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要旨 
 

東南アジアのラオスでは 1946年以降インドシナ戦争に巻き込まれ、難民となり、母国か

ら離れて他国で生活する人々が生まれた。 

そのラオスでは、伝統医療を行う伝統的な治療者が存在するということや、熱／冷二元

論の概念を取り入れたり、薬草を使用したりするなどの伝統的健康行動が古くから親しま

れているとされている。 

そこで本論では、難民として来日したラオスの人びとを対象にとして、居住地を日本に

移したことで伝統的な健康行動はどのように変化したのかという問いを設定し、日本に住

むラオス難民の事例をもとに、ラオス難民の伝統的健康行動の変化について検討すること

を目的とする。 

 本論では、第 1 章においてまず先行研究を整理し、伝統医療・民俗医療の定義や東南ア

ジア諸国における伝統的・民俗的健康行動の事例を記す。続いて、ラオス国内での人々の

病気や医療サービスの利用の実態や、日本に住む外国人やアメリカに住むラオス難民の伝

統的健康行動の事例を明らかにする。第 2 章では、まずラオス難民の生活環境を明らかに

するためにラオスの概要を記し、次いで、難民を生み出すこととなったインドシナ戦争の

歴史とインドシナ難民について整理する。第 3 章では、先行研究により明らかになった情

報をもとに、日本に住む 3 名のラオス難民を対象に実施したインタビュー調査の結果を記

す。第 4 章では、インタビュー調査の結果と先行研究で明らかにした情報とを比較し、日

本に住むラオス難民の伝統的な健康行動の変化を考察する。結論では、ラオスの人々は難

民として来日し、居住地が日本に移ったことで伝統的な健康行動にどのような変化が起き

たのかという問いに対し、本論の研究で明らかになった結論を述べる。 

結論として、ラオスにおいて、1950 年代から 1970 年代前半の今回の対象者が住んでい

た地域では、近代医療が村に存在しない場合、伝統医療を利用する、あるいは薬草を利用

するという伝統的な健康行動をとっていた。そして、日本に来て難民となった彼らは、ラ

オスにおいて日本との関わりがあった場合、あるいは日本に来てから学ぶ機会があり日本

語や日本の医療を理解している場合には、日本の近代医療を利用する傾向にある。しかし、

ラオスにおいて伝統医療を使用していた場合や、日本語や日本の医療を理解していない場

合には、母国の伝統医療を使用する傾向にある。さらに、近代医療と伝統医療のどちらを

利用するにしても、支援機関のサポートや難民同士の交流が円滑な医療の利用に機能して

いた。また、日本の医療に対する誤解を解くためには、丁寧な説明と治療の効果を実感す

る経験を繰り返すことが必要であると結論づける。 
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序論 

 

本論では、難民として来日したラオスの人々を対象として、居住地が日本に移ったこと

により伝統的な健康行動がどのように変化したのかという問いを設定し、日本に住むラオ

ス難民の事例をもとに、ラオス難民の伝統的健康行動の変化について検討にすることを目

的とする。 

まず筆者がラオスを研究の対象とし、この問いを設定したきっかけは、2013 年と 2014

年にラオスを訪れ、日本と現地の人々の生活習慣や食事の違いを目にし、興味を持ったこ

とにある。その後、文献から、ラオスのある東南アジアでは、伝統医療を行う伝統的な治

療者が存在するということや、熱／冷二元論の概念を取り入れたり、薬草を使用したりす

るなどの伝統的健康行動が古くから親しまれていることを知った。例えば、タイやジャワ

の人々の伝統的健康行動の調査結果から、地域によって異なるさまざまな伝統的健康行動

に関する調査結果が数多く報告されている［吉田 2000］。周辺国と同じように、ラオスで

も、伝統的な治療者による治療を受けたり、薬草を活用したりするなど、伝統的な健康行

動がみられている。 

一方で、ラオスでは 1946年以降インドシナ戦争に巻き込まれ、難民となり、母国から離

れて他国で生活する人々がいることを知った。そこで、ラオスと環境の異なる国に難民と

して移住した人々の伝統的健康行動に関心を抱いた。生活も文化も異なる土地に住むこと

となった彼らはどのように伝統的な健康行動を続けたのか。あるいは他の手段を利用した

か、という疑問を筆者は抱き、この問いを明らかにしたいと考えた。 

参考として、アメリカに住むラオス難民の伝統的な健康行動の調査結果をみると、ラオ

ス難民はシャーマンや宗教的な治療方法、薬草を使用する傾向があったことが確認されて

いる［Uba 1992］。また、アメリカにシャーマンがほとんどいないことや薬草が足りないこ

とから、アメリカの医療サービスを東南アジア国内ほど信用していないという結果が出て

いる［Uba 1992］。 

これらの結果から、日本のラオス難民も生活環境が変化したことで、アメリカに住むラ

オス難民のように、健康行動に何らかの変化が生まれたのではないかと考えられる。しか

し、日本に住むラオス難民の伝統的な健康行動に関する調査はあまり報告されていない。

そこで、日本に住むラオス難民を対象としたインタビュー調査で得た結果をもとに、考察

する。 

 本論の構成は、第 1 章でまず先行研究の整理を行い、伝統医療・民俗医療の定義や東南

アジア諸国における伝統的・民俗的健康行動の事例を記す。続いて、ラオス国内での人々

の病気や医療サービスの利用の実態や、日本に住む外国人やアメリカに住むラオス難民の

伝統的健康行動の事例を明らかにする。第 2 章では、まずラオス難民の生活環境を明らか

にするためにラオスの概要を記し、次いで、難民を生み出すこととなったインドシナ戦争

の歴史とインドシナ難民について整理する。第 3 章では、先行研究により明らかになった
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情報をもとに、日本に住む 3 名のラオス難民を対象に実施したインタビュー調査の結果を

記す。第 4 章では、インタビュー調査の結果と先行研究で明らかにした情報とを比較し、

日本に住むラオス難民の伝統的な健康行動の変化を考察する。結論では、ラオスの人々は

難民として来日し、居住地が日本に移ったことで伝統的な健康行動にどのような変化が起

きたのかという問いに対する結論を述べる。 

 

第 1章 東南アジアにおける伝統医療に関する先行研究 

 

本章では、まず伝統医療・民俗医療に関する先行研究を整理し、本論での定義付けを行

う。続いて、東南アジアにおける治療者の役割を整理した後、本論の研究対象であるラオ

スが属する東南アジアの国々における伝統的・民俗的健康行動の事例を記す。さらに、ラ

オス国内での人々の病気や医療サービスの利用の実態、日本に住む外国人やアメリカに住

むラオス難民の伝統的健康行動の事例を先行研究の整理により明らかする。そしてそれら

の現状や事例から、ラオスと伝統医療との関わりを検討する。  

 

1-1 伝統医療の定義 

 

文化人類学者の吉田正紀［2000］によると、近代医療が導入される以前から存在してい

る医療のことを伝統医療や非西洋医療、民族医療、民俗医療と呼ぶとされている。一方で、

東南アジア史を専門とする大木昌［2002］によると、近代西洋医療が発展する以前のさま

ざまな医療のことをまとめて伝統医療と呼ぶ場合もあるという。いずれにせよ、医療人類

学者の池田光穂［2001］によると、医療人類学の分野では、このように複数の医療システ

ムが存在する状況を医療の多元化、あるいは複数化と呼んでいる。そして、複数の医療シ

ステムは人々の健康維持と病気の治療のために使用されているとしている。 

東南アジアでは、近代医療システムが一国の医療制度のなかで中心的な役割を果たして

いるが、同時にインドのアユルベータや中国の漢方医療というような伝統的な医療システ

ムも使われている。加えて、各民族が発展させてきた、地域の精霊信仰や邪術信仰と深く

結びついている民俗医療システムと、熱と冷の均衡論を基盤とし、地域や家庭に受け継が

れてきた民間医療システムが併存している。そして、それぞれの医療システムを問題に応

じて使い分けている。さらに、民俗医療の知識や、技術に関する関心は、資格のある医師

や、近代医療サービスが容易に受けられない東南アジアの多くの地域で特に高いとされて

いる［吉田 2000］。 

以上のことから、東南アジア諸国でも近代医療システムの他に、伝統的な医療システム

が存在し、人々に親しまれていると考えられる。本論では、近代医療と近代医療が発展す

る以前の医療に区別するために、近代西洋医療が導入される以前から存在しているさまざ

まな医療のことをまとめて「伝統医療」と定義することとする。 
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その伝統医療において診断や治療を行う人々の役割を明らかにするために、続いては治

療者に関する先行研究を整理する。 

 

1-2 治療者 

 

1） 伝統医療における治療者 

 

池田［2001］によると、人々の病気の診断や治療を行うには、非専門家、専門家を問わ

ず、特定の人間がある種の働きかけを行うことが必要とされており、そのような働きかけ

を行う人間のことを治療者と呼んでいる。治療者は、診断と治療に関する情報を担ってお

り、その情報に基づいて治療という実践を行うとされている。 

 中でも伝統医療における治療者は、1 つの業種や役割から構成されるのではなく、呪医、

薬草師、信仰治療師（交霊術師）、占い師、伝統的な出産介助者、マッサージ師、接骨師、

注射処方師など、さまざまな業種や役割が存在しているとされている。これらの業種や役

割は、本人たちの自称、人々の他称、あるいは研究者のレッテルが混在しており、世界の

各地で報告された役割のカテゴリーは多種多様であることが明らかになっている［池田 

2001］。 

東南アジアの場合、伝統的な治療者は、近代医療施設が近くで利用できるところであっ

ても、多くの人々を惹きつけているという。そして、人々は病気の治療がさらに必要と感

じた際に、近代的な医師と伝統的な治療者を同時に使ったり、継続的に利用したりするこ

とが明らかになっている［吉田 2000］。 

さらに、川端眞人［2002］によるとラオスでは、伝統的な治療者の需要は高く、多くの

村で活躍しているという［川端 2002］。一方で、田村蔦枝［2012］の研究によれば、ラオ

スでは、健康と感じていない人々が、伝統医療を行うモー・ラーオ（伝統治療師）の所に

行く傾向がある事例が報告されている［田村 2012］。 

以上のことから、伝統医療における治療者は世界各地に存在し、それぞれ多様な役割を

担って、人々の病気の診断や治療を行っているといえる。世界各地でみられるように、伝

統的な治療者は東南アジアでも多くの人々に利用されており、さらにラオスでも高い需要

を得ている地域が存在すると考えられる。 

 

2）東南アジアにおける伝統的な治療者の役割 

 

 吉田［2000］によると、東南アジアの伝統的な治療者は、病気に対して文化的に意味の

ある説明や解釈をし、治療を施す土着の専門家として中心的な役割を果たしている。苦痛

や病気の診断や治療に作用する 3 つのプロセスは、①病気の定義、②病気の操作、③治療

の役割に関する社会的制度であるとされている［吉田 2000］。以下に 3 つのプロセスを順
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番に記す。 

 

① 病気の定義 

治療の第一段階では症状の診断、病気のラベリング、あるいは文化的定義を行う。病気

が文化的に認められたモデル（病気やその原因に関する知識や思想の体系）によって命名

され、その原因が告げられる。これらの基本的な特徴は、宗教と病気との密接な関係であ

る。東南アジアにみられる土着的なアミニズム信仰との関連があり、どの社会でも病気の

原因を精霊や祖霊や悪霊などの霊的存在の働きとする信仰が根強い。 

 例えば、ジャワでは赤ん坊がサワネンと呼ばれる病気に陥り、ヒステリックな泣き、極

端な倦怠感、発作、その他説明できない行動を起こすとされていることが明らかになって

いる。これは、その子に侵入した悪霊によって引き起こされたと信じられている。突然の

大きな音、荒っぽい扱い、強烈な味や身体的不快感などによって、ショックを受けて驚い

た状態になったと説明されるとしている［吉田 2000］。 

 このように治療の第 1 段階である病気の定義では、誰があるいは何が病気の原因なのか

を見出すとされている。また、その際、診断の中に熱さと冷たさのバランスによる説明原

理（熱／冷二元論）を用いることも明らかになっている［吉田 2000］。 

 

② 病気の操作 

東南アジアの治療者の主要な仕事は、悪霊のような外在化した媒介者を根絶し、身体か

ら危険な事物を追い出すことや、魂や熱さ・冷たさの要素や体液など、失われたもので必

要とされるものを回復すること、患者とその友人の間で生じた対立の解消などとされてい

る。そのため、この段階では病人の身体を内的また外的に操作するために、マッサージ、

吸角法、薬草、薬品、出血、煎じ薬、燻し、塗油、ダイエット、休息と隔離、発汗を行う

ことが明らかになっている［吉田 2000］。 

 

③ 治療の役割に関する社会的制度 

西欧社会の医療従事者の専門化と比較して、伝統的な治療における専門化の程度はそれ

ほどでもないが、東南アジアの人々は、多様な健康維持の必要性を訴え、治療の役割が不

可欠のものであることを認識しているという［吉田 2000］。 

伝統的な治療者の評価や治癒能力は、どの程度まで必要知識を獲得し、また治療の道具

をもっているかに依存していると述べている。さらに、伝統的な治療者だけが奇跡的で特

異な治癒能力によって超自然的病気に対処できると信じられているとしている［吉田 

2000］。 

東南アジアでは伝統的な治療者は特別な力を持つと利用者から認められているが、彼らの

生活は医療行為に依存していない。医療を専任とした職業労働者ではなく、通常ある種の

職業に従事しているという。例えばジャワでは、鍛冶屋、影絵芝居師、農民、公務員が医
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療行為を行っているとしている［吉田 2000］。 

