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インド・ラダックの医学調査と今後の課題
奥宮清人 1）、坂本龍太 1）、月原敏博 2）、竹田晋也 3）、
小坂康之 1）、山口哲由 4）、石根昌幸 1）、和田泰三 5）、
Tsering Norboo6）、大塚邦明 7）、松林公蔵 5）
1）総合地球環境学研究所、2）福井大学教育地域科学部、
3）京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、
4）京都大学生存基盤科学研究ユニット、5）京都大学東南アジア研究所、
6）Ladakh Institute of Prevention、7）東京女子医科大学東医療センター内科
インド・ラダックの医学の問題をレビューし、予備調査の結果や情報収集とあわせて今後の課題を
概説した。インド・ラダックでは、高血圧と脳梗塞の問題、貧困と野菜の不足と胃癌の問題、塵肺、
硅肺の問題がある。社会・経済的グローバリゼーションに伴うライフスタイルの変化が、疾病、老化
のあり方とともに、老人の well-being にどう影響するかを今後、医学、文化、生態の各学問分野の連
携により、環境や生態のバックグラウンドとの因果関係を調べていく必要がある。
キーワード：高血圧、糖尿病、慢性呼吸器疾患、慢性高山病、グローバル化

はじめに

素の通り道である血管に障害をきたす。近年の急

標 高 2500m-4500m の 高 地 は、 平 地 の 4 分 の 3

激な生活様式の変化は、生活習慣病を介して、今

から 2 分の 1 という低酸素環境である。さらに高

までに培われた低酸素適応の障害となるものであ

地は、降雨量の量やタイミングが予測困難で、よ

るといえる。その一方で、道路、バイクの普及、

り標高が高い環境では、通常かなりの寒冷地であ

換金作物の導入などが、病院へのアクセスや作物

り、育つ植物が限られる。高地住民は低酸素と限

不作時の食物購入を容易にした、という実例から

られた生態資源という厳しい生活環境の中で長年

わかるように、老人の生活に快適さをもたらした

に渡って暮らしてきた。限られた生態資源を最大

面があり、社会・経済的グローバリゼーションは、

限に利用しながら固有の生業システムと独特の文

まさに諸刃の剣といえよう。

化を確立した。その文化的な適応は「高地文明」
とも呼べるのではないかと仮説している。

高所プロジェクト「人の生老病死と高所環境―
「高地文明」における医学生理・生態・文化的適応」

調査地域であるヒマラヤ・チベットはいずれも

では、生活様式の変化がいかに老人の well-being

地理的には、南部は熱帯、北部は温帯に位置して

に影響を及ぼしているかを、医学、地理学、農学、

おり、標高に応じて熱帯から氷雪地帯までの多様

人類学、気象学、生態学、経済学など様々な角度

な生態系を包含し、持続的な環境利用を特徴とす

から解明することをめざす。ヒマラヤ・チベット

る生活圏を構築してきた。近年、高地にも、貨幣

地域において、生態学的、社会経済のグローバル

経済の浸透と人口移動の加速化、寿命の延伸など

化の影響の異なる 3 つの重点地域として、インド・

に象徴されるグローバル化の波が及んでいる。高

ラダック地方（標高：2900-4600m）（オアシスの

地住民が直面しはじめたグローバル化とそれにと

チベット、市場経済の浸透が進行中）
、アルナー

もなう生活様式の変化が、生活習慣病として現れ

チャル・プラデシュ州（数百 -4000m）
（森のチベッ

うる。これは身体に刻み込まれた環境問題である
とも考えられる。

ト、市場経済の浸透が乏しい）
、中国・青海省
（3000-3700m）（草原のチベット、政治的な影響も

心筋梗塞は酸素を全身に送り出すポンプ機能に

関与）を設定した。ここでは、インド・ラダック

障害を来し、糖尿病は、心臓から送り出された酸

の、2008 年 7 月と 12 月、2009 年 1 月の予備調査

e-mail: miyamoto@lbm.go.jp
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と情報収集の結果をまとめた。

