、それが他の

個体への伝搬のもととなるひとたび発症すると確

実に死に至るが、ワクチンや免疫グロブリンが発症

予防に有効であり、一定の使用基準のもとによく使

われている。恐水症・恐風症は、狂犬病に特徴的な

症状とされている。これは、水を見ると喉がけいれ

んし身体的苦痛が生じ、また感覚が過敏になるため

扇風機の風程度でも激しい痛みを感じるため、それ

らを避けるようになる病態として説明されている。

ただ、これらの症状を呈しているときでも、患者の

意識は清明であり、昏睡に至るまで徐々に進行して

いくため、患者は苦しみながら最期を迎えていくこ

とになる。フィリピンでは年間 250 人前後が狂犬病

で亡くなっているが、日本では狂犬病の発症例は、

ほとんどない（例外は、海外からの持ち込みである）

日本で狂犬病を排除できた理由としては、島国であ

り外からの持ち込みの可能性が低い点や、ワクチン

接種を徹底したことがある。フィリピンも島国だが、

島の数があまりに多いこともありワクチン接種を

徹底することができないのも、同国で狂犬病が排除

されない大きな要因である。狂犬病は教科書でしか

みない、実感のわかない病であったが、今回の経験

で鮮明に記憶に残った。またそれとともに、日本で

も飼い犬へのワクチン接種が徹底されなくなると

ふたたび国内に拡がるリスクも十分ある、というこ

とを痛感した。 

 外来も毎日見学させていただいた。HIV、HBV

感染症をはじめ日本住血吸虫症、結核、デング熱、

STD など多岐にわたる初診外来を、1 つの部屋で最

大 4 人まで診察を行っており、4 人のうち 1 人は別

区画で診察するが、3 人は横並びの机に向かい並ん

で診察を受けるシステムをとっていた（図２）。日

本ならプライバシーの保護や感染予防の観点から

はありえない光景だが、ここでは誰も気にせずセク

シャリティなどの質問に対しても淡々と答えてい

た。 

 
図２ 新患外来。患者間の距離が非常に近い 

 

 しかも、自分のすぐ隣に結核患者がいることも少

なくない状況なのだが、あまりに結核に罹患するも

のが多いからなのか、N95 マスクもドクターだけが
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つけており、患者家族はもとより外来看護師もサー

ジカルマスクすらつけていなかった。「ここでは、

結核は風邪をひくようなものなの」だそうで、実際

に見学していた間も結核と診断される患者が、かな

り多かった。 

 私たちが外来で診た下腹部の膨隆した患者は、み

な日本住血吸虫の患者であった。この病気は日本で

見つかった「Schistosomiasis」だ、と Fellow の先

生から説明されたが、ピンとこなかった。そのため、

スペルを尋ね携帯で検索しようやく理解すること

ができた。日本ならアルコール性肝硬変や悪性疾患

による腹水を鑑別にあげるところだが、ここはフィ

リピンである。地域が異なると、症候から予測する

鑑別疾患の優先順位が大きく変わってくることを

目の当たりにした。 

 また別の診察室では HIV 患者の再来も行われて

おり、患者のほとんどは若年男性だった。連日この

外来を見学するにつれて、日本では受け持ったこと

が 1 例しかなかった HIV 患者が続々と受診する状

況が、当たり前に感じるようになってきた。慣れの

恐ろしさを実感したのだった。年齢不相応の痩せた

患者ばかりだったことが、印象に残っている。 

 日中に上記のような様々なカルチャーショック

を受けたあとは、楽しいアフター5 を過ごした。4

人で近くのショッピングモールに行ったり（ホテル

から徒歩圏内）、Fellow の先生方にフィリピンの郷

土料理をはじめ、メキシコ料理店に連れて行ってい

ただいたりして過ごした。フィリピン料理は煮込み

系の味付けが多く、辛くなく、白米に合うおかずば

かりで、口に合うものばかりだった。このため、合

わない食事を良い事に、痩せて帰ってこようという

渡航前の甘いもくろみはあっけなく崩れ去った。フ

ィリピンには自炊の習慣はあまりないようで、夕飯

はショッピングモールのレストランで食べること

が基本とのこと。そのため夕方 5 時台になると道路

は大渋滞（インフラの悪さも原因の 1 つだが）、皆

仕事帰りにこぞってショッピングモールに向かう。 

 モールは概して大規模で、レストランも 30 件ほ

ど入っており、店舗も非常に多い。とても 1 日では

見切れないくらいである。物価も安く、シュシュ

100 円、マニキュア 60 円など驚きの連続だった。

果物も安く、マンゴーは１キロたり 400 円弱と、日

本での高価格にならされている私たちにとっては

破格の値段だった（図３）。マンゴーはレストラン

でもシェーキが安価で注文できる。熟したものとま

だ青いものからつくられる 2 種類のマンゴーシェ

ーキがあり、グリーンマンゴーは日本でなかなか見

かけないが、フィリピンではグリーンマンゴーシェ

ーキは、さっぱりして食事に合うため人気だという。

私たちはせっかくだからとマンゴーシェーキを注

文することが多く、帰国後は恋しくなったものであ

った。また、フィリピンは国教がカトリックであり、

クリスマスの準備に余念がないためクリスマス飾

りのコーナーが豊富にあった（図４）。 

 
図３ スーパーの一角に大量のマンゴー 

 

個人的に、車酔い対策には大変苦労した。もともと

酔いやすい体質なので酔い止めは持参していたの

だが、渋滞による一時停止の繰り返しや、悪路によ

る縦揺れだけでなく、バイクや自転車を追いこす際

の横揺れ（片道 1 車線の道が多く、追い越しが非常

に頻繁）も合わさり、これでもかと悪条件が重なっ

ていた。次年度以降にフィリピンに行かれる方には、

酔い止めを多めに持っていくことを勧めたい。 

そんな悪路を乗り越えて、私たちは、RITM の医師

たちの案内で、土日にセブ島へ行くことができた。

セブ島の一角にあるスミロン島で過ごし、ジンベイ

ザメを間近で眺めたり（図５）、カクレクマノミ（“ニ

モ”）と遭遇するなど（図６）、楽しい余暇を過ごす

ことができた。個人的に 1 番満喫できたのは、浜辺

の木陰でハンモックに乗りユラユラ揺られていた



仙台医療センター医学雑誌 Vol. 7, 2017    様々なカルチャーショック 

77 

時間だった。（図７） 

 日本に戻ってきた安心感と、疲労からか、帰国後

に少し体調を崩したものの無事に復活し、地域研修 

後半を国立花巻病院で過ごした。いきなりの寒冷地 

 

 

図４ ショッピングモールにて クリスマス飾り売り場 

 

 

図５ ジンベイザメがすぐそばに！ 

 

 
図６ カクレクマノミ 他にも様々な魚がいた 

 

 

図７ ハンモックで昼寝 

 

勤務は少し堪えたが、こちらでも充実した研修生活

を送ることができた。それでもフィリピンでの 2 週

間は非常に濃密な時間であり、1 カ月以上滞在して

いたような気がするくらい、様々な経験をしてきた。

日々の研修中はもとより、アフター５や土日のセブ

島観光までコーディネートしてくださった

Jonelyn はじめ RITM の諸先生方、本研修に際して

あらゆる手配をしていただき、滞在中も支えてくだ

さった西村先生、東北大学の関係者各位においても

感謝してもしきれないほど感謝している。来年度以

降、当院で初期研修をする研修医にはぜひ異国へ飛

び込んでカルチャーショックをうけてくることを

勧めたい。

 


