
くて、今後の課題として研究を進めて
いるところです。
　池田　もし境界部がある程度わかっ
ていて、明らかに６点以上になってい
ったら、これは紹介しないといけない、
そんなパターンが見えてくれるとすご
く有用性が高いように、今うかがって
思ったのですが。

　大庭　そうですね。まだ研究を始め
て新しい評価法ですので、これから境
界部のMCIといわれる人たちのスクリ
ーニング精度とか、非専門職の方など
が評価した場合の評価精度とか、そう
いったところの研究を進めていかない
といけないと思っているところです。
　池田　ありがとうございました。

航仁会西新橋クリニック理事長
大　越　裕　文

（聞き手　池脇克則）

　海外に行く際、持ち込み制限薬はどのように調べたらいいかご教示ください。
 ＜静岡県勤務医＞

海外持ち込み制限薬

　池脇　海外に行く際、持ち込み制限
薬はどのように調べたらいいか教えて
くださいということです。当初は実は
禁止薬という質問だったのです。それ
ほど禁止という薬はないと聞きました
が、どうなのでしょう。
　大越　日本から海外に持ち出すとき
に禁止されている薬剤はあります。し
かし、一般の診療で使用されている薬
剤となると、パーキンソン治療薬と注
意欠陥多動性障害の一部の薬くらいで
す。むしろ制限される薬があるという
認識をもったほうがいいと思います。
　池脇　ちなみに、今先生がおっしゃ
った２つの薬、禁止されている理由は
何なのでしょうか。
　大越　これらの薬剤は覚せい剤の原
料のカテゴリーに入っているためです。
禁止されている薬剤については地方厚
生局のホームページで確認することが

できます（表１）。
　池脇　そうすると、制限薬というこ
とで、例えば私どももそうですが、ち
ょっと海外で風邪を引いたときに使え
る薬を市販薬で持っていこうとか、多
分そういうレベルには制限はないと思
うのです。どのあたりから制限がある
のでしょうか。

表１　日本から持ち出すこと、持ち込む
　　　ことが禁止されている薬剤

◦ヘロイン（ジアセチルモルヒネ）
◦あへん末
◦覚せい剤
◦メサドン（痛み止めの場合を除く）
◦大麻由来の医薬品
◦覚せい剤原料：医療用の医薬品
　（エフピー錠、ビバンセカプセル等）

地方厚生局ホームページより引用
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書いていただけるということですか。
　大越　そうですね。渡航医学を専門
としているトラベルクリニックの医師
に依頼すれば、診断書を翻訳してサイ
ンをつけてくれると思います。ぜひお
願いしたらいいと思います。学会のト
ラベルクリニックのリストに英文診断
書の作成の可否が出ていますので、参
考にしてください。
　池脇　そういった薬剤の呼称、名称
以外にも、事情を聞いて、あなたの場
合はこういう準備が必要ですよという
包括的なご指導もいただけるというこ
とですね。
　大越　そうですね。薬を持っていか
れる方というのはそもそも基礎疾患が
あるわけですから、その基礎疾患が海
外で影響を受ける可能性があります。
トラベルクリニックはそのリスクを評
価したうえで、対策などをアドバイス
しますし、ワクチンなど感染症対策も
提供します。
　池脇　先ほどちょっと触れられまし
たが、糖尿病の方でインスリンを使っ
ている。最近はインクレチン製剤です
とか、あるいはインターフェロンなど、
様々な疾患の生物製剤で注射となると、
注射器と針も持っていくので、保安検
査場を通過するのはどうなるのだろう
と不安になります。これもそういった
書類を含めた準備をしておけば基本的
には大丈夫なのでしょうか。
　大越　そうですね。向精神薬の注射

