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内 容

・渡航医学と産業医学

・海外勤務者の現状と問題点

・対策の例

・感染症と労災（特に海外出張者対策）

・まとめ（今後の課題）

渡航医学と産業医学の海外渡航に対する考え方

渡航医学 健康上、障害やリスクのある方も旅行を楽しんでもらう。

（例 透析患者の海外旅行）

産業医学 健康診断を行い、異常がないことを確認した上で

海外へ従業員を派遣する。

⇒ 健康上、様々なリスクを持った従業員が渡航

しなければならない状況へ

接 点
どうすれば安全で健康を損なわず渡航出来るか？

渡航医学（Travel Medicine）とは？

人が移動することによって生ずる様々な健康問題

を取り扱う医学。

関係する医学分野

公衆衛生学、熱帯医学、感染症学、産業医学、

航空医学、登山医学、精神医学、軍事医学、

移民医学など

海外長期滞在者数
（外務省・海外在留邦人数調査統計）
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在留邦人総数
1,131,807人 （2009.10.1）

前年比 1.33％増

永住者 373,559人
長期滞在者 758,248人

全世界

先進国

途上国

海外進出企業における健康管理の課題

円高や人件費の関係から製造コスト

の安い地域へ進出

→衛生状況が劣悪で、医療レベルの低い
地域での健康管理が必要とされる。

これまで以上の予防対策

中小企業対策の欠如

より詳細な情報収集の必要性

緊急時の対応

海外勤務者の健康管理の構図

海外勤務者

企 業
人事労務担当者

健康管理スタッフ

適正配置に必要な情報

健康情報

医療サポート安全配慮義務

社員としての自己

健康管理意識の向上

業務内容等の情報
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発展途上国発展途上国 先進国先進国

メンタルヘルスメンタルヘルス

感染症感染症

生活習慣病生活習慣病

海外勤務者が気をつけるべき3大疾病海外勤務者が気をつけるべき3大疾病

社員が海外で罹患した感染性疾患

事例あり 242社 （47.4％）

A型肝炎 66社 （12.9％）

急性B型肝炎 34社 （6.7％）

腸チフス 19社 （3.7％）

デング熱 18社 （3.5％）

マラリア 18社 （3.5%）

狂犬病の疑いのある

動物による咬傷 4社 （0.8%）

アンケート調査結果

回答数 513社／2,124社 （24．2％）

実質有効回答 511社

海外進出先

中国 445社 87.1%
中国以外のアジア 410社 80.2%
北アメリカ 362社 70.8%
西ヨーロッパ諸国 285社 55.8%
東欧・ロシア 135社 26.4%
中南米 129社 25.2%
オーストラリア 100社 19.2%
中近東 94社 18.4%
アフリカ 48社 9.4%
ニュージーランド 34社 6.7%

先進国のみの企業 12社 2.3％

海外勤務者に対する予防接種、
予防内服の実施状況

Ａ型肝炎ワクチン 299社 （58.5%）

Ｂ型肝炎ワクチン 262社 （51.3%）

破傷風トキソイド 255社 （49.9%）

インフルエンザ 119社 （23.3%)

狂犬病ワクチン 113社 （22.1%）

日本脳炎ワクチン 113社 （22.1%）

黄熱病ワクチン 53社 （10.4%）

マラリア予防内服 31社 （6.1%）

Case.1

インド、バンガロールへ3年間

赴任することになった35歳の

男性社員が、産業医に相談

に来ました。

Question

１．海外出張の際、いつも時差ぼけで困っているが

何か良い方法はありませんか？

２．予防接種はどのようなものを接種したら良いで

すか？

３．海外へ行くといつも下痢になって苦労するのです
が、どうしたら良いのでしょう？

４．虫除けを塗る際、日焼け止めも塗ろうと思ってます
が何か注意することがありますか？

５．バンガロールはマラリアの心配はないのですか？
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１．時差ぼけ

時差5時間以上の地域に急速に移動した場合

Question

１．海外出張の際、いつも時差ぼけで困っているが

何か良い方法はありませんか？

２．予防接種はどのようなものを接種したら良いで

すか？

３．海外へ行くといつも下痢になって苦労するのです
が、どうしたら良いのでしょう？

４．虫除けを塗る際、日焼け止めも塗ろうと思ってます
が何か注意することがありますか？

５．バンガロールはマラリアの心配はないのですか？

2.予防接種の選択 ワクチンの優先順位の考え方

Required vaccine ：要求されるワクチン
要求国への感染症流入を防ぐための社会的要求
接種を拒否すると入国を許可されないこともある

Routine vaccine : 定期予防接種
WHOのEPI (Expanded Program on Immunization)で基本

を定め、各国はこれに準拠して定期接種を行っている
就学時に定期予防接種の実施を求められる

Recommended vaccine : 自己予防、任意
自己防衛のために任意で接種
過去の接種歴や現地での活動内容等をもとに選択

            感染症                     他の健康上の問題 

 
旅行者下痢症         （30~80%）   体調不良のため薬の内服を行う （25~65%） 
                                 医療機関の受診または帰国      （８％）

                                 ベッド臥床                    （６％）

マラリア 
  西アフリカ予防内服なし（2.5%） 
急性呼吸器感染症        （1.5%） 
                                 労働不能                         （1%）

                                 入院                          （0.4%）

A 型肝炎               （0.3%） 
淋病                   （0.2%） 
狂犬病のリスクの       （0.1%） 
ある動物による咬傷 
B 型肝炎              （0.08%） 
                                 航空機による緊急搬送         （0.07%）

腸チフス              （0.03%） 
インド北部、北西アフリカ、ペルー 

エイズ                （0.01%） 
腸チフス 他の地域    （0.003%） 
                                 海外で死亡                  （0.001%）

コレラ              （0.0003%） 
 
    途上国への 10 万人の旅行者が 1 ヶ月に遭遇するであろう健康問題の発生率 
                                                       資料   WHO 世界保健機関 

            1987 年                          2008 年 
 
旅行者下痢症         （30~80%）   旅行者下痢症                （20~60%） 
                                  （ETEC＞15%） 
マラリア                                  
西アフリカ予防内服なし (2.5%)  マラリア 

急性呼吸器感染症    （1.5%） 西アフリカ予防内服なし       （1.2%） 
   インフルエンザ A 型もしくは B 型       （1.0%） 

                                 デング熱                           （1.0%） 
                                 狂犬病のリスクのある動物による咬傷(0.45%)   
A 型肝炎               （0.3%） マラリア（アフリカ：予防内服の有無に関わらず）

淋病                   （0.2%）                                  （0.2%） 
狂犬病のリスクの       （0.1%） A 型肝炎             （0.04%） 
ある動物による咬傷               腸チフス（南アジア、北/西/中央アフリカ） 
B 型肝炎              （0.08%）                 （0.03%） 
                                 ダニ媒介性脳炎（オーストリア郊外）（0.01%） 
腸チフス              （0.03%） B 型肝炎            （0.005%） 
インド北部、北西アフリカ、ペルー  腸チフス（その他の地域）         （0.003%） 

エイズ                （0.01%） エイズ              （0.002%） 
腸チフス 他の地域    （0.003%） コレラ             （0.0003%） 
                                 日本脳炎                   （0.0001%） 
コレラ              （0.0003%） ポリオ           （0.000035%） 
途上国への 10万人の旅行者が 1ヶ月に遭遇するであろう健康問題の発生率の推移 
Steffen et al Health Risks Among Travelers-Need for Regular Updates 
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予防接種の優先順位の考え方
Robert Steffen （国立感染症研究所 木村幹夫 改編）

ワクチン接種の有無による罹患率

Vaccines in Travel Health: From Risk Assessment to Priorities
Robert Steffen and Bradley A. Connor  Journal of Travel Medicine Vol12,No1 2005

ワクチン選択時の判断条件
・過去の接種歴 （定期予防接種を含む）

母子手帳などで接種歴を確認

不明ならば、誕生年より推測

アレルギー歴も確認

・出発までの時間

1ヶ月程度が多く、同時接種は必須

3回接種が間に合わなければ、とりあえず2回まで

・渡航先の情報

流行情報：WHO、検疫所、外務省、ProMED
常在疾患：ITH 、Fit for travelなど （特に熱帯熱マラリアに注意）

・現地での活動内容、医療機関へのアクセス

外傷、咬傷などのリスクの有無：破傷風、B型肝炎、狂犬病

接種間隔

・本来の接種間隔が確保出来ない場合

接種間隔が延びるのは良い

接種間隔を極端に短くするのは避ける

・過去の不完全接種後の対応

・生ワクチンは接種回数を満たせば良い

（1回毎が独立している）

・不活化ワクチンとトキソイドは、極端に長期間でなければ接
種回数を満たせば良い（ブースター効果がある）

・ポリサッカライドワクチンは最初から接種を行う

（ブースター効果がないため）

同時接種
日本方式

医師の判断で単独ワクチンの同時接種が可

本数規定はない

生ワクチン接種後は、27日以上空ける

生ワクチン以外の接種後は、6日以上空ける

WHO方式

不活化ワクチンはいつ接種しても良い
・生ワクチンの増殖を抑制しないため

・生ワクチン接種後でもよい

生ワクチンどおしは、同時または27日以上空ける

 
スライド 19 スライド 20 

  

 
 

スライド 21 スライド 22 
  

 
 

スライド 23 スライド 24 
  

 



 5

年齢で考えるワクチンの選択

破傷風：S43年以前の生まれは、破傷風3回

（S42年以前でも自治体により異なる）

22歳未満は定期接種が有効

22歳以上はブースター1回

ポリオ：S50～52年の生まれは、生涯で1回追加

ハイリスクな地域へ行く場合は生涯で3回以上接種

（ナイジェリア、インド、パキスタン、バングラディシュ）

A型肝炎：1950年以降の生まれは、抗体ほぼ陰性

国外感染例の推定国 （国立感染症研究所より）

感染経路
患者および無症状病原体保有者の糞便と尿、および
それらに汚染された食品、水、手指が感染源となる経

口感染症。

症状
潜伏期は1－3週間で、39－40℃の発熱が出現し、

消化器症状は必発ではないが、便秘、時には下痢が
みられることもある。比較的徐脈（熱のわりに脈拍数が
少ない）、バラ疹、脾腫が3主徴とされているが、これら
の出現率は30-50％といわれている。有効な治療を行
わなければ発熱は1ヶ月程度持続し、いったん解熱し
ても再発を繰り返します。合併症として腸出血、腸穿孔
をおこすことがあるので注意が必要。

ネパールからの警告

適応年齢：2歳以上 1回0.5ml筋注 有効期間：2-3年間

Vi polysaccharide vaccine

腸チフス流行地域
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予防接種のポイント

Ａ型肝炎 ： 1回接種でも効果あり。外国製との違い

Ｂ型肝炎 ： ジェノタイプＡ（慢性化）の問題、non-responder
破傷風、ポリオ ： 年代で接種の有無を推測

麻疹 ： 若年者での集団感染、未接種者対策

日本脳炎 ： Vero cell vaccine認可

狂犬病 ： 曝露前接種（日本方式、WHO方式）

曝露後接種（グロブリンの入手難）

未認可ワクチン：腸チフス、髄膜炎菌性髄膜炎、経口コレラワクチン

1975-1977生まれの従業員対策

Question

１．海外出張の際、いつも時差ぼけで困っているが

何か良い方法はありませんか？

２．予防接種はどのようなものを接種したら良いで

すか？

３．海外へ行くといつも下痢になって苦労するのです
が、どうしたら良いのでしょう？

４．虫除けを塗る際、日焼け止めも塗ろうと思ってます
が何か注意することがありますか？

５．バンガロールはマラリアの心配はないのですか？

３．旅行者下痢症対策

80-85% of diarrhea in travellers is bacterial 
30-60% of all travellers will get TD
Quinolone resistant campylobacter common 
in Thailand, Nepal

Travellers’ diarrhea (TD)

Map: CDC, USA

旅行者下痢症の“ウソ”と“ホント”

旅行者下痢症のほとんどは、食べ物・水が糞便に

汚染され、結局、細菌が混入しておこる。

旅行者下痢症の80%以上に細菌が検出され、90%以

上が抗菌薬で予防できる。

ストレス、冷房、冷たい飲み物、香辛料などが原因

となることはあまり多くない。

 
スライド 31 スライド 32 

  

 
 

スライド 33 スライド 34 
  

 
 

スライド 35 スライド 36 
  

 



 7

コレラの便
ジアルジア症の便

横浜市立市民病院相楽部長提供

細菌性赤痢の便

アメーバ赤痢の便

横浜市立市民病院相楽部長提供腸管出血性大腸菌感染症の便

旅行者下痢症の対策

旅行に行かない、連れて行かない

とくに小児、脱水や電解質異常で影響を受けやすい成人

基本的注意

"boil it, cook it, peel it - or forget it„

守られないことも多い

抗菌薬による予防

一部の人を除いてすすめられない

ワクチン接種

海外で腸チフス(経口、注射)、コレラ(経口2種類)のワクチンあり

自己治療

水分・電解質の補給以外に、抗菌薬の服用

Dukoral

Question

１．海外出張の際、いつも時差ぼけで困っているが

何か良い方法はありませんか？

２．予防接種はどのようなものを接種したら良いで

すか？

３．海外へ行くといつも下痢になって苦労するのです
が、どうしたら良いのでしょう？

４．虫除けを塗る際、日焼け止めも塗ろうと思ってます
が何か注意することがありますか？

５．バンガロールはマラリアの心配はないのですか？

昆虫忌避剤

皮膚や衣服に使用するもの

ディート（DEET）

ピカリジン（Picaridin）日本未発売

蚊帳、靴、キャンプ用品に使用するもの

ペルメトリン

燻煙して使用するもの

ピレトリン（除虫菊の成分）

ピレスロイド
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Sunscreen, First

日焼け止めの成分

散乱材

酸化チタン、酸化亜鉛、酸化カリウム

Question

１．海外出張の際、いつも時差ぼけで困っているが

何か良い方法はありませんか？

２．予防接種はどのようなものを接種したら良いで

すか？

３．海外へ行くといつも下痢になって苦労するのですが、
どうしたら良いのでしょう？

４．虫除けを塗る際、日焼け止めも塗ろうと思ってますが
何か注意することがありますか？

５．バンガロールはマラリアの心配はないのですか？

現地特有の感染症や医療機関の情報収集

現地の医療機関の情報収集 メーリングリストによる情報収集

利点

疑問を多くの専門家に尋ねることができ
る。また非常に新しい情報を入手できる。

海外医療情報関係のメーリングリスト

厚生労働省検疫所

日本渡航医学会

ProMED
国際旅行医学会

欠点

回答がない場合もある。また回答
が正しいとは限らない場合もある。

ＤＥＥＴについて

N,N-ジエチル-3-メチルベンズアミド

日本国内では、医薬品（１２％以下）、

医薬部外品（１０％以下）が市販

6ヶ月未満の乳児には使用禁止

6ヶ月～2歳未満 1日1回

2歳～12歳未満 1日1～3回

DEET(%)           有効時間

4.75%                 1h
6.65%                  2h
20%                   4h                 
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Bangaloreのマラリアに関する質問

We recently saw a family, including children ages 5yr, 
12 yr, and 16 yr, who will be living in Bangalore, India 
(altitude about 6000 ft) for one year. They have been 
told by local "professionals" that there is no malaria risk. 
My information from TRAVAX indicates that there is risk.
Can anyone tell me what is the true malaria risk there? 
And, if needed, what would be the wisest choice(s) for 
prophalaxsis for the parents and the children?