治療の役割には金銭的あるいは物質的報酬をともなうが、伝統的な治療者は医療行為に支

払いを受け取ることには消極的であるという。それは、医療行為から利益を得ようとは思

っていないからであることが明らかになっている。しかし、都市化や産業主義、物価騰貴

のため、サービスのお返しとしての報酬に興味を持つようになっているともいわれている。

一方で、患者は受けた助けへのお返しに何かを与える義務を感じる。それは、将来その治

療者の診察を拒否されることを恐れているからであるという［吉田 2000］。 

治癒をもたらす最も重要な要因は、患者が治療者の診断や治療を適切かつ合理的なもの

として受け入れることであるとしている。もし、治療者の力に不信感があるのなら、より

適切な治療者を探し求める。そのため伝統的な治療者は衰退しないとされている［吉田

2000］。 

以上のように、東南アジアの伝統的な治療者の病気の診断と治療には、3つのプロセスが

作用している。①病気の定義では、文化的に認められたモデルに沿って病気の原因を決定

し、病人に告げることを記した。②病気の操作では、伝統的な治療者の役割と具体的な治

療法を記した。③治療の役割に関する社会的制度では、伝統的な治療者の社会的な役割に

ついて述べた。 

 続いて、伝統的な治療者の病気の診断や治療にも用いられている熱さと冷たさのバラン

スによる説明原理(熱／冷二元論)について記す。 

 

1-3 熱／冷二元論 

 

伝統的な治療者による診断や治療にも用いられている熱／冷二元論は、医学史や民族医

学の研究分野において存在する概念である。熱／冷二元論の概念では、食品、薬草、化学

的医薬品、病気には、それぞれ熱いものと冷たいものがあり、どちらかの過剰が病気を引

き起こすとされている。そのため、治療や養成では同じ要素を禁忌し、対抗するものを処

方する。身体の状態を調和のとれた状態とみなす考え方には、「熱い」ものと「冷たい」

ものの対立とそれらの平衡という観点がみられている［池田 2001］。 

吉田［2000］によると、東南アジアの国々でも熱／冷二元論を基にした健康行動が行わ

れていることが確認できる。例えば、北スマトラに住むジャワ人は様々な要因の影響によ

って身体内に過度の熱あるいは冷が生み出され、病気になるとみなしている。多くの病気

が熱い食物と冷たい食物の不均衡な摂取に基づくとされるため、適切な食事や食物の規制

が、健康維持のために重要な役割を果たしている。多くの食物は、熱い食物、冷たい食物、

中立的な食物の 3 つのカテゴリーに分類される。熱い食物、冷たい食物、中立的な食物は

文化的な分類であり、必ずしもそれぞれの食物の温度とは関係がない。健康維持のために

は、これら 3つのカテゴリーの食物をバランス良く摂取することが求められる。 

しかし、同じ食物であっても季節、食べる時間、個人の健康状態、ライフ・サイクルで
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の段階、性などによって、熱さと冷たさの性質を変化させるとされている。それは、ある

食物はある時間に不適切になるという食物忌避の問題と関係している。例えば、ジャワで

は日中にピーナッツを食べるのは問題ない。しかし、夜にはその味は刺激が強く、油脂分

があるので、下痢を起こすとされ食べないようにしていることが明らかになっている。 

また、食べ合わせの悪い食物も避ける。ジャワでは食べ合わせが悪い例として、パイナ

ップルとミルクがあげられている。ともに熱い性質の食物なので、腹を引き裂くとされて

いる。このように同じ性質の食物を食べ合わせることは避けられている［吉田 2000］。 

一方、「タイ国東北部地域における高齢者の伝統的健康行動」［樋口 2009］によれば、

ラオスの隣国であるタイでも、熱い食物と冷たい食物の概念を用いた健康行動を行ってい

ることが確認できる。食べ物を「熱い」「冷たい」ものとして意識して食べ分けしている

人は、都市近郊の A村で 80%、地方部の B 村で 89%いた。両村とも共通していたことは、

トウガラシ、カー、コショウ、ニンニク、ドリアン、タケノコを「熱い」、バイブアボッ

クを「冷たい」と認識していたことである。その他に、A村ではマーノイ、野菜全般、B村

でバイテリ、緑豆を「冷たい」と認識していた［樋口 2009］。 

このように、東南アジアの国々で熱／冷二元論に基づいた病気の治療や健康行動がみら

れている。食物の摂取の場合、地域によって熱い食物、冷たい食物、中立的な食物の種類

は異なる。さらには個人が同じ食べ物を摂取する場合でも、食べる時間や健康状態により

熱さと冷たさの性質が変化するため、東南アジアの人々は注意して摂取していることがう

かがえる。 

 

1-4 薬草の活用 

 

家庭において治療を行う場合、熱／冷二元論の概念を用いた食べ物の摂取の他にも、町

の薬局や村の売店で購入した薬を利用したり、伝統的な薬草を調合して飲んだりする方法

がとられるとされている。 

ここでは吉田［2000］にならい、インドネシアのジャワ人の薬草の活用を参考にする。

彼らは両親や仲間や個人的経験から、伝統的な薬草による治療の知識を得てきた。そのよ

うな薬草の知識は、個人的な病気の体験、性や年齢などによって変化するが、彼らの文化

的伝統の一部となっていることが明らかになっている。薬用植物の摂取と身体への添付は

病気治療だけでなく、妊娠と出産、育児に関わる女性の健康回復と体力維持に毎日欠かせ

ないものである。老若男女が旅に出かける際にも適切な薬草から作られた薬を携帯すると

されている。ほとんどの生薬は家庭で女性たちによって、近くの庭や畑から集められた薬

草の葉、根、幹や果物などを利用して準備されるが、自分で作る余裕のない人は、村を巡

回する生薬売りから生薬を購入することが明らかになっている。 

このように東南アジアの人々にとって身近である薬草の最も一般的な活用方法は、飲料

とする方法とマッサージに使用する方法である。薬草を処理して飲料とする場合は、一定
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時間薬草を水で煮立て、その浸出液を飲んだり、薬草を潰したり、おろしたりした後、水

あるいは塩を加え、料理せず飲んだりする。その他にも、ある薬草の葉を潰し、液を絞り

だした後、漉し、それに何も加えず飲む方法がある。マッサージに使用する場合は、薬草

を潰し、そこからできた液体を身体に塗ったり、薬草そのものを患部に塗りつけたりする

とされている［吉田 2000］。 

このような薬草およびマッサージによる治療は、熱／冷二元論に基づいて行われる。そ

のため、熱いとみなされる病気には冷たいとみなされる薬草を用いる。逆に、冷たいとみ

なされる病気には熱い処置あるいは薬草を用いる［吉田 2000］。 

「タイ国東北部地域における高齢者の伝統的健康行動」［樋口 2009］によると、タイの住

民も薬草を活用した伝統的な健康行動を実践していることがわかる。自宅に薬草を所持し

ていた人は、都市部の A村で 72%、地方部の B村で 100%。薬草を煎じて飲用していた人

は A村で 48%、B村で 89%であった。日常的に飲む薬草で両村共通なものは、マトゥーム

であった。薬草は、両村とも大多数の住民が家屋敷地内に栽培、または自然繁殖させてい

たが、薬草を煎じて常用したり、食材を「熱い」、「冷たい」と認識し、健康を意識した食

生活及び清潔行動は地方部の住民が熱心に実施したりしていた。農業従事者が半数以下の A

村では、薬草を隣人や友人にもらう人が多く、農業従事者が 7 割以上の B 村では森や畑か

ら入手している人が多いことから、薬草の摂取は職業の割合の違いが関係していると考え

られている。また、隣接した地域でも、健康に良いと信じて飲用する薬草が異なる。した

がって、入手の利便性や経済状況が飲料する薬草選択の条件となることが明らかになって

いる［樋口 2009］。 

以上のことから、ラオスが属する東南アジア諸国では、薬草を飲んだりマッサージに使

用したりし、健康行動に活用していることが理解できる。さらに、活用する薬草の種類は、

住んでいる地域や薬草の入手の利便性により、各家庭で異なることがうかがえる。 

 

1-5 ラオスにおける人々の健康行動と医療サービスの利用 

 

川端眞人［2002］によれば、ラオスは隣国に比べると医療サービスの質は依然として低

い水準であるとしている。具体的な問題として、医療施設や県および郡立病院におけるベ

ッド所有率の低さや稼働効率の悪さが指摘されている。病気に対する住民の意識行動調査

によると、置き薬や野草薬草を利用するか、あるいは村の伝統治療師に相談して村の中で

対応する例が、病院で診察する例よりも多く、村内に NGO医療施設があればそれを利用す

ることが明らかになっている。病気の重症度によっても異なるが、病院を利用しない理由

として、交通手段を含めた病院へのアクセスが悪いこと、医療および交通の費用がかかる

こと、病院やヘルスセンターが提供するサービスの質が不適正であることがあげられてい

る。さらに、地域住民側に近代医療への絶対的な信頼はないとされている。「病院で死ぬ

ことは魂が安らかに眠れない」とする死生観が根強く残り、病院で死ぬことを嫌うため、
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死期は自宅で迎える。重症になればなるほど、死亡する可能性がたかいほど病院へは行か

ないため、病院での死亡例が極端に少なくなると述べている［川端 2002］。これは、魂が

遊離したり弱まったりすると、体調不良や怪我や事故などの不幸がおこるとするラオス人

の考え方に由来していると筆者は考える。 

一方で、田村蔦枝［2012］によると、ラオス南部の地方住民は、年齢が高い世代のほう

が近代医療と伝統医療をほぼ同様に併用しているという。それは、年を重ねる間にさまざ

まな疾病にかかった経験や、人々の経験を知ったことで、使い分けを行うことができるか

らであるとされている。よく使用する健康行動は、薬局店の薬の使用で、次に多かったの

が野草薬草の使用であった。続いてビタミン注射、モー・ラーオ（伝統治療者）の所に行

くという結果であった。ただし、住民は病気の原因を精霊（ピー）1とは考えず、医師や自

分の行動次第で健康でいられると考えているとされている。これは、保健省やプロジェク

トが入って健康教育が行われてきた結果ではないかと考えられている［田村 2012］。この

ように、外部の機関による教育の影響を受けて、病気の原因に対する考え方が変わり、伝

統的な健康行動に変化が起きた事例が確認できる。 

小林勉・山本秀樹［2008］の「ラオス山岳少数民族の母親がとらえている子供の病いに

関する調査」によると、親は、子どもが病気にかかったことを認識すると、村には車やバ

スなどの定期運行がないにも関わらず、病院に連れて行くという回答が多かった。ヘルス

ポストは、1年に1週間ほど巡回の医師が来ているときにのみ開いている仕組みであるため、

有効に使われていない。ヘルスポストには、通常、抗生剤と解熱鎮痛剤が保管されており、

購入することができるが、それらは医師により処方されるのではなく、使用者自身の判断

で服用することとなっている。 

小林らによれば、食用の山野草や薬草は、現在でも十分収穫することができるが、薬草

の使用は減ってきており、野生生物の害もあると考えられているといわれている。自然の

生薬を利用する知識は受け継がれており、今でも森で入手できるが、その利用は減少して

いる。村では、加持祈祷などを行う人は存在していないことから、悪霊に取り憑かれた病

いなどの認識はないとされている。さらに、親は子どもの病気は村の衛生状況により増え

ると認識されている。 

子ども病気は季節変動があり、雨季にはマラリア、乾季には目の病気や下痢が増える。

また、ぜんそくのような病気は減ってきているが、骨折などの大怪我の場合には町の病院

に行くしかなかったとしている［小林・山本 2008］。 

 川端［2002］、田村［2012］、小林・山本［2008］の研究から、ラオス国内でも地域によ

                                                 

1 ピーは日本語では精霊、またはカミと翻訳される。ラオスの多数派であるラオ族は、仏教

徒であるが、同時にピーも祀ってきた。ピーは樹木や森、山などの自然に宿る霊的なもの

の総体のことを指す。たいてい居場所は小さな家のような形の祠とされ、人間を守ると同

時に災害をもたらすことに起因すると考えられている［小田島 2010b］。 

 



9 

 

り近代医療と伝統医療の使い分けや薬草の活用の頻度に差があるということが確認できる。

これには、実質的に機能していない医療施設が存在する地域もあれば、保健省や NGO、そ

の他のプロジェクトが医療サービスを提供する地域もあるなど、地域によって医療施設が

提供する質に差があることが理由の 1つであると筆者は考える。  

 

1-6 居住地が変化した人々の健康行動と医療サービスの利用 

 