いる可能性がある。上、中、下流村の高度の影響
と、グローバル化の影響の関わりのせめぎ合いと、

インド・ラダックの医学調査

生活習慣病との関係を調べる重要性と意義が示さ

東西シルクロードからインドへと下る南北の

れた。

ロード、そしてチベットからカシミールへと繋が

また、Tsering Norboo 氏と大塚らによる調査で

る東西のロードの交差点という歴史的要衝の地で

は、ラダック高所住民においては、加齢による拡

あるインドのラダック地方において、現地で長年

張期血圧の上昇が認められるが、日本人には認め

内科医をつとめて来られた Tsering Norboo 氏によ

られないことが報告された 2,3）。また、加齢によ

ると、脳梗塞が比較的多く、従来少なかった心筋

る動脈硬化が、日本よりも、ラダック住民で進行

梗塞が都市部で増加しており、癌（特に胃）が増

が早いことも示され、動脈硬化においては、老化

えているという。野菜不足や低酸素、生活習慣の

が促進されている可能性が示された。高所での老

変化が関係している可能性があり、慢性高山病の

化のありようと生活習慣病のかかわりを調べる必

問題もあるといわれている 1）。Tsering Norboo 氏

要がある。

を 代 表 と す る NGO 組 織 の、Ladakh Institute of

また、Tsering Norboo 氏による情報では、乾燥地

Prevention（LIP）により、ラダック全域では、ラ

であることと、インダス川の削る岩の塵粉を吸入

ンダムサンプリングにより、ラダック市街部 500

することによる硅肺症がインダス川近くに多く、

人と周辺の農村部 500 人を対象として、インタ

硅肺症があると結核が難治性であるという 4~6）。青

ビュー（心血管疾患、消化器疾患、神経疾患など

海省では、漢人に多かった慢性閉塞性肺疾患であ

のくわしい症状と疾患の既往、やライフスタイル）

るが、ラダック住民においても、硅肺症などによ

と検診（血圧、老年者の包括的機能評価、心電図、

る慢性肺疾患の慢性高山病に対する影響の大きい

血液検査（血糖、脂質）、動脈硬化測定）が進め

可能性があり、呼吸機能検査等が必要であると思

られており、2008 年 12 月において、920 人の調

われる。

査がすでに行われた。

また、Tsering Norboo 氏による情報では、ラダッ

ラダックでの、Tsering Norboo 氏と大塚らによ

クでの胃癌の患者が大変多く、死因の 60％が癌

る調査では、糖尿病は、まだ一般住民では少ない

で、そのうち胃癌が最多であり、胃のピロリー感

が、ラマ僧には多い可能性が指摘され、今後、確

染率が 95％と高値であり、野菜不足等が原因で

認する必要がある。7 月の我々の予備調査でも、

はないかと推測されており、大きな問題である。

4 人 の 僧 侶 を 診 察 し、 全 員 の 肥 満（ 平 均 Body

地方部のより高度の高い、チャンタン、ザンス

mass index（BMI）：30）と二人が糖尿病で、二人

カールといった牧畜地域では、貧困や栄養失調等

が境界型である事実を確認している。上流村と中

による健康の問題も大きいといわれる。

流村の肥満の頻度の比較では、高齢者全員で、

2008 年 7 月、12 月、2009 年 1 月の予備調査と

BMI：22 以上の過体重と 25 以上の肥満の割合は

話し合いにおいて、カウンターパートの LEDeG

それぞれ、上流村：46％、17％、中流村：67％、

と LIP との協力で、医学、文化、生態班の今後の

22％で中流村の肥満が多い数値だが、有意差には

共同調査の具体的な計画が議論された。

至らなかった。しかし、高齢女性でみると、上流
村：27％、25％、中流村：69％、0％であり、中
流村で有意に肥満が多い可能性を示した（p ＜

インド・ラダックの訪問調査

老人からの聞き取り（Domkhar 村）

0.05）
。 一 方、 高 血 圧 は、 高 齢 者 42 人（60-80、

老人からの聞き取りにより得られた生活様式の

70.2 歳 ） の 調 査 に お い て、 集 団 の 平 均 血 圧：

変化、環境の変化の実例とともに、老人の well-

151/93mmHg、高血圧の割合：71％と高く、グロー

being に関する情報を下記に挙げる。今後、客観

バル化の浸透する雲南省シャングリラ市街部のチ

的なデータとの照合や比較を進める。

ベット高齢者に匹敵する高さであったことは注目

・生活様式の変化について

に値する。有意ではないが、上流村の高血圧が、

（1）10 年ほど前に道路が、数年前に電気が普及

中流村より、頻度が高く、高度の影響が関与して
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（2）雨が減り牧草が減ったこと、牧畜の担い手で