Thank you, 
Dr. Stephen Scherer
Travel and Immunization Clinic

Malaria- endemicity, chloroquine
and mefloquine resistance in Asia

Source: CDC, 
USA

マラリア予防内服の実際

一般名 商品名 用法･用量 適用地域

クロロキン Aralen, Avloclor, 

Nivaquine, Resochin,

クロロキン塩基として

300 mgを週1回

クロロキン単独は，中東や中米の一部，中国の

大部分．両者の併用はインド亜大陸，インドネシ

ア，フィリピンなど
プログアニル Paludrine クロロキンとの併用

で200 mg/日

メフロキン メファキン，Lariam メフロキン塩基として

250 mgを週1回

サハラ以南アフリカ，東南アジアの一部，中国南

部 (雲南省，海南島)，オセアニア，南米アマゾン

流域

ドキシサイクリン ビブラマイシン 100 mg/日 メフロキンと類似するが、特にタイ・カンボジア，

あるいはタイ・ミャンマー国境地域で使用価値が

高い

アトバコン(250 

mg)/プログアニル

(100 mg)合剤

Malarone 1錠/日 メフロキンと類似するが、特にタイ・カンボジア，

あるいはタイ・ミャンマー国境地域で使用価値が

高い

抗マラリア薬

Case.2

中国武漢へ3年間赴任予定

の従業員より相談。

１．予防接種はどうすれば良い
ですか？

２．VISA取得の際、健康診断が

あると聞いたのですが・・・

３．プライベートで青海チベット

鉄道に乗りたいのですが・・・
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イヌ

コウモリ

狂犬病

他にも、キツネ、スカンク、アライグマ、
サル、ネコなど

致死率はほぼ100%

小児は危険

青蔵鉄道（青海チベット鉄道）

ラサー西寧 １９５６ｋｍ

タングラ峠 標高５０７２ｍ

1.一般的な成人の場合、高度を上げる1日前より

1/2錠（125mg）を1日2回（朝、夕）食後に内服して下さい。

2.手足のしびれ感は薬が効いている目安にもなるので

体重の多い方でしびれ感のない方は１錠（250mg）を

１日２回（朝、夕）食後に内服して下さい。

3.高度を上げた後も、４８時間以上内服を継続して下さい。

HIV陰性証明

外国人体格検査記録

職場におけるエイズ問題に関するガイドライン
平成7年2月20日付け基発第75号 職発第97号

労働者を海外派遣する際に、HIV抗体検査

陰性証明が必要な場合においても、このこと

を事前に労働者に周知した上で、派遣の

希望を確認することが必要である。

この場合、労働者が知らない間にHIV検査が

実施されることや検査を強制することがあって

はならない。むしろ労働者が自らの意思に

より検査を受診することが望ましい。

平成16年度 労働衛生のしおり より抜粋

Case.3

ナイジェリアへ赴任予定

の従業員より相談。

1.予防接種はどうすれば

良いですか？

2.もし出張者が現地でし

か流行していない病気
に感染した場合、労災
になるのでしょうか？BOPビジネス

流行状況
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アフリカでの流行状況

Epidemic cycles, meningococcal disease for selected African countries, 1996-1999 Source : 
WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-Prone Infectious Diseases. 
WHO/CDS/CSR/ISR/2000.1

2005年1月中国全土で258例が報告された。
（成田空港検疫所より）

疾患の概要

病原体 ： 髄膜炎菌は莢膜多糖の種類によって少なくとも13 種類の
血清群に分類されている。

感染経路： くしゃみなどによる飛沫感染により、気道を介して血中に入り、
髄液にまで進入する

発 生： １）髄膜炎ベルトとよばれる、アフリカ中央部に多い。
２）先進国においても局地的な小流行がある。

好発年齢： 生後6カ月から2年の幼児及び青年が多い。
潜伏期間： 3～4日
臨床症状： 気道を介してまず血中に入り、

1）菌血症（敗血症）後、高熱や皮膚、粘膜における
出血斑、関節炎等の症状。

2）髄膜炎に発展し、頭痛、吐き気、精神症状、
発疹、項部硬直などのいわゆる、
髄膜炎症状を呈する。

3）劇症型の場合には、突然発症し、頭痛、高熱、
けいれん、意識障害を呈し、DICショックから死に至る
（Waterhouse-Friderichsen症候群）。

臨床所見

治療と予防

治 療 ：第一選択薬はペニシリンG、第二選択薬はクロラムフェニコール。

予 後 ：菌血症で症状が回復し、髄膜炎を起こさない場合もあるが、髄膜炎
を起こした場合、治療を施さないとその死亡率はほぼ100%に達する。

抗菌薬が比較的有効に効力を発揮するので、早期に適切な治療を
施せば治癒する。
予 防：精製莢膜多糖体ワクチン

Mencevax®
1回の接種で接種から約2週間後の抗体獲得率90％程度、5年間有効とさ

れています。髄膜炎菌は血清学的に13群に分類されていますが、起炎菌と
してA、B、C群が全体の９０％を占めており、ワクチン接種 (ACWY 
VAX®)によりA、C、Y、W-135群に有効とされています。

Risk groups and risk factors
Risk Groups
1. Close contacts of infected individuals

Meningococcal disease is usually spread by airborne droplets. Transmission is, 
therefore, facilitated by crowding. This is confirmed by the observed number of cases 
among the families and close contacts of patients with meningococcal disease. The 
risk of contracting meningococcal disease is greatest (as high as 1 in 30) among 
siblings who share a room with an infected patient [37]. 

2. Travellers
In certain countries of the world, meningococcal illness is known to be epidemic or 
hyper-endemic. Travellers from low endemic areas travelling to large tracts of Africa, 
Asia, the Middle East and parts of South America may unwittingly be placing 
themselves at increased risk of meningococcal infection.

3. Incoming university students and college freshmen, particularly when living in 
dormitories
The increased risk of these groups has been confirmed by several studies in U.K. and 
the U.S. (Table 13) 

4. Military recruits
The routine use of meningococcal vaccines has largely reduced the incidence of 
meningococcal disease in recruits serving in the U.S. army 
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Rates of meningococcal disease, by risk group - United States, September 1998-
August 1999
Source : MMWR 2000;49(RR-7)

Risk Group Number of cases Population Rate per 100,000

Children aged 2–5 years 255 14,886,569 1.7

Persons aged 18–23 years 304 22,070,535 1.4

Non-college students aged 
18–23 years 216 14,579,322                          1.5

College students                                            90                             14,897,268                       0.6

Undergraduates                                              87                             12,771,228                       0.7

Freshmen                                                        40                                2,285,001                     1.8

Dormitory residents                                       45                                2,085,618                     2.2

Freshmen living in dormitories                     27                                   591,587                    4.6

留学関係の書類

海外出張者の問題

　あり

23%

　なし

65%

　不明

9%

　未回答

3%

・健康管理スタッフが海外出張者を把握出来ない

・短期間に多くの業務をこなさなくてはならない （過重労働）

・出張先での健康管理に必要な教育、予防接種が不十分

・海外へ行く上で健康に関する渡航可否判定を受けていない

海外出張者の健康管理対策の有無

　あり 44
　なし 125
　不明 17
　未回答 6

計 192

労働安全衛生規則第四十五条の二

事業者は、労働者を海外に六カ月以上派遣させる場合、派遣前及び派遣後に安衛則第四十四条

第一項に示す以下の項目に加え厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と判断したものに

ついて、健診を行わなければならない。

既往歴及び業務歴の調査 肝機能検査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 血中脂質検査

身長、体重、視力及び聴力の検査 血糖検査

胸部エックス線検査及び喀痰検査 尿検査

血圧の測定 心電図検査

貧血検査 腹囲

厚生労働大臣が定める項目 （平成 元・六・三〇厚生労働省告示第四七号）

（派遣前） （派遣後）

腹部画像検査 腹部画像検査

血糖検査 血糖検査

血液中の尿酸の量の検査 血液中の尿酸の量の検査

B型肝炎ウイルス抗体検査 B型肝炎ウイルス抗体検査

ABO式及びRh式の血液型検査 糞便塗抹検査

雇入時の健康診断、定期健康診断等を受けた者については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者

が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

海外出張者の労災事例

【労働者災害補償保険法】
海外派遣者が不利益を被らないような措置として、労災保険法には海外
派遣労働者特別加入制度が設けられている。（同法第27条7号、第30
条）この制度は任意加入制度であるとともに、海外勤務者の現地での就
労形態が労働者でなく事業主となるような場合、加入出来ないこともある。

神戸の商社に勤務する37歳の男性

大阪・東京・三重など4日間の国内出張後

韓国・台湾・シンガポール・マレーシア・

タイ・香港 14日間の海外出張中、

バンコクから香港のフライト中に腹痛を

訴える。香港で緊急入院し、十二指腸潰瘍

穿孔で開腹手術となる。

既往：十二指腸潰瘍（ピロリ菌陽性）

2004年9月7日 毎日新聞

海外出張と海外派遣

出張・派遣によって労災補償の取り扱いに大きな差が生じる

・海外滞在期間の長短は判断基準にならない

・企業内規定は関係なく、労働実態によって労基署が判断

出張：国内事業所の一員として国内使用者の指揮・命令に従って勤務

派遣：海外事業所の一員として当該使用者の指揮・命令に従って勤務
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・感染リスクが高い地域に居住するものであれば
等しく感染症に感染する危険にさらされている。
感染症と業務との間に相当有力な因果関係が
認められなければ原則業務上の疾病とは扱わ
れない

・感染経路が事業所が独自に管理する給食・給水
設備・配布した弁当などにある場合には事業所
施設の欠陥による災害とみなされ、業務上の疾
病として取り扱われる

海外派遣者の労災

原則、出張中は出張過程全般について業務遂
行性があるとみる。

よって、出張に伴う通常の行為の範囲で発生し
た災害は業務起因性として扱うことが妥当

労災認定のポイント
業務遂行性・業務起因性があるかどうか？

海外出張の労災

渡航医学が海外勤務者の健康管理に
貢献できること

・専門的な情報提供

・ワクチンを常備し、出発まで時間のない方にも対応

・未承認ワクチンも選択可能となり、リスクに応じた

対策をとることができる

・施設によっては帯同家族を含めた対応が可能

・専門的なネットワークが利用できる

・帰国後の疾病対応

企業の海外医療対策の問題点

製造コストの問題から人件費の安い途上国へ進出する企業が増
えている

→ 医療レベルの低い地域での健康管理

現地法人化が進み、日本人の勤務者は最小限となり、必要なら

ば出張で対応する
→ 海外出張者への健康管理対策の欠如

職務の専門化が進み、海外勤務者の人選では、中小企業に限ら
ず大企業でも苦慮することが多い

→ 健康上、様々なリスクを持った従業員の海外赴任

SARS、新型インフルエンザなど新興感染症対策

日本からの海外派遣労働者と現地従業員との健康管理の相違

→→ グローバル企業としての健康管理対策の構築グローバル企業としての健康管理対策の構築
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平成23年６月11日（土） 

第56回 神奈川産業保健交流会 

演題： 「海外派遣労働者の健康管理」 

講師： トラベルクリニック新横浜  古賀 才博先生 

 

輿先生（司会）： 

定刻になりましたので、平成23年度第１回の産業保健交流会を始めさせていただきたい

と思います。 

今日は、トラベルクリニック新横浜の院長でいらっしゃいまして、また東京医科大学の

兼任講師をしていらっしゃいます古賀先生においでいただいております。演題は「海外派

遣労働者の健康管理」という演題でございます。 

御承知の先生方も多いかと思いますが、先生は去年の３月まで横浜労災病院の海外勤務

健康管理センターの副部長をしていらっしゃいましたが、横浜労災病院の海外勤務健康管

理センターが廃止となりましたので、先生は、以前の職場の横浜労災病院のすぐ前の場所

で、とてもきれいなクリニックをお開きになっていらっしゃいまして、以前からの患者さ

んも沢山御出でとのことでございます。 

先生の御略歴でございますが、産業医科大学医学部の９回生、1992年のご卒業でいらっ

しゃいます。 今日は沢山の産医大を御卒業の先生方がお出でになっていらっしゃいます

のでご存知の先生も沢山御出での事とぞんじます。ご卒業後は、松下記念病院、長崎大学

の熱帯医学研究所の研修をなさいました後、松下健康管理センターでも海外医療対策室に

ご勤務をなさいまして、その後、松下電工、今のパナソニック電工に御勤務とのことでご

ざいます。この日本の有力な会社の本社、海外の健康管理にも携わっていらしたとのこと

でございます。このようなご経歴で大変海外派遣労働者の健康問題には豊富な御経験をお

持ちの先生でいらっしゃいます。御資格といたしましては、言うまでもなく、労働衛生コ

ンサルタントとか、日本産業衛生学会の指導医とか、いろいろお持ちでございます。また、

先生は内科学会、産衛学会、職業災害学会、渡航医学会、ワクチン学会と、所属学会も沢

山おありでございますし、御著書も、「病気を持ちながらどこまで働けるか」という『疾病

と就労の臨床判断』とか、海外渡航をするときにどういう感染症を考えなければいけない

か等の沢山の御著書がございます。また、昨今の新型インフルエンザにもお詳しいと承っ

ております。 

皆様の会社でも海外に会社をお持ちと思いますので、非常に有り難い御講演をいただけ

ると思います。 

古賀先生、どうぞよろしくお願いたします。 

 

古賀先生（講師）： 

輿先生、御丁寧な御挨拶をありがとうございました。トラベルクリニック新横浜の院長
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の古賀と申します。 

今、輿先生からお話がありましたように、私の前職の海外勤務管理センターは昨年の３

月末で廃止となりました。これは事業仕分けによるものと思われている方も多いかもしれ

ませんが、実は自民党政権の時代から決まっていまして、独立行政法人改革の一環で廃止

になりました。私も本来ならばずっとそちらで働いているつもりだったのですけれども、

何の縁かわかりませんが、トラベルクリニックを開業させていただくということになった

わけです。 

それでは今日の内容を簡単に御紹介しようと思います。 

海外派遣労働者の健康管理を行う上で、もちろん産業医学の知識は不可欠ですが、渡航

医学（トラベルメディスン）に関する知識が必要になります。まずは、渡航医学と産業医

学の関係の話をさせていただき、それから海外勤務者の現状とどのような問題点があるの

か、対策の例を挙げながら皆様方と考えていきたいと思います。次に、感染症と労災認定

についてお話したいと思います。感染症による労災認定は事例が少ないため、あまり関係

がないように思われるかもしれませんが、海外出張者は状況により労災認定されることが

あるため、産業医学の面から感染症対策にアプローチしていきたいと思います。そして最

後に、まとめとしまして、今後のグローバル化に伴う健康管理の問題点をお話しようと思

っております。 

まず、渡航医学についてお話したいと思います。 

渡航医学という学問は、あまり皆さん聞かれたことがないかもしれません。英語では「ト

ラベルメディスン（Travel Medicine）」と言いますけれども、日本語では「旅行医学」

とも言いますね。これはどういう学問かというと、人が移動することによって生ずるさま

ざまな健康問題を取り扱う医学と言われています。観光旅行で病気になる、企業から海外

に派遣され、そこでいろいろな病気になったりする、また、難民キャンプで感染症が流行

するなど、様々な分野について取り扱う学問であります。関連する医学としましては、公

衆衛生学、熱帯医学、感染症学、産業医学、航空医学、登山医学、精神医学、軍事医学、

移民医学など、いろいろな分野に多岐に関係しています。 

では渡航医学を理解するために、渡航医学と産業医学の海外渡航に対する考え方がちょ

っと違うところがあるということを皆さんと見ていきたいと思います。 

トラベルメディスンの渡航に対するスタンスというのは、健康上何がしかのリスクがあ

る方も旅行を楽しんでいただくことを前提としています。つまり、いろいろな病気があっ

ても、その人が海外に行けるようにサポートしてあげようという考え方が、トラベルメデ

ィスンの渡航に対するスタンスなのです。 

それに対し、産業医学はというと、皆様方がふだん産業医の仕事をされてご経験がある

と思いますが、従業員が海外へ行くのに健康上何か問題がないか、健康状態を確認した上

で渡航させるかどうか判断するというのが、基本的なスタンスだと思います。ただ最近、

企業の現場で事情が変わってきたところもあります。以前からもそうかもしれませんが、
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業務内容が専門化し、健康上何かトラブルがある方も代わりとなる方がなく海外に行かな