薬は手続きが必要ですが、それ以外の
注射薬については、診断書などで個人
の使うものだということが証明できる
ようにしておけばあまり問題ないです
ね。
　池脇　もう一つは医療用麻薬、これ
は担がん患者さんの疼痛緩和でどうし
ても必要ですが、これに関してはきち
んとした準備が必要なのですね。
　大越　そうですね。医療用の麻薬で
すと、お住まいになっているところの
地方厚生局の局長に申請する必要があ
ります。持ち出すときの申請書と帰国
する際に薬を持ち帰る場合の申請書が
必要になります。加えて、医師の診断
書、処方している証明、例えばお薬手
帳ですとか薬剤情報、そういったもの
をつけて申請することになります。だ
いたい２週間ぐらいで許可がおります。
　池脇　２週間というと、それほど前
もってという感じではないですね。
　大越　そうですね。すべてそういっ
た情報は地方厚生局のホームページに
掲載されていますので、ご覧になれば
わかると思います。
　池脇　あと、内服薬で一つ確認して
おきたいのは向精神薬です。抗うつと
か抗不安、あるいは睡眠薬に関しては、
大概の旅行というのは数週間程度です
から、その範囲においては特には制限
はないのでしょうか。
　大越　日本を出国する際に向精神薬
の場合は１カ月分以内で、制限量の範

　大越　市販薬の場合はきちんとパッ
ケージごと持っていけば、ほとんどの
場合は問題ありません。ただ注意とし
て、保安検査や通関で、「この薬、何
ですか」と言われたときに答えられる
ように、どのような症状の時に使用す
る薬剤かを英語で書いておいたほうが
いいですね。
　池脇　特にこれは出国するときより
も入国したときにですか。
　大越　そうですね。市販薬は出国す
るときは問題ありませんので、海外に
入国するときに説明できるようにして
おいたほうがいいと思います。
　池脇　場合によっては、咳止めでコ
デインというのが多少問題になったり
しますか。
　大越　コデインは、多くの国で使用
に際して年齢の制限があります。アメ
リカのように、日本に比べて年齢制限
が厳しい国があるので注意が必要です。
どうしても必要な場合は、診断書を用
意したうえで処方薬として持参したほ
うが安全です。
　池脇　最近は高齢化に伴って、高齢
の方が海外に出られることも増えてい
ますし、そういう方々の多くはなにが
しかの慢性疾患の内服薬、場合によっ
てはインスリンも含めた注射薬を持っ
ていきます。こういった方の場合には、
どのような準備が必要でしょうか。
　大越　まず海外に処方薬を持ってい
く場合は、制限の有無にかかわらず、

診断名、薬の一般名、一日の使用量が
記載されている英文の診断書を持参す
ることが大事です。インスリンなどの
注射薬の携帯の制限はありませんが、
搭乗する航空会社に注意事項などを確
認されたほうがいいと思います。
　池脇　慢性疾患で何か薬をお使いの
場合には、念のためという意味でも英
語での処方箋を、おそらく主治医か、
薬局の薬剤師に頼むということでしょ
うか。
　大越　そうですね。診断書はドクタ
ーのサインがあったほうがいいと思い
ます。主治医が英語での書類を書けな
いというのであれば、他の医師が主治
医の情報を翻訳して書いても問題あり
ません。それと、薬を持っていくとき
にはご自分で必ず携帯することが大事
です。郵送することは禁止されていま
す。
　池脇　ちょっと細かい質問なのです
けれども、例えばそういう準備をした
上で、聞かれたら出そうというスタン
スがいいのか、自分から進んで保安検
査のときに伝えるほうがいいのか、ど
ちらがよろしいのでしょうか。
　大越　できたら自ら提示していただ
くほうがよいと思います。いずれにせ
よ、すぐに診断書を出せるようにして
おいたほうがよいと思います。
　池脇　これも細かいですが、仮に主
治医がなかなか書けないときには、日
本渡航医学会の認定医にお願いすれば
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書いていただけるということですか。
　大越　そうですね。渡航医学を専門
としているトラベルクリニックの医師
に依頼すれば、診断書を翻訳してサイ
ンをつけてくれると思います。ぜひお
願いしたらいいと思います。学会のト
ラベルクリニックのリストに英文診断
書の作成の可否が出ていますので、参
考にしてください。
　池脇　そういった薬剤の呼称、名称
以外にも、事情を聞いて、あなたの場
合はこういう準備が必要ですよという
包括的なご指導もいただけるというこ
とですね。
　大越　そうですね。薬を持っていか
れる方というのはそもそも基礎疾患が
あるわけですから、その基礎疾患が海
外で影響を受ける可能性があります。
トラベルクリニックはそのリスクを評
価したうえで、対策などをアドバイス
しますし、ワクチンなど感染症対策も
提供します。
　池脇　先ほどちょっと触れられまし
たが、糖尿病の方でインスリンを使っ
ている。最近はインクレチン製剤です
とか、あるいはインターフェロンなど、
様々な疾患の生物製剤で注射となると、
注射器と針も持っていくので、保安検
査場を通過するのはどうなるのだろう
と不安になります。これもそういった
書類を含めた準備をしておけば基本的
には大丈夫なのでしょうか。
　大越　そうですね。向精神薬の注射