族の世話を受けれない 42 人の高齢者を、2 人の

あった子供が学校に行くようになったこと、

調理師と、2 人の care giver が支えている。

スノーレオパードやオオカミなどの襲来など

1、91 歳最高齢男性。オンマニペメフムのお祈り

により家畜が減少したため、以前は都市レー

の言葉を 1 日中、唱えている。視力障害（角

に売っていた乳製品を現在は逆にレーなどか

膜瘢痕、白内障）、聴力消失、外反母趾、四肢

ら購入するようになっていること。

の筋肉の廃用性のやせを認めたが歩行は何と

（3）週に 3 本バスが来るようになったこと。

か可能で、トイレ歩行や食事は自立している。

（4）バター茶を終日にわたって大量消費する住民

1959-60 年にかけて、チベットより亡命した、

が多いが、村の下流部では、医師の助言によ

チベット人の中でも貧乏な小作で羊飼いや土

りバター茶の摂取量を減らすものが現れてき

方を行いながら、苦労した生活がうかがえる。

ていること。

食事内容も聴取。

（5）若者が都市レーで働くようになってきたこ

2、75 歳男性。この施設の調理師をしていたとき

と。

に、16 年前に、脳梗塞にて、左片麻痺があり、

（6）食料が不足するときも、市場で食料を入手す

下肢打撲による大腿頸部骨折を合併した可能

ることができるようになったこと。

性がある。そのため、筋力は回復しても、自

・環境の変化について

立歩行不能である。5 人の子供のうち、一番

（1）ここ 5 年の間に、降雨量が著しく減り、その

下の娘さんのみが介助。QOL では、家族関係

ために山の牧草が減っていると認識している

が 50 点で、それ以外はすべて、0 点であった。

こと。

4 人の息子は、ダラムサラまたは、レーの教

（2）以前は冬に雪が膝下近くまで積もっていた

師または大工、学生だが、介護してくれない

が、近年は、ほとんど積もらないこと。

こと、移動ができないことに不満があるよう

（3）気候が暖かくなり昔はソバか大麦しか育たな

であった。

かった畑に他の作物も育つようになったこ

3、79 歳男性、パーキンソン病 Yahr I 度、杖歩行。

と。

4、78 歳男性。広場で、20 人くらいの老人のマニ

（4）村からみえた山の雪がみえなくなってしまっ

車を回しながらのお祈り（一日 2 回、一回約 1.5

たこと。

～ 2 時間）に参加している。インド軍のチベッ

（5）河の水流が、昔に比べ 2 分の 1 から 3 分の 1

ト人部隊所属の兵士をしていた。90 人くらい

になっていること。

のチベット人が参加していた。離婚したため、

・老人の well-being について

親戚のケアがなく、5 人の子供がいるが介護

（1）家は違うが、近くに家族が住み、毎日子供や

については不十分なので 5 年前から施設に入

孫と顔を合わせていること。

所した。健康、家族、友人関係は 100 点だが、

（2）最近は、子供が都会に出る例が増え、孫が学

経済 40 点、幸福度 60 点であった。ラダック

校に通うようになり、寂しい面もあるが、教

では、兵士として給料をもらっても離婚が多

育の普及を肯定していること。

く、幸福感は高くない事実があるようだ。

（3）食料が増え、道路により都市に行きやすくな

5、79 歳女性。肥満、耐糖能異常疑い（随時血糖

り、医師もたまに訪れ、電気により夜でも明

160 ㎎ /dl）
。高血圧治療中で、労作時呼吸困難

るくなり、昔に比べれば、今の方が、ずっと

と咳があり、
聴診で、
慢性閉塞性肺疾患（COPD）

暮らしやすい、と感じていること。

を認めた。羊の毛をすく仕事を長年してきたこ
とも関連の可能性がある。Norboo 氏の後の話

チベット難民村のチベット人高齢者の老人施設の

より、インダス川近くの居住者は、河の水に、

訪問（Ladakh、Leh）

氷河や山から削り取った、珪石成分が多く、

レー近郊のチョクラムサルにある、チベット難

乾燥土の風の吸入により、硅肺の合併が多く、

民村のチベット人高齢者の老人施設を訪ね、数人

結核などの感染症が治りにくい事実がある。

の高齢者を診察、聞き取りを行った。貧困で、家

また、Domkhar 村の調査において、大麦を根
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こそぎ抜き、土をたたいて落とすのが、老人