ければいけないというのが、今の実情になってきたのではないでしょうか。海外渡航され

る方の状況が変化し、健康上リスクのある方が海外で健康で安全に働けるようにどのよう

にサポートするか、そのための対策を考えていくことが渡航医学と産業医学の接点になる

と思います。 

では、まず海外で働いている方々の現状を見ていきたいと思います。 

いろいろな資料がありますが、海外に滞在している日本人の資料としましては、「外務省

の海外在留法人数調査統計」というものがあります。海外に在留し、大使館、領事館に在

留届を提出している方は、永住者と長期滞在者とに分けられます。永住者は、現地に住ん

でいる方が相当しますが、長期滞在者はどういう範疇かというと、海外に３か月以上滞在

していて、領事館や大使館へ在留届を出している方が相当します。３か月以上海外に滞在

している方ですから、企業から派遣されている方や留学生がこの中に含まれると思います。 

このグラフは、1980年から2009年までの長期滞在者数をプロットしたものです。赤線が

全世界、青が先進国、グリーンが途上国になっています。2009年10月１日現在、在留邦人

の数は113万1,087人となっています。毎年増えていますが、内訳としては、永住者が37万

人ぐらい、長期の滞在者数が75万人ぐらいです。75万人というと、日本の県でいうと、島

根県の人口が大体そのくらいなので、島根県の人口に相当する方が海外で長期の滞在をし

ている状況といえます。 

このグラフを見ていただくとわかりますが、海外の長期滞在者は右肩上がりでずっと増

えているわけですね。まず一つのピークとなるのが1985年ぐらいです。何があったか御存

じですか。米国のプラザホテルで「プラザ合意」がされまして、そこで円高が急激に進ん

だのですね。1985年は私がちょうど大学に入ったぐらいだったのですけれども、円高が急

激に進んで、それまでの１ドル＝250円ぐらいが半分近くになるようなことがありました。

円高になると、日本で物をつくるのがなかなか難しくなったので、急速に企業の海外進出

が進みました。 

それから、1990年以降にグラフの落ち込みがあります。このときは何があったかという

と、皆さん御存じのように「バブルの崩壊」ですね。1990年ぐらいにガクンと先進国に行

く方が減っているわけですけれども、逆にそれ以降は途上国に行かれる方が増えています。

皆様方もご存じのように、中国へ行く日本人が非常に増えたことが影響していると思われ

ます。ちょうど2000年に中国がＷＴＯに加盟したことも要因かもしれません。 

その後、2008年ぐらいに傾きが鈍くなっているのは、中国もある程度市場が飽和してき

たのかもしれません。今後は中国以外の国、例えばインドなどの新興国へ行く日本人が非

常に増えてくるのではと思います。 

次に、海外進出企業における健康管理の課題としてどのような問題があるかお話したい

と思います。先ほど、中国へ進出する企業が多いというお話をしました。進出先として多

い都市は、上海や広州、北京、大連などの中国の沿岸部の大都市ですが、今後、問題にな
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ってくるのは、中国内陸部へ進出する企業が増えてくるということではないかと思います。

私どもが普段、トラベルクリニックで予防接種を実施している企業で某自動車メーカーが

ありますが、その企業は、広州に大きな工場を持っていらっしゃいますが、今、中国の内

陸の鄭州や十堰というかなり内陸の方に入って、現地のメーカーと合弁でエンジンをつく

ったりしています。ですから、現地の在留邦人はその企業の従業員の人しかいないような

ところにも進出しています。そのようなところでは何が問題になってくるかというと、衛

生状況が沿岸地域の大都市よりよくないでしょうし、満足な医療が得られないようなとこ

ろで働かなければいけない。そのような地域での健康管理を考える必要が出てくるという

ことです。 

それから、企業は中国のみに依存しているのではなく、新しいマーケットもどんどん開

拓しています。クリニックにも某鉄鋼メーカーの方が、インドへ行くので予防接種をした

いという方が来られます。インドは大きなマーケットですし、現在、自動車メーカー、Ｉ

Ｔ企業等いろいろな企業がインドに進出していますので、現地での健康管理対策を考えて

おく必要があります。中国の沿岸部の都市よりも、いろいろな意味で感染症が多い地域な

ので、より一層の感染症対策が必要になります。 

それから、この三角形の図ですが、「ＢＯＰビジネス」という言葉を聞かれたことがあり

ますか。「ボトム・オブ・ピラミッド」とか「ベース・オブ・ピラミッド」の頭文字をとっ

た言葉です。中国などの新興国では、どちらかというと中高所得者のマーケットを重視し

ていると思われますが、ＢＯＰビジネスというのは、逆に低所得の方、年間3,000ドル以下

の年収の方々を対象にしたビジネスを企業、特にグローバル企業が注目しています。例え

ばどういうものかというと、住友化学という化学メーカーが日本にありますが、ＢＯＰビ

ジネスの代表として注目されているのが、アフリカのタンザニアでつくっている蚊帳です。

住友化学は蚊帳に虫よけのペルメトリンをしみ込ませて、低価格で販売しています。企業

の利益という意味では、余り儲かるビジネスではないのですけれども、いわゆる企業の「Ｃ

ＳＲ」ということをよく言われると思うのですが、社会的責任とか、あるいは社会への貢

献ということで、非常に高い評価を得ているのですね。今、企業としては、そういうＢＯ

Ｐビジネスを、単なる利益だけではなくて、社会への還元という面で盛んに行っている企

業があります。 

今日もクリニックに来られたある日本の化粧品メーカーのように、インドやバングラデ

ィシュにＢＯＰビジネスのマーケットを調査するために予防接種を受けるという企業も出

てきました。ＢＯＰビジネスですから、地域としては、衛生環境として非常に厳しいとこ

ろになります。アフリカであるとかインドの周辺、パキスタン、バングラ、アジア、アフ

リカの最貧国などへ行く方が今後多くなる可能性がありますので、そういう地域での対策

を考えておく必要があります。 

それから、中小企業の対策です。中小企業は、皆様方も御存じのように、専属の産業医

がいなかったり、嘱託産業医や衛生管理者などが選任されていても、十分な活動ができて
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いなかったりしますので、特に海外へ渡航される従業員の方々は何にも対策を行わないま

ま渡航されている方も多いと思われます。この中小企業の海外医療対策をどうするのか。

可能であれば、親会社や関連会社がある程度の情報提供していただいて、何らかの対策を

とれるような形が望ましいと思います。 

それから、医療衛生状況の厳しいところに行きますので、緊急時の対応をどうするのか、

そういうこともやはり考えておく必要があると思います。必要な医療がなかなかそこで得

られない場合、どう搬送するのか。そういう緊急時の医療搬送会社もありますのでそうい

う会社と契約するべきか、企業としては考えておく必要が出てくると思います。 

この図は私が海外勤務者の健康管理というテーマでお話をする際に、健康管理の構図と

して説明に使うものですが、企業は従業員を海外に業務で派遣するので、安全配慮義務が

生じてくるわけですね。海外で健康で安全に働いていただくためには、いろいろな情報が

必要になります。その一つが、例えば健康診断などで得られた健康情報をもとに適正配置

に必要な情報を企業側にフィードバックするわけです。もちろん健康管理スタッフは、そ

の勤務者がどういうところにどういう仕事で行くのかという情報も得た上で意見をするの

ですが、これだけでは健康管理としては不十分だと思います。海外勤務者が自己健康管理

意識の向上につながるような健康管理体制の構築が必要になってくると思われます。 

このスライドは、海外に行かれる方々にどういう病気に気をつけたらいいか説明すると

きに使うスライドです。外務省に医系技官という医務官がいますが、現在、八十数カ国に

医務官の方が配置されています。その医務官の方々も、海外の在留邦人が気をつけるべき

三大疾患として、「感染症」「生活習慣病」「メンタルヘルス」と大きく分類しているようで

す。もちろん地域に応じて対策の重要度が変わってきまして、途上国に行くと感染症対策

の重要度が大きくなってくるでしょうし、先進国になると生活習慣病などの対策が必要に

なる。もちろんメンタルヘルスはすべての地域で必要になるのでしょうけれども、今日は

残念ながらメンタルヘルスの話題まではなかなか触れられません。 

感染症は、皆様方の記憶に新しい「サーズ（ＳＡＲＳ）」や「新型インフルエンザ」など

いわゆる新興感染症の代表例ですが、海外で他に問題となるのは、再興感染症と言われる

ものも大切です。 

この『ニューズウィーク』は、1994年の『ニューズウィーク』の表紙ですが、ちょうど

私が松下電器、今のパナソニックの海外医療対策に当たったとき、1994年にペストがイン

ドで流行しました。たしかデリーで50数人ぐらいが亡くなりました。ペストは中世の過去

の病気というイメージがあると思うのですが、新興国などでは流行することもあります。 

それから、こちらは「rabies（狂犬病）」と書いてありますが、これはフィリピンのポ

スターです。フィリピンの狂犬病と聞いて記憶にある方もあるかもしれませんが、2006年

にフィリピンから帰られた日本人の方が２名、京都と横浜でお亡くなりになりました。そ

れ以来、日本国内で狂犬病ワクチンが非常に品薄になって、たぶん皆様方の企業でも、狂

犬病ワクチンを打とうと思ってもなかなか難しいという状況かもしれません。 
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こちらは生活習慣病に関係するものですが、海外ではどうしても、治安の関係や公共交

通機関が日本ほど発達していないなどの理由から、車での移動が多くなります。そのため

どうしても運動不足になる。右の写真はトルコのケバブの写真ですが、食事が肉食、高カ

ロリー・高脂肪食になったりする。そうすることによって、内臓脂肪が増え、いわゆるメ

タボリック症候群につながるかもしれません。 

それから、共通するものがメンタルヘルス、これは途上国、先進国に限らず生ずる問題

かと思います。 

次に、これは私が海外勤務健康管理センターに在籍していたときに行った調査です。ど

ういう企業がどういう地域に進出しているのか、どのような感染症対策をしているのかア

ンケート調査をさせていただきました。東洋経済新報社が発行している『海外進出企業総

覧』の2006年度版に掲載されている企業2,124社にアンケートを送付しまして、513社から

回答があり、内容を吟味して、実質有効回答が511社ありました。 

まず、「どういうところに進出していますか」と聞きますと、やはり圧倒的に「中国」が

多いですね。87％の企業が中国に出ています。次いで「中国以外のアジア」「北米」という

順になるのですけれども、「先進国のみ」と答えた企業はわずか2.3％。やはり中国をはじ

め東南アジアなどに進出している企業が多いということがわかります。 

そのアンケートの中で、「社員が海外でどういう病気にかかりましたか」ということを聞

いてみますと、「事例があった」と答えた企業がおよそ半分ぐらいですね。具体的な病名と

しましては、一番多い回答は、「Ａ型肝炎」で12％ぐらいです。それから「急性Ｂ型肝炎」

「腸チフス」「デング熱」「マラリア」「狂犬病の疑いのある動物による咬傷」という順にな

っています。この調査では、予防接種が存在する感染症について聞いているため「デング

熱」は予防接種がありませんが回答にあったので掲載しています。 

Ａ型肝炎は日本でも春先にかけて、生のカキを食べて患者が出ることがありますが、海

外では、カキも問題になりますが、他の食べ物、水から感染することがあります。Ａ型肝

炎ワクチンは、1995年に日本国内に導入され、その効果が非常に高いものですから、是非

リスクの高い地域へ行かれる方々は接種していただきたいと思います。 

それから、ＳＴＤ（性行為感染症）、現在はＳＴＩという表記が適切らしいですが、急性

のＢ型肝炎は、どちらかというと性行為感染症としての色合いが強いものだと思います。

Ｂ型肝炎に関し、新たな問題になっているのはジェノタイプＡといいまして、慢性化しや

すいＢ型肝炎があります。急性のＢ型肝炎の感染は、通常一時的な急性肝炎で終わり、慢

性化しないのが一般的な経過ですが、急性肝炎として発症後慢性化するジェノタイプＡと

いうＢ型肝炎ウイルスが海外では多い傾向があります。そのため、慢性化して肝硬変、肝

がんと進展していく可能性もあるので、Ｂ型肝炎を従来のＳＴＩによる急性肝炎のみと考

えていると怖いところがあります。 

それから、狂犬病。日本語では狂犬病ですけれども、感染源は犬だけではありません。

猫も狂犬病に感染します。この写真は、横浜労災病院に、狂犬病の曝露後接種で来られた
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患者さんの写真です。ちょうどここの部分に歯型がありますが、何にかまれたかわかりま

すか。これはパンダです。パンダは狂犬病になるのかと思うかもしれませんけれども、哺

乳動物は一応リザーバーになり得るのですね。中国の成都ではパンダを実際に抱かせてく

れるような動物園もあって、そこに行かれてかまれた写真です。 

狂犬病のリスクのある動物による咬傷の場合、犬と猫に限れば、10日間以上その犬や猫

が生きていれば、狂犬病の曝露後接種はそこで中止していいというルールがありますが、

パンダの場合はわからないのですね。10日間以上生きていれば大丈夫というのは、犬と猫

にしか言えないことなので、この方は、結局、曝露後接種をすべてのスケジュールで接種

しました。 

ほかにも、狂犬病の感染源となりえる動物としては、リス、スカンク、牛や馬も狂犬病

になり得ます。狂犬病リスクの高いところに行く場合には、曝露前の予防接種をしておく

ことによって、咬傷後の処置が楽になるというメリットもあります。 

では、企業では、海外勤務者に対してどのような予防接種を実施しているのか？こちら

を見ていただくとわかりますが、皆様方の企業でもそうかもしれませんが、大体半数ぐら

いの企業が、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、破傷風の予防接種を行っています。それからその半分

ぐらいの割合で、インフルエンザ、狂犬病、日本脳炎を接種していることが分かります。

黄熱は、日本では検疫所でしか接種できませんけれども、黄熱の予防接種を受けなければ

入国できない国というのがあります。例えばアフリカのガーナとか、中南米の一部の国で

要求されることがあります。そのような国に入国するためには、黄熱の予防接種証明書が

ないと入国できませんので、黄熱ワクチンが必要な企業もあります。それから、マラリア

の予防内服を行っている企業もあることがわかります。 

これは皆様方の資料には入っていませんけれども、私がアフリカへ外務省の医療巡回で

行っていたときのスライドです。ちょうど鳥インフルエンザの流行が問題になっていたと

きです。海外の途上国では、鶏は食物として非常に優秀なたんぱく源なのですね。アフリ

カはインフラが発達していないところも多いです。そのような冷蔵設備がないところで、

こういう肉をどう安全に運ぶのかというと、生きたまま運ぶというのが非常にいいことな

のですね。ですから、鶏も、日本のようにパック詰めされて市場に出回るわけではなくて、

こうやって生きたまま連れてこられて、そこでさばく。あるいは、家に帰ってさばくとい

うのが普通なのです。そちらのほうが清潔で、よりいい食材として流通できるわけですね。

ですから、アフリカでは、皆さんこうやって鶏をおうちに持って帰って食べたりするわけ

ですね。 

これはカメルーンの病院ですが、日本の病院と違うのが、例えばこのように蚊帳がある

わけですね。先ほど住友化学の話をしましたけれども、アフリカでは、やはりマラリアと

いうのは日常茶飯事にある病気なので、寝るときは蚊帳を使うのが非常に有効なのですね。

原始的な方法かもしれませんけれども、蚊帳を使うだけでも、かなりマラリア感染のリス

クを下げることができると言われています。 



 21

これはガーナの地方の病院で、救急外来を見たところですけれども、たしかこれは下痢

症の患者だったと思います。至るところにマラリアの予防のための掲示のポスターがあり

まして、「モスキートネット（蚊帳）を使いましょうと」いうようなことが書いてあります。 

次に、皆様方へ質問をしながら事例を考えていきたいと思います。 

これは、日本経済新聞に2010年８月31日に掲載された記事です。今、インドにいろいろ

な企業が進出しています。一つの例として、インドのバンガロールへ３年間赴任すること

になった35歳の男性社員が産業医に相談に来ましたという事例ですね。どういう質問かと

いうと、この方は別にインドに限らずいろいろなところへ行くわけですけれども、「いつも

出張すると時差ぼけで困っています。何かよい方法はないでしょうか。」という質問です。 

時差ぼけは皆様方も経験したことがあると思います。これはどういうことで起こるのか

というと、時差が５時間以上あるような地域に急速に移動した場合に生ずるということに

なります。ですから、過去、飛行機がない船旅の時代は、時差ぼけはなかったのですね。

いわゆる航空機が発達して、急速に移動するような状況になってくると、そういうものが

出てきます。 

では、インドに行くのに時差ぼけは生じるのでしょうか。インドは時差は４時間ぐらい

なので、生じる方もいるかもしれませんし、ならない方もいらっしゃる。そんな感じです

ね。 

時差ぼけにはいろいろな対策はありますが、航空医学に関係する先生方の情報では以前

は現地の時間に無理やり合せるという方法もありましたけれども、体内時計、サーカディ

アンリズムはなかなか戻らないですね。これは時差１時間に１日かかると言われています

ので、時差５時間のところに行った場合には、サーカディアンリズムが戻るには５日間か

かるのですね。ですから、無理やり戻すのは余り正しいやり方ではないと言われています。

なるべく睡眠を少しずつでもいいですからとるように心がける。短時間でもいいですから

寝るということが必要と言われています。短期間滞在の場合には、無理に現地に合わせな

い。長期的に出張するような場合には、現地の時間に合わせて日本の生活パターンを変え

ていくというのが正しいやり方だと思いますが、短期間の出張のときには、無理やり現地

に合せないで、ちょこちょこ睡眠をとるという対策がいいのではないかと言われています。 

次に、インドに行くのに予防接種はどうしたらいいでしょうか？どうでしょう。皆様方、

何か御意見ありますか？インドのバンガロールに行くという設定ですけれども、私のクリ

ニックではどうしているかというと、すべての国の状況を把握しているわけではないので

すのでそれらの情報をどうやって収集するかというと、便利な情報源がいろいろあるわけ

です。これは私のクリニックで使っている「トロピメド（Tropimed）」といって、アメリ

カとヨーロッパの渡航医学に関する方々がつくった情報源で有料です。 

例えばこのTropimedでこの地球儀のマークをクリックすると、国のリストが出てきます。

これがインドの情報ですね。ちょっと小さくて見づらいかもしれませんが、こちらにワク

チンや予防内服薬で予防できる病気が書いてあり、そのリスクがどのぐらいあるのか。リ
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スクは高いものか低いものか。それからワクチンに関するリコメンデーションが書いてあ