薬は手続きが必要ですが、それ以外の
注射薬については、診断書などで個人
の使うものだということが証明できる
ようにしておけばあまり問題ないです
ね。
　池脇　もう一つは医療用麻薬、これ
は担がん患者さんの疼痛緩和でどうし
ても必要ですが、これに関してはきち
んとした準備が必要なのですね。
　大越　そうですね。医療用の麻薬で
すと、お住まいになっているところの
地方厚生局の局長に申請する必要があ
ります。持ち出すときの申請書と帰国
する際に薬を持ち帰る場合の申請書が
必要になります。加えて、医師の診断
書、処方している証明、例えばお薬手
帳ですとか薬剤情報、そういったもの
をつけて申請することになります。だ
いたい２週間ぐらいで許可がおります。
　池脇　２週間というと、それほど前
もってという感じではないですね。
　大越　そうですね。すべてそういっ
た情報は地方厚生局のホームページに
掲載されていますので、ご覧になれば
わかると思います。
　池脇　あと、内服薬で一つ確認して
おきたいのは向精神薬です。抗うつと
か抗不安、あるいは睡眠薬に関しては、
大概の旅行というのは数週間程度です
から、その範囲においては特には制限
はないのでしょうか。
　大越　日本を出国する際に向精神薬
の場合は１カ月分以内で、制限量の範

　大越　市販薬の場合はきちんとパッ
ケージごと持っていけば、ほとんどの
場合は問題ありません。ただ注意とし
て、保安検査や通関で、「この薬、何
ですか」と言われたときに答えられる
ように、どのような症状の時に使用す
る薬剤かを英語で書いておいたほうが
いいですね。
　池脇　特にこれは出国するときより
も入国したときにですか。
　大越　そうですね。市販薬は出国す
るときは問題ありませんので、海外に
入国するときに説明できるようにして
おいたほうがいいと思います。
　池脇　場合によっては、咳止めでコ
デインというのが多少問題になったり
しますか。
　大越　コデインは、多くの国で使用
に際して年齢の制限があります。アメ
リカのように、日本に比べて年齢制限
が厳しい国があるので注意が必要です。
どうしても必要な場合は、診断書を用
意したうえで処方薬として持参したほ
うが安全です。
　池脇　最近は高齢化に伴って、高齢
の方が海外に出られることも増えてい
ますし、そういう方々の多くはなにが
しかの慢性疾患の内服薬、場合によっ
てはインスリンも含めた注射薬を持っ
ていきます。こういった方の場合には、
どのような準備が必要でしょうか。
　大越　まず海外に処方薬を持ってい
く場合は、制限の有無にかかわらず、