ル）と検診（血圧、CGA、心電図、血液検査（FBS，

女性の仕事であり、乾燥した土に混じった硅

脂質）
、動脈硬化測定）を行っている、心疾患の

石成分を吸入しやすい可能性が指摘された。

予防活動が目的の活動で、2008 年 12 月時点で、

寒冷地域では、暖房のための粉塵が多いこと

920 人を検診していた。村においてパワーポイン

なども関連している可能性がある。

トによる健康教育と、個人へは結果カードをしっ

6、73 歳女性。チベット人の家に、召使いとして

かり返しているとのことであった。

働いた、子供時代に手を引っ張られて骨折し
た。こういう虐待はかつては少なくなかった

Ladakh Ecological Development Group
（LEDeG）
（Ladakh、Leh）の訪問

とのことである（月原氏）。

1981 年に団体結成され、1983 年

インド、ジャ

マハボディ協会（NGO）のラダック人高齢者の

ンムー＆カシミール州政府へ正式登録された

老人施設（Ladakh、Leh）の訪問

NGO であり、ラダックの生態をいかした農村開

同じくレー近郊のチョクラムサルにあるマハボ
ディ協会の老人施設では、35 人の高齢者を 4 人

発 の 中 心 的 な NGO で あ り、 代 表 で あ る Sonam
Jorgyes 氏と会談した。

のスタッフがサポートしていた。貧困、身寄りの

現地での健康問題について、Ladakh で一番厳

ない者とともに、精神障害者もいた。

しいと考えられるのはザンスカールという地域

1、86 歳最高齢女性。たいへん元気そうで、マニ

で、寒冷が厳しく、母子の栄養状態も悪く、体も

車を回しながら歩行。1 人の娘が精神障害が

他の地域に比べて小さいとのことであった。衛生

あり、世話できず、6 年前より来る。食事も

状態も悪く、せっかく良質なバターやチーズを

支給されるので生活に不安はなく、瞑想した

作っても、保存状態が汚い、とのことであった。

り、ストゥーパを散歩していると幸せである

さらに、関節炎、アルコール障害が問題であるこ

と語っていた。QOL で、家族関係と経済は 0

と、そして、小さい家の中で寒冷対策に火を使用

点だが、健康、友人、幸福度は 100 点であった。

することから、呼吸器障害が多いとのことであっ

2、50-60 歳男性。認知症。にこにこと、仲間にと

た。LEDeG は Ladakh に お い て、 ① Green House

け込んでいた。

を用いた野菜の栽培の普及、②冬の間の仕事とし

3、72 歳女性、便秘。

てのおみやげ用ハンディークラフト作成の奨励、

4、76 歳女性、高血圧。

③太陽熱を利用し蓄熱するトロンブ壁などの寒冷
対策などを中心に活動を進めているとのことで

Ladakh Heart Foundation（NGO）（Ladakh、

あった。LEDeG の代表である Sonam Jorgyes にた

Leh）の訪問

い し、Ladakh に お け る、 特 に 高 齢 者 を 対 象 に、

Ladakh Heart Foundation（代表 Chogyal 氏）を訪

健 康 調 査 及 び 文 化、 生 態 を 含 め た 共 同 調 査 を

問し、Norboo 氏とスタッフの紹介を受け、Ladakh

Ladakh Ecological Development Group（LEDeG）と

Institute of Prevention の活動の説明を受けた（代表

の協力関係を築いていくことに同意を得た。

Norboo 氏）。Norboo 氏は 1987 年より、ラマ僧の
Chogyal 氏と共に、Ladakh Heart Foundation を作り、

インド・ラダック研究の今後の課題

2003 年 よ り、Ladakh Institute of Prevention（LIP）

Domkhar 村という、インダス支流沿いの異な

を独立して作った
（NGO）
。Norboo 氏は、
2002 年に、

る高度に居住する、一つの村の調査を基本に据

レー最大の政府の病院の、SNM Hospital を定年で

え、レー移住者調査とチャンタン地域の調査を行

終え、プライベートな診療活動を現在も行いなが

い比較することにより、環境とグローバル化の影

ら、LIP による予防活動を行っている。ラダック

響を比較検討することを計画している。Domkhar

全域でランダムサンプリングにより、ラダック市

村（約 200 世帯、人口約 1500 人）は、上村（標

街部 500 人と多数の農村部 500 人を目標に、イン

高 3700-4000m）、中村（3300m）、下村（2900m 以

タビュー（心血管疾患、消化器疾患、神経疾患な

上）よりなる。Domkhar 村で、重点的に医学、文

どのくわしい症状と疾患の既往、やライフスタイ

化、生態班により、今後縦断調査を行うことが期
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待される。また、Tsering Norboo 氏らの LIP が現
在進めているラダック全域のサンプリング調査も
継続される予定であり、ドムカルの地域調査とラ
ンダムサンプリングの調査データとをつなげてい
くことも課題である。文化班と生態班は、世帯調
査によるメンバーの把握と他の市街部などへの移
動と各人の職業と教育の把握をすでに進めてお
り、また、土地利用と灌漑水利体系と他地域との
交易路と、その地図化も進行中で、今後、医学デー
タとリンクしていく。さらに医学的、文化的な調
査を、河川域の上流村、中流村、下流村で比較し、
高度の影響と社会経済的グローバル化の影響を分
析を進めていく予定である。2009 年度 7 － 8 月の、
Domkhar 村高齢者の医学検診調査を行う予定で、
準備を進めている。
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The health problem in Ladakh in India was reviewed. There were the problems on hypertension, stroke,
gastric cancer associated with poverty and low intake of vegetable, pneumoconiosis, and silicosis. Now, rapid
lifestyle changes with socio-economic globalization are occurring and effects will be prominent. The influence of
changing lifestyles on these diseases and quality of life in the elderly should be studied from interdisciplinary and
comprehensive perspectives, including medicine, geography, agriculture, anthropology, meteorology, ecology and
economics.
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