ります。こういう情報をもとに予防接種のプライオリティを考えながら話をするようにし

ています。 

これがインドの地図ですが、色のついている部分は何かというと、マラリアのリスクが

あると考えられているところです。首都のデリーやムンバイ、チェンナイなどの都市部で

はリスクはほとんどないと考えていいのですが、郊外へ行くとリスクが出てくるのですね。

どこが流行地なのか、そういう情報もマップで見ることもできます。 

ワクチンの優先順位の考え方としていろいろな考え方があるのですけれども、この３つ

の「Ｒ」で始まる考え方というのもあります。１つは、「リクワイアードワクチン（Required 

vaccine）」といって、接種証明がないと入れないという国。先ほどの黄熱ワクチンがそれ

に相当するわけですね。それ以外は、「髄膜炎菌性髄膜炎」という感染症に対するワクチン

があります。イスラム教の巡礼でハッジと呼ばれますが、サウジアラビアのメッカへ巡礼

のためイスラム教徒の方が、髄膜炎のワクチンを接種していないと入国できないというこ

とがあります。ハッジの際、イスラム教徒が世界各国からメッカに集まってきますので、

過去何度か、いわゆる髄膜炎菌性髄膜炎のアウトブレイクが起こりました。それを世界各

国に持って帰って、母国というか、その方々が滞在している国でそれが流行ったりしまし

たので、サウジアラビアでは入国の際に髄膜炎の予防接種を求められたりします。 

次は、「ルーチンワクチン（Routine vaccine）」ですね。日本でも定期予防接種として

実施されるものです。ＷＨＯは、Expanded Program on Immunizationで基本的なワク

チンを定めているのですけれども、日本の定期予防接種のワクチンは、残念ながらこのル

ーチンワクチンとして、実施されていないものが多い。どういうことかというと、例えば

おたふくかぜのワクチンはまだ任意接種の状況です。世界的には、はしか、風疹、おたふ

くかぜはＭＭＲとして２回接種すべきワクチンになっています。日本も過去ＭＭＲを実施

していましたが、副作用の報告が相次ぎ中止となりました。それからＢ型肝炎のワクチン

は、アメリカではすべてのお子さんに打つワクチンですし、実はＡ型肝炎のワクチンも、

アメリカでは１歳以上のお子さんを対象として、ルーチンワクチンの中に入っています。 

それから、「リコメンデッドワクチン（Recommended vaccine）」です。トラベルワクチ

ンと言われるものはここに入ってきます。自己防衛のために任意で接種するもので、過去

のワクチン接種歴などを参考にした上で、依頼者と相談しどのようなワクチンを選択する

かを決定します。 

これはＷＨＯのインターナショナル・トラベル・ヘルスに記載されている資料で、途上

国に10万人の旅行者が１か月渡航した場合、どういう健康上の問題に遭遇するのかという

のを、スイスのチューリッヒ大学のロバート・ステフェン先生が調べたものです。この情

報はアップデートされていて、後でご紹介します。健康上の問題点としては、例えば「健

康不良のために薬の内服をする」というのが25～65％ぐらい。「入院する」というのが0.4％

ぐらい。「航空機による緊急搬送が必要になる」というのが0.7％ぐらい。「海外で亡くなる」
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というのが0.001％ぐらいと言われています。 

では、感染症はどうかというと、先ほど、海外進出企業のなかで一番多い感染症は、ワ

クチンがあるものではＡ型肝炎でしたが、一番多いのはやはり下痢症です。皆様方も、海

外に行った場合に、下痢を経験した人も中にはいるかもしれません。30～80％ぐらいの方

が下痢を経験します。次にマラリアですね。これはスイスでの調査で、ヨーロッパの方は

バカンスでアフリカに行く方もいらっしゃるのですね。例えば西アフリカのガーナなどに

行く方は、マラリア感染のリスクがあります。それから、風邪などの急性呼吸器感染症、

Ａ型肝炎という順になります。 

これは別の写真ですが、2005年12月にインドネシアで津波がありました。私はその後日

本医師会の仕事でスリランカへ行き、津波の後の感染症の調査に参加させていただきまし

た。インドネシアの津波がタイやスリランカの方まで来て、インドのチェンナイなども被

害を受けたのです。今回、日本では破傷風が復興作業でいろいろ問題になっていますけれ

ども、インドネシアの津波の場合も感染症がやはり流行るのではないかと懸念されいろい

ろな調査をさせていただきました。 

今回の東北地方の津波との違いは、スリランカでは沿岸から大体100メートルぐらいまで

しか波が上がっていないので、ある程度インフラが残されたのですね。ですから、清潔な

水が手に入ったので、余り大きな感染症の流行はなかったです。心配されていたのは、例

えば津波で海水が入ってきたときに、水たまりができて、蚊が大量発生するのではないか、

また遺体が腐乱して、そこからいろいろな感染症が出るのではないかということが心配さ

れましたが、それが原因で何か感染症のアウトブレイクが起こるということはありません

でした。蚊に関しても、水たまりに残ったものが海水なので、海水というのは蚊のボウフ

ラが普通に生育できるような環境にはならなかったので、蚊の大量発生も報告はありませ

んでした。 

これはコロンボからちょっと南に下りたところの避難生活をしているところの写真です

けれども、避難所のトイレというのはこんな感じなのですね。海外のいろいろなトイレを

私も経験しましたけれども、ここはブロックを２つ置いてあって、そこでしゃがんでする

トイレですね。 

こちらはインドに2004年に行ったときの写真ですけれども、ムンバイのスラム街の写真

です。ムンバイは非常に大きな都市ですけれども、世界最大のスラム街があります。朝、

車で横を通っていると、子供たちが道路にしゃがんでいるのですね。何をしているかとい

うと、ここでいわゆるお手洗いをしているわけです。スラム街というのは、おうちの中に

トイレがないので、道端が、遊び場であり、トイレであり、生活の場であるわけですね。

このような環境では、便中に排泄された細菌やウイルスが食べ物や水を介して感染する、

いわゆる糞口感染症といわれる病気が起こりうることがよく分かると思います。 

これはやはりインドの路地の写真ですけれども、製氷された氷が路上に置かれています。

普通日本だったら、氷を地べたに置く場合も、ちょっとビニールとか敷きそうな気がする
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のですけれども、衛生観念がちょっと違うのか、このように普通に置いて、多分これをど

こかお店に入れていくのだと思いますね。そうした場合、多分お尻から出たものが口から

入るルートというのは普通にありそうな気がします。 

先ほどの感染症のリスクのアップデートの話ですが、先ほどのものは実は1987年に調査

されたものなのです。このアップデートは2008年にも行われていて、先ほどの感染症でい

うと、旅行者下痢症のリスクがこの20年で減っています。予防のためのいろいろな知識が

普及したことや、あるいは現地の衛生状況が良くなったのかもしれません。この旅行者下

痢症の大きな原因として注目されているのは、ＥＴＥＣ（毒素原性大腸菌）です。最近は、

腸管出血性大腸菌がヨーロッパで流行し、いろいろニュースで紹介されていますが、旅行

者下痢症で一番多い原因は、このＥＴＥＣです。 

マラリアに関しても、かつては2.5％ぐらいのリスクがあったのが、それが半分ぐらいに

なっています。これはいろいろな予防対策、蚊に刺されないように注意する知識や予防内

服薬がある程度普及したこともあるかもしれません。 

それから、唯一増えているものが、「狂犬病のリスクのある動物による咬傷」が1987年は

0.1％だったのですが、0.45％と増加しています。実は、調査によると、狂犬病で亡くなっ

ている人は少ないが咬まれた人は結構多いというのがわかってきたのですね。海外で犬に

かまれて、曝露後接種のため、私どものクリニックを受診した人も多いです。日本国内で

は狂犬病で亡くなった人は、先ほどの2006年のフィリピンからの輸入例２例が直近のもの

ですが、海外で犬にかまれる日本人は案外多いのではないかと推察しています。 

それからこちらに記載されていないものでは、デング熱も挙げられます。いわゆる一般

的なデング熱は、経過観察と対症療法で治癒する病気なので、余り調査の数として上がっ

てなかったのかもしれませんが、調べると結構多いのですね。多分皆様方の企業の海外勤

務者の方で、デング熱になったという人もいるかもしれません。 

Ａ型肝炎が先ほどの代表例でしたけれども、Ａ型肝炎のリスクが0.3％から0.04％へ、け

たが１つ下がりました。これもワクチンの導入がこの間で行われていますので、それがや

はりかなり効果あったのではと思います。 

それから、インドなど南アジアで問題となるのは、腸チフスですね。腸チフスは、残念

ながらほとんど変わらない状況です。 

それからダニ媒介性脳炎という病気があります。これも余り聞かない病名かもしれませ

んが、東ヨーロッパからロシアにかけて流行する病気です。どのような方が接種対象とな

るかというと、ロシアのシベリアで石油のパイプライン開発などが行われています。その

ような開発をするために、ツンドラなど森林に入っていかなければいけないのでワクチン

を打ちたい、あるいは少数民族の研究のために森林へ行くとか、いろいろな目的でこのダ

ニ媒介性脳炎ワクチンを希望されて私どものクリニックに来ていただいています。またロ

シアだけではなく、オーストリアやドイツの南部でも患者の報告はあります。そういう地

域へ行く方々で、森林や林に入ることがあればダニに注意する必要があるし、必要があれ
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ば、やはり予防接種も考えた方がいいと思います。 

では、予防接種の優先順位をどのように考えるかというと、罹患頻度と重篤度、すなわ

ち病気の罹りやすさと、罹ったときの重篤度で考えるという考え方があります。 

これは予防接種の優先順位の考え方を示すスライドです。先ほどの元チューリッヒ大学

のロバート・ステフェン先生が提唱したもので、当時、国立感染症研究所の木村先生が日

本語訳し、少し訂正を加えたものですが、考え方としては頻度が高く、重篤度が高いベク

トルに近いものほど優先順位が高いと考えられるわけです。 

予防接種の優先順位が高いものとして、Ａ型肝炎ワクチンを接種することが推奨される

ことが、このグラフから分かります。次いでＢ型肝炎ワクチンとなります。それから狂犬

病も、先ほどのグラフでは重篤度が高く、罹患頻度が低く見積もられていました。狂犬病

で死亡する人は少ないけれども、罹るとまずほとんどの方が亡くなるためです。アメリカ

のウィスコンシン州で、狂犬病にかかった少女が曝露後接種を受けずに助かったという事

例はありますが、発症した場合ほとんどの方が亡くなってしまいます。先ほどお話したよ

うに、犬にかまれる方が結構多いことが判明し、曝露リスクが高いとの考えから、優先順

位が比較的高いと考えられるようになったわけです。つまり、狂犬病が流行している地域

で信頼できる医療機関へのアクセスがよくないところへ行くような方には、曝露前の狂犬

病ワクチンの接種が推奨されます。 

それから、腸チフスも優先順位の高いワクチンとして挙げられます。インドなど南アジ

アへ行かれる方は考慮すべきワクチンに挙がってきています。残念ながら、腸チフスワク

チンは日本で認可されている製品はありません。 

次にワクチンに関してよくある質問として、「ワクチンを打つと病気が予防できるのです

か」があります。会場の皆様も特にインフルエンザワクチンで質問されることが多いと思

います。インフルエンザのワクチンを打つと、残念ながらかかってしまう人も中にはいま

すよね。従業員の方も、「今年インフルエンザワクチンを打ったけどかかっちゃった」とい

うのは、たぶんよく聞くと思います。 

これは、10万人のトラベラーがワクチンを打つことによってどのぐらい予防できたのか

ということを示している表です。インフルエンザは、ワクチンを接種しない場合、10万人

の旅行者の内500人ぐらいが罹り、ワクチンを打てば、それが250人ぐらいに減る。つまり

インフルエンザワクチンの発症予防効果は半分程度ということになります。多分、皆様方

もその程度の効果とイメージされているのではないでしょうか。では、ほかのワクチンは

どうかというと、Ａ型肝炎に関しては、ワクチンなしだと、10万人の旅行者がいると、大

体300人ぐらいはかかるだろう。ワクチンを打つことによってそれが１人以下に減ると、非

常に有効性が高いことが分かります。日本製のＡ型肝炎のワクチンも非常に有効性が高い

ですし、海外で使われているＡ型肝炎のワクチンも非常に有効性が高いので、これはやは

り優先順位が高いワクチンといえます。 

それから、Ｂ型肝炎ワクチン。優位順位の高いワクチンの１つですが、これもある程度
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予防効果が高いものです。残念ながら、Ｂ型肝炎ワクチン被接種者のなかには、ノンレス

ポンダーと言って抗体ができない方もいらっしゃいます。３回接種を２クール行っても抗

体が全然できないという人もいらっしゃる。そういう方が本当に感染するのか、非常に少

ないケースのため実際の症例を経験したことはありませんが、理論的には感染する可能性

はあると思います。 

Ｂ型肝炎は、前述したように慢性化しやすいジェノタイプＡの問題の他、交通事故の増

加も考えておく必要があります。海外の日本人の方々が、交通事故に巻き込まれる方が増

えているという印象を私は持っています。海外では自動車免許制度が日本ほど確立してお

らず、車優先の交通事情になっています。そういうところで交通事故に巻き込まれ、輸血

や不衛生な医療を受けることもあり、Ｂ型肝炎ワクチン接種も必要ではないかと思います。 

それから、腸チフスワクチンですが、実は予防効果がそれほど高くはありません。感染

防止の効果としては、６～７割ぐらいの有効性ではないかと推測されています。腸チフス

ワクチンは、Ａ型肝炎のように100％近い効果は見込めないわけですけ、ただ、今ワクチン

が見直されていることとして、抗生物質に耐性の腸チフス菌が多くなっている状況があり

ます。ニューキノロン系の抗生剤に耐性の腸チフスが検出されているので、逆に予防接種

が見直されています。 

では、ワクチンの選択として他にどのような条件があるのでしょうか。一つは、過去ど

のようなワクチンを接種しているかということが影響します。母子手帳があれば過去の接

種歴を確認します。もし母子手帳がなければ、誕生年によって、どのようなワクチンを接

種していたか推測していきます。その他、予防接種によるアレルギーの有無を確認する必

要があります。 

また、予防接種で問題となるのが、出発までの期間ですね。企業では、どうしても短期

間に出張が決まったり赴任が決まったりしますので、大体１カ月ぐらいで予防接種を完了

する必要があります。そのために必要になる手段が、同時接種という接種方法です。日本

は伝統的に１回のワクチン接種で１種類しか打たないというのが一般的に行われていたの

で、同時接種すると何か副作用が倍増するのではと心配されます。最近も、３種混合とHib

と肺炎球菌のワクチンを同時接種し死亡する事例があり、一時期、肺炎球菌とHibのワクチ

ンが接種停止になりましたね。海外では、同時接種は普通に行われていて、それによる副

作用が倍増するデータは特にありません。同時接種の副作用の頻度は、それぞれのワクチ

ンが持っている副作用の出る確率の単純な足し算と考えられていますので、海外に行く方

で時間のない方は、同時接種をやらざるを得ないと思います。 

また、複数回接種が必要なワクチンがあります。Ａ型肝炎も、Ｂ型肝炎も、狂犬病も３

回接種が必要ですけれども、２回接種が済めば、ほぼ効果が出てくるものが多いので、大

体２回まで接種を完了して、一時帰国などの際に３回目を打つというような手段が一般的

と思います。勿論輸入ワクチンなどを使えば早く終わるスケジュールなども可能です。 

それから、渡航先の情報をどのように収集するか。一般的には、ＷＨＯや検疫所とか外
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務省などのウェブサイトを見ていただくのもいいかもしれません。英語では、Fit for 