診断名、薬の一般名、一日の使用量が
記載されている英文の診断書を持参す
ることが大事です。インスリンなどの
注射薬の携帯の制限はありませんが、
搭乗する航空会社に注意事項などを確
認されたほうがいいと思います。
　池脇　慢性疾患で何か薬をお使いの
場合には、念のためという意味でも英
語での処方箋を、おそらく主治医か、
薬局の薬剤師に頼むということでしょ
うか。
　大越　そうですね。診断書はドクタ
ーのサインがあったほうがいいと思い
ます。主治医が英語での書類を書けな
いというのであれば、他の医師が主治
医の情報を翻訳して書いても問題あり
ません。それと、薬を持っていくとき
にはご自分で必ず携帯することが大事
です。郵送することは禁止されていま
す。
　池脇　ちょっと細かい質問なのです
けれども、例えばそういう準備をした
上で、聞かれたら出そうというスタン
スがいいのか、自分から進んで保安検
査のときに伝えるほうがいいのか、ど
ちらがよろしいのでしょうか。
　大越　できたら自ら提示していただ
くほうがよいと思います。いずれにせ
よ、すぐに診断書を出せるようにして
おいたほうがよいと思います。
　池脇　これも細かいですが、仮に主
治医がなかなか書けないときには、日
本渡航医学会の認定医にお願いすれば
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性があるような方に対して、何か航空
会社のサポートはあるのでしょうか。
　大越　ホームページを見ていただけ
ればわかりますが、健康に不安のある
方に対して、いろいろなサービスをし
ています。例えば、身体機能が少し低
下した方には車いすで搭乗のお手伝い
をすることもありますし、また健康に
不安がある方の場合は、航空会社の医
師が相談に応じてくれます。特に医療
用麻薬を使われている方は、心臓の機
能や呼吸機能が低下している可能性が
ありますので、ぜひ事前の評価をして
いただき、わからないときは航空会社
に相談することが大切になります。
　池脇　こういうサービスは無理だろ
うと思うことも航空会社はやってくれ
る可能性があるので、事前に相談した
ほうがいいですね。
　大越　そうですね。また、客室乗務
員はファーストエイドの訓練を受けて
いますので、体調不良の時は遠慮せず
に申し出るようにご指導ください。
　池脇　いろいろとお聞きしましたけ
れども、そういったことを含めて、つ

い最近、先生は本をお出しになったと
聞きますが、どんな本なのでしょう。
　大越　一般医が日常診療でも役に立
つような渡航医学（Travel medi cine）
の本が企画され、最近発行されました
（図）。前半は専門家による総論を、後
半は各専門分野の先生に各疾患の注意
点などを執筆してもらっています。専
門家と主治医が協力して持病のある人
が安全に海外渡航できるようにしてあ
げたいですね。ご興味のある方はぜひ
ご覧になってください。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

図　『診療所で診るトラベルメディスン』囲内であれば持ち出すことは可能です。
例えば、ジアゼパムですと1.2gです。具
体的な制限量は地方厚生局のホームペ
ージに公開されていますので、ご確認
されたほうがいいと思います。
　池脇　アメリカでは、ある種の向精
神薬は持ち込み禁止と聞いたのですけ
れども、それは何なのでしょうか。
　大越　フルニトラゼパムです。日本
で持ち出すことは可能なのですが、何
も申告しないで持っていって発覚する
と、問題になります。フルニトラゼパ
ムは薬物乱用の傾向のある薬というこ
とで禁止になっています。ご注意くだ
さい。
　池脇　これはそれほど薬が危険かな
と思いますけれども、アメリカの薬に
対する警戒感と日本でのものに温度差
があるから、それは気をつけたほうが
いいですね。
　大越　そうですね。だいたい日本か
ら持ち出せるものは多くの国が受け入

れてくれるのですが、一部の国ではそ
の国の事情に合わせて特別な規制があ
りますので、これはやはり確認してお
いたほうがいいでしょうね。詳しくは、
渡航予定の国の在日本公館のホームペ
ージあるいは直接電話で確認してくだ
さい。
　池脇　あと、これも細かい質問で恐
縮ですが、薬を持ち込む荷物にするの
か、預けるのか、何となく預けたほう
がいいかと思うのです。ただ、インス
リンなどは凍ってしまうとまずいです
よね。
　大越　そうですね。スーツケースな
どに入れて預けると、貨物室は必ずし
も適温とは限りませんので薬剤が失効
してしまう危険があります。インスリ
ンはご自身で保冷剤を用意していただ
いて、機内に携帯して管理したほうが
よいと思います。
　池脇　いろいろな基礎疾患をお持ち
で、フライト中に状態が悪くなる可能