先行研究として、日本に住むラオス難民の伝統的な健康行動を明らかにしたいが、その

報告は少ないため、日本に住む外国人やアメリカに住むインドシナ難民の伝統的健康行動

を調査したものを参考にする。そして、居住地が変わった人々が行う独自の伝統的健康行

動の実態を明らかにしたい。 

日本では、1990年に出入国管理法と難民認定法が改訂されて以来、外国人住民が急増し

た。顕著に増加を示している中国、フィリピン、ブラジル出身者を対象に調査したものに

「伝統的医療行動の医療人類学的研究」［樋口 2006］がある。彼らは健康問題に直面した際

に、保健医療サービスを活用すると同時に、独自の民俗的健康行動を実践している。その 1

つに、3ヵ国の出身者はいずれも日常的に食事を重要視しており、和食と母国の料理を両方

取り入れていた。中国人の場合、母国の料理を作る場合の食材の入手は、母国から本人が

買い込んだり、友人が帰国するときに依頼したりするほか、価格は割高であるが、日本国

内の輸入物産専門店から購入していたとされている。 

なかでも健康に悪いと考えて避けている食品は、3ヵ国とも糖分及び脂肪分の多いもので

あった。一方、時間や体調によって食物の摂取の仕方を工夫していたことが明らかになっ

ている。 

 食べ物に熱／冷二元論の概念を有していたのは、中国人のみであった。しかし、3ヵ国の

すべての人々が健康によい飲み物を意識的に摂取していた。健康維持や疾病予防のために

意識的に取り入れている食材や飲料は、母国のものと日本のものを融合させて摂取してい

たと述べている［樋口 2006］。 

したがって、日本に移住した 3 ヵ国の出身者は体調管理を行うために、食べ野や飲み物

の摂取の際に母国のものと日本のものを取り入れる工夫をしながら、健康行動を実践して

いたということが確認できる。 

続いて、アメリカのインドシナ難民を研究したものに「Cultural Barriers to Health Care 

for Southeast Asian Refugees（インドシナ難民のヘルスケアに対する文化的障壁）」［Uba 

1992］がある。彼らは、疾病の概念が陰陽のアンバランスによると認識した場合には、薬

草を中心とした伝統医療を求め、器質性疾患の場合は近代医療を求めるが症状が、改善さ

れない場合にはシャーマンや宗教的な治療方法、薬草を使用する傾向にあると考えられて

いる。インドシナ難民がヘルスケアを求める際、診断技術や欧米の薬を使用した治療にな

れておらず、恐れることがある。一方で、医者は脈に手を当てるような身体検査により、
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ひと目見ただけで病気の原因がわかると思ってしまう人もいると述べている。   

多くのインドシナ難民は、外科的処置は魂を狂わせたり、精霊が体から離れたりすると

信じる。たとえばラオス人の中には、赤ん坊に予防注射をすることは、赤ん坊の精霊に対

して危険だと信じている。そのため、ワクチン注射や切開を伴う診断技術や手術を躊躇す

ることがあるということが明らかになっている。 

インドシナ出身の患者は、自分のライフスタイルや自分自身にとって文化的に不適切な

医療サービスを求めることを避けることがある。そのため、彼らに栄養カウンセリングを

行う医療関係者は、彼らが普段食べている食べ物の種類を知らなければならないとしてい

る。 

インドシナ難民は、アメリカにはシャーマンがほとんどいないことや、伝統的な薬草が

足りないことから、アメリカ国内での伝統的な民族療法に対して、アジア国内ほど信頼し

ていない。 

また、約 40％のインドシナ難民が医療サービスを受けにくかったという結果がでている。

その理由として、医者に診てもらうための予約の過程が慣れていないことや、予約や健康

保険の請求をすることを複雑にする、言葉の壁が存在することがあげられている。 

 インドシナ出身の人々のコミュニティの近くには、病院や私用の医院が置かれていない

ことが多い。しかし、英語が話せず、地元の公共の乗り物を利用したり、運転免許を得た

りすることが難しいため、それらの施設を利用したりできないという問題があることが明

らかになっている［Uba 1992］。 

 以上のことから、近代医療に対する不安や、言語の違いによるコミュニケーションの障

壁により、アメリカのインドシナ難民は近代医療を避ける場合があるということが確認で

きる。さらに伝統医療の使用を希望しても、アメリカでは母国に比べると充実していない

ため、移住する前と同じような伝統医療を使用することはできない人々も存在するといえ

る。 

 

 本章では、まず本論における伝統医療の定義づけを行い、近代西洋医療が導入される以

前から存在しているさまざまな医療のことをまとめて伝統医療と定義することとした。続

いて先行研究により、伝統的な治療者は東南アジアでも中心的な役割を担っており、患者

の病気の診断と治療を行っているということを記した。さらに東南アジアの国々で熱／冷

二元論を基にした健康行動が行われており、食物の摂取や薬草の活用の際にその概念が用

いられていた。一方、ラオス国内でも地域や提供される医療サービスの質、保健省やプロ

ジェクトによる教育によって住民の伝統医療と近代医療の使い分けには差があることが明

らかになった。 

最後に居住地が変化した人々の健康行動と医療サービスの利用に関して記した。日本に

移り住んだ外国人は、健康維持のために、食事に母国のものと日本のものを両方取り入れ

る行動がみられた。一方、アメリカに住むインドシナ難民の中には、アメリカでの近代医
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療サービスを正しく理解していなかったり不安に感じたりするが、伝統医療も母国に比べ

充実していないため医療サービスを受けにくいということを明らかにした。 

次章では、本論の研究対象であるラオス難民が発生した過程や現状を明らかにするため

に、インドシナ戦争の歴史とインドシナ難民の実態を整理する。 

 

第 2章 インドシナ戦争とインドシナ難民 

 

本章では、ラオスの概要とインドシナ戦争の歴史、インドシナ難民の概要を整理する。

本論の研究対象であるラオス難民の生活環境を明らかにすることと、難民が発生した経緯

や現状を明らかにすることで、彼らの生活環境の変化を確認することを目的とする。 

 

2-1 ラオスの地理的な特徴 

 

 ラオスは、東にベトナム、西にタイ、北に中国雲南省とミャンマー、南にカンボジア国

境を接して位置する東南アジア唯一の内陸国である。 

 ラオスは熱帯アジアのなかでも特に森が多い国である。日本とラオスは山がちであり森

が多いことは共通している。しかし、日本は、山村の過疎と限界集落が問題とされている

が、ラオスは、森の中に多くの人々が暮らしていることが特徴とされている。 

 ラオスは、雨季と乾季が明確なモンスーン熱帯に位置する。降水パターンはモンスーン

の季節変化と地形との関係で決まり、地上での水位変化や水域の変化を生む。その変化が

ラオスの人々や他の生き物たちの生活に大きく影響を与えている［横山・落合 2008］。 

 

2-2 ラオスの人口分布 

 

 ラオスは、16の県と首都ヴィエンチャンからなる。面積は日本の本州とほぼ同じ 24万㎢

であり、2013 年時点の人口は約 660 万人である2。人口が少なく、人口密集地を持たない

ことが特徴である。多民族国家であり、タイ系、モン・ヤオ系、チベット・ビルマ語系、

オーストロアジア系など、言語系統が異なる 47とも 67とも言われる民族集団が存在する。

この民族集団は、主に地理的な生活条件に基づいて 3つに分類されてきた。これが「ラオ・

ルム」（低地ラオ人）、「ラオ・トゥン」（山地ラオ人）、「ラオ・スーン」（高地ラオ人）であ

る。しかし、現在は、集落が立地する位置や農業の形態では、3つの集団を分けられなくな

ってきたとされている［横山・落合 2008］。 

 

2-3 インドシナ戦争 

                                                 

2 外務省ホームページ（2015）ラオス人民共和国基礎データ（2015/09/29閲覧） 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/data.html 
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 インドシナ戦争とは、ベトナム・ラオス・カンボジアを戦場とした長期戦争である［吉

川太惠子 2013］。ラオスは 1946 年以降、フランスとベトミンの間で勃発した第 1 次イン

ドシナ戦争に巻き込まれることとなった［スチュアート・フォックス 2010］。その後、イ

ンドシナを共産主義勢力との対決の前線と位置づけたアメリカなどの自由主義諸国と、中

国・旧ソ連を後ろ盾にしたベトナム労働党によるベトナム解放民族戦線（共産主義側）が

全面衝突した第 2 次インドシナ戦争に巻き込まれ、ラオスは大きな影響を受けることとな

った［吉川 2013］。 

 ラオスでの地上戦は 2段階で行われた。1つは、アメリカに支援されたラオス王国の正規

軍と、ベトナムの支援を受け、ラオス王国政府への革命闘争を遂行したパテート・ラオ軍

の戦いであった。もう 1 つは、和解の余地のない冷酷な戦いとなった「秘密戦争」であっ

たとされている。この戦いは、CIA から資金を与えられ、指揮されていた「秘密部隊」に

よる戦いであり、主に北ラオスの山中で行われた［スチュアート・フォックス 2010］。 

アメリカのラオスにおける戦略は、ラオスの紛争を解決しようとしてではなく、ベトナ

ムにおけるアメリカの勝利に貢献するかどうかによって決定された。 

戦争の激化によって最も被害を受けた住民は、ラオス東部の住民である山岳民族である。

例えば、ラオ・トゥンやラオ・スーン(モン族やミエン族)、さらにシエンクワンのプアン族

や中部ラオスの東側に居住するプー・タイ族などの山地タイ系民族である。CIA はボーラ

ウェーン高原のラオ・トゥンを最初はホーチミン・ルートの見張り役とし、後に攻撃部隊

として徴兵しようとしたが、多くの死傷者を出した。一方、北部では何十万人もが戦闘に

より避難せざるを得なくなった［スチュアート・フォックス 2010］。 

そして、1973年の初めに停戦が発表された。それまでに住民 1人あたり 2万トン以上と

なる、200万トン以上の爆弾がパテート・ラオ支配地域に落とされていた。そのため、パテ

ート・ラオ支配下の約3500ヵ村のほぼすべてが、部分的にあるいは完全に破壊されていた。

両陣営の死者は 20 万人であり、その 2 倍の数の人々が負傷したとされている。同時期に、

ラオス全人口の 4分の 1にあたる 75万人が故郷から追い出され、国内で難民となった［ス

チュアート・フォックス 2010］。 

1975年 4月、現在のホーチミンである南ベトナムの首都サイゴンが共産勢力側によって

陥落させられた。その後アメリカがベトナムから兵を退き、インドシナ情勢は一挙に混沌

状態に陥ったということが明らかになっている。そして、インドシナ情勢の悪化により、

1970年代中頃から 1980年代初頭に発生したインドシナ難民は、総計 300万人にも上ると

推測されている［吉川 2013］。 

 

2-4 インドシナ難民 

 

インドシナ戦争によってベトナム、ラオス、カンボジアからは、海路や陸路を通じて多
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くの人々が避難した。他国に到着できた人は 1,436,556人であるが、彼らはインドシナ難民

のごく 1部であると推測されている。多くの人々が他国に避難したが、1次庇護国の中で定

住を認めた国は日本だけであった。つまり、第 1 庇護国となる東南アジア諸国に到着した

インドネシア難民は、希望の上で、あるいは不本意に他国に移動し、定住生活を送ってい

ると指摘されている。移動した人々の人数の合計は 1,311,183人であり、その大半はアメリ

カに移動した。その他、オーストラリアやカナダ、そしてフランスなどの諸国が多くのイ

ンドシナ難民を定住目的のために受け入れた［荻野 2013］。 

 

2-5 日本のインドシナ難民 

 

 「我が国におけるインドシナ難民の定住実態調査報告」によると、日本に定住した難民

には、ボートピープルとして我が国に上陸した者、アジア諸国の難民キャンプから受け入

れた者、ベトナムからの家族呼び寄せで受け入れた者がいる［外務省 1985］。1978年から

1985年までに、日本に定住を許可されたインドシナ難民の定住者総数は 4,085名である。

特に、1983年と 1984年の 2年間に著しく増加したことが明らかになっている。 

 居住地域の調査結果によると、北海道、東北及び沖縄には、定住者（元留学生及び研修

生を除く）はおらず、関東から九州までの間に定住する傾向があるとされている。特に、

東京、神奈川、兵庫には定住促進センター及び国際救護センターがあるため、これら 3 県

と近県である埼玉にも定住者が集中した。その理由として、定住者が就職できる事業所が

多いということや、彼らが友人や親戚が集まるところに定住する傾向があることがあげら

れている［外務省 1985］。 

 

本章では、ラオスの概要とラオスが第 2 次世界大戦後に発生した内戦により、大きな影

響を受けることとなり、多くの死者や負傷者、難民が発生した経緯や実態を記した。イン

ドシナ難民は、第 1 庇護国となる東南アジア諸国に到着し、その後定住するために他国へ

移動した。日本の場合は、第 1庇護国の中で唯一定住を認め、1985年までに 4,085名が定

住したことを明らかにした。 

 次章では、以上の先行研究で明らかになったことをふまえ、インタビュー調査により明

らかになった結果を述べる。 

 

第 3章 ラオス難民の医療実践と健康行動――インタビュー調査から 

 

 本章では、先行研究をふまえて日本に住む 3 名のラオス難民を対象に実施したインタビ

ュー調査の結果を記す。3名には、それぞれの生活環境の変化を把握するために、ラオスで

の生活と日本に来た経緯を伺った。そして、日本に住んでからの伝統的な健康行動の変化

を明らかにするために、ラオスと日本、それぞれの環境で経験してきた医療や健康行動に
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ついて伺った。 

 

3-1 A氏へのインタビュー結果 

 

3-1-1 A氏の生い立ち 

 

 東京でラオス料理を経営する 56歳の男性 A氏にインタビューを実施した。A氏は 18歳

まではラオスのビエンチャン中心部に住んでいた。ラオスで電気工事の見習いをやってい

たとき、取り扱う電球や機材が全て日本製だったため、日本に行けば何か新しい発見を得

ることができるのではないかと考え、観光として日本に来て何かを学んで帰りたいという

気持ちを持って、心を弾ませながら日本に来た。しかし、日本に来て 3ヶ月経過したとき、

ラオスが共産主義に変わったため、母国に帰ることができなくなった。一時期はビザが切

れて不法滞在となったが、後に日本で難民として認められた。 

 日本に来た当初、日本語は全くわからなかった。 

 