Travel（フィットフォートラベル）というウェブサイトを見ていただくと、熱帯熱マラリ

アなどの話題などいろいろなものを検索できます。 

それから、調べておきたいのが、現地で予防接種が可能かどうかということですね。海

外では、日本人などの外国人が医療が必要になった場合、設備やサービスが先進国なみに

整備されている医療機関も徐々に増えています。タイのバンコクは、最近、メディカルツ

ーリズムとして非常に注目されていますけれども、そういうところでしたら、日本人が普

通にかかっても遜色がないような病院はたくさんありますし、そこで継続的に予防接種を

することも可能です。ただし、国によっては、満足できるような医療機関がなかなか難し

かったり、あってもアクセスがなかなか難しいというところもあります。 

予防接種の接種間隔ですね。これも本来の接種間隔が確保できない場合があります。接

種間隔に関しては、間隔が多少延びるのはほとんど問題になりません。例えばＡ型肝炎ワ

クチンの３回目は初回から半年から１年後というのが一般的な接種間隔ですが、それが２

年になっても３年になってもほとんど問題にならない。２回打っていれば、ほぼ４～５年

ぐらいは十分に抗体がありますので、例えば２～３年後にＡ型肝炎の３回目を打っても、

それで十分に効果があります。ただ、逆に間隔を短くするのは、余りいいことではないで

す。特に、不活化ワクチンというのは、階段状に抗体価が上がっていきますので、抗体が

上る途中に次のワクチンが来ても有効な抗体上昇につながらないということが言われてい

ますので、間隔が延びるのはある程度はいいのですけれども、極端に短くするのは避けた

ほうがいい。１日とか２日とかだったら全然問題ありませんけれども、半分にするのは、

避けるべきと言われています。 

それから、過去の不完全接種後の対応。例えば、生ワクチンに関しては、接種回数を満

たせばよいというのがあるので、一回ごとの接種が独立しているワクチンだからです。最

近は、先ほど述べた麻疹や風疹ワクチンなども、２回打つ方向で日本でも検討されていて、

実際、ＭＲワクチンは２回接種になっていますね。おたふくかぜも本来ならば２回打った

方がいいと言われています。不活化ワクチンと破傷風やジフテリアなどのトキソイドの不

完全接種の場合ですが、極端に接種間隔が長くなければ同様に接種回数を満たせば良いと

いわれています。ブースター効果がないものが、ポリサッカライドワクチンと言われるも

のです。ポリサッカライドワクチンは余り日本では聞かないと思いますが、先ほどの腸チ

フスなどはポリサッカライドワクチンです。ハッジの話でふれましたが、髄膜炎菌性髄膜

炎も、ある製品はポリサッカライドワクチンです。他にコンジュゲートワクチンというも

のもありますけれども、ポリサッカライドワクチンは、ブースター効果がありません。 

先ほど述べた同時接種ですが、日本では過去、予防接種法が改正されまして、医師の判

断で単独ワクチンの同時接種が可能になりました。本数の規定はないです。私どものクリ

ニックでは、一般的には大体４本ぐらいまで接種することが多いですが、今まで一番多く

接種された方は、右手に３本、左手に３本、計６本打ったのが一番多い本数です。インド
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やアフリカへ行く方は、ワクチンの接種対象疾患が多く、なかなか時間的に余裕がなかっ

たりするので、そういう接種をすることもあります。 

それから、生ワクチンどうしの接種は27日以上あけなければなりません。これは、簡単

に言えば４週間以上空けるということですね。生ワクチン以外の不活化ワクチンなどは６

日以上、簡単に言えば１週間以上空けるということになります。ただ、これも実は日本の

接種方法であって、海外ではそういう方法を行っていないところもあります。海外の場合

は、不活化ワクチンはいつ接種してもよいことになっています。不活化ワクチンは生ワク

チンの増殖を抑制しないので、例えばおたふくかぜなどのワクチンを打ってＡ型肝炎を翌

日に打つことも、理論的にはあり得るわけなのですね。しかし、気をつけていただくのは、

生ワクチン同士は同時または１か月以上あけるというのは、海外でも守られていることな

のです。生ワクチンなので、同時接種は構いませんが、間を空けず接種した場合に、片方

のワクチンの増殖がうまくいかなくなりますので、海外でも生ワクチン同士は、同時もし

くは４週間以上空けるのが一般的なやり方です。 

それから、先ほどお話した年齢から考えるワクチンの選択です。破傷風がその代表例で

すけれども、昭和43年が一つの大事なポイントになります。ちょうど今、この年くらいに

お生まれの方が海外に赴任する方が多いです。何が変わってくるかというと、昭和43年以

前にお生まれの方は、２種混合ワクチンというものを打っています。今、皆様方のお子さ

んとかが打っているのは３種混合ワクチンといって、ＤＰＴ（ジフテリアと破傷風、百日

咳が一緒になったワクチン）を複数回打っていますけれども、それ以前にお生まれの方は、

２種混合といって、破傷風は入っていなかったのですね。自治体によって多少の違いがあ

りますが、昭和43年以前にお生まれの方は破傷風の基礎免疫ができていない可能性があり

ますので、３回接種が必要になってきます。 

それから３種混合ワクチンを打っている方も、だんだん抗体価が下がってきます。抗体

価が下がった方にはブースターを接種しますが、どのくらいの時期にブースターをするの

がよいのかというと、22歳ぐらいが一つのポイントになると言われています。３種混合ワ

クチンを接種していれば、大体20代前半くらいまでは効果が続くのですが、それ以降はだ

んだん抗体価が下がってくる。そこでブースターを１回接種することによって、破傷風に

関しては10年ぐらい有効な抗体価が得られます。 

３種混合は海外ではどのようにしているかというと例えば米国では、日本と異なる点が、

成人のブースターが破傷風だけでは不十分といわれています。なぜかというと、日本でも

話題になりましたが、百日咳が成人の間で流行したことがありました。米国では2005年か

らTdapといって、成人用の百日咳、破傷風、ジフテリアのブースターが使用されています。

私どものクリニックでは、海外へ留学される方で、現地の学校入学に際し、Tdap booster

を要求されることがありますので、輸入して接種しています。 

それからポリオですね。最近いろいろマスコミの間で取り上げられていまして、まず年

代で何が問題かというと、昭和50～52年に日本に生まれている方々で、ポリオの１型と３
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型の抗体がついていない方がいらっしゃいます。そういう方は、もし例えばお子さんが生

のポリオワクチンを飲んだ場合に、お子さんの便からポリオが感染する可能性があるので、

保健所でも昭和50～52年生まれの方には、ポリオのワクチンを一回追加した方がいいと指

導されています。 

また、日本で行われている経口生ワクチンのポリオで、少ない確率ではあるのですけれ

ども、接種後の副作用としてお子さんの麻痺があります。厚生労働省が、先月に、日本で

も不活化のポリオワクチンを導入すると発表しました。４種混合ワクチンとして、再来年

度から導入することになっています。では、３種混合ワクチンをすでに接種した方はどう

するかというと、やはり単独のポリオワクチン接種が必要なので、単独の不活化ポリオワ

クチンも導入の方向になると聞いております。 

海外では、まだ野生のポリオが流行している地域、インド、ナイジェリア、パキスタン、

アフガニスタンの４か国ですね。そういうところに行く方は、ワクチンを追加したほうが

いいと言われています。最近、インドへ行かれる方は非常に増えていますので、そういう

方はやはり接種を考えた方が良いと思います。 

それから、年代で考える予防接種としては、Ａ型肝炎もあります。日本では、過去、Ａ

型肝炎というのは普通に小児期に感染した病気でした。1945年に第二次大戦が終わって、

それから５年間ぐらいは、日本もそんなに衛生状況がいいわけではなかったので、小さい

ときに不顕性感染でかかっているのですね。ですから、1950年以前にお生まれの方は、Ａ

方肝炎の抗体を持っている方がほぼ100％でしたが、それ以降の生まれの方は急速に衛生状

況がよくなって、Ａ型肝炎の抗体を持ってないという方がほとんどなので、血液検査でＡ

型肝炎の抗体の有無を調べるのもいいのですが、調べずに接種するという方法が一般的で

す。 

先ほどお話しした腸チフスですが流行地域としてはやはり南アジアが挙げられます。こ

れは国立感染症研究所のウェブサイトに掲載されている2004年のデータでちょっと古いで

すが、日本国内で腸チフスの患者は年間大体50名前後ぐらいです。そのほとんどが、イン

ドとかバングラディッシュ、ネパール、フィリピン、インドネシアなどからの輸入感染症

としての腸チフス患者です。ですから、インドに行く方々への腸チフスワクチンは、考慮

する必要があると思います。感染経路は、Ａ型肝炎と同じように、経口感染症です。 

渡航医学の雑誌で『Journal of TRAVEL MEDICINE』がありますが、それに昨年の夏、

掲載された論文があります。「Another Typhoid Patient from Japan（日本からもう一

人、また別の腸チフスの患者が来た）」という題名で、ネパールのカトマンズのドクターが

投稿しました。なぜこういう論文が掲載されたかというと、実は10年前にも同じネパール

のクリニックから『Journal of TRAVEL MEDICINE』に論文が掲載されたのです。それは

どういうものかというと、「日本人はもっとトラベルワクチンを打ってください」「The 

Japanese Need Travel Vaccines」という論文があります。どういうことかというと、ネパ

ールに来る外国人、欧米の方は、Ａ型肝炎や腸チフスなどの予防接種を行っているが、日
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本人は残念ながらかなり接種率が低いと。ネパールに来る旅行者でこのクリニックを受診

する方で、腸チフスとかＡ型肝炎に罹患する日本人が非常に多いので、日本人への啓発に

向けてこういう論文が出ているのですね。恐らくＡ型肝炎に関しては、1995年に日本でも

Ａ型肝炎のワクチンが導入されたので、Ａ型肝炎の対策はある程度進んでいるのですけれ

ども、腸チフスがまだ残念ながら日本では手に入らないワクチンです。私どものクリニッ

クでも輸入して使っています。ネパールのドクターから忠告されるなんてと思われるかも

しれませんが、先進国として、きちんとした対策がとれるように現状を変える必要がある

と思います。 

これが腸チフスワクチンですね。適応年齢としては２歳以上で、１回接種になります。

有効期間としては２～３年。私どももこのパスツール社製のものを使っていますけれども、

これはちょっと昔の社名ですね。今は「Sanofi Pasteur MSD」という名前になっていま

すかね。製薬メーカーもＭ＆Ａでどんどん名前が変わります。 

次に、予防接種のポイントですね。Ａ型肝炎に関しては、日本では３回打つわけですけ

れども、日本製のワクチンは１回だけでもある程度の効果は見込めます。数か月ぐらいで

したら十分効果が見込めますので、短期に行く場合でも、１回打つだけでも効果がある。

ただ、海外のものは、大体２回打ちのパターンが多いですね。１回打って、２回目を６カ

月から１年後ぐらいに打つというスケジューリングです。海外のものを日本の３回目とい

う形で打つことも問題ないと言われていますので、Ａ型肝炎ワクチンを２回国内で接種し、

海外で３回目を打つということもいいかもしれません。 

それから、先ほどお話ししたＢ型肝炎、これが今問題になっているジェノタイプＡとい

うもので、Ｂ型肝炎は普通は性行為感染症として感染した場合、急性のＢ型肝炎として発

症してそれでおしまいというのが今までの経過でしたが、慢性化するジェノタイプＡとい

う肝炎がフィリピンなど海外で報告されています。感染すると、いわゆる肝硬変、肝がん

というように進んでいく可能性があるわけなので、リスクのある場合には接種を考えた方

がいいワクチンです。 

それから、他に問題になるのは、はしかですね。日本でも2007年に、大学生ではしかが

流行したということがありましたね。先ほどお話ししたように、はしかは１回予防接種を

打つというのが一般的だったと思うのですけれども、１回だけでは免疫がつかない者もい

ることが分かり、今、日本では２回接種になりましたね。ＭＲワクチンを２回打つという

ようになっています。問題なのは、企業の若い方で１回しか打っていない方が結構いらっ

しゃるわけですね。そういう方が、企業の中ではしかが流行ったり、あるいは海外に行っ

たときに現地で発症する可能性があるので、企業によっては、はしかもトラベルワクチン

として接種しているところもあります。 

それから日本脳炎。日本脳炎は、数年前に新しいタイプの「ベロセルワクチン（Vero cell 

vaccine）」が認可されて、過去問題になったネズミの脳由来成分のワクチンと代わりまし

た。 
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狂犬病に関しては、曝露前に打つやり方と、あと、曝露後接種と言ってかまれてから対

応するやり方、２つの方法があります。曝露前の接種方法としては、日本製のワクチンで

いうと、例えば今日１回目を打ったら、４週間後に２回目、半年から１年後に３回目とい

うスケジュールが日本製の狂犬病ワクチンの接種方法ですが、３回まで渡航前に終わらせ

るというのは難しかったりします。輸入ワクチンを使って短期間に終わらせる接種方法も

あります。例えば私どもが使っているドイツ製やフランス製の狂犬病ワクチンは、最短３

週間３回で接種可能です。今日１回目を打って、１週間後に２回目、３週間ないし４週間

後に３回目というスケジュールで打てるので、インドなど狂犬病のリスクの高いところに

行く方は、そちらをお勧めしています。 

それから、狂犬病ワクチンの曝露後接種ですが、かまれてから対応しても遅くはないワ

クチンと言われています。ただ、咬傷の程度によっては、狂犬病免疫グロブリンの使用が

求められる場合もあります。それに加えて、狂犬病ワクチンの曝露後接種をしますが、狂

犬病の免疫グロブリンは、実は海外でも流通量が多くありません。特に日本では見たこと

がありません。私が知っている範囲では、東京大学の医科研にオーファンドラッグ研究会

が非常にまれな疾患に対応する薬を貯蔵しています。そこに１本在庫しているとは聞いて

いますが、日本ではまず手に入らない。私も買おうかなと思って値段を聞いたら、10万円

以上の価格でした。高価なグロブリン製剤、たぶん数か月しかもたないのをストックする

というのは経営的にも難しいので、買おうという気にはならなかったですけれども、とに

かくグロブリンが手に入らないので、厳しいところに行くようだったら、やはり曝露前接

種をしておいた方が良いと思います。 

この曝露後接種、日本のワクチンで行う場合は、計６回接種します。咬傷の当日とは３

日後、１週間後、４週間後、30日後、90日後というスケジュールで接種しますが、アメリ

カのＣＤＣでは、曝露後接種のスケジュールが最近リニューアルされて、４回で良いこと

になっています。以前は５回になっていましたけれども、４回に変わっています。 

日本で未認可のワクチンとしては、先ほど話した腸チフスとか髄膜炎、経口コレラワク

チンもあります。日本でも、過去、注射のコレラワクチンがありましたが、残念ながら製

造中止になりました。おそらく効果が余り見込めないということで製造中止になったと思

われます。私どもが使用しているコレラワクチンは、スウェーデンの「Ｄｕｋｏｒａｌ」

という飲むタイプの経口コレラワクチンです。コレラにもある程度予防効果があるのです

が、おもしろいのが、毒素原性大腸菌、さっき言った「Travellers’diarrhea」にも効

果があるというので、今、インドに行かれる方々へ使用することがあります。 

それから、昭和50～52年生まれの従業員対策として考えておかなければいけないものと

して、先ほどのポリオは勿論ですけれども、もう一つは３種混合ワクチンです。３種混合

ワクチンも、実は昭和50～52年生まれの方で一部接種されていない方もいらっしゃいます。

なぜかというと、百日咳を含んだ３種混合ワクチンを打ったお子さんが亡くなる事例が何

件かあって、接種率が下がっています。ですから、この年代では３種混合ワクチンを打っ
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ていない従業員も中にはいるかもしれないということは、ちょっと頭の隅に入れておく必

