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ブータンの医療提供体制と地域共同体を基盤とする
幸せと健康の可能性：

ブータン訪問を通じた京都大学医学部学生の感想

森藤彬仁

京都大学医学部医学科 4 回生

ヒマラヤ学誌　No.17, 28-33, 2016

日程
平成 27年

9月 15日 関西国際空港よりバンコク経由
ブータン・パロ国際空港到着。ティ
ンプー着後保健省にて高齢者プロ
グラム担当官及びドルジ・ワンチュ
ク事務次官を表敬訪問、国立伝統
医療院見学

9月 16日 ティンプーよりブータン南部ダガ
ナ・ゾンカクの Drujeygangへ移動

9月 17日 高齢者プログラムの Training of 
Trainers開催、及び Petega ORC見学

9月 18日、19日　Drujeygang BHU Ⅱにおける
高齢者健診プログラム実施

9月 20日 Drujeygang よ り Dagana へ 移 動、
Dagapera Hospital及び Dagana BHU 
Ⅰ見学

9月 21日 DaganaよりWangdue Phodrangへ移動
9月 22日 Wangdue Phodrangよりティンプー

へ移動
9月 23日 ティンプー・ツェチュ見学
9月 24日 パロ国際空港よりバンコク経由関

西国際空港へ
9月 25日 関西国際空港着

1．はじめに
　この度、平成 27年 9月 15日から 25日まで、
京都大学医学部 4回生の自主研究期間マイコース
プログラムの一環でブータン王国を訪問した。今
回のブータン渡航は私にとって 2回目である。最
初の渡航では学部 2年生時にティンプーの
National Referral Hospitalを見学する機会を得た。
　私は疾病予防や医療提供体制に関心があり、今

回の渡航ではブータン政府の高齢者プログラムの
Training of Trainersに同行させていただき、ブー
タンにおける高齢者健診プログラムの見学及び実
務のアシスタント、ティンプー以外の町や大病院
以外の国民にとって最も身近な医療機関となる診
療所等を見学することを目的とした。この報告文
では医療提供体制の概説と施設見学や高齢者プロ
グラムを通じて感じたことを述べたい。

2．ブータンの医療提供体制
　ブータンにおける医療施設分類には、一次、二
次、三次の三種類がある。一次医療施設は健康増
進、予防、疾患の初期的な診断を行うもので、
Outreach Clinic（ORC）や Basic Health Unit（BHU 
Ⅰ：10床のベッドを有し、カバー人口は 3000人
から 5000人、BHUⅡ :5床のベッドを有し、カバー
人口は 1500人から 3000人）が該当する。二次医
療施設は一次医療施設の役割に加え、救急・歯科・
理学療法・眼科・伝統医療での基本的な治療を提
供する施設で、地域病院が該当する。この地域病
院には、Community Health Unit（CHU）という
BHUに相当する施設が併設されている。三次医
療施設は専門的な医療を提供する施設で、
Regional Referral Hospital や National Referral 
Hospitalが該当する。今回見学した中では Petega 
ORC、Drujeygang BHU Ⅱ、Dagana BHU Ⅰが一次
医療施設に、Dagapera Hospitalが二次医療施設に
該当し、前回見学した National Referral Hospitalが
三次医療施設に該当する。上位の医療施設へは下
位の医療施設からの紹介により受診が可能にな
る。
　西洋医学に関しては以上の通りであるが、ブー
タン独自の伝統医療を選択することもできる。
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　ブータンにて年間に新たに養成される医師数
は、保健省高官によれば 20名であり、その全て
がスリランカやインドの医学校に留学して医師と
なる。BHU等で医療実務にあたる、基礎的な医
学に関する教育を受けた医療スタッフ Health 
Assistant は 全 国 で 514 人（Royal Government of 
Bhutan. Annual Health Bulletin 2015より）である。
また、ブータンにおける患者窓口負担の医療費は
憲法第 9条第 21節の規定により、西洋医学、伝
統医学ともに無料である。