3-1-2 ラオスでの医療の利用と健康行動 

 

1）病院の利用 

 

 まず、A氏にラオスで生活していた時の医療実践に関して質問した。ビエンチャンの中心

の都市部に住んでおり、近代医療を行う小さな病院を利用していた。当時の病院の様子に

ついて以下のように話した。 

 

大畠：病院は使っていましたか。 

A 氏：今日本で言う病院は、すっごくでっかい。でも個人経営みたいな感じで先生が、「ち

ょっと熱ある」って言ったら、先生注射してくれるんだけど、日本の場合は、ちょ

っと熱でたからって注射してくれないじゃん。一発注射のほうが治るのが早いのに。 

大畠：熱の時は、病院に行って治すことが多かったですか。 

A氏：まあそうね。病院いってそうやって注射してもらう感じ。病院って言ってもすっごい

でっかいのじゃなくて、医者 1人とあと看護婦さんみたいなのと。 

大畠：個人でやっている小さめの病院ですか。 

A氏：そうそうそうそう。そういうところで。なにやってもその医者の所に行く。例えばさ、

ここ（吉祥寺）からわざわざ三鷹までいくとか中野までいくとかはないから、家の 1

番近い先生のところで、なにやってもそこに行くみたいな感じ。 

大畠：ちょっと具合悪かったら、そこにいって注射してもらったのですか。 

A氏：そうそうそう。そうですね。 
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大畠：歩いて行けるところですか。 

A氏：もう家は、たまたま医者からすごく近かったから。 

 

 以上のように、A氏の住んでいた地域は都心部であったため、西洋の医療を行う医者に診

てもらっていたと述べていた。現在の日本の病院のようにしっかりとした大きな施設では

なく、医者と助手の 2 人で行っていた病院であったという。治療法としては、どのような

症状でも注射を打つというものだったようである。一方、A氏は伝統的な治療者が身近にお

らず、治療を受けたこともなかった。ただし、ラオスの人々は行動範囲が狭く、自宅周辺

から 4km、5kmも離れることはまずないため、自分が住んでいた地域から少し離れた地域

のことはわからないと述べていた。   

移動手段として A氏が住んでいた地域では、オートバイや自転車、「サムロー」と呼ばれ

る三輪の人力車を移動に使っていた。 

 

2）薬用の活用と食生活 

 

 続いて、薬草の活用について質問をした。A氏は、薬草を利用したことはなかった。香菜

を日常的にたくさん食べていたが、体に良い食べ物を意識的に摂取するという感覚はなく、

単においしいからという理由で食べていた。当時、自分は子どもであったため、空腹にな

ればなんでも自分の好みのものを好きなだけ食べていたと述べていた。 

 朝は学校に登校する前に、朝食代を親からもらい、学校の前にたくさん並ぶ出店で食べ

ていた。フォーやラーメン、フランスパンなどを売る出店があり、親からは「自分が食べ

たいものを好きに食べなさい」と言われていた。ただし、朝食を自宅で食べるか外で食べ

るかはそれぞれの家庭によって異なるという。A氏は昼と夜は自宅で白米やスープ、野菜や

肉のおかずを食べていた。 

 したがって、健康を意識して薬草や食べ物を摂取するような行為は行っていなかった。 

 

3）マッサージ 

 

 A氏の住んでいた都心部では、マッサージを行う習慣はなかったという。そもそもラオス

に住んでいたときはストレスがなく、マッサージをする必要がないと述べていた。例えば、

日本では大きな声を出すと近隣から苦情がくるが、ラオスでは大きな声を出しても誰から

も苦情がくることはなく、夕方になると子どもから大人まで外で賑やかにすごしているた

め、ストレスがないと述べていた。 

 さらに、ラオスの飲食店で食事をすると、香菜が出てくるが、店員が山盛りの量の香菜

を適当に出し、その中から客が自分で食べたい香菜を選んで食べる。堅い部分があれば、

自分でその部分を折って捨てる。A氏は現在、東京で飲食店を経営しているが、客から苦情
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がきてしまうため、ラオスと同じようにはできないという。例えば、レタスを朝洗って時

間が経つと下の部分が赤くなってしまうので、気を使う。日本では苦情ばかりで、日本で

仕事をすると神経を使うと述べていた。ラオスでは「気にしないで」という意味の「ボー

ペンニャン」という言葉が飛び交っており、穏やかな気持ちで平和に暮らせていたと述べ

ていた。 

 

3-1-3 日本での医療の利用と健康行動 

 

1）病院の利用 

 

 日本に来てから経験した医療について質問した。A 氏は日本に来てから 3 ヶ月後、ラオ

スに帰れなくなり、ビザも切れ不法滞在となった。母国に帰れば殺されてしまう可能性も

あり、帰れないことや今後の生活に対して不安に思い、追い詰められていた。ラオスにい

る家族や友人のことを思うが会うこともできず、ストレスで胃痛が深刻な状態になってし

まった。そのときの様子を以下のように話した。 

 

大畠：日本に来て病気になったことはありましたか。 

A 氏：ありました。ラオスから出てきて 2 ヶ月か 3ヶ月、私 2月にきて 5月の末に「共産

主義になりますよ」っていうんで。病気ももちろんしました。病気っていっても、

たぶん胃がストレスで、今思うと、たぶん胃がストレスでやられた。だって今まで

自分の暮らしと全く（異なる）、帰る国もなくなるし。だからもうほんとに横になっ

ていても（治らない）。例えば毎日自分の身の回りの友達とか、全部この辺にプラプ

ラプラって（頭に浮かんでくる）。 

大畠：それでストレスで。 

A氏：ストレス。やっぱ考えすぎで、やっぱ寝られないし、食べ物も食べられない。 

 

A氏はビザが切れ、胃が悪くなっても病院に行くことができなかった。急に慣れない環境

で生活しなければならず、ただでさえどうしてよいかわからなかったが、日本語も全く理

解できないため、ますます途方にくれてしまうような厳しい状況を経験していた。胃が痛

くなった時、薬局で市販の薬を買ったが、いくら飲んでも治らなかった。どうしてよいか

わからなかったが、難民の支援を行う日本の団体が病院を手配し、A氏は病院に行くことが

できた。診察を受けると入院をするように医師から言われたが、不法滞在であり入院する

ことができなかったため、A 氏は 1 ヶ月分の薬を飲んで治すことを希望した。もし薬を飲

んで治らなかった場合、入院すると医師に告げた。食べ物がのどを通らなかったため、食

事がとれるようになる薬がほしいと頼んだ。そして、薬を受け取り、とにかく食べ物を無

理やり飲み込み、薬をのむことを続け、時間はかかったが入院せずに治ったと述べていた。
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そのときの様子を次のように話した。 

 

A氏：その間にまあ流民の会で、まあ病院で、別に隠れてやるわけじゃないんだけど、たぶ

ん会がお金出して、病院にね。たぶんね、私も詳しいことはわからないけど、会の

人たちは「病院いくんだったら、ここの病院行きなさい」っていってもらったこと

あったよ。1回診察行って、「入院だね」っていわれちゃって。 

「今入院できるような状態じゃないから」って「とりあえず一ヶ月の薬をください」

みたいな感じ。で、「薬飲んで、だめだったら入院します」って。 

大畠：そうなのですね。入院はしなくて大丈夫だったのですか。 

A氏：で、結局薬飲んで。つまり食べられなかったから、そうそう。だからとりあえず、「食

事をできる（ようになる）の薬をちょうだい」って言って。 

大畠：そうですね。食べられないといけないですね。 

A氏：そうそう。朝昼晩、とりあえず飲み込む。でも結局物食べないと薬飲めないから。 

無理矢理食べて薬飲んで、時間経って。だいぶ食べられるようになって。それで入

院しなくていいようになった。 

 

 胃痛以外の病気としては、風邪を 1 年に 1 度くらいの頻度でひくが、風邪の薬を薬局で

買って飲んで治していた。 

 A氏は日本に来てから 7、8年後、東京入国管理局で事情調査を受けて認められ、保険証

を作り、自由に病院を利用することができるようになったという。 

 

2）食生活 

 

 A氏はラオスに住んでいたときから伝統医療を使用していなかったため、伝統医療に関す

る質問はあまり深く聞くことができなかった。そのため、日本での病院の利用やストレス

や食事が合わないことが原因で、食べ物がのどを通らなかった際に行っていた工夫を主に

質問した。 

 日本ではラオスで食べていたような料理がなく、醤油味のものばかりだったので、A氏は

食べることができず大変辛い思いをしていた。自分の生まれ育った土地の食べ物を食べた

いと思い、トウガラシ類を探して日本の食べ物に入れ、自分でアレンジして食べていた。 

 さまざまな食材をアレンジした結果、最もラオスの料理に近い味にできたのはイカの塩

辛と鷹の爪だという。ご飯にイカの塩辛のせ、食べながら鷹の爪をかじって、口の中で料

理を完成させる。そうすることで、ラオスでは「パデーク」と呼ばれる魚の塩辛に近い味

にできたと述べた。さらに、ラオスでは似ている味の料理がないという理由から、味噌汁

も飲めなかった。全く飲めなかったため、豆板醤を一緒に混ぜて、ご飯にかけて食べてい

たという。そうすることで、自分の好きな味になり、なんとか食べることができたという。
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自宅で食べるラーメンにも納豆にもトウガラシを入れて食べていた。刺身は食べることが

できず、お湯にくぐらせて食べてみたが、それでも生臭くて食べられなかったという。 

 A氏は、飲食店でも家庭でも、出てきた料理に調味料を追加して自分の好みの味にアレン

ジするというラオス人の習慣を以下のように話した。 

 

A 氏：日本人の感覚の場合は、出されたものをそのもの自体を食べるけど、ラオスの人は、

出されたけど、合わないなと思ったら自分で。 

大畠：(筆者がラオスに行ったときにも)こういうところ（飲食店のテーブル）に置いてあり

ました。 

A氏：そうそう。むこうでもやってたから。だから自分の家ではこういうことは出来るけど、

外行くときには、やっちゃいけないじゃん。日本の場合は。お店行って、和食屋さ

んで「すみません。これ薄いから、醤油ください」とか、「ちょっと甘さ足りないか

ら砂糖ください」とか言ってたら、その店にすごい失礼じゃん。 

大畠：日本だとそうなってしまうかもしれないですね。 

A氏：そうそうそう。でもラオスの場合は、そういうのはオッケーだから。 

 

ラオスでは、食事をするテーブルの上にたくさんの調味料が置かれており、食べる人が

それぞれ好きな味にアレンジして食べることが当たり前だという。筆者は 2 度ラオスを訪

れた際に実際に目にした。日本のタイやラオス料理の飲食店のテーブルにも同じように調

味料が置かれている光景を目にする。ラオスでは、他人が作った料理にも当たり前に調味

料を入れ、自分の好みの味にするが、日本ではそのような行為が失礼にあたるため、外食

行ってはならないという考えを持っていた。 

さらに、ラオスでは孵化し始めている卵に塩と胡椒をかけて食べる習慣があり、B氏も好

物だが、日本では売っていないという。しかし、フィリピン人の知人がフィリピンに帰国

した際に買ってきてもらい、おみやげとしてもらうことで日本でも食べることができると

述べていた。 

 

3-2 B氏へのインタビュー結果 

 

3-2-1 B氏の生い立ち 

 

 東京でタイ料理店を経営する 58歳の男性 B氏にインタビューを実施した。B氏は 17歳

まではラオスに住んでいた。中学生に入学するまでは、ビエンチャンの地方部であるター

ディラに住んでいた。ラオスのビエンチャンの都心部では、日本の JICAが関係するNGO

の機関が、空手や柔道を教えており、B氏は中学生でビエンチャンの都心部に引っ越してか

ら参加する機会があった。そこで日本人や日本語にふれあう機会が多くあったことから、
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日本に興味があり、50音を覚える程度であるが、日本語に接する機会があった。 

B氏が 17歳の時、日本は景気が良く、日本に来ればすぐに仕事を見つけられると言われ

ていた。数ヶ月働けばおよそ 400から 500 ドルの収入を得ることができると聞いた。その

ため、旅行という名目で日本を訪れて、実際はアルバイトをして収入を得るラオス人が珍

しくなかったという。B氏もその 1人であり、レストランで働いていた。しかし、1975年

にラオスは政権が変わり、B氏は帰国できなくなった。その後、日本で難民認定を受け、日

本に定住することとなった。 

  

3-2-2 ラオスでの医療の利用と健康行動 

 

1）伝統的な治療者 

 

 B氏は、幼い頃はビエンチャンの中でも当時は田舎であったターディラに住んでいた。体

調が悪くなった場合は、村にある寺のお坊さんのもとを訪れていた。例えば、熱が出たり、

風邪をひいたりした時だけでなく、骨折したり、やけどをしたりするなど、体に異常があ

る場合はどんなときもお坊さんのところに行き、念仏を唱えて厄を祓ってもらったり、油

を塗ってくれたりしてもらったという。B氏はその油が、何の油かは把握していないが、塗

れば治ると述べていた。都心から 20km くらい離れている田舎であったため、村に病院や

薬屋はなく、医療サービスを受けることができなかったことから、村の人は皆、寺にいる

お坊さんを頼っていた。B氏によると、お坊さんに限らず、どの村にも病気を治す特別な力

を持つ人が必ず 1 人はいたという。B 氏の場合は、お寺のお坊さんの治療を受けていた。

そのお寺に数人いるお坊さんの 1 人に、目の見えないお坊さんいて、村の人々はそのお坊

さんに病気やけがの治療を行ってもらっていたという。当時の様子を以下のように話した。 

 