要があると思います。 

このスライドは、接種率の推移ですね。 

これは、破傷風になった患者さんの写真です。呼吸筋が麻痺するので、笑ったような顔

になります。今回の東北の地震でも破傷風の患者が何人か報告されていますがその多くが

高齢者であり、恐らく過去接種を受けていないというのもあると思いますし、もしかした

ら接種されていても抗体が下がってしまっているということが原因かもしれません。 

次にポリオですが、話をすると長くなるので、なるべく少なくしますが、ポリオも日本

国内では、ここ数十年間は経口の生ワクチンを接種したお子様から感染した患者しか報告

されていません。ですから、先進国の中では、残念ながら日本だけがまだ生の経口のワク

チンを続けているような状況で、ほかの先進国はもう不活化ワクチンに移行しているので

す。アメリカでは2000年に完全に不活化ワクチンに移行しているのですが、日本は残念な

がらまだ生ワクチンを使っているというのが現状です。 

先ほどの問題で「海外に行くといつも下痢になって苦労するのですけれども、どうした

らいいでしょうか」。これは一つのソリューションですけれども、旅行者下痢症、英語では

「Travellers’diarrhea」と言われますけれども、実はいろいろなことがわかってきて、

いわゆる感染症がその大きな原因を占めると言われています。先ほどの表にもあったよう

に、旅行者で大体30～60％ぐらいが旅行者下痢症を経験することになります。先ほどお話

ししたニューキノロンの耐性のキャンピロバクターというのは、タイ、インド、ネパール

で非常に多くなってきています。ニューキノロンを使ってもなかなか効かない。すぐ耐性

を持ってしまうというのが問題になっています。「Travellers’diarrhea」はいろいろな

ところで流行っていますが、地図のグリーンの国はリスクが低いところ。日本はどうでし

ょう。黄色ですね。インターメディエート。日本はなぜ「Travellers’diarrhea」のリ

スクが中程度かというと、いろいろなものを生で食べますね。すしを食べます。お刺身を

食べます。加熱してない分、やはり「Travellers’diarrhea」のリスクは高くなります。

生で食べるという行為はリスクを伴う行為ですね。 

旅行者下痢症の“ウソ”と“ホント”で、ストレスとか冷房、冷たい水、香辛料とか、

いろいろなものが多分原因にはなるかもしれませんけれども、実は細菌感染が多いという

のがわかってきました。旅行者下痢症の80％以上に細菌が検出されて、90％以上が抗菌剤

で予防ができるということが言われております。 

これは、コレラの便などの写真です。元横浜市立市民病院感染症科の相楽先生からいた

だいた写真ですけれども、先ほど、コレラのワクチンの話をしましたが、米のとぎ汁様と

か言いますね。独特のちょっと甘いにおいがする便です。ジアルジアも結構多い感染症で

すね。これは皆様方寄生虫学で勉強されたと思うのですが、ランブル鞭毛虫が感染し、腸

管に接着すると、腸管からの脂肪の吸収が阻害されて、便に油が浮いてくるのですね。で

すから、ちょっと油臭いようなにおいがします。ジアルジアになるとオナラが臭くなると
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言われています。海外から帰ってきた人から「オナラがすごい臭いんです」と言われた場

合には、ジアルジアも考えた方がいいということになります。それから、細菌性赤痢とか、

最近話題の腸管出血性大腸菌です。いろいろなものが下痢の原因になります。 

その対策としては、そのような衛生状態の悪いところへ行かないというのが一番簡単な

回答ですけれども、なかなかそうはいきません。英語でよく言われる対策としては、「boil 

it,cook it,peel it,or forget it」です。つまり、熱を加えるというのがまず一つ。

あと、自ら調理をするというのも一つ。「peel it」というのは、自ら果物の皮とかをむく

ということですね。海外ではカットフルーツを売っていたりしますけれども、カットフル

ーツも時間がたてば細菌感染が進みますので、自分でちゃんと皮をむいて食べるほうがい

い。「or forget it」というのは、とにかく食べたことにして忘れてしまえということか

もしれません。食べたことを忘れろと言っているわけではなくて、食べるなということだ

と思います。そういうことが守れないことも多いということですね。 

抗菌薬による予防ですが、重要な業務がある場合には、短期間実施することもあります

が、アメリカのＣＤＣでは、抗菌薬の予防的な投与というのは勧められていません。それ

から、ワクチンによる腸管感染症予防に関しては、先ほど述べた腸チフスとかコレラとい

うものも選択肢としてはあります。あと、下痢に対する自己対応としては、ＯＲＳと呼ば

れる脱水予防があります。非常に有効な手段であり、海外ではコレラの死亡率減少に有効

と報告されています。 

この写真が、先ほどお話しした経口コレラワクチン「Dukoral」というもので、スウェ

ーデンのメーカーがつくっているものです。私どものところでも使っていていますけれど

も、成人の場合２回飲みます。１回飲んで、１週間から６週間間隔をあけて２回目を飲ん

で、２回目を飲んで１週間後から効果が出てきます。コレラにもある程度効果が出ますし、

旅行者下痢症にも効果がある程度見込めるので、インドへ行く方でこれを飲んで行く方も

結構いらっしゃいます。 

それから、虫よけの話です。この問題は、皆さんに挙手していただこうと思います、海

外へ行くと虫よけが必要になったりしますが虫がいる、蚊がいるところというのは、非常

に暑いところが多く日焼けもします。例えばゴルフ場に行くときに、虫よけと日焼けどめ、

どちらを先に塗ろうかといった場合、どうでしょう。「虫よけを先に塗ろう」と思う人？ 

「日焼けどめを先に塗ろう」と思う人？  

優秀ですね。そうですね。「サンスクリーンファースト」と言いまして、日焼け止めを最

初に塗らないと効果がありません。なぜかというと、サンスクリーンはいろいろな種類が

ありますが、種類によっては散乱剤というものが含まれていて、それが表面を覆ってしま

うと虫よけの成分が蒸発しないので、最初に日焼け止めを塗って、その次に虫よけを塗っ

てくださいということになります。 

虫よけというのは、日本でもいろいろなものが市販されていますけれども、一般的に科

学的な効果が認められているものは、この「ディート（DEET）」と言われるものです。海外
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では「ピカリジン」というものもありますが、日本では未発売です。また、蚊帳や服など

に使うものとしては、「ペルメトリン」があって、前述した住友化学の蚊帳に使われている

ものです。他に、燻煙して使用するものとしては、一般的な渦巻きの蚊取線香です。ピレ

スロイド系の虫よけもあります。 

DEETは、皮膚に使うものですけれども、日本国内では、DEETの含有量で一番多いもので、

医薬品と医薬部外品というものがありまして、医薬部外品は10％以下ですね。医薬品と言

われるものでも、大体12％ぐらいです。このDEETは、濃度が高くなると、それだけ有効性

が高くなるというわけではなくて、有効時間が変わってくるのですね。DEETの濃度が12％

ぐらいではどのくらいかというと、大体２～３時間ぐらいしか効果がないので、２～３時

間ぐらいたったら塗り直さなければいけません。長時間屋外活動する方に、２～３時間ご

とに塗ってくださいと言っても、ちょっとそれは難しいので、「ウルトラソン」というもの

を輸入して販売しています。この製品はDEETが34％程度含有されています。この製品は有

効時間が12時間になっています。これはアメリカ軍でも使用されているもので、必要な方

は、こういうものをチョイスするということになります。 

次に、マラリアの情報収集に関するお話です。このスライドは懐かしいＪＯＨＡＣのウ

ェッブサイトですが、現在はもう見ることが出来ません。インドの衛生情報を調べていく

と、マラリアの状況も掲載されています。ほかにアクセスできるものとしては、ＪＯＭＦ

という海外邦人医療基金のサイトがあります。そこでは、現地の医療情報や医療機関情報

などが調べられます。それから、これは厚生労働省の検疫所のサイトです。これもちょっ

と古いもので申しわけないのですけれども、実は、この検疫所のウェブサイトに過去のＪ

ＯＨＡＣ（海外勤務健康管理センター）の情報が統合されたものを、検疫所でつくろうと

しているようなので、もう少しすると新しい形式が出てくるかもしれません。このサイト

で、予防接種機関なども調べることができます。 

それから、こちらは国際渡航医学会のウェブサイトです。これは各国のトラベルクリニ

ックなどを調べることが出来ます。有用なサイトとしましては、外務省の医務官のサイト

です。先ほどお話ししたように、外務省の医務官は世界80か国以上にいらっしゃって、現

地の医療情報などを調べています。その中で、国ごとにいろいろな情報が掲載されていま

して、これは外務省のページから見ることができます。このようなサイトを見ていただく

と、かなり詳しい医療情報が掲載されていますので、参考にされると良いと思います。 

その他の情報元としては、メーリングリストがあります。メーリングリストは、皆様方

も、いろいろなリストサーブに入っていると思いますが、渡航医学関連のメーリングリス

トとしては、日本渡航医学会、国際旅行医学会などがあります。それぞれ利点・欠点はあ

って、利点としては、いろいろな疑問を多くの専門家に尋ねることが出来ますが、欠点と

しては回答がないこともあるでしょうし、回答が正しいとは限らないということも、考え

ておく必要があるわけですね。 

「Bangaloreのマラリアに関する質問」ですが、これは国際渡航医学会のリストサーブ
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に質問があった実際のものです。例えばバンガロールへ行くのに家族、５歳、12歳、16歳

の子供を連れて行くのだけれども、バンガロールは標高が高いので・・・この質問には6,000

フィートと書いていますね。そのため、マラリアのリスクはほとんどないのではないかと

思われるが、自分の渡航医学関係のインフォメーションではマラリアリスクがあるので、

マラリアの予防内服をすべきかという質問です。返ってきた答えのまず一つが、バンガロ

ールは、このウェブサイトで見たらわかるけれども、6,000フィートではないです。2,998

フィートです。まず標高が違っていますということです。なぜ標高がそんなに問題になる

かというと、マラリアというのは、標高1,800～2,000メートル以上では、感染のリスクが

ほとんどないと言われています。標高の低いところではリスクがあるので、標高の情報は

大切です。 

いろいろな議論があって、割愛して申しわけないですけれども、最後のまとめの回答を

当時の、感染研の木村先生が日本渡航医学会のメーリングリストに以下のように紹介して

います。ドイツではインドを含むインド大陸についてマラリア予防内服は推奨していませ

ん。予防内服薬にはメフロキン、アトバコン、プログアニルの合剤でマラロンというもの

がありますが、それらの薬剤によるスタンバイ治療が推奨されています。つまり、マラリ

アの可能性があるような症状がある場合に、治療レベルを飲んですぐに医療機関にかかる

というような対策が推奨されています。予防内服薬をするのではなくて、医療機関のアク

セスが余りよくなければ、自己治療で治療を開始して、すぐに医療機関に行って治療して

くださいという対策が一般的と言えます。 

マラリアに関する問題では、昨今、アジアへ進出している企業が多いとお話しました。

日本の中で唯一予防的に認可されているマラリアの薬は、このメフロキンというものです

が、タイとカンボジア、タイとミャンマーの国境沿いには、このメフロキン耐性の地域が

あります。そういうところへ行く企業では、メフロキン以外の予防が必要になってきます。 

マラリアの予防内服薬で使われている代表的な薬剤は、クロロキンが過去よく使われた

のですが、クロロキンはほとんどの地域で耐性になっているので、使われなくなってきて

います。メフロキンは、日本で唯一認可されている予防薬ですが、耐性のことも考えなけ

ればいけないし、副作用がやや多いといわれています。欧米では、こちらのマラロンと言

いまして、アトバコン、プログアニルの合剤なのですけれども、こちらの方がより副作用

が少ないので、現在ではマラロンを使うことが多い。ただ、服用期間によっては費用が高

価になるので、その問題あるかもしれません。これがメフロキンですね。右がマラロンと

言われるものです。メフロキンは流行地に入る１週間に１回１錠内服し、流行地に滞在中

と滞在後４週間、１週間に１回１錠内服を継続する必要があります。マラロンは流行地に

入る１－２日前より内服を開始し、毎日１錠飲んでいただいて、流行地を出た後も１週間

続けて飲みます。メフロキンの場合、流行地を出て１か月間薬を続けるというのはなかな

か難しかったりしますので、マラロンの方が内服のコンプライアンスがいいということは

言われています。 
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次に中国の内陸へ赴任する場合、どのような予防接種を考えた方がいいのかという問題

です。中国は、狂犬病がいろいろ問題になると思います。これはＷＨＯのInternational 

Travel and Healthに掲載されている狂犬病の流行地域です。国ごとに色分けされている

ので中国のどの地域が流行地かよくわからないと思います。こちらは中国のChina ＣＤＣ

といって、中国にもアメリカのＣＤＣのような組織があって、狂犬病の流行地域はどうい

うところが多いのかという情報があります。内陸の南の方が狂犬病の発生頻度が高いこと

が分かります。中国の沿岸地域に行くだけであればそれほどリスクは高くないわけですけ

れども、中国の内陸、特に南へ行くようだったら、やはり狂犬病のリスクが高くなると思

われます。年間2,000～3,000人が狂犬病で亡くなっているという事実がありますので、中

国の内陸へ行く場合は接種が勧められます。 

子どもは大人以上に狂犬病のリスクが高くなります。これは猫ちゃんの尻尾をかんでい

る子どもの写真ですが、子どもはかまれる場所がどうしても脳に近い部分、顔とかそうい

うところになってしまう。そうすると、狂犬病のウイルスは神経繊維を伝わって中枢神経

のほうに移行していきますので、やはり脳に近い部分をかまれると、それだけ発症までの

時間が早くなります。また子どもは、動物と接触して多少かまれたとしても親へ報告しな

かったりしますので治療開始が遅れたりすることもあります。そのためリスクの高いとこ

ろに行かれるお子さんは、曝露前接種を考えておく必要があります。 

中国へ行く旅行者でよく話題になっているのは、「青海チベット鉄道」という鉄道があり

ます。旅行がお好きな方は知っているかもしれませんが、中国からチベットへ行く鉄道が

ありまして、非常に高いところを通るのですね。標高で言うと、タングラ峠は標高5,000

メートルです。富士山が3,776メートルですから、富士山より高いところをこの鉄道で行く

わけです。実は、中国のこの青海鉄道はとても人気があって、日本のシニア世代の方々が

行かれるのですけれども、問題になるのが、高山病です。渡航医学は高山病も取り扱いま

す。例えばペルーのマチュピチュやヒマラヤトレッキングに行く場合、高山病予防の対策

が必要になります。 

日本で手に入る高山病の予防薬としては、「ダイアモックス」というのがあります。ダイ

アモックスは、皆さんもご存じかもしれませんけれども、普通は緑内障や利尿薬として使

われます。脳の呼吸中枢を刺激して呼吸数が早くなり酸素濃度を上げる効果を期待します。

夜間、人は呼吸回数が減るので、ダイアモックスを内服することで夜間の呼吸数を上げる

ことが目的です。内服方法としては、１日１錠あるいは、半錠にして１日２回内服します。

それでも万能薬ではないので、いわゆる高山病の症状が治まらない場合は、最終的には下

山するしかありません。 

その他、産業医学に関係するものとしては、中国では、外国人がＺビザを取得する際に

は、ＨＩＶの陰性証明が必要になります。最近はＨＩＶはあまり話題になりませんが、検

査結果が陽性になった場合のことも考えておく必要があるでしょう。 

次にナイジェリアに関する問題です。なぜこれを出しているかというと、先ほどお話し
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した髄膜炎に関してのお話です。最近、宮崎県で髄膜炎の報告があり、野球部の寮で患者