表２　有用な情報サイト

◦関東甲信厚生局　麻薬及び向精神薬の携帯輸出入許可申請について
　https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html
◦駐日外国公館ホームページ
　https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/
◦International Narcotics Control Substance（国際麻薬統制委員会）
　https://www.incb.org/incb/en/travellers/country-regulations.html
◦トラベルクリニックリスト　日本渡航医学会
　https://plaza.umin.ac.jp/jstah/02travelclinics/index.html
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性があるような方に対して、何か航空
会社のサポートはあるのでしょうか。
　大越　ホームページを見ていただけ
ればわかりますが、健康に不安のある
方に対して、いろいろなサービスをし
ています。例えば、身体機能が少し低
下した方には車いすで搭乗のお手伝い
をすることもありますし、また健康に
不安がある方の場合は、航空会社の医
師が相談に応じてくれます。特に医療
用麻薬を使われている方は、心臓の機
能や呼吸機能が低下している可能性が
ありますので、ぜひ事前の評価をして
いただき、わからないときは航空会社
に相談することが大切になります。
　池脇　こういうサービスは無理だろ
うと思うことも航空会社はやってくれ
る可能性があるので、事前に相談した
ほうがいいですね。
　大越　そうですね。また、客室乗務
員はファーストエイドの訓練を受けて
いますので、体調不良の時は遠慮せず
に申し出るようにご指導ください。
　池脇　いろいろとお聞きしましたけ
れども、そういったことを含めて、つ

い最近、先生は本をお出しになったと
聞きますが、どんな本なのでしょう。
　大越　一般医が日常診療でも役に立
つような渡航医学（Travel medi cine）
の本が企画され、最近発行されました
（図）。前半は専門家による総論を、後
半は各専門分野の先生に各疾患の注意
点などを執筆してもらっています。専
門家と主治医が協力して持病のある人
が安全に海外渡航できるようにしてあ
げたいですね。ご興味のある方はぜひ
ご覧になってください。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

図　『診療所で診るトラベルメディスン』囲内であれば持ち出すことは可能です。
例えば、ジアゼパムですと1.2gです。具
体的な制限量は地方厚生局のホームペ
ージに公開されていますので、ご確認
されたほうがいいと思います。
　池脇　アメリカでは、ある種の向精
神薬は持ち込み禁止と聞いたのですけ
れども、それは何なのでしょうか。
　大越　フルニトラゼパムです。日本
で持ち出すことは可能なのですが、何
も申告しないで持っていって発覚する
と、問題になります。フルニトラゼパ
ムは薬物乱用の傾向のある薬というこ
とで禁止になっています。ご注意くだ
さい。
　池脇　これはそれほど薬が危険かな
と思いますけれども、アメリカの薬に
対する警戒感と日本でのものに温度差
があるから、それは気をつけたほうが
いいですね。
　大越　そうですね。だいたい日本か
ら持ち出せるものは多くの国が受け入

れてくれるのですが、一部の国ではそ
の国の事情に合わせて特別な規制があ
りますので、これはやはり確認してお
いたほうがいいでしょうね。詳しくは、
渡航予定の国の在日本公館のホームペ
ージあるいは直接電話で確認してくだ
さい。
　池脇　あと、これも細かい質問で恐
縮ですが、薬を持ち込む荷物にするの
か、預けるのか、何となく預けたほう
がいいかと思うのです。ただ、インス
リンなどは凍ってしまうとまずいです
よね。
　大越　そうですね。スーツケースな
どに入れて預けると、貨物室は必ずし
も適温とは限りませんので薬剤が失効
してしまう危険があります。インスリ
ンはご自身で保冷剤を用意していただ
いて、機内に携帯して管理したほうが
よいと思います。
　池脇　いろいろな基礎疾患をお持ち
で、フライト中に状態が悪くなる可能

表２　有用な情報サイト

◦関東甲信厚生局　麻薬及び向精神薬の携帯輸出入許可申請について
　https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html
◦駐日外国公館ホームページ
　https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/
◦International Narcotics Control Substance（国際麻薬統制委員会）
　https://www.incb.org/incb/en/travellers/country-regulations.html
◦トラベルクリニックリスト　日本渡航医学会
　https://plaza.umin.ac.jp/jstah/02travelclinics/index.html
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