大畠：ラオスで具合が悪くなったときは、どういう風に対処していましたか。 

B氏：時期的には、子どもの時は田舎で住んでいたので、お坊さんのところにいったり、念

仏を(唱えてもらって)、厄払いしてもらったり。それが子どもの時ですね。 

大畠：厄を祓ってもらうのですか。 

B氏：祓ったり、どんな病気になっても、足折れても。 

大畠：足が折れてもそこに来て。 

B 氏：行きますね。子どもの時は。住んでいたところは町から 20km くらい離れていると

ころだから、そういう病院も、薬もない病院ですから、あんまりそういう医療設備

も何にもないから。だいたいそういうところ行きますね。熱出ても、お湯かけられ

ても。 

大畠：やけどでも。 

B氏：やけど、そうそうそう。で、だいたい治りますよ。油を塗ってくれて。何の油か知ら
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ないけど。塗れば、もう治っちゃう。 

大畠：足折っても、熱でも、やけどでも。お坊さんは 1人だけ、何人もいましたか。 

B氏：そのお坊さんはね、目が見えないお坊さんなんですよ。 

大畠：お坊さんはお寺にいたのですか。 

B 氏：お坊さんはね。今みたいにたくさんのお坊さんいるところじゃなくて、ほんと 1 つ

のお寺の中にお坊さんが何人しかいないって感じですね。その中の 1 人がよくこう

いう面倒みてくれたって。できる人ですね。 

大畠：町の人もみんな、具合が悪くなるとその人に診てもらうのですか。 

B氏：だいたいその人のところ行きますね。 

お坊さんに限らないけども、そういう超能力の人たちは、だいたいどの村にも 1 人

はいるっていう感じですね。「こういう病気治るよ」っていう風に。いますね。だ

いたいいます。お寺の中にいるお坊さんもいるけど、町中にどっかそういう力のあ

る人が必ず 1人いるんですよ。 

 

2）ヘリコプターから撒かれた薬 

 

その後、1960年代後半になると、ターディラではヘリコプターで袋に入った薬を撒いて

いる光景を B 氏はよく見たという。風邪や頭痛、腹痛に効く薬など、さまざまな種類の薬

がそれぞれ小さな袋に入れられ、撒かれていた。道路の状態がよくないため、村の中や住

宅の屋根など、人が住んでいるところにヘリコプターから撒かれていた。撒かれると、喜

んで拾って家に持ち帰り、自分で処方していた。およそ 1 年間は体調が悪いときは、その

薬で全部対応できていた。子どもの頃はヘリコプターから薬を撒いているのはアメリカ兵

であると聞いていたという。当時の様子を以下のように話した。 

 

B氏：少し大きくなった 1960年代後半だと、よくあの村でよく見かける光景は、ヘリコプ

ターで薬撒いてくれるんですよ。袋の中に、風邪引いたらこの薬、頭痛くなったら、

お腹痛くなったらこの薬、（10cm弱の）小さい袋で、だいたい 1年間とか、なんか

あったときはあの袋で、全部まかなえる。治ります。道路の状況とか、道あんまり

よくなってないから。村とか、屋根、人住んでるところ、ちょっと撒いてって感じ

ですね。 

大畠：誰が撒いてくれていたかはわかりますか。 

B氏：子どもの時はそういうふうにみんなアメリカ兵が撒いてくれてるって話だった。 

撒いてくれば喜んで拾って、家で自分で。 

 

3）病院の利用 
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1960 年代後半から 70 年代になると、B 氏は中学校に入学する際、ビエンチャンの都心

部に引っ越した。盲腸になった際にビエンチャンの中で最も大きい病院を利用した。フラ

ンス人の医者がたくさんいるが、廊下にはたくさんの患者が治療を待っている光景を目に

した。お金を持っている人が目立たないように医者にお金を渡し、治療してもらっている

場面も目撃したという。しかし、それ以外の患者は数日間、長ければ数週間も待っていた。

怪我が既に腐り始めている患者もいたという。薬が不足していることが原因で、医療が提

供されない状況であったと述べていた。C氏は当時の病院の様子を以下のように語った。 

 

「少し大きくなったときに、中学生に入るときに、私もビエンチャンの都会の方に引っ

越してきて。1回あの盲腸になったときに、病院に行く機会があって。今まで覚えてますは、

病院やっぱりフランス人のお医者さんですか、いっぱいいて、廊下に治療待ってる人たち、

もうすごい何日も、何日か何週間も待ってる。生々しい怪我が、もう腐り始めてるとかそ

ういうのも見ました。それで、お金ちょっと持ってる人はお医者さんに（密かに）渡した

ら中に入れる、そういう光景も見てきて。いろんな、やっぱり全体的に薬が不足してる。

あの時期は。まあそんな時期もあるから。傷、よく動物とかね、ほっといて腐ってウジな

んか生えてるの動物に見かけるってことはあるけど、人間もそうなんですよ。そういうの

も見ちゃったんですよ。」 

 

4）ペニシリンの利用 

 

 同じ時期、ラオスでは、戦争のときにペニシリン3という薬が頻繁に使われていたという。

例えば、熱がある時にペニシリンを飲んだり、注射したりしていたという。その他にも体

調に何かしらの危険を感じたら使用していた。しかし、処方する量の単位が 5000や 10000

など、多すぎると人間の心臓はショックを受け、死んでしまうという知識を持っていた。

ペニシリンは、現在は使用を禁止されているが、当時は町に薬が不足していたため、どん

な病気やけがにも効く、万能の薬として病気の際に飲んだり、傷に塗ったり、注射をした

りして重宝されていたという。以下は、戦争中のペニシリンの利用について話したもので

ある。 

 

B氏：よくむこうでは何やっても、昔あの戦争のなかによく使ってるのは、ペニシリンって

いう薬。あれは、例えば熱あったり、何かあったり、何か危険を感じたら薬飲んだ

り、注射したり。時々ショックして、死んじゃう人いました。戦争のなか使ってた

                                                 
3 ペニシリンは 1928年、英国のアレキサンダー・フレミング博士によって発明された抗生

物質である。1940年に別の人物によって動物、次いで人間で優れた治療効果が証明された。

そして、ペニシリンは第二次世界大戦中、多くの兵士や市民の命を救ったとされている［北

里 1997］。 
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薬です。今はそういう名前の、知られてないと思います。ペニシリンとか、いろん

な何とかシリンとか。その単位が 5,000とか 10,000とか、その量を入れ過ぎちゃう

とショックする。人間の心臓。あの薬、何万単位入れると、牛とかそういうにも使

える薬なんですよ。戦争のなか使う。今は禁止されていますけど、ペニシリン。そ

れは結構町の中に薬ないのせいで、あれはもう全部万能の薬ですね。町の中で、塗

ったり、飲んだり、注射したり。よくわかんない。飲めば治る。傷なんか塗ったら

治る。 

 

以上のように、当時のラオスは、薬が不足していたため、住民が自分たちの判断でヘリ

コプターから撒かれた薬を利用したり、戦争中はペニシリンを利用したりしていた。資格

を持った医師による処方ではないため、時には使用量を誤って命を落とした人もいたよう

である。 

なお、B氏に対してインタビューを行える時間は短かったため、熱／冷二元論や薬草の利

用に関する話を伺うことができなかった。 

 

3-2-3 日本での医療の利用と健康行動 

  

1） 病院の利用 

 

B氏は日本に住んでからは、ラオスにいた際に行っていた医療は利用していないと述べて

いた。日本に来た当初も慣れない病院を利用することに対しての抵抗はなく、日本の病院

は完璧であると考え、安心して利用していた。熱が出たり、風邪をひいたりした時に利用

していたが、病院に行けばすぐに治ると考えており、さらに、丁寧に薬の飲み方まで教え

てくれるため、優しいという印象を持っていた。 

インタビューできる時間の都合により、日本での医療の利用と健康行動に関する質問で

得られた情報は以上である。 

  

3-3 C氏へのインタビュー結果 

 

3-3-1 C氏の生い立ち 

 

 神奈川県でインドシナ難民の相談窓口の相談員をしている C 氏にインタビュー調査を実

施した。現在 70 歳である C 氏は、30 歳までラオスに住んでいた。ビエンチャンの中でも

地方部であるポンフォン市出身である。日本とのつながりは 1965年、ラオスの工業専門学

校を卒業した後、ラオスで日本の工事会社に入社し、日本に見学にきたことがはじまりで

ある。1968 年まで、水道局に務め、1969 年で退職した。1969 年から 1972 年までラオス
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でダムの工事を行う日本の会社に入社した。 

 C氏は小学校 1年生から 3年生までラオス語を教わっていたが、3年生から学校を卒業す

るまでの間は、全てフランス語を教わった。フランス植民地時代は、ラオス、ベトナム、

カンボジアのフランス植民地は、全てフランス語を話すようになっていたという。そのた

め、日本に見学に来たときは、日本語はあいさつ程度しかわからず、通訳が付き添ってい

たという。ラオスに帰った後、1965 年から 68 年の間、ビエンチャンにて青年海外協力隊

が行っていた日本語の無料教室に通っていた。朝から夕方まで水道局に勤め、仕事が終わ

った後通い、日本語を覚えた。その頃、ダムの工事が始まるにあたり、工事を行う日本の

会社は日本語とラオス語の通訳を必要としており、C氏はテストを受けて合格し、4年間現

場に出て働いた。その時に日本語を 1 番覚えたという。1975 年、ラオスは政権が変わり、

日本に来て難民となった。 

 C氏は現在日本で、通訳の仕事もしており、ラオス難民が日本の病院を利用する際に同行

していることから、C氏自身の話だけでなく、他のラオス難民の医療の利用や伝統的な健康

行動に関するお話を伺った。 

 

3-3-2 ラオスでの医療の利用と健康行動 

 

1）伝統的な治療者 

 

ラオスでは、熱や風邪、怪我など、どのような体調不良でもお坊さんがいるところに行

き、治してもらう人々がいると述べていた。病気が治るか治らないかということは、古く

から守ってきた個人個人のお坊さんとの信頼関係によるという。お坊さんに対する尊敬や

信頼から、赤ん坊が生まれたとき、そのお坊さんに名前をつけてもらうことを望む場合も

あるという。さらに、夜に赤ん坊が泣き止まない時には、お坊さんのところに連れて行き、

唱えてもらうという。このようにラオス人とお坊さんは切っても切れない関係であると述

べていた。 

 

2）薬草の活用 

 

ラオスでは薬草を使用していた。例えば熱が出た時には、お坊さんが指示した草を森や

ジャングルに入りとってきた後、お坊さんがまとめて、水を付けながらその薬草を棒で擦

ったものを飲ませる、あるいは煎じて飲ませていた。そのようにすれば治っていたという。

さらに、治るとそのお寺は良い薬をくれるという評判が一気に広まっていたと述べていた。 

 C氏の村では、病院はないが薬屋はあった。薬草を使う人も多いが、中国漢方やタイの薬

を買う人もいる。効果があると信じているものが個人個人で異なるため、自分の判断で選

択しているという。一方で、薬草の利用者が多かったということが以下の発言からわかる。 
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「戦争中だから、いろんな人がジャングル入って採ってきて売る。収入になるために。

あと中国から流れてね。タイはもちろんないけど薬草は。ほとんど薬でしょ。中国漢方、

薬、あと国内の薬、漢方、薬草、いろんなことある。で、簡単に言いますと、地方、田舎、

病院ないところ、ほとんど薬草。」 

 

こうした薬草は磨り潰して飲む、煎じて飲む以外には、擦ったものを患部に塗る方法が

使われていたという。石の台の上に木の根を置き、水を含めながら棒を使って擦る。それ

を腕や背中、尻など体にできたできものにティッシュのようなもので塗る。薬草の種類と

効果は、古くから代々日常の中で伝えられてきたことであり、C氏は祖父母から教えてもら

っていた。 

 1955 年以降、C 氏は小学生のとき、家に 20 種類くらいの木の根が入った袋があり、体

調不良の際、木の根を擦って飲んでいた。磨り潰して飲む方法や、煎じて飲む方法以外に

は、擦ったものを患部に塗る方法が使われていた。石の台の上に木の根を置き、水を含め

ながら棒を使って擦る。それを腕や背中、尻などにできたできものにティッシュペーパー

のようなもので塗っていたという。当時の経験を以下のように語った。 

 

「私が小学校時代ね、まあ記録覚えるくらい。父がね、袋 1 つあるんですよ。ほとんど木

の根。いろーんな種類あります。20 種類くらい。誰か熱があったらね、父はね『はい、お

前は、あの袋、薬持ってきて』（C氏は）『どうするの』（と尋ねると）（C氏の父は）『はい、

あの人の家に行って、今熱あるから、削って飲ませて』（と言う。）むこう（病人がいる家

に）私行って、それで釜を持ってって、水入れて、石も敷いてるんですよ。削って、置い

てこう。ぜんぶ終わって『はい、飲んでね』って。よーーく行った。昔。1955年からだね。」 

 

3）病院について 

 