が発生したというニュースがありました。アフリカでは、髄膜炎ベルト（meningococcal 

belt）というのがあって、サハラ沙漠以南の地域では髄膜炎の流行があります。このグラ

フは日本の発生率ですけれども、1960年以降は非常に少ないのですが、海外では対策を考

えておかなければいけないものです。過去、2005年でも、中国、江蘇省、上海でアウトブ

レイクがありました。また、髄膜炎のワクチンでよく問題になるのは、アメリカに留学す

る場合です。大学の寮に入る際、髄膜炎の予防接種を求められることがあります。ですか

ら、例えば社費でアメリカに留学するような方は、髄膜炎のワクチンを事前に接種する必

要が出てくるわけですね。これはロチェスター大学の予防接種歴を記載する用紙ですが、

髄膜炎菌性髄膜炎ワクチンの接種が求められています。 

その他では海外出張者の対策も考えておく必要があります。なぜ海外出張者が問題にな

るかというと、１つは労災認定の問題があります。海外出張者の労災というのは、最近事

例もいろいろ報告されています。労災認定に際し、出張か派遣かということで取り扱いが

変わってくる部分があります。これは産業医として知っておく必要があると思いますが、

一般的なイメージとしては、海外出張というのは短期間海外に行くとことのように思って

いる方も多いと思いますが、この滞在期間の長短は実は労災の判定には関係ないと言われ

ています。企業の中で、例えば規定で出張、派遣という定めがあっても、労災認定の際は

労働の実態によって労基署が判断するということになっています。出張というのは、国内

事業所の一員として国内の指揮命令に従って勤務をすることが出張であって、派遣という

のは現地の指揮命令系統で動くというものなので、長短は関係ありません。労災認定に関

して業務遂行性、業務起因性が問われますが、出張の場合は、日本からの業務命令で海外

に行きますので、いわゆる出張全般に関して業務遂行性があるということになります。で

すから、海外に行って、もし現地特有の感染症に感染した場合には、国内法に基づいて労

災認定される可能性があるということになります。 

では、派遣された場合はどうなるか。派遣された場合には、業務で海外に派遣されます

が、その地域に住んでいる方と、基本的には感染症のリスクは同様に存在していると思わ

れるので、業務起因性があると言えない場合が多い。よほど感染経路として業務に起因し

て、例えば会社の食堂が原因で感染したのであれば業務起因性が認められると思います。 

今後の海外医療対策の問題点についてお話をしたいと思います。今後は、医療レベルの

低い地域での健康管理が必要になってくるでしょう。それから、海外出張者への対策です

ね。海外へ従業員を派遣する際、事業主へ求められる健康診断としては、労働安全衛生法

の第45条の２の中で、海外に６か月以上従業員を派遣する際には健康診断を行うことが求

められています。おそらくそれが影響しているのかもしれませんが、海外に派遣される従

業員には対策があっても、海外出張者への対策を行っている企業は少ないのが現状ではな

いでしょうか。最近、特に中国などは海外派遣ではなく、出張で対応している企業は非常

に多いと思います。海外出張者の健康上の問題が表面化する前に、出張者対策を企業の中
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で持っておく必要があるのではないかと思います。それから、先ほどお話しした中小企業

の問題も、やはり考えておく必要があると思います。 

最後に、最近、グーバル化という言葉をよく耳にします。企業もどんどんグローバル化

し、日本式の健康管理のあり方でグローバルな対応が可能かという問題があります。ＳＡ

ＲＳとか新型インフルエンザの際にも、日本型の健康管理の対策が海外の方々に受け入れ

られるのか今後考えておく必要があると思います。特に日本の健康管理のあり方は、健康

診断がベースになった独特のシステムだと思うので、それがグローバルに対応できるのか

ということも考えておく必要があるのではないかと思います。 

最後に、「渡航医学が海外勤務者の健康管理に貢献できること」をお話して終わりたいと

思います。企業の海外医療対策には、専門的で特殊な情報が必要とされるので渡航医学が

そのような情報を提供することが出来ると思います。それから、海外へ赴任する場合、予

防接種が必要になったりしますが、そういう場合、トラベルクリニックは常にワクチンを

在庫しているのですぐに接種出来たり、出発まで時間がない方でも対応することが可能で

す。また、先ほどの未承認ワクチンも含めて対策がとれるメリットもあると思います。そ

れから海外に特有な感染症の検査や治療が必要となった場合に専門的なネットワークを利

用することも貢献出来ることではないかと思います。５分ほど超過してしまいましたが、

これで講演を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○輿先生 

幅広い渡航医学のお話をいただきました。 

なかなか伺えるお話ではないので、何時までも、もっともっとお伺いしたいと皆様思っ

ていらっしゃると思うのですが、ここで休憩を取らせていただきまして、皆様で、お茶を

お飲みになりながら、個人的に先生とお話しさせて頂けたらと存じます。 

４時15分まで休憩といたしまして、４時15分から５時まで討論の時間を設定させていた

だきたいと存じます。 

先生には、長時間にわたり貴重なご講演を頂きまして、誠にありがとうございました。 

 

（休 憩） 
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質疑応答 
高屋先生（司会）： 

後半の討論の方の座長をさせていただきます日立製作所の高屋と言います。 

今日は、非常に実際的ないろいろな海外派遣者の健康管理についてお話をいただきまし

た。 

それでは、早速、どなたか質問がある先生はおられましたら、どうぞ。 

 

Ａ先生： 

今日はありがとうございました。 

１つ、私は多分これまで誤解していたと思う内容の質問ですが、狂犬病の予防接種の場

合には、曝露前の予防接種と曝露後とありますけれども、私の記憶の中では、曝露前にし

ていても、かまれたら、事後でまた打ちなさいよというのがよく成書に載っていたような

気がするのですが、その辺りは今どんなふうになっているのですか。 

 

古賀先生（講師）： 

説明が足りなくて申しわけないです。 

曝露前の予防接種が３回終わっている方が、狂犬病の疑いのある動物に咬まれた場合、

すぐに傷口を石けんときれいな水で洗っていただいて、医療機関になるべく早くかかる。

そして、発症予防のためのワクチン接種が曝露当日と３日後の２回で済むことになります。 

曝露前の予防接種を行っていない方、あるいは予防接種が１回ないし２回しか終わって

ない方が、狂犬病の疑いのある動物に咬まれた場合、発症予防のためのワクチン接種回数

が日本製のワクチンだったら６回、海外製のワクチンだったら５回になっています。米国

のＣＤＣでは、最近４回に変更しました。このように３回事前に予防接種が終了している

かどうかで、その後の発症予防のためのワクチン接種回数が変わってくるのですね。また

曝露前接種を行っていると、日本では流通していませんが狂犬病の免疫グロブリンを打つ

必要がありません。 

 

Ａ先生： 

ありがとうございます。 

 

高屋先生（司会）： 

そのほかの先生の御質問は。 

 

Ｂ先生： 

最後の方で、例えばＳＡＲＳの流行などに対応するためには、健康診断を中心としたよ
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うな日本の今の企業の健康管理体制で間に合うのか、グローバル企業としてはもっと違う

方法がおありではないかというようなお話を、先生からいただきましたが、具体的にはど

んなシステムが考えられるのでしょうか。 

 

古賀先生（講師） 

例えば新型インフルエンザ対策では、企業が事前の対策として、海外勤務者に抗インフ

ルエンザ薬を持たせるか持たせないか、そのような問題は結構あったと思います。日本の

グローバル企業と呼ばれるような大企業でも、日本本社の海外赴任者には、抗インフルエ

ンザ薬を事前に配付するけれども、海外の現地法人はそのような対策を行わないといった

ことがあったと思います。 

具体的に申しますとフィリピンのマニラの事業所へ赴任した場合、日本から赴任した従

業員はタミフルなどの抗インフルエンザ薬を持っているけれども、アメリカからフィリピ

ンへ赴任した同じ会社の従業員は持っていないということがあると、会社への帰属意識と

か、信頼関係などが変わってくる可能性があるわけです。グローバル企業として、事前に

従業員へ抗インフルエンザ薬を持たせるか、持たせないかは別にして、いざという時の対

応を均一化し、明確にした方が、従業員も安心して働けるのではないでしょうか？帰属し

ている会社によって対策が変わるとすると、不平不満などいろいろな問題が生じてくると

思います。感染症対策も勿論企業によりいろいろな相違はあって当然でしょうが、日本の

企業が真のグローバル企業として健康管理対策をグローバルに推進していくには、基本理

念を明らかにし、全社的に対策を考えるような視点が必要になってくるのではないかと思

います。 

実際、企業の中でそのような事例はなかったでしょうか？もしあれば教えてください。 

 

Ａ先生： 

今のインフルエンザでは、新型に関して言うと、例えばアメリカは、アメリカの各企業

に対してアメリカ政府から「用意しろ」という文書が出ていたと思うのですね。それはそ

れで、向こうでは対策していただいて、日本は日本で対策して、中国は中国で対策をそれ

ぞれの地域に合わせてしているというのが現状です。その国の法律は守らないといけない

というのもあったので。 

 

古賀先生（講師） 

ありがとうございました。 

その国の法律を守るのは非常に大切なことで、その地域に合わせて実際の対策を作成す

る必要がありますね。 

他に海外進出企業の中で問題になったことでは、現地のローカルスタッフまで対策が出

来ないといったこともあったと思います。東南アジアの某国では抗インフルエンザ薬のタ
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ミフルは、10錠で大体50ドルほどの費用が必要となり、ローカルスタッフの１か月の給与

が100ドルとか200ドルという国で、50ドルの薬を全員分用意するのは、現実的ではなかっ

たりします。その辺りをどう考えるのか、いろいろな問題があると思います。 

 

Ｃ先生： 

うちの会社では、タミフルをアメリカに行く方については持たせたのですが、一応能書

じゃないけれども、現地の医者に診断をしてもらってから飲んでくださいというような話

をして、とりあえず持たせて、御本人の判断で熱が出たら飲んでいいとかという形はしな

かったのですが、予防投与というかタミフルを会社の診療所で出した際に、国内法で薬事

法との関係で、文書でそういうような運用をした会社もあるように聞いたのですが、その

辺のところで、我々がそういう処方したことに対する法的な問題はどういうふうにクリア

したらよろしいのでしょうか。 

 

古賀先生（講師）： 

法律の是非は、私が判断できることではなく、裁判所、司法の場で判断されることと思

いますが、実際そのような運用を行っている企業が何社もあることを知っています。 

結局、企業としては、従業員への安全配慮義務が生じてくるので、何らかの対応をとら

ざるをえないと思いますが、片や、それで健康被害、何か障害が出てしまった場合に、だ

れが責任をとるのかということになりますね。それが産業医独自の判断なのか、企業とし

て行ったのかということが問われるのではないでしょうか。産業医独自の判断で健康被害

が出たら、もしかしたら先生の個人的責任が問われるかもしれませんので、事前に企業と

して行う対策であることを確認することが大切ではないでしょうか。 

 

Ｄ先生： 

今回初めて参加させてもらっています。よろしくお願いします。 

最後の方で、労災認定、会社の企業責任のところがありましたけれども、感染リスクの

高い地域に従業員を派遣する場合、感染症予防も安全配慮義務の範囲に含まれるとすると、

企業が安全配慮義務を果たすために、ワクチンや薬を携行させるなど、大体どのレベルま

でやるべきでしょうか。先生のご見解をお聞かせください。 

 

古賀先生（講師）： 

私も法律の専門家ではないので、どこまで求められるかわからないのですが、労働災害

として認定される事例は、過重労働の側面から認められることが最近多くなってきました。

今回ご紹介した労災認定の事例も、実は過重労働として労災認定されています。具体的に

は、神戸の商社に勤務する当時37歳の男性が、外国人の取締役などを連れて、国内出張を

４日間した後に、１日置いて、韓国・台湾・シンガポール・マレーシア・タイ・香港など
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を２週間ほどかけて海外出張を行い、タイから香港へ行くフライトの中で急におなかが痛

くなって、香港の病院に担ぎ込まれ、十二指腸潰瘍の穿孔で緊急手術になった症例です。

この方はピロリ菌も陽性で、既往として十二指腸潰瘍があることがわかっていました。 

１審、２審では、結局、「持病の悪化」という形で片づけられたわけですけれども、最高

裁まで行って、逆転判決になりました。これは「過重労働」の側面から労災認定をされた

事例です。では、感染症が原因で労災認定されるかというと、海外出張者の場合は、海外

出張で感染が予見される感染症に罹患した場合は労災認定される可能性があります。例え

ば何も予防措置をせずにインドに海外出張し、Ａ型肝炎に罹患した場合、一般的に感染す

る可能性があることが知られている感染症に対し、対策を怠ったとみなされ、労災認定さ

れる可能性があると思います。 

 

Ｅ先生： 

過重労働の認定の要素に「出張」が入っていますよね。ですから、当然そっちでこれは

処理されるのが妥当だと思うのですよ。 

本当に古賀先生おっしゃるとおりで、相当因果関係が成立しない限り、労災なんてあり

得ないのですから、海外で十二指腸潰瘍の開腹手術を起こそうがどうしようが、多分、そ

れそのものは労災の対象ではないと私も思います。 

 

Ｄ先生： 

質問させていただいた意図は、海外派遣により感染症自体のリスクが高まっている状況

に対して、企業はどこまで事前にやっておかなければならないか、また、こういうことに

対して、最近どのように考えられているのかということです。例えばＡ型肝炎の場合、ワ

クチンは接種させておかないと、現地でＡ型肝炎になった場合には、企業としての安全配

慮義務違反が問われるとか、そういうことが、現在どのように考えられているかというよ

うなことです。 

 

古賀先生（講師）： 

そうですね、世間一般的に知られている情報をもとに判断することになるのではないで

しょうか。公的な情報としては、例えば厚生労働省の検疫所のウェブサイトには国や地域

による感染症リスクが掲載されているので、その対策を行うことが妥当ではないですかね。

いろいろな感染症があり、すべての対策はなかなか難しい部分がありますが、世間一般で、

ここに行く場合に、この対策をしなければいけないでしょうというのが大体書いてあるの

で、その対策を怠ると、もしかしたら企業としての責任を問われる可能性があるのではな

いでしょうか。教科書的な答えで申し訳ありません。 
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Ｄ先生： 

ありがとうございます。企業内で、ワクチン接種などをどのくらい強く推奨するべきか

なのかということを考える上で参考にさせていただきたく質問をさせていただきました。 

 

高屋先生（司会）： 

それに関係するのですけれども、基本的に一般的な海外の出張のときに、予防接種はこ

こまではやらせた方がいいのかというのは、大まかな目安みたいなのはあるのでしょうか。 

例えばＡ型肝炎だったら、いろいろなところに行く人も、或いは所謂流行地というか、東

南アジアだとか汚染された地域に行く人は、した方がいいというか、やらなければいけな

いというところまで言えるのかどうか。Ｂ型肝炎とか、破傷風とか、そういうところ辺ま

では。どこら辺までを一般的な海外に行くときには接種させたほうがいいのでしょうか。 

 

古賀先生（講師）： 

その辺りの線引きがなかなか難しくて・・・。例えばインドは、年間２－３万人が狂犬

病で亡くなっていますが、インドのデリーに１週間出張へ行く従業員に、狂犬病ワクチン

まで接種すべきか迷う問題です。例えば現地の仕事がデスクワークで、ほとんど大都市に

しか滞在しないという方に狂犬病ワクチンを接種すべきかと言われた場合、私は必要性は

低いと考えます。それは現地での活動内容や滞在期間、医療機関へのアクセスなど、いろ

いろなものを考慮した上で選択をすべきではないかと思います。 

ただ私のクリニックに受診された出張者本人が、狂犬病の致死率や現地の医療機関への

受診を心配され、出来る限りの予防接種をしたいと言う場合は、勿論接種します。またア

レルギーがあり、なるべく予防接種はやりたくないと言う人も中にはいらっしゃいますの

で、そういう場合にはワクチン以外の教育が大切ですね。例えばＡ型肝炎は、基本的には

食べ物・水で感染し、加熱することによりウイルスが失活しますので、感染経路を絶つ教

育を行うことが必要と思います。なかなかすっきりした回答でなく、申しわけありません。 

 

高屋先生（司会）： 

そこのすっきりしないところが、産業医のいろいろ悩むところではあるのでしょうけど

ね。 

それでは、それ以外のことで何か御質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

Ｅ先生： 

細菌性あるいはウイルス性の感染症、一部は医動物の世界の話をしていただいたのです

けれども、特にその医動物というか寄生虫の範囲の中で、白い虫、回虫、蟯虫、そういっ

た類の感染症に関して私ちょっと興味があったもので、御存知でしたら、その辺のところ

で、例えば日本住血吸虫とか、そういう感染症の対策とか、今の感染率についてあったら、
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ちょっと教えていただければなと思います。 

 

古賀先生（講師）：  

私が以前勤務していた海外勤務健康管理センターでは、海外で巡回医療健康相談を行っ

ており、便虫卵の陽性率を調べていました。インターネットで調べていただくと論文が検

索できますが、2004年に調査した結果では、例えば日本人の長期滞在者の便虫卵陽性率と

日本国内での便虫卵陽性率、現地の住民の方の陽性率、それらを比べると、日本国内より

も、海外の日本人の長期滞在者の方が蟯虫や鞭虫などの陽性率が高いという結果がありま

す。もちろん調査した年によってばらつきがありますが、海外の日本人の長期滞在者と現

地の住民の陽性率を比較すると、現地の住民よりは低かったというデータがあります。 

ただ、基本的に蟯虫や鞭虫などの寄生虫は、見た目はグロテスクですが命に影響を与え

ることがほとんどないため大きな問題にはならないと思います。勿論、住血吸虫は肝硬変

や膀胱がんの原因になるので対策は考える必要があります。ＪＩＣＡの関連や少数の民間

企業の方がアフリカへ行く際に対策が必要とされますが、住血吸虫は水に素肌で入ってし

まうと感染することがあるので、事前にその教育が必要となります。アフリカで湖や池で

水浴びをすると、皮膚から住血吸虫が侵入してくるということを知っていれば、感染が防

げるのです。 

 

