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＜ブータン訪問学生感想文＞ブータン学生医療見学報告

千田晃嘉 1）、岸晃生 2）、大曽根史織 3）、川竹絢子 2）、松梨聡史 1）

1）京都大学医学部（学部 2 年）
2）京都大学医学部（学部 1 年）
3）名古屋市立大学医学部（学部 1 年）

ヒマラヤ学誌　No.16, 80-84, 2015

1．日程
9月 10日（水）： 日本出発、バンコク着
9月 11日（木）： バンコク発、パロ着、ワンデュ・

ポダン泊
9月 12日（金）： ウラへ移動
9月 13日（土）： ウラ BHUを見学
9月 14日（日）： ジャカールに移動し、寺院・村

散策
9月 15日（月）： ジャカールの地域病院（ワンディ

チュリ病院）を見学し、その後
プナカに移動

9月 16日（火）： プナカ病院を見学し、パロに移
動

9月 17日（水）： パロ発、バンコク着
9月 18日（木）： バンコク発、日本着

2．所感
　ブータンに行くにあたり、中尾佐助の「秘境ブー
タン」2）を読み、彼が如何にブータンにおいて様々
な発見してきたことに触発された。多くの偉大な
研究が先達によってなされてきているのを知り、
ブータンが非常に魅力的に映った。バンコクから
の飛行機で雲に包まれた山々を抜けると、谷間の
パロの町に着いた。私たちがまず目にしたのは伝
統的な建築でできた空港であった。この旅で見た
ブータンの建物はほぼその様式で作られていた。
このように近代建築をブータン流に吸収してい
て、文化を守りながら必要なものを取り入れる器
用さが優れていると思った。自分が得たことの一

つは、仏教文化が如何にブータン人の生活に根付
きそして医療と結びついているかみてとれたこと
である。村を歩けば水車で回すマニ車に出会い、
私たちがチャターしたマイクロバスのダッシュ
ボードには小さな仏像が置かれている。BHUの
あるウラの村にはいたるところにマニ車になって
いる水車があったり、子どもたちが寺院で遊んで
いたりと、仏教の身近さを感じた。ウラの BHU
は美しいウラの風景の一部になっている伝統的な
建築物で、外から見ると大きな館のようであった。
ブータンの医療体制の特色は、近代医学以外に伝
統医療の科があるところである。ブータンの伝統
医療は仏教の教えの一部である。まずこの宗教の
一部として医学が発達したことに興味を抱いた。
宗教の根源には人の苦しみに寄り添うという要素
があると思う。
　伝統医療については詳しく次の章で述べる。ウ
ラ BHUには伝統医療専門の医師はおらず、専門
のヘルスアシスタントが診療をしていた。ヘルス
アシスタントは首都ティンプーの大学の伝統医学
コースを出て 2年目になるという。近代医学の科
では、母子保健を中心に行っており、訪問した日
には 2人のヘルスアシスタントが、通常の診療の
ほかに 4種混合の接種を行っていた。新生児への
注射で親が泣いていたのには驚かされた。次にウ
ラ BHUの上部医療機関にあたるブムタンの地域
病院に訪れた。その病院は、ウラ BHUも含め 5
つの BHUをカバーしている。この病院は 20年前
に建てられた。当時は、村にいる呪術師が医師の

　2014年 9月 10日から 18日までの 9日間に渡り、学生 5名でブータン王国に訪問した。京都大学
東南アジア研究所の坂本龍太医師のご紹介で行くことができた。訪問の主な目的はブータン王国の医
療システムを見学することで、2つの地域病院と診療所（BHU: Basic Health Unit）を訪れた。ブータ
ンの概要は同誌の第 10次ブータン友好訪問団調査報告 1）を参照していただきたい。
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写真 1　ウラ BHUでの医療従事者との記念写真

写真 3	 ウラの寺院の壁画に描かれた薬師如来。右手
には薬草ミロバランを持つ。

写真 5	 混雑するブムタン病院の受付。この左に仏壇
があった。

写真 2　ブムタンの寺院でマニ車を回す老女

写真 4　ブムタン病院の外門のマニ車

写真 6　プナカ病院のエントランス
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代わりをしていて西洋式の病院は人々にとって身
近なものではなく治してもらえるところと信じて
はいなかった。そこで建物をブータンの伝統家屋
に似せて設計したという。外門の中にはマニ車が
あり、人々は、それを回しながら出入りしていた。
また、入った受付の隣には仏壇が置かれている。
壁も屋根も、一般家屋と一緒でブータンの大屋敷
という印象を一見受ける。床も不衛生ではあるが、
普通の家と変わらず木の板を使っている。それは、
寒い冬には保温に優れていてまた来院者の心を落
ち着かせるからだという。この病院には伝統医療
の医師がいて、その父がチベットで学んできた有
名な医師であったことから彼女も人気で、毎日
40人ほどの患者が来る。病院全体では平均 200
人であるからかなりの数である。ブムタンでは、
寺院に訪れたがそこでは多くの人々がお参りに来
ていて、また若い僧や尼たちが経典を読み修業を
積んでいた（写真 4）。最後に訪れた、プナカ病
院はワンディチュリ病院より大きく 6つの BHU
をカバーし、300人ほどの患者が毎日訪れる。また、
前の病院にはなかった産婦人科と外科もある。病
棟も大きく結核やハンセン病の患者も入院してい
る。そして、村に住むハンセン病患者も村人がボ
ランティアで行う保健ワーカー（VHW: Village 
Health Worker）に支えられながら、年に 1回では
あるが医師が往診し指導を行っている。伝統医療
の医師もいて、実際にハーブを配合した蒸気を患
部に当てる治療をみることができた。またプナカ
病院の 4人の医師のうち 2人はキューバ人で、他
国から支援しに来ていている看護師もいて、彼ら
なしには成り立たないのではないかと思った。
ブータンの医療は限られた近代的な医療技術と医
療機器の中、その資源を利用しつつ、自分たちの
伝統的な医療も用いてなるべく多くの人にできる
かぎりのものを提供していた。