 C氏によるとラオスでは、例えば患者の膝が痛い場合、患者は速効で治ることを望み、医

者はすぐに注射を打つという。ラオスでは、妊娠すると病院に行くと、子どもの成長のた

めに妊婦にさまざまな薬を処方したりや注射打ったりする場合があるという。子どもの成

長のためだけではなく、病院側が利益を求めて妊婦にとって不必要な治療を行うことがあ

ると述べた。ラオスの病院の中には適切な治療を行っていない病院も存在するということ

が、以下の発言から読み取ることができる。 

 

C氏： むこうは、妊娠したら子ども成長するためにいろーんな薬、いろーーんなね、なん

か、もう、すごいなんか、まだ昔、今現実やってること。つい最近ね、ラオス人妊

娠、27年 2月から 10月 30日、双子。ずーっと同行通訳、私はいろんな勉強したね。
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ラオスだったらね、妊娠１か月みんな通ってる。クリニックと産婦人科行くといろ

ーんな薬もらって、子どもの脳よくなるために、筋肉大きくなるために、あと心臓

守るために、いろんな薬飲ませて、注射したり。で、大学病院行ってね、「だめ、だ

め、だめ。病院指示しないと絶対しないで」（と医師が言っていた。）すごくわかっ

た私は。まあ以前もわかってたけど、今回のではっきりわかったんだよね。日本で

妊娠のことはね、一切薬も（処方しない）ね。 

大畠：ラオスでは具合悪くないのに、薬飲んだり、注射したりするのが当たり前ですか。 

C 氏：そうそうそう。むこうのクリニック、産婦人科のやり方はね、まずお金をとりたい。

あと、薬も売りたい。そういうのなんですよ。すごく、なんか、日本に比べると危

ない。もうむこうはね、例えば、出産あとで亡くなったとか、結構いるけど、その

へんは原因はわからないんですよ。 

大畠：そうですよね。なぜかはわからないですよね。 

C氏：うん。なにが原因かはわからないんですよ。それ平気なんですよ。自分の子どもじゃ

ない。そういう考え方なんですよ。日本は死亡の原因は全部わかるでしょ。薬のせ

いとかね。医者のせいとかね。 

 

 以上のことから、ラオスには薬や病院が不足しているということと、病院が存在してい

たとしても、患者にとって適切な治療を提供できない病院も存在するということがわかる。 

 

4）熱／冷二元論 

 

C氏は熱／冷二元論の概念を有しておらず、C氏の知人にもそのような概念を有している

とは聞いたことがないと述べていた。 

 

3-3-3 日本での医療の利用と健康行動 

 

1）伝統的な治療者 

 

 C氏によると、在日本ラオス文化センターでは、年末年始を含め月に数回、年中行事を開

催している。ラオスでは、お坊さんが人々の生活相談を受ける習慣があるが、日本で生活

するラオス人はラオスに住んでいた時と同じようにお坊さんに相談することが難しい。そ

のため、在日本ラオス文化センターには、3ヶ月交代でラオスからお坊さんを呼び、2人の

お坊さんが人々の相談を受けている。例えば、日本に住んでいるラオス難民の場合、両親

が亡くなったが、ラオスに帰ることができずに悩んでいる時、お坊さんを通じてお布施を

し、亡くなった両親に届ける。あるいは、悪い夢を 3、4日みており、気をしっかりしなく

てはならないと悩んでいる場合は、お坊さんに唱えてもらう。そのようにすることで問題
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が解決するという。そのため、ラオス難民にとってお坊さんは日本に来てからも必要不可

欠であると述べていた。 

 

2）薬草の活用 

 

 C氏によると、ラオスに住んでいた時に薬草を使用していたため、日本に来てからも薬草

を使用したいと思う人々もいるという。C氏はラオスに帰国した際、マーケットに買い物に

行きたくさんの種類の薬草を見ると、それぞれの効能を思い出すという。数え切れないほ

ど多くの種類があり、すべての効能を把握することはできないというが、C氏はその中から

欲しい薬草を購入し、お茶のように沸かして飲むという。 

C氏の知人の中には、日本の薬は悪いと認識している人もいる。C氏によると、日本の医

者は適切な診察をせずに、注射を打ったり薬を処方したりはしないため、日本の薬は弱い、

あるいは効果がないと感じるラオス難民もいるという。そのため、日本の病院に行きたく

ないと考える人も多く、タイやラオスの薬を飲用するという。入手方法としては、ラオス

に一時帰国する人に頼んで購入してきてもらう、あるいは郵便で送ってもらう方法がとら

れる。薬草は乾燥したものであれば、日本の空港でも持ち込みを許可してもらえるため、

容易に手に入れることができる。現在では、手軽にお茶のように沸かして飲む場合が多い。

病気の時だけでなく、お茶の代わりとして日常的に飲んでいる人もいる。例えば、胃の痛

みを改善するために飲む人もいれば、脂肪を減らすために飲む人もおり、人によってさま

ざまな目的をもって飲用している。C氏は日本に来てからは、薬草の使用には興味がないと

いう。 

日本での薬の利用に対する C 氏の知るラオス難民の考えと、薬草の利用について以下の

ように述べていた。 

 

C氏： 薬は、ある人が「日本の薬が悪い」って言うようになって。日本の薬は「弱い」で

しょ。ね。日本の医者は漠然に「治る」と言って、注射とか、薬とか、飲ませてく

れるのはしないから。あまり病院にいきたくない人は、タイの薬頼んだり、ラオス

から薬頼んだりして、飲んでいるひとは結構いるんですよね。 

大畠：どういう風に頼んでいるのですか。 

C氏：やはり、(ラオスから)一時帰国する人。 

大畠：買ってきてもらうとかですか。 

C氏：そうですね。で、郵便で送ることもできるけど、郵便局は、(薬が安全かを)チェック

するから。違法じゃなかったら大丈夫。ただ時間がかかるだけです。 

大畠：薬草とかも同じようですか。 

C氏：うん。そうそう。で、薬草はね、もう簡単に持ってこれるでしょ。成田空港は生もの

はだめで、たとえば、生の葉っぱ、果物、魚や肉でもだめです。乾燥したらオッケ
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ーなんです。薬物ではない場合ね。それで、みんないっぱい持ってきたんです。料

理で使う薬草とか、薬じゃなくて、料理いれて使う薬草。大体ね、薬草の薬は、沸

かして飲むことが多いです。日本に持ってきて、今はみんな粉の作り方が分からな

いから、大体は沸かして飲むことが多いです。 

大畠：それは風邪を引いたとか、熱が出たではなく、普通のとかにも、予防のためにも飲

んでいるのですか。 

C氏：ある人は、お茶の代わりに。 

大畠：日頃から飲んでいますか。 

C氏：お茶に代わるように飲んで。ある人は、胃が痛い為に飲んで、ある人は、脂肪を取る

ために飲んで。そういうね。わたしは、ああいう事は日本に来てからあまり興味が

ないです。 

 

C 氏は仕事の 1 つとしてタイ・ラオス語の通訳をしており、日本に住む日本語ができな

いラオス人が病院に行く際に同行している。そのため、医者が患者に言っていることを C

氏は耳にしているため、病気や健康に関するさまざまな知識を持ったという。そのため、

健康管理に力を入れており、ラオスの料理は怖くて一切手を出さないと言っている。ラオ

ス人が集まる在日本文化センターを訪れると、辛いものや脂質の多そうなもの、カオニャ

オを頬張っているラオス人が大勢いるが、C氏はそういったものは避け、おにぎりを食べる

という。ラオス人は元気がないが、自分はラオス料理を食べていないおかげで元気である

と述べていた。 

 

3）病院の利用 

 

日本で暮らしていても、ラオス人がタイやラオスの薬を使用したいと思う理由を 2 つ述

べていた。1つは仕事を休むことができずないため、病院に行くことができないからであり、

もう 1つは病院に行っても医者の話す日本語が理解できないからである。「頭が痛いですか」

という言葉は理解できるが、「偏頭痛ですか」と聞かれると理解できなくなる。同じように、

「胃が痛い」は理解できても「胃炎」や「肝炎」などは理解できない。そうなると、日本

の病院を利用することを諦めて、タイやラオスの薬を頼んで手に入れ、使用するという。 

しかし、タイやラオスの薬より、日本の医療を信頼している C 氏は、日本の病院を利用

しないラオス人に対して必ず日本の病院に通った方が良いとアドバイスをするという。例

えば、日本の病院の場合、風邪をひいた時は病院に行って薬を処方してもらい、その薬を 1

週間飲んで治らなければもう 1度受診するといったように時間をかけて確実に治療を行う。 

一方で、ラオスでは病院に行くと、すぐに効果が出る注射を打ってもらっていた人々は、

例えば日本で膝が痛くなった場合、病院に行ってもただ電気をはめて温かくなるだけで注

射もしてくれないため、一時的には治るけれど、病院を出る頃には再び痛くなると嘆くと
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いう。 

以下は日本で生活するラオス難民の病院の利用の問題についてC氏が話したことである。 

 

C 氏：なぜラオス人はそういう、ラオス人はタイの薬、ラオスの薬が忘れられないかって、

病院行くはいろいろ理由はあります。1 つは今日会社休めない、とれない。あとは、

行って言葉わかんない。先生に「あなたはどうされてるの」、「頭痛い」（と患者が答

える。）「どこ痛いですか」、「何日前ですか。どうして痛いですか」（と医者が尋ねる）。

例えば、「偏頭痛ですか」（と先生が尋ねると）言葉がわからなくなっちゃう。頭痛

いはわかりますよ。ここ痛い、ここ痛い。「偏頭痛ですか」。 

大畠：難しい言葉だとわからないですよね。 

C氏：そーうなんですよ。 

大畠：そうすると、病院とかよりも自分で、という言う感じですか。 

C氏：そーうそう。胃が痛いはわかるけど、胃が肝炎とかね。 

大畠：難しいですよね、病気の言葉は。 

C氏：そーう。そういう言葉は通じないんですね。「もういいや。薬。ラオス薬頼もう」。 

大畠：慣れているほうを使うのですね。 

C氏：そう。そうなんですよ。で、いつも私はね、こういうことを見て、必ずアドバイスよ。

「あなた日本にずーっといる、日本の病院に通ったほうが 1 番ね。日本の病院なら

すぐに治るよ。ラオスみたいにじゃない。時間かけて、例えば風邪だったら 1 週間

飲んでね。飲んで治らないんだったら、もう 1回行ってね」。 

大畠：ゆっくりですよね。 

C 氏：そうそうそう。ラオスはね、昔でもそうよ。今よりもっとひどいんですよ。「痛い、

膝が痛い。今すぐ治りたい」って、すぐ注射する。 

大畠：注射は強くてすぐ効くのですか。 

C 氏：そう。みんなはね。あのね、言われたよ。「日本は病院きて整形外科行って、注射も

してくれない。ただ電気はめて、その温かいは治るけど、病院出たらまた痛くなる」。 

大畠：「こんなの効かないよ」って思うんですかね。 

C氏：そういうの、みんな。簡単に言いますと、薬もらって今飲んですぐ治る、すぐ治りた

い。うちの今女房もそうよ。まだタイの薬いっぱい持ってる。私文句言ってる。中

身に何があるかわかんない。日本の薬はちゃんと厚生労働省がちゃんとチェックし

てるんだから。いい加減に売ってないでしょ。ものすごく厳しい私は。できるだけ

タイとラオスの薬は（避ける）。日本の薬の方が（良い）。もっとも、日本で妊娠し

たら絶対薬いい加減に飲まないね。あと注射もだめね。 

 

4）食生活 
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日本に住んでから実践していた食事の工夫について質問した。C氏自身は日本の病院で他

のラオス難民の同行通訳を行い、さまざまな知識を得ているため、ラオス料理よりも日本

食を好んで食べている。しかし、多くのラオス難民は、味が苦手で食べることができない

日本食があると述べていた。例えば、味噌汁や刺身、納豆、そばである。白米が苦手でも

ち米を食べる人もいる。C氏によると、ラオスの料理を作るための食材は、日本でもほとん

ど買うことができるが、パクチーやハーブなどの香菜は買うことができない。そのため、C

氏の知るラオス難民の場合、毎年 3月から 10月まで自宅周辺や川沿いにある自分の畑で好

きな香菜や野菜を育てるという。パクチーやハーブの他にも、蔓のように長く生でも食べ

られるインゲンを育て、収穫する。ナンプラーを含め、香辛料はタイ・ラオス食品店で購

入し、レモンやトウガラシは日本の食品店で購入し、食材を手に入れると述べていた。  

東南アジアの人々は、昼食、夕食に肉や魚がなかなか手に入らないため、多くの場合パ

パイヤサラダと米だけの食事であるという。ラオスでもパパイヤサラダをよく食べていた

ラオス難民は日本に来てからも作るという。男性は作ることができず、女性が作るため、

在日本文化センターに女性が 5、6人来るとパパイヤサラダを作るという。パパイヤが手に

入らない場合は、ニンジンとキュウリを代用する。調味料が多く、塩分の高いパパイヤサ

ラダに対して、確かにおいしいが体に悪影響があるという認識を C 氏は持っている。塩分

の採りすぎにより、在日本文化センターを訪れると 30代のほとんどの人が太っており、50

代は血圧が高いため、C氏は食べないようにしているという。在日本ラオス文化センターを

訪れるラオス人の食生活に関して C氏は以下のように話した。 

 