3．見学箇所について
　Petega ORC、Dagana BHUⅠ、高齢者プログラ
ムについて述べる。

①Petega	ORC
　Petega ORCは Drujeygang郊外の険しい山道を
進んだ先にある ORCであり、毎月 17日にのみ開
かれる。ワクチン接種や 5歳までの乳児・小児健
診、下痢や発熱といった簡単な診察・処方、家族
計画等の健康教育を提供する、主に妊婦や乳幼児
を対象とする施設である。ORCという施設自体
が母子保健を主な目的としている。
　スタッフは近隣 BHUから出張した 4人であり
その全てが Health Assistantであった。見学当日は
25名の患者が訪れていた。これらの患者は山道
を徒歩 30分から 45分かけて ORCまで来院した
とのことであったが、最寄り BHUは徒歩で 1時
間半以上かかるとのことであった。
　ORCは月 1回特定日のみの開院であり、主な
役割は母子保健に関する定期健診の開催である。
BHUへのアクセスが困難な地域住民にとって健
診を確実に受診するために効果があると感じた。
実際、定期検診を受診する患者は毎月欠かさず来
院するとのことであり、遠隔地における保健サー
ビスの要となっている印象を受けた。また小規模
な医療施設であり、患者数も多くはないことから、
Health Assistantが患者の現病歴をしっかりと把握
しており地域に根差した医療提供ができているよ
うに思えた。
　一方で、診察・処方にはついては、健診のつい
でに行っている印象を受けた。実際に処方できる
薬剤も非常に限られている。交通アクセスの改善
を ORCの最大の利点としてとらえるならば、

ORCでも BHUと同じく Health Assistantが勤務す
ることから、BHUと同等の外来環境を提供でき
るようになれば、ORCの役割強化が果たされる
ように感じた。訪問した Petega ORCは車でもア
クセスでき、BHUが比較的近隣にあるので、交
通アクセスの改善という点ではその効果は大きく
ように思えたが、ブータン北部などの車でのアク
セスが不可能で BHUも非常に遠いような遠隔地
においては ORCが果たせる役割は非常に大きな
ものになると感じられた。

②Dagana	BHU	Ⅰ
　Daganaはダガナ・ゾンカクの県庁所在地であ
るものの大きな病院は無く、中心的な医療施設は
Dagana BHUⅠである。この BHUは 1年前に完
成したとのことで建物が非常に新しかった。ここ
には 1名の医師が施設長として勤務しているほ
か、Dagapera Hospitalから月に 1回歯科医師が派
遣され、常勤の医療スタッフでは対応しきれない
歯科疾患についても対処が可能である。
　見学当日は日曜日の休診日であったが、どこか
らか日本の医師が来ていると聞きつけた地域住民
が BHUへ来院し、坂本医師は 5名ほどの患者を
診察していた。病院のない町で医師、しかも異国
の医師により診察を受けられることはなかなかな
い機会だそうだ。高齢者健診プログラムにおいて、
日本の薬は絶大な信頼を得ているそうで、処方を
求める声が後を絶たなかった。

③高齢者プログラム
　高齢者プログラムは、予防は治療に勝るとの考
え方から、高齢者を対象に行われる健診プログラ
ムであり、今回はブータン南部初の開催として
Drujeygang BHUにて行われた。このプログラム
には全 20ゾンカクのうち、5ゾンカクから Health 
Assistant（BHUでの医療実務担当者）や District 
Health Officer（県庁の保健部長に相当）が 20人
ほど集まり、健診の方法や問題点の議論および実
務実習を行った。Drujeygang近郊から 2日間で
118名の 60歳以上の高齢者が受診に訪れ、私も
アシスタントして健診業務の補助担当として参加
した。
　多くの高齢者を見て、一番に感じたのは BMI
が高い人が非常に多いことであった。現地の食事
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風景を見ていると、1回の食事の量が日本人の 2
倍から 3倍はあろうかという量であり、エマダ
ツィをはじめとしてチーズや油の使用量も非常に
多かった。また、文化として食事をたくさん食べ
るよう勧められる、とればとるほど喜ばれるとい
うことをブータン人と共に食事をとる際に感じ
た。実際、現地で見かけたブータン人も肥満体型
の人がとても多く、彼らの今後の健康に支障がな
いか不安を感じた。

4．ブータンにとっての幸せ、不幸とは
　ブータンは事あるごとに「幸せの国」という枕
詞と共に紹介され、あたかも理想郷のごとく言わ
れる。しかし幸せばかりで満ち溢れているわけで
はない。日本でも報道されるようにドラッグの問
題も抱えていれば、都市への人口集中も懸念され
ている。
　高齢者プログラムを通じて、幸せや不幸の原因
として圧倒的に多かった回答が、家族・友人と健
康であることに気付いた。家族や友人と会ったり
電話したりすること、自分や家族が健康でいられ
ることが幸せを生み出し、その逆が不幸を生み出
すと回答する人が非常に多かったのである。一方
で、経済的な側面について言及するものはほとん
どなかった。
　ブータン、少なくとも Drujeygangにおいては
幸せを規定する要因は、金銭ではなく、人とのつ
ながりそして健康であることを強く意識した。

