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フィールド医学の重要性の認識
―パプアでの活動から学んだこと―

吉本大治

高知大学医学部 2 年

ヒマラヤ学誌　No.16, 166-169, 2015

はじめに
　2014年 3月、高知大学医学部フィールド医学
研究会（以下、フィールド医学研究会）の一員と
してインドネシア共和国パプア州ソロバ村での調
査に参加した。今回私が行ったのは、現地で行わ
れた健診を通しての現地の方々との交流であっ
た。初めての海外ということもあり、多くのこと
を学ぶことができた。そして現地での経験によっ
てフィールド医学の重要性を強く認識させられ
た。

地理
　ソロバ村は世界第 2の大島であるニューギニア
島の西側インドネシア領パプア州の中央にある西
イリアン中央高地あたりに位置している 1）。首都
ジャヤプラからは 3,500 km以上離れており、パ
プア州の州都であるジャヤプラからは飛行機と車
を乗り継いで約 2時間のところにある。標高およ
そ 1,600 mの高地にあるため、赤道付近であるに
も関わらず比較的涼しい。村の周辺は木々で囲ま
れており、村に続く道の途中には見張り台や、板
一枚分ほどの幅しか無い細い橋など、かつて戦争
を行っていた跡が見られる。

現地での活動で感じたこと
　ソロバでの生活は 1週間程度の短いものであっ
た。またホームステイで実際に現地の方の家に泊
まったのは 1泊のみだった。その他は観光客用の
宿泊施設のような場所（造りは現地の住居と同じ
ようなもの）での宿泊であった。また、午前から
夕方にかけては近くの建物を拠点として健診をお
こない、また最終日は近くの家に行き、豚祭りを
見せてもらうことができた。

生活様式・家について
　私が実際にダニ族の生活を体験できたのはホー
ムステイでの一泊のみであったが、非常に密度の
濃い経験ができた。生活様式は現在の日本とは大
きく異なっていた。私は日が沈んだ頃にホームス
テイ先の家を訪れ、翌朝まで滞在させていただい
た。その 12時間ほど、寝る時間を除いてほとん
どの時間を家族が全員そろって過ごしていた。こ
のようなことが一般的かどうかは不明である。な
ぜなら、この日の状態は遠く離れた日本から客が
訪れているという環境であり、最大限の歓迎を示
すために集まっていたという可能性も充分にあ
る。このようなことが普段の生活でも一般的なの
かどうかということを調べることは現在のソロバ
に住むダニ族の生活様式を把握するうえで重要な
事項であろう。
　日本人とダニ族の生活様式の違いは当然多々存
在するが、その相違点が人間一人ひとりの健康に
どのように関わってくるのかということに関して
縦断研究をおこなうとどのような結果が得られる
のかということに少し興味がある。
　ダニ族の住居は木の壁と藁の屋根で作られた非
常にシンプルなものであった。一つの家族が住む
敷地には複数のこのような家が建っており、台所
と豚が寝る部分が一緒になった建物、女の家、男
の家というようになっていた。また、敷地の周囲
は塀で囲まれており、その外にはブアメラなどの
植物がよく見られた。
　ここにある「男の家」は神聖なものとして扱わ
れていた。女性の立ち入りを禁じ、私たちでさえ
も写真を撮ることすらも禁じられており、ダニ族
の文化は男性が優位なように私には感じられた。
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男女の役割について
　このように家のことは明確に分けられていた。
しかし、その他ではどうだろうか。我々がソロバ
を訪れた際には、スーツケースの運搬を行ってい
たのは女性で、細かい装飾品の作成は男性がおこ
なっていた。ここだけをかんがえると、力仕事を
女性、細かい作業を男性がしているように思える。
しかし、健診の合間に畑に目をやると男性が畑仕
事をしている様子が見られた。また、ホームステ
イ先で話を伺っている中で、料理をしているのは
女性ということも聞かれた。これが他の家庭でも
当てはまることなのかはっきりしていない。日常
の生活場面における男女の仕事の役割をこの少な
い情報で明確に線引きを行うことはできない。可
能な限り多くの家庭から調査を行う必要がある。

豚について
　この活動の最中でよく見かけたのが豚である。
ソロバに入る前からダニ族が豚を大切に扱ってい
るということは充分に聞かされていた。しかし、
周囲を見渡すと必ず豚が歩いているという光景に
は驚かされた。また、歩いていると草むらだけで
なく人が歩く道にも豚や犬の糞がたくさん落ちて
おり、正直な感想を述べるとあまり衛生的ではな
いと思った。
　ダニ族がいかに豚を大切にしているかというこ
とを感じたのはホームステイ先での朝食作りのと
きであった。囲炉裏のような場所では鍋で何か料
理を作っており、私はそれが家族や私たちの朝食
だと思っていたのだが、それは豚の食事で人間の
食事はそのときの熱を利用して鍋の下で蒸されて
いた芋であった。また、その豚の食事は 2時間ほ
どかけて作っていたという。私にとって、豚を大
切に扱うダニ族の文化を確認させられた経験で
あった。