「塩分がすっごい高い。何でも、唐揚げにも魚焼きにも、焼き肉にも、すっごい塩分が

ね、ちょっと食べてみると『うわー（嫌そう）』。聞いたのよ私は、『どうしてこういうふう

に？』そしたら『おいしいから』。もちろん塩分高いのおいしいでしょ。ね。味薄いんだっ

たらおいしくない。例えばスープだったら、ほとんどナンプラー入れる、あとは香草、ト

ウガラシ。あとは魚だったら魚、野菜だったら野菜。この 3 つは入れる。で、レモンを入

れる。今度あの、ラオスの言葉でタムソム、タイ語はソムタム、反対なんですよ。パパイ

ヤ千切りに切ってこの鍋で、１、パパイヤ、２，トウガラシ、３、レモン、４、味のもと。

スープもね、味の素毎回入れるよ。５、砂糖。日本ではパパイヤサラダ。あと６はトマト、

すごいでしょ。これ入れてこれ入れてこうでしょ（搗く）。７、ナンプラー。入れたら混ぜ

て。自分の好きな味付けにして食べて、すごい体ね、ほとんど体に影響があるんですよ。

東南アジア系はだいたいこれ食べすぎ。これは昼食、晩ご飯、肉魚手に入らない、ほとん

どこれ食べて、あとご飯食べて終わり。特に女性。男性は作れない。女性は会うんだった

らすぐこれする。文化センターもそうよ。5、6人きてると、『これ作りましょ（搗くしぐさ）』

って。『パパイヤないんだったらどうする？ニンジンとキュウリ』。にんじん剥いて、キュ

ウリ千切り。混ぜたら、『パパイヤよりもっとおいしい』だって。おいしいはおいしいけど、

口はね。食べる時は。でも、いつか文化センター行って黙って見て。だいたい 30代だった
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らほとんどみんな太ってる。なぜですかって考える、私医者ではないけど。塩分採りすぎ。

50代だと血圧高く。ほとんど。男性もそう。こういうものは手を出さないようにしてる」。 

 

C 氏からすると、ラオス人が好む食べ物は塩分が高すぎるようである。唐揚げや焼き魚、

焼き肉などにも高い塩分が含まれており、C氏はラオス人に塩分が多い理由を尋ねると、味

が薄いものはおいしくなく、塩分が多いほうがおいしいからであると答えるという。例え

ば、魚、あるいは肉を入れたスープには、ナンプラーやトウガラシ、レモン、香草を入れ

る。ラオス語ではタムソムと呼ばれるパパイヤサラダを良く作るそうだが、それにも調味

料が大量に入れるという。パパイヤ、トマト、トウガラシ、レモン、味の素、砂糖、ナン

プラーを入れ、作る人の好みの味にするという。 

C 氏の妻は、ラオスの南部で生まれた。C氏曰く、南部の人々は辛いものが好きであり、

ビエンチャンから北、東北に住む人々はあんまり辛いものは好きではない。南部は山や森

があまりなく、平地で大変気温が高い。そのため、畑は作物が育たない。家の周辺にトウ

ガラシやナスやキュウリなどを育てるが、その他に何にも育たない。ナスやキュウリなど

を潰し、トウガラシで味付けて食べる。子どものときからそのようにして食べているため、

大人になっても味を忘れられず、C 氏の妻は C 氏にトウガラシを入れることを止められて

も、辛くないと美味しいと感じないというと述べていた。 

C氏は、在日本文化センターで他のラオス人がパパイヤサラダを作るとき、日本人からみ

ると驚くほどたくさんの量の調味料を入れているため、口にすることを避けていた。 

 さらに、日本で C 氏の妻やラオス人をラーメン屋に連れて行くと、運ばれてきたラーメ

ンに砂糖やトウガラシ、レモンを入れたいというと述べていた。ラオスでは、砂糖やレモ

ン、ナンプラー、トウガラシがテーブルの上に置いてあるが、日本ではテーブルの上に醤

油や胡椒やラー油しかないため、物足りず、薄いから食べられないと言っていたという。C

氏が日本ではこういう作り方だと説明すると、我慢して食べるが、次に誘っても 2 度と行

かなくなると述べていた。 

C氏は砂糖を大きなスプーン 3、4杯入れるラオス人の行為に対して、健康を脅かすと考

え、恐れていた。しかし、C氏の妻は止めるように説得しても聞かないため、C氏はどうす

ればよいか頭を使い、トウガラシを黙って捨てたと述べていた。さらに、白米も食べ過ぎ

ないように 2人分だけ炊き、おかわりができないように工夫し、3年間くらい根気よく実践

した結果、C氏の妻は慣れたと述べていた。 

以下は、ラオス人が辛い物や味の濃いものを好む理由について C 氏が考えを語ったもの

である。 

 

C氏： 女房はね、生まれたのは南ですから。だから、辛いものが好きですよ。南の人は。

ビエンチャンから北、東北まではあんまり辛いものは好きではない。南の方はほと

んど辛いもの好き。なぜですかってね、山がない、平ら、森もあまりない、すっご
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い温度が高い。で、もう畑も作っても何にも作れない。だいたい家の周りにトウガ

ラシ、あと、いろいろナス、キュウリとか自分でやって、何にもないからそれとっ

て潰して、味付けて食べている。それ小さいときからやっているから、どんどんど

んどん大人までなかなか忘れない。よく女房に聞いたら、「あなたは辛いものを食べ

ないだったら、できないなの？」「できない。おいしくない。」 

そういう習慣が違うからね。いつかみんな文化センターで、たぶん食べ方、作り

方見たら、びっくりするよ。あと砂糖もね、すごいね。特に、日本だったらラーメ

ン、むこうだったらフーね。日本の話をしましょう。私ね、ラーメン屋さんに連れ

て行くんですよ、時々ね。女房もそうよ、他のラオス人もそうね。日本だったら、

持ってくるでしょ、だいたいテーブルの中に醤油とか酢、それぐらいでしょ、胡椒、

ラー油。「砂糖はないの？」って。 

大畠：ラーメンに砂糖入れたいのですね。 

C氏：うん。「砂糖ないの？」「レモンもないの？」「あとトウガラシないの？」「これ薄いじ

ゃん、食べられないよ」って。「日本こういう作り方だからしょうがないじゃん。」「お

なかいっぱい食べられないだったらどうする？」って、そしたらある人は「我慢し

て食べる」って。 

大畠：本当は自分で入れたいけれど。 

C氏：そう。で、ある人は 2度目誘ってもいかない。で、むこうは「フー行きましょ」っ 

て行ったらね、ラーメン屋ね、むこうはね、テーブルにいろんなものあります。砂

糖とかレモン、ナンプラー、トウガラシ、細かく切って、そのボックスに缶の中に

いっぱい並んでる。どんどんどんどん入れて。 

大畠：自分の好きなように。 

C氏：そう。一番怖い、私はね、大スプーン、スプーン、砂糖 3つ 4つくらい入れる。 

大畠：すごく甘いですね。 

C氏：そうなんですよ。あまくないとおいしくない。だから、今の女房はね、まだ全然若 

いけど、私（のこと）すっごい厳しいとか（言う）。言っても聞かない。どうすれば

いいか（考えて）、「トウガラシ黙って捨てよう」。ご飯も 2人（分）で炊いて、茶碗

2つ（分）だけ。とったらもうおかわりない。3年間くらいやって今慣れてる。 

 

このように多くのラオス難民がラオスの料理を好んで食べる中、C氏は普段、家ではおに

ぎりやパン、サラダや焼き魚、漬け物を食べ、肉は月に 1 度食べる程度であり、アルコー

ルも避けているとしていた。塩分の高いラオス料理を好むラオス人も多い中、C氏が塩分の

多いものやアルコールを避けるのには、病院への同行通訳の際、入院する患者が医者に病

気の原因を告げているのを聞いているからであるという。大変良い勉強になっており、そ

のおかげで自分は健康であり、現在 70歳であるが周囲の人からよく若いと言われると述べ

ていた。 
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以上が日本で生活している 3 名のラオス難民を対象に実施したインタビュー調査の結果

である。ラオスに住んでいた時に経験した医療や健康行動と日本に来てから経験してきた

医療や健康行動について、3名それぞれに質問し、回答を得た。 

 次章では、以上の 3 名へのインタビュー結果を先行研究で明らかにした結果と比較し、

ラオス難民が実践していた、ラオスと日本それぞれの医療の利用や健康行動を明らかにす

る。そして、日本に住むラオス難民の伝統的な健康行動の変化を考察する。 

 

第 4章 考察 

 

本章では、A氏、B氏、C氏の 3名へ実施したインタビューの結果を先行研究で明らかに

した結果と比較し、日本に住むラオス難民の伝統的な健康行動の変化を考察する。 

 

4-1 ラオスでの医療の利用と健康行動 先行研究とインタビュー調査結果の比較 

 

4-1-1 治療者 

 

1）伝統的な治療者 

 

先行研究では、池田［2001］により、 伝統的な治療者には呪医、薬草師、信仰治療師、

占い師など、さまざまな業種や役割が存在していることが明らかになっている［池田 2001］。

さらに、吉田［2000］によると、伝統的な治療者は通常、医療以外の職業の人が治療を行

うという［吉田 2000］。 

今回のインタビュー調査では、B 氏と C 氏が住んでいた村において、お坊さんが伝統的

な治療者としてさまざまな治療を行っていた。1950年代、B氏は、体調不良の時にお坊さ

んに念仏を唱えてもらい、油を塗ってもらった。お坊さんに限らないが、特異な能力を持

った治療者はどの村にもいたと述べていた。一方、1945年に生まれた C氏も体調不良や赤

ん坊の行動に異変がある場合にお坊さんを頼る人々がいた。 

しかし、A氏は 1956年にラオスのビエンチャン中心部で生まれたが、自宅周辺に伝統的

な治療者の存在はなかった。吉田［2000］によれば、東南アジアの伝統的な治療者は、近

代医療施設が近くで利用できるところであっても多くの人々を惹きつけており、近代的な

医師と伝統的な治療者を同時に使うという。しかし、A氏は伝統的な治療者を利用していな

かった。その理由として、A氏は首都であるビエンチャンの中でも、特に都市部に住んでい

たことや、歩いて 2、3分の場所に近代医療を行う病院があったことが関係していると考え

られる。 

以上のことから、都心部に住んでおり、近代医療施設を利用できた A 氏は伝統的な治療
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者を利用していなかったが、B 氏や C 氏の住んでいた村では、お坊さんが伝統的な治療者

であったということがわかる。そして、病気や怪我の治療以外にも、赤ん坊に関する相談

などを受けるといった、さまざまな役割を担った存在であったと考えられる。 

 

2）東南アジアにおける伝統的な治療者の役割 

 

吉田［2000］によると、東南アジアにみられる土着的なアミニズム信仰との関連があり、

どの社会でも病気の原因を精霊や祖霊や悪霊などの霊的存在の働きとする信仰が根強いと

されている［吉田 2000］。B氏や C氏は、厄を祓ってもらうと述べていた。厄にあたるも

のが精霊（ピー）であるかは確認できなかったが、どちらにしても体内の悪い霊的存在を

意識し、祓う行為が治療として行われていた。したがって、B氏、C氏の村の人々の病気の

治療や赤ん坊に関する相談には、ラオスの人々の多くが信仰する仏教が深く結びついてい

たと考えられる4。 

 吉田［2000］によると、東南アジアの伝統的な治療者は、医療を専任の職業とせず、何

らかの職業についている人物が治療を行うとしている。同じように、B 氏と C 氏の村では

住民に治癒能力を認められたお坊さんが治療を行っていた。 

また、B氏も C氏も吉田［2000］の研究結果と同じような治療を受けていた。吉田［2000］

によると、東南アジアの治療者は病人の身体を内的また外的に操作し、薬草、煎じ薬、塗

油などによる治療を行うという。例えば、東部レイテのサマラン人は、祈祷師によるココ

ナツ油の儀礼的塗油がよく行われるとしている。他にも、ジャワでは、赤ん坊に侵入した

悪霊によってヒステリックな泣きや倦怠感が起こるとされ、伝統的な治療者による治療を

行うとしている［吉田 2000］。これに対し、B 氏は油を塗る治療を受けており、C 氏は赤

ん坊の夜泣きの際にはお坊さんに何か唱えてもらうと述べおり、同じような治療が行われ

ていたことがわかった。 

さらに、治療者の力に不信感がある場合は、より適切な治療者を探し求める。そのため

伝統的な治療者は衰退しないとされている［吉田 2000］。C 氏によると、良い薬をくれる

というお寺の評判は周辺の住民の間で一気に広まるため、多くの人々が利用するという。

こうした良い評判が伝統治療者の利用に繋がっていたと考えられる。 

以上のことから、ラオスでは、仏教が治療に深く関わり、お坊さんによる治療の評判は

住民の間で伝播することで、さらに利用が広がっていたと考えられる。 

 

                                                 

4 ラオスでは、寺院が基点にして上座仏教が生活に深く溶け込んでいる。出家した者は、寺

院でラオス語、パーリ語、暦の読み方、薬草の使い方などを学び、村の先導者の役割を担

っているとされている。また、実践的なレベルでは、上座仏教が精霊信仰と共存して村落

の宗教生活を形成していることが明らかになっている［小田島 2010a］。 
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4-1-2 熱／冷二元論 

 