5．ブータンの医療提供における障壁
　ブータンの医療提供体制で一番の問題は医師や
歯科医師といった高度専門職の数が不足している
ことではないと感じた。
　人口 70万人のブータンで年間 20人の新医師が
誕生するということは人口 1億 3000万人弱の日
本で年間 4000人弱の新医師が誕生するというこ
とであり、実際には年間 9000人弱が新たに医師
となる日本と比べると半分程度の水準と考えるこ
とができる。しかし、ブータンでは、Health 
Assistantのように医師ではない医療スタッフがプ
ライマリケアに従事しており、見学している限り
では最低限の医療は提供できているように感じら
れた。また、ポストの都合上 11人もの職のない
歯科医師がいるとのことであった。

　私がブータンの医療提供体制で一番の障壁とな
るのは交通アクセスではないかと思う。日本の
119番に相当するダイヤル 112で救急車を呼ぶこ
とができるが、メインの見学先である Drujeygang 
BHUから最寄りの上位医療機関である Dagapera 
Hospitalまでは車で 2時間ほどかかった。
　また、BHUへのアクセスも徒歩で 1時間以上
かかる住民も多くおり、ORCですら山道を徒歩
で 30分以上の通院時間を要する現実も知った。
前回ブータンを訪問した際に見学した National 
Referral Hospitalがブータンのスタンダードでは決
して無かったのである。
　Daganaからの帰路は険しい山道が続き、一晩
中雨が降り土砂崩れが起こった。私たち自身 3時
間ほど足止めを余儀なくされ、完全な復旧には 1
日以上要したそうである。このようなブータンの
交通インフラをすぐに改善するのは困難である。

6．医療提供体制の改善と幸せ
　医療提供体制を改善するために可能なことは 2
つあると考える。
　第一に、健診をしっかりと受診し、大きな病気
のリスクを少しでも早く見つけることである。
ブータンの健診はやはり母子保健に力点が置かれ
ていて、高齢者健診や生産年齢層の健診は発展途
上である。しかし、ORCを見学したときに Health 
Assistantは来院した 25名の患者の健康情報をす
べて把握しており、可能な限り適切な処置を施し
ていた。健診を拡充し、定期的に受診することで、
しかるべき時に必要な医療を提供しやすくなるは
ずである。
　第二に、集落や親族での連携を強固にし、お互
いの健康に留意しあうことである。この健康情報
の共有をBHUやORCといった医療施設とは別に、
もっと地域共同体に根差した小さなレベル、すな
わち集落や親族のなかで正確に行うことができれ
ば、体調を崩した時の対応も早くなり、手持ちの
医薬品とある程度の健康教育による医学的知識が
あれば、軽症例には必ずしも医療施設を頼らずと
も対応できるのではないかと考える。
　ブータンでは都市部への人口集中から、日本と
同じように親族が日常的に一緒に生活することは
減っており、実際に高齢者にインタビューした限
りでは、子供と離れていること、子供からの連絡
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が少ないことが不幸の原因と口にする人もいた。
しかし、人口が減っているからこそ、残された地
域住民が結束する重要性は増すと考える。それは、
人と人のつながりによる幸せを生みだせる上、さ
らに医療、特にプライマリケアの提供における問
題にとって少しでも解決につなげられるのではな
いかと考えるからだ。
　過疎化は一般にマイナスの印象をもって捉えら
れることが多い。しかし過疎化している共同体で
は構成員が少なくなるゆえ、派閥を形成すること
なく共同体全体が一つに団結する余地は、都会の
人口密集地帯よりもあるのではないだろうか。
　ブータンの農村部には穏やかでゆったりとした
牧歌的雰囲気は未だにあるように思えた。知り合
いではなくても気軽に話し合えるブータン人であ
るからこそ、地域住民の相互交流を強め、人々の
健康に大きな力を発揮することは可能だと感じる
し、それを願わずにはいられない。
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　今回のブータン渡航では、ブータン保健省のド
ルジ・ワンチュク事務次官をはじめ多くの高齢者
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Summary

Importance of Gemeinschaft
－To Promote Health and Happiness

Akihito Morifuji

Student, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan

    I visited Bhutan from 15th to 24th September 2015, and participated in elderly program. In the checkup 

questionnaire, I realized the main causes of elderly people’s happiness and unhappiness were related with 

family, friends, and their health. I also visited some clinics and hospitals, and I noticed that one weak point 

of medical providing system in Bhutan is weak access to medical service due to its traffic difficulty, long 

distance to clinics and weak road condition. It’s not easy to improve traffic condition, so alternative idea is 

needed to improve medical care system. I point out that important things are medical checkup and village-

based and relative-based community. It is often said that frequent checkup will be useful for detecting 

and preventing severe disease. Mutual cooperation in community is also very helpful for keeping one’s 

health. Furthermore, bond of friendship in community is a great remedy to heal one’s isolation and to make 

happiness. Mutual cooperation in the small community can sometimes offer primary medication, and this 

will overcome the serious medical access condition. Village-based and relative-based community, namely, 

Gemeinschaft, is very important for healthy life and happiness.