3．ブータンの伝統医療
　ブータンの伝統医療は、ソ・リクパ（gSo-ba 
Rig-pa）といわれるチベット医学を受け継いでい
る。ソ・リクパは、チベット語で癒しの科学とい
う意味で、ギュー・シ（『四部医典』）と名付けら
れている仏教の経典が基礎となっている。チベッ
ト医学は、病や苦しみの原因を貪欲さ・怒り・無
知に帰している。これはすなわち仏教の三毒であ

り、普段の生活の中での行為を改めることが治療
につながるということを強調している。そこで、
治療においては、まず食事療法と生活習慣の改善
が第一で、その次に薬の処方といわれている。そ
して、灸や金鍼なども最終手段として行われてい
る。癒しの科学といわれるように、瞑想やカウン
セリングも治療に含まれている 3）。仏教の三毒を
避けるように治療にあたるというのは、ブータン
の伝統医学が教えの実践であるということを意味
している。食事や生活習慣というのは西洋医学に
おいては戦後の豊かな時代になって初めて脚光を
集めるようになったことを考えると、チベット医
学は現代世界の人々にとっても意味のあることを
言っていると思う。実際にウラ BHUで伝統医療
の診療を見学したところでは、私自身がゾンカ語
を理解できないこともあり、薬の処方に重きが置
かれているようにみられた。ソ・リクパで用いら
れる薬は国内で採集される約 400種の植物、また
鉱物と動物からなる。ブータンは、仏教世界にお
いては、薬の谷という意味の“Menjong”とも呼ば
れていることで有名で、入り組んだ山々が生み出
す多様な気候の下で様々な薬草が自生している。
薬草はチベット仏教の中でも重宝されており、
ブータンの薬師如来は右手にミロバランの木を
持って描かれている（写真 3）。これらを調合し、
約 300種のタブレットや粉末、煎じ薬、シロップ、
ローションなどにする。それらはティンプーにあ
る国立伝統医学院の下で製造されている。多くは
タブレットと粉末の入ったカプセルであった。高
血圧やアレルギー、リューマチといった慢性疾患
に有効であるが、外科手術はもちろん急性疾患に
は対応していない。ブータンの伝統医学の医師は
患者を伝統医学か西洋医学のどちらで治療を行う
べきかの診断を下す訓練を受けている。たとえば、
アレルギーの急性患者はまず西洋医学に回して小
康状態に落ち着いたのち、伝統医療で完治させる
という組み合わせた医療を行っているという 4）。

4．終わりに
　医療費が無料というのは、観光収入で成り立っ
ているとはいえ、医療は仏教の教えの一部だから
なのではないかと感じた。そう思ったのは、外国
人に対しても当然無料で行うと自信をもってウラ
BHUの看護師が答えたときだった。ブータン王
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国の憲法第 9条“Principles of State Policy”5）にはこ
う書かれている。その第 20項には“The State shall 
strive to create conditions that will enable the true and 
sustainable development of a good and compassionate 
society rooted in Buddhist ethos and universal human 
values.”第 21項においては、“The State shall provide 
free access to basic public health services in both 
modern and traditional medicines.”この 2つの項が隣
り合っているのは偶然ではなく、仏教精神と普遍
的な人的価値に根差した社会を作る条件として、
基本的な公衆衛生を無償提供することが必要だと
認識しているからではないのだろうか。ブータン
の公衆衛生において、伝統医学と西洋医学が対等
だとうたっているものの、無論、西洋医学を中心
に病院は回っている。だがこの他病院見学を通じ
て、西洋医学と医療体制を自分たちの手によって
自らの文化に合わせて受け入れてきたことがわ
かった。プライマリヘルスケアを推進し地域に根
差した医療を提供すること、病院をはじめ、BHU
や VHWはそれを体現していたと思う。
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Summary

A Report on Bhutanese Public Health Services by Medical Students

Akiyoshi Senda1), Akio Kishi1), Shiori Osone2), Kawatake Ayako1), Satoshi Matsunashi1)

1) Students in faculty of Medicine Kyoto University

2) A student in medical school Nagoya City University

    Five medical students, visited Bhutan from September 10th to September 18th. We went to see two 

hospitals and a health care center called BHU (Basic Health Unit). The purposes of this visit are seeing 

and learning about primary health care system in Bhutan. Bhutanese public health services seem to be 

based on spirits of Buddhism as shown in the Constitution of The Kingdom of Bhutan. Bhutanese people 

live a religious life, which we saw how is deep during this trip. Bhutanese medical system provides both 

modern and traditional medicine. The latter is Tibetan medicine, “gSo-ba Rig-pa.” It means science of 

healing in Tibetan. Tibetan system of medicine explain that sickness comes from the three poisons in 

Buddhism words: Greed, Anger, and ignorance. It emphasize on controlling lifestyle and meals to prevent 

and heal sickness which modern medicine have focused on recently. Another feature is a variety of unique 

medicines made of highlands’ herbs in Bhutan. All of hospitals are ornamented in a traditional way as 

they were a kind of temple. Bhutanese doctors and paramedics really devote themselves to public health 

services in Bhutan and make their hospital comfortable.