衣装について
　ダニ族の民族衣装であるコテカをつけている人
が非常に少なかった。最終日の豚祭り以外ではほ
とんど見なかった。今回我々を手助けしてくだ
さった高知大学の Eva Garcia del Saz先生による
と、Tシャツなどの衣料品が入ってきたことで、
コテカのような民族衣装よりもそちらを着る人が
増えたとのことである。
　しかし、豚祭りの際には皆伝統衣装に着替えて
いた。男性はコテカに極楽鳥の羽がついたものを

写真 3	 拠点となる場所の入り口から撮影。集落では
このように豚がよく見られた。

写真 1	 集落へとつづく唯一の橋。非常に細く人一人
がなんとか通れる幅であった。

写真 2	 豚祭りで日本からのメンバーや現地のドクター
を、ダニ族の人々が歓迎してくれている様子。
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頭に被り、女性は腰みのを身につけていた。この
腰みのには 2種類あり、葉っぱだけでできたもの
と布のようなものでできた華美なものがあった。
前者は未婚の女性が身につけ、後者は既婚の女性
が身につける 2）。

感じたこと
　現地の人々の生活する様子をみていると、感性
の豊かな生活を送っているという印象を受けた。
また、子どもたちと毎日のように遊んだが、些細
なことにも深く注目し自分たちにとって楽しみと
いう利益を得られるように創意工夫する姿が見ら
れた。日本ではスマートフォンやゲーム機の普及
に伴い、いわば楽しみの創作が不要な時代になっ
てしまっている。これが悪いことかどうかははっ
きりとは言えない。しかし、視野が狭くなるよう
な生活を今の我々は送っているのではないだろう
かと考えさせられた。
　ソロバに行くまで、物が無いことは不便なこと
だと思っていたがその考えを改めなければならな
いと己の考えを省みることができた。

これからの展望
　今回のフィールド医学研究会の活動は、過去の
調査隊のように独自の調査をおこなうことができ
なかった。しかし、もし今後ソロバに行く機会が
あるとしたならば、我々が見てきたことや感じた
ことから何か独自でテーマを決め、調査をおこな
いたいと思う。
　例えば、過去のフィールド医学研究会や今回の
活動では調査されていない分野では、呼吸器機能
についての調査をしてはどうかと思う。標高 1600 
mの高地に住んでいるということと喫煙者が多
かったことから、日本人と比較するともしかした
ら何か有意な差が得られるかもしれない。
　また、これは過去に調査されていることである
が、できるだけ当時と同じ方法で主観的幸福度に
ついて調査し、過去のデータとの比較をおこない
たいとも考えている。
　今後、フィールド医学研究会では高知市の大津
地区の高齢者を対象とした活動を行うことが計画
されている。そこで日本人のデータを集め、ダニ
族の高齢者との相違を分析することなども考えて
いる。

最後に
　今回訪れたソロバの人々は人間が人間らしく生
きるとはどういうことなのかということを考える
きっかけを作ってくれたと私は思う。まだ、この
ことに対して答えは出せていないが、ソロバに
行っていなければ考えることすらなかっただろ
う。
　インターネットの発達や様々な書籍の出版に
よって、家にいるだけで多くの情報が得られるよ
うになった。だが、何かを学び自分のものにする
ためには、現場へ赴きそこの環境や人々の様子を
感じ取ることが必要だということを今回のパプア
調査で強く感じさせられた。
　また、今回の調査から今後考えなければならな
いと思ったことは、人文科学、社会科学的な方面
からのアプローチが病気の研究に重要だというこ
とである。なぜなら、病気に関係してくる環境因
子において食事や日々その人が感じているストレ
スだけでなく、その地域の文化や歴史も影響して
くるということをソロバで感じたからだ。病気の
研究しいては基礎医学的な研究でも重要になって
くるかもしれないが、研究対象に対して学問の分
野の壁を取り払い、多角的なアプローチをするこ
とが重要だと思った。
　フィールド医学は病気の理解や基礎医学からの
アプローチのみでは不可能な因子の解明、ケア方
法の検討に重要な役割を担っているということを
今回認識することができた。そして、今後もフィー
ルド医学研究会での活動を通じ、多くのことを学
ぼうという決心が生まれた。
　最後に、今回このような貴重な機会を与えてく
ださった、松林公蔵先生、奥宮清人先生、藤澤道
子先生をはじめとする京都大学の先生方や、調査
を通して多くのことをご教授くださった瀬口春道
先生、稲村哲也先生、Eva Garcia del Saz先生、石
田明夫先生、太田守洋先生に深謝いたします。

参考文献
1） 高知医科大学フィールド医学研究会：フィー
ルド医学 No.8．高知医科大学フィールド医
学研究会，高知，2000:p.75

2） 友枝寛枝：ソロバ村ダニ族女性の生活につい
て．ヒマラヤ学誌 7:pp.217-221, 2000.



ヒマラヤ学誌　No.16　2015

― 169 ―

Summary

Recognizing the Importance of Field Medicine

Daiji Yoshimoto

The Kochi University Medical Department

    I visited Soroba village, Papua, Indonesia as a member of field medicine research club in March, 2014. I 

learned a lot of things the interaction with the local people through medical examination, homestay, and so 

on. I studied and experienced many things in Soroba village. Also, I strongly recognized the importance of 

field medicine through the activities in Soroba village.