Ｅ先生： 

ありがとうございます。 

 

高屋先生（司会）： 

そのほかに御質問はございますか。 

 

Ｄ先生： 

先ほど、日本で未承認の薬の処方についてお話がありましたけれども、医療機関で輸入

して接種していただくことに関して何も問題はないのでしょうか。 

 

古賀先生（講師）： 

日本国内では認可されていない、腸チフスのワクチンや海外製の狂犬病のワクチンなど

が相当するものと思います。例えば私のクリニックで使用している海外製の狂犬病ワクチ

ンは、最短で３週間で３回のワクチン接種が可能で、国産ワクチンと比べ接種スケジュー

ルが短く、狂犬病の罹患リスクの高いところへ行かれる方にお勧めしていますが、現在の

ところ輸入代理業者を通じて個人輸入をして使用しているのが現状です。個人輸入の医薬

品の場合は、その管理責任は私にあるので、私の管理下のもとで接種をするのが原則とな

ります。また、国産ワクチンの場合、重篤な副作用が生じた場合、医薬品副作用救済制度
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という補償制度がありますが、輸入ワクチンの場合はその適用がないことは事前に説明を

し、了解を得た上で接種をおこなっています。 

ただ、海外の多くの国ではそのような補償制度自体がなかったり、国内で予防接種が完

了せず海外でワクチンを継続して接種する場合は、国内で温度管理がなされたワクチン接

種が出来るメリットや、海外に行って同じ製品を接種するメリットなどを説明すると納得

される方が多いと思います。 

 

Ｄ先生： 

今後、こういったものが国内で承認されていく可能性はいかがでしょうか。 

 

古賀先生（講師）： 

最近は、海外のいろいろなワクチンが早期に承認されるようになってきました。例えば

ヒブワクチンもそうですし、肺炎球菌なども承認されていますし、子宮頸がんのサーバリ

ックスも承認されました、今後、ガーダシルという４価のパピローマウイルスに対応する

ワクチンも承認されます。先ほどお話した不活化ポリオワクチンも承認されることになっ

ています。腸チフスや髄膜炎菌性髄膜炎ワクチンに関しては、日本国内でまれに流行する

ような感染症なので、それほどニーズが高くないため、承認されるかどうかわかりません。 

 

Ｆ先生： 

貴重なお話ありがとうございました。 

冒頭、メンタルヘルスについて今日は時間の関係でお話しいただけないということでし

たが、幾つかポイントのみでも、差しさわりのない範囲でお話しいただけないでしょうか。 

 

古賀先生（講師）： 

海外勤務健康管理センターに勤務していた際は、津久井先生が、特に海外のメンタルヘ

ルスのお話をされていました。今日は、後ろに海外のメンタルヘルスを専門としていらっ

しゃいます精神科専門医のＢ先生がおいでになられていますので、私が話すよりもＢ先生

に話していただいた方が良いと思います。 

津久井先生の受け売りで言いますと、海外に行かれている方々のメンタルヘルスの特徴

的なこととしては、「足が早い」と言われます。足が早いというのはどういうことかという

と、悪くなると、ドドドーッと悪くなると津久井先生がよく言われます。なぜかというと、

現地の小さな日本人社会の人間関係やサポートをする方が周りに少ないため、坂道を転げ

落ちるように悪くなることがあることが特徴の一つです。 

また、逆の面では、海外から日本に帰すことにより状態が改善することが多いことも特

徴の一つなので、一時帰国させるという措置ができるのであれば、それは有効な手段であ

ると伺っています。 
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海外のメンタルヘルスの問題としては、現地での医療機関の対応が、ほかの疾病に比べ

てなかなか難しい部分があると思います。言語の問題とか、文化的な問題とか、いわゆる

コミュニケーションで一つ大きな壁があるので、そこをどうクリアするかという問題があ

ります。インターネットで“Group With”と検索していただくと海外で日本語によるメン

タルヘルスに関する相談が出来る医療機関情報がありますので、そういうところを見てい

ただくのも良いと思います。 

せっかくですので、Ｂ先生にお話をいただければ有り難いです。 

 

Ｂ先生： 

今、古賀先生がお話ししてくださったように、企業にお勤めの方の場合は、ちょっと悪

くなったらすぐ帰国というかたちをとるので、いいことか悪いことかは別として、比較的

スムーズな経過をたどることが多いです。メンタルヘルスケアでは、日本語でコミュニケ

ーションがとれることが大切なので。海外で問題になるのは、企業のようなきちんとした

背景を持たず、ふらふらと海外に行ってしまうような、いわゆる「語学留学」組、つまり

本当に語学留学をしているのではなく、ただふらふらと海外へ行ってしまった若者たちが

非常に問題です。そういう方たちは、日本でもほとんど根を持たない状態で、日本ですで

に自身に病的なものを抱えたまま渡航してしまうことが多いのです。海外で精神の不調に

陥ったり、また、日本で既に発症していた疾患が海外で悪化したり、さらには不審な言動

によって日本に強制的に帰されたりとなりがちです。自ら帰国した場合でも、海外で「あ

なたはこういう病気で、今すぐ治療が必要ですが、日本に帰って治療した方がよいから」

と言われた場合もあります。でも帰国後、治療が続くかというと、すぐ中断してしまうの

ですね。そういうことが根なし草的な人には多く起こります。 

また、企業の場合でも、似たようなことが全然起こらないわけではありません。何とな

く様子がおかしいままずるずると海外で過ごし、赴任を終えて帰国した後に不調が顕在化

する。海外では産業医の方々などの目には触れなかったこともあり、潜在的にどんどん悪

くなってしまったけれども、結局、あまりだれも気がつかなかったというような事例もあ

ります。 

こうした事例は、海外に行ったことで悪化はしたのでしょうが、必ずしも海外赴任が原

因ということではなく、もともと日本で引きずっていた適応不全など、さまざまな問題が

海外でたまたま噴き出して、そのまま持って帰国してきたというようなことです。今わり

と若者世代に多いメンタルヘルスの問題が、たまたまその人が海外に行ったことで、助長

されて複雑になったものと考えています。 

急なご指名で、あんまりちゃんとしたコメントでなくて、申しわけありません。 

 

Ｃ先生： 

実際の事例で、自殺を図ったことがあるような若い25～26歳の女性社員の事例です。会
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社の制度で語学留学として２年間アメリカか何処かへ行くという制度がありまして全部ま

とめて本社の方から出張という辞令がでます。その人が、いきなり語学留学等を海外でや

るのは、僕の考えとしては、自炊をしたり、いろいろあるので、あまり好ましくないとい

うような意見を言ったのですが、勿論、会社ですから、この人を語学留学させるときには、

課長、部長の決裁があるので、その俎上に載せたとは思うのですけれども。実際には、僕

の書いた意見書が俎上に上がりました。そういう方はどういうふうに対応したらいいのか

なと思うのですけれども、先生方のお考え、御意見を頂ければと思います。実際はもう終

わっている事例ですけれども。 

 

Ｂ先生： 

その方は日本にお帰りになって。 

 

Ｃ先生： 

まだです。これから行くのかな。もう行っているのかもしれないですが。 

 

Ｂ先生： 

特に今のところは問題はなくていらっしゃると。 

 

Ｃ先生： 

ええ、勿論。自殺企図をしたのが１年半ぐらい前でしたので、対応したのですけど、し

ばらく静養していて、その後は通院してなくてというような状況で。本人と面談を２回ぐ

らいしましたけれども。今は落ち着いていますけれども。 

 

Ｂ先生： 

一般に、日本で既にメンタルヘルスの問題があって通院している人の海外赴任は、要注

意と申しますか、慎重に考えた方がいいように思います。ただ、日本で通院しているとい

うことだけで赴任を止めるということは、なかなかできないと思うのですね。だから、産

業医のお立場であれば、これは海外でまた悪化するおそれがあるとか、そういうことを御

本人には勿論ですけれども、上司などに必要に応じてリスクについてお話をなさった上で、

それでも赴任させるということなら、あとはできるだけのケアをするしかないですね。 

 

Ｃ先生： 

結局、僕のところへ来たのも、会社の枠組みで、もう決まってしまってから「この人行

くから、診断してね」という形で、エーッという感じで。だから、もう事が決まっている

ので、実際は覆すことはできないので、本社の方でカウンセラーが海外赴任する方とメー

ルで相談するようなシステムがあるので、そこを教えて、とりあえず何かあったら、ここ
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に連絡して、私のメールアドレスも教えて、何かあったら連絡くださいという話はしまし

たけれども、ただ、本当にこういう人を行かせていいのかなというような。上司とか部長

さんに話をすると、「転地療法じゃないけど、向こうへ行くと変わるんじゃないか」という

ようなことを言ったので、それは素人の方が言うので、医師とか、精神科とか心療内科の

先生がおっしゃるのだったら納得いくけれども、素人に判断させるのはかなり危ないのか

なと思ったので。 

 

Ｂ先生： 

一般に、海外に行くという「転地療法」が功を奏する例はとても少ないと思います。 

でも、その方の場合は、もう行ってしまわれたわけなのですね。 

 

Ｃ先生： 

多分、今日か明日行くような話になっていると思います。 

 

Ｅ先生： 

我が社は、産業医が判を押さないと海外赴任できないシステムですが、私が海外派遣と

か無理だろうと思ったら、判を押さないんです。だから海外派遣は取りやめだろうと思っ

たら、その派遣予定者の事業所を変えました。私が判を押さないなら、別の工場から出せ

ばいいのですよね。 

Ｂ先生にも古賀先生にもお聞きしたい、すごく初歩的なバカな質問をさせていただきた

いのです。 

当然、就労判定も含めた海外派遣の許可の際に、明らかに海外に出したらばメンタルヘ

ルスの不調を来しそうな人の見分け方はありますか。 

 

Ｂ先生： 

一番のリスクは、国内で既にメンタルヘルスの不調を起こしている場合です。海外でそ

れが好転することはふつう考えにくいです。 

次に、海外に行って不調を起こしやすい人はといえば、考え方が頑固で、自分の考えを

押し通すタイプの人、つまり、考え方が柔軟性に欠けるようなタイプの人です。 

ただ、こういう方については「そうだから、あなたは海外に行っちゃいけない」とは言

えません。そういう方と面接をして、ちょっとリスクが高いタイプかなと思ったら、いろ

いろなサポートの機関をお伝えするなど、その方が何とか無事に海外の赴任の期間を終え

るようにという形で支援していくしかないかなと思います。 

古賀先生のお話にもありましたけれども、海外だと、ものの考え方、価値観が非常に違

います。そういう違った価値観に直面したときに、あ、こんな世界もあるのか、おもしろ

いなと思える人の方が、メンタルヘルスも良好で、海外赴任生活もとても楽しめるので



 49

はないかと思います。 

 

高屋先生（司会）：  

古賀先生の方からは、特にコメントはないですか。 

 

古賀先生（講師）： 

Ｂ先生の御意見でお願いいたします。 

 

Ｇ先生： 

私も今回初めて参加させていただきました。今日はありがとうございます。 

うちの会社でも、診療所登録しているところで、海外赴任される従業員に対して、本人

の希望に応じてワクチン接種を行っているのですが、先日、私の事業所ではないのですけ

れども、診療所がある違う事業所でワクチンを打って帰ってきた従業員が、「何かかゆい」

と言って、全身にじんま疹が出てしまって、お話を聞くと、数時間前にワクチンを打った

と伺いました。 

うちの場合は、近くに皮膚科がありましたので、近くの皮膚科に行っていただいて、結

局、そのワクチンの副作用かもしれないということで言われたのですが、会社として「絶

対打ちなさい」とは言っていませんが、「行かれる場合強く推奨します」と言っていたケー

スで、そういった場合が起きてしまったときに、産業医としてどう対応したらいいのかと

いうか、何か問題はあるのかと思いまして。すみません、よろしくお願いします。 

 

古賀先生（講師）： 

予防接種に限らず医薬品は、副作用や副反応が往々にしてあり、それは少ない確率であ

っても、起こってしまうことは仕方がないことと思います。それは個人の体質の問題かも

しれませんし、そのような副反応が出たから、全て止めるとなると、企業の安全配慮義務

を怠ってしまうことになりかねません。どのようなワクチンを打たれたかわかりませんが、

一般的に企業の中で接種する場合、Ａ型やＢ型肝炎、破傷風が多いと思いますが、それで

副反応が出たからやめてしまうことは多分納得がいかないことだと思います。 

 

Ｇ先生： 

その方の場合、破傷風とＡ型肝炎を同時接種されてきて、年齢も昭和43年前に生まれた

方なので、両方とも２回接種をしなければいけないのかなと思いつつも、１回そういうふ

うに出てしまった方に対し、どちらが原因かわからない場合に、次を打つのはかなり勇気

が要りまして、受けた事業所というか、外の病院でちゃんと診てもらって決めてください

と言って逃げてしまったのですが、そういったケースはどうしたらいいのでしょうか。 
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古賀先生（講師）：  

それは正しいやり方で、先生が責任を一人で抱え込まないということが大切ですね。わ

からないときは、だれかに相談して、判断を仰ぐというのが一番正しいと思いますので、

都道府県にもよりますが、ワクチン接種で副作用があった方に対してワクチン接種をする

機関が各都道府県にあります。また私も所属しています東京医科大学病院なども、そうい

うワクチンなどで迷う場合には紹介していただければ、例えばアレルギーのチェックを行

なった上で、接種をする場合もあります。事前に少量のワクチンを皮下接種し、反応を見

るとか、いろいろなやり方があるので、あまり先生一人で抱え込まずに、そういう機関を

頼っていただくのもいいと思います。 

 

Ｇ先生： 

ありがとうございました。 

 

石渡所長先生： 

今日は、大変お忙しい中をいろいろと新しいデータ等を紹介していただきまして、あり

がとうございます。それぞれの企業の先生方は大変参考になったのではないかと思います。 

ただ、１つ気になりましたことは、これだけ問題があっても、今、企業、ことに中規模

事業所のような企業は、経済優先で、どんどん海外へ従業員を送って、こういうバックア

ップのことはあんまり深く考えてないというのが実態で、これは何か問題が起こると、か

なり大きな火種になるのだろうという気はしております。これは、これからそういう意味

で学会をひっくるめた専門医の先生方のＰＲも必要だし、現場を抱えているそれぞれの先

生方も社員教育が大切になってくると思います。それが１点。 

それから、さっきの労災に関しましては、御存知と思いますが、労災の判定基準は、結

局、労災で却下されて、民事裁判で損害賠償請求をしたことから過重労働で、ある意味判

定が広がっているわけだから、労災の判定になるかどうかというのは、さっきちょっと話

が出たように、こういう事例がどんどん出てくると、労災は判定基準を広げて動きますと、

そこまでは動かないのではないかと。ただ、今は、民意がそこまで関心を持っている問題

だと、１例、２例で労災の申請をして却下されると、民事裁判で訴えて、上へ行って許可

されると、厚生労働省はオタオタして、すぐ判定基準を変えているという流れが今出来上

がっていますので、そういう意味で、そういうルールがあることを知っていただいて、大

いに、あんまりＰＲするのではないけど、そういう社員がいたときに、そういう手がある

よということは言ってあげてもいいのかなというふうに感じております。まだまだ多分こ

れはいろいろな問題が、東南アジアを中心にアフリカの方もかなり出ていますので、隠れ

た問題が随分内在しているのではないかなと感じております。今後とも、この辺の問題は

それぞれ、私も少し関心を持とうかなと思っております。 

今日は、どうも、長い間ありがとうございました。 
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高屋先生（司会）： 

それでは、最後に、次回の御案内を。 

 

輿先生： 

次回担当世話人であられます森田先生のご指示によりまして、次回の交流会につきまし

て申し上げます。 

次回は、10月１日（土）の午後２時から５時までこの会議室で、演題は、「ＧＨＳが化学

物質管理を変える」ということでございます。 

講師の先生は、日本大学理工学部研究科教授の城内博先生でございます。皆さん御存知

かと思いますが、十何年前の第１回のＧＨＳの国際委員会から委員としてご出席の先生で

ございます。次回も是非、お出かけ頂けます様にお願い申し上げます。 

 

高屋先生（司会）： 

それでは、今日は「海外派遣労働者の健康管理」ということで、実践的なお話を古賀先

生にいただきました。 

最後に、古賀先生に拍手をして、この会を終わりたいと思います。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

 