先行研究では、熱／冷二元論の概念は、伝統的な治療者による診断にも用いられている

とされ、東南アジアの国々で熱／冷二元論を用いた健康行動が確認されている［池田 2001］。

吉田［2000］の研究による北スマトラのジャワ人の事例や、樋口［2009］の研究によるタ

イの住民の事例でも、熱／冷二元論を用いた食事の摂取が確認されている。しかし、今回

のインタビュー対象者 A 氏、C 氏に尋ねたが、熱／冷二元論の概念を用いた行動はみられ

なかった。C氏は、日本に住むラオス難民が在日本ラオス文化センターで料理を作って食べ

たり、ラオス難民が病院に行く際に通訳の仕事で同行したりしており、他のラオス難民に

関わる機会も多いが、熱／冷二元論を用いた行動を見たことも聞いたこともないという。 

したがって、ラオス人の中には、伝統治療者による治療や薬草の利用などの伝統医療を

使用している場合でも、熱／冷二元論の概念は有していない例もあるということが明らか

になった。 

 

4-1-3 薬草の活用 

 

先行研究では、家庭での治療法として、熱／冷二元論の概念を用いた食べ物の摂取の他

に、薬局や売店で薬を購入したり、伝統的な薬草を調合して飲んだりする方法がとられる

ことが記されていた。 

今回の研究では、都市部より地方部の住民のほうが薬草を使用する傾向にあった。お坊

さんに作ってもらう場合もあるが、自分で作る、あるいは近隣の病人のために作ってあげ

る場合もあった。代々受け継がれてきた知識をもとに、擦る、煎じる、塗る方法を用いて

老若男女問わず使用していた。マッサージでの薬草の活用については、マッサージ自体が

行われていないという結果だった。 

樋口［2009］によるタイの住民を対象とした調査では、自宅に薬草を所持していた人は、

都市部より地方部の住民のほうが薬草を利用している住民が多かった。今回の調査では、

都市部と地方部を比較した場合、地方部に住む者のほうが薬草を利用していることがわか

った。都市部に住んでいた A 氏の場合、病気の治療や予防のために薬草を活用することは

なかったが、地方部に住んでいた C 氏は、ラオスでは頻繁に薬草を使用していた。自宅で

の使用と、お寺のお坊さんによる処方の両方があった。 

 樋口［2009］の研究では、薬草は都市部の A村、地方部の B村の両村とも大多数の住民

が家屋敷地内に栽培、または自然繁殖させていた。薬草の利用や、熱／冷二元論を用いた

食生活は地方部の住民が熱心に実施したりするという結果であった。今回の調査対象者は

熱／冷二元論は有していなかったが、薬草を使用した健康行動は今回の研究でも地方部の

住民のほうが熱心に実施する傾向があり、この点に関しては、集められた事例の数は少な

いものの、樋口［2009］の研究と同様の結果であった。 
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 薬草の入手方法に関して、樋口［2009］の研究では、農業従事者が多い村では森や畑で

入手し、少ない村では友人にもらっていた。また、隣接した地域でも、健康に良いと信じ

て飲用する薬草が異なることから、入手の利便性や経済状況が飲料する薬草選択の条件と

なることが明らかになっている。 

 一方で、C 氏の話では、1955年以降の C 氏が小学生のとき、家に 20種類程の木の根が

入った袋があったという。近隣住民の発熱の際、C 氏の父親は C 氏に対し、病人がいる家

に行き、木の根を削って飲ませるように指示していた。C氏は木の根と釜を持っていき、水

を入れながら、石の上で木の根を削り、病人に飲ませるということが頻繁にあったという。

したがって、樋口［2009］の研究結果のように、職業や経済状況が薬草の選択に関係して

いたかは定かではないが、隣人や友人に薬草をわける習慣があるだけではなく、近隣に病

人がいる場合には、薬草を擦る道具を持っていき、作って飲ませる習慣もあったことが明

らかになった。 

また、吉田［2000］によると、インドネシアのジャワ人は、伝統的な薬草による治療の

知識に関して、両親や仲間や個人的経験から得てきたという。同じように C 氏は、薬草の

種類と効果は、代々日常の中で祖父母や親、お坊さんから実践を通して伝えられ、経験す

ることで身についていた。 

 吉田［2000］によると、ほとんどの生薬は家庭で女性たちにより準備されるが、作る余

裕のない人は、生薬売りから生薬を購入するという。しかし、C氏の場合、女性だけではな

く、男性も子どもも薬草作りに携わっていた。 

さらに、東南アジアの人々にとって身近である薬草の一般的な活用方法は、飲料とする

方法とマッサージに使用する方法であるとされている［吉田 2000］。薬草を処理して飲料

とする場合は、薬草を水で煮立て浸出液を飲んだり、薬草を潰したり、すりおろした後、

水や塩を加え飲んだりする。その他にも、ある薬草の葉を潰し、液を絞りだした後、漉し

て飲む方法がある［吉田 2000］。一方 C氏はそれらの方法に加え、患部に塗る方法を使用

していた。例えば、石の台の上に木の根を置き、水を含めながら棒を使って擦る。それを

腕や背中、尻のできものにティッシュペーパーのようなもので塗ると述べていた。 

 しかし、今回のインタビュー対象者は、ラオスでマッサージを受けたことがなかった。A

氏によると、当時のラオスの人々は、どんなときも「ボーペンニャン」という言葉をかけ、

穏やかに生活していたという。日本語で「気にしないで」という意味を含む「ボーペンニ

ャン」という言葉が象徴するように、ラオスではストレスもなく、マッサージを行う必要

がなかったという。 

 A氏、C氏は、熱／冷二元論の概念を有していなかったため、熱／冷二元論を用いた薬草

の摂取も行われていなかった。 

 以上のことから、今回の研究では、薬草は都市部より地方部の住民のほうが使用する傾

向にあった。お坊さんに作ってもらう場合、自分で作る場合、近隣の病人のために作って

あげる場合があった。祖父母や親に教えてもらい、擦る、煎じる、塗る方法を用いて老若
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男女が使用していた。マッサージについては、薬草を活用する以前にマッサージ自体が行

われていなかった。 

 

4-1-4 人々の健康行動と医療サービスの利用 

 

先行研究では、川端［2002］、田村［2012］、小林・山本［2008］の研究から、ラオス国

内でも地域により近代医療と伝統医療の使い分けや薬草の活用の頻度に差があるというこ

とが明らかになった。これには、地域によって医療施設が提供する質に差があることが理

由の 1つであると筆者は考えていた。  

今回の研究では、第一に、1950 年代から 1970 年代前半のインタビュー対象者 3 氏が住

んでいたラオスの各地域では、医療施設や薬の不足が、伝統医療と近代医療の使い分けに

影響していたことがわかった。第二に近代医療がない地域では、伝統医療や外部の機関が

提供した近代的な薬を住民が自分の判断で使用していたことが明らかになった。第三に、

体調不良には速効性があると彼らが信じている注射を打つ傾向がみられた。 

まず、第一の点である医療施設や薬の不足が、伝統医療と近代医療の使い分けに影響し

ていたことについて述べる。 

川端［2002］や小林・山本［2008］によると、ラオスでは、病院やヘルスセンターが提

供するサービスの質が不適正であるという。これに対し、都市部に住む A 氏の場合、近代

医療を行う病院が徒歩 3分以内にあったが、その他に伝統的な治療者は身近にいなかった。

一方で、B氏が幼少期に住んでいた地方部の村には、病院や薬屋がなく、寺にいるお坊さん

を頼っていた。しかし、1960年代後半になると、ヘリコプターから撒かれた薬を拾い、喜

んで使用していた。1960 年代後半から 70 年代には、ビエンチャンの都心部に住み、盲腸

になった際にビエンチャンの中で最も大きい病院を利用していた。また、戦争中は薬が不

足していたため、どのような症状や怪我に対してもペニシリンを使用していた。このよう

に B 氏は幼い頃はお坊さんによる治療を受けていたが、その後、外部の機関が提供する近

代的な薬や近代医療を行う病院を利用できるようになると、積極的に使用していた。した

がって、B氏の場合、お坊さんを他のどの医療よりも信頼して選択したのではなく、近代医

療の不足によりお坊さんを頼っていたと考えられる。C 氏も B 氏と同じく、体調不良の時

はお坊さんを頼る人々が多く存在したと述べていた。さらに、家で薬草も使用していた。 

 C氏は伝統医療を使用した理由として、たとえ病院があっても、薬は処方されず、多くの

人が薬屋で購入していたという。地方部の住民は、町に行ったら薬を買って帰ってくると

述べていた。以上のように、予算がなく、近代医療の人材や薬が不足していることが伝統

医療の利用に繋がっていたと考えられる。 

続いて、第二の点である近代医療がない地域では、伝統医療や外部の機関が提供した近

代的な薬を住民が自分の判断で使用していたことについて述べる。 

小林・山本［2008］によると、ヘルスポストは有効に使われておらず、医師が抗生剤と
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解熱鎮痛剤を処方するのではなく、使用者自身の判断で服用することとなっている［小林・

山本 2008］。これに対し、C 氏は地方や田舎、病院ない地域では、ほとんどの住民が薬草

を活用していたという。C氏の村には薬屋があり、中国漢方やタイ、ラオスの薬を買う人も

いた。効果があると信じているものが、個人個人で異なるため、自分の判断で選択してい

た。一方、田村［2012］によると、ラオス南部の地方住民は、年齢が高い世代のほうが近

代医療と伝統医療をほぼ同様に併用しているという。それは、年を重ねる間に自分や他人

の疾病の経験を知ったことで、使い分けができるからであるとされている［田村 2012］。

近代医療を受けられない時期を経験した B氏と C氏は、田村［2012］の研究結果と同じよ

うにさまざまな対処法を選択していた。B氏の場合は、お坊さんを頼っていたが、後にヘリ

コプターから撒かれた薬を使用するようになった。戦争中には、ペニシリンに関する知識

や使用時の注意を周囲の人から聞いており、住民は経験を通して病気や怪我に対処する知

恵を身に付けていた。C氏の場合は、薬草の効果や使用法は古くから実践されていることを

祖父母から教わっており、家族内だけではなく、近所の住民のためにも薬草を活用してい

た。さらに、お坊さんが作る薬草の評判は瞬く間に広まったという C 氏の経験から、村の

住民同士の情報交換が、使用する健康行動の選択に影響していたと考えられる。 

 このように、近代医療の利用が困難な地域では、医療従事者による適切な治療ではなく、

伝統医療や外部の機関が提供する近代的な薬を住民が自身の経験や耳にした情報を基に、

自分の判断で病気や怪我の対処をしていたと考えられる。 

最後に第三の点について述べる。A 氏と C 氏によると、患者と医師の傾向として、患者

は速効で治ることを望み、医者はどのような症状でも容易に注射を打つということが明ら

かになった。A氏は「熱が出たときは、病院に行って一発注射を打ってもらえば治る」と述

べ、C氏は「ラオスは今よりも昔のほうがもっとひどい。膝が痛いというと、すぐに注射を

打つ」と述べていた。 

このように貧困の地域で容易に注射を打つ治療が頻繁に行われている事例は、「貧乏人の

経済学」［バナジー／デュフロ 2012］と比較できる。彼らの研究によると、インドのウダイ

プール地方では、無資格を含む民間の医師による治療が横行している。通称「ベンガル医

師」と呼ばれているが、中でも特に知識が乏しい医師は、有害な医療行為を行っていたと

いう。症状を過少に診断し、薬を与えすぎる傾向がある。この地方の民間施設で検査を受

けていたのはたったの 3％で、66％が注射され、12％が点滴を受けていた。下痢や発熱、

嘔吐には抗生剤やステロイド剤がたいてい注射で投与されていた［バナジー／デュフロ

2012］。 

この事例のように、患者が注射を求める理由は大きく分けて 3つあるとされている。1つ

目は、医師の都合による過剰投与である。もし医者が患者に何もせず風邪が治ってしまっ

たら、患者は運が良かっただけだと思い、次は他の医者にかかろうとすることである。そ

のため、規制のない民間の市場の場合、自然に過剰投与の風潮を生み出す。2つ目は、患者

の誤った知識である。多くの国の貧しい人々は、薬を血液に直接送り込むことが重要だと
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いう考えを持っている。3つ目は、低額で健康を求めた結果である。貧困な人々は、重い病

の治療には医療費が高くて手が届かなくても、常に自分の健康のために何かしようとする

という。それに応えるために、医師は患者のために気分をよくする薬をあげることが明ら

かになっている。例えば、ステロイド剤の使用は外見が老け、寿命も縮むが、患者は気分

がすぐに改善するので、満足して帰宅するという［バナジー／デュフロ 2012］。 

したがって、A氏と C氏により明らかになった、ラオスの病院ではすぐに注射を打つとい

う行動は、ラオス以外の貧困の国において以上の理由により行われていた。A 氏や C 氏の

知人らが注射を打っていた理由がすべて同じとは限らないが、医師の都合による過剰投与

や患者の誤った知識、低額で健康を求めたことにより、ラオスでも病院で強い注射を打つ

という行動をとっていた可能性が考えられる。 

以上のことから、ラオスでは医療施設や薬の不足が、伝統医療と近代医療の使い分けに

影響しており、近代医療がない地域では、伝統医療や外部の機関が提供した近代的な薬を

住民が自分の判断で使用していたことが明らかになった。さらに、近代医療といっても速

効性があると彼らが信じている注射を打つ治療法であった明らかになった。 

 

4-2 日本での医療の利用と健康行動 

 

4-2-1 食生活 

 

1）食事の工夫 

 

日本に来てからの食生活について、A 氏と C 氏により、母国の食材を融合させて摂取し

ていたことが明らかになった。 

日本に住む中国、フィリピン、ブラジル出身者を対象に調査した樋口［2006］の研究に

よると、彼らは食事を重要視し、和食と母国の料理を両方取り入れていた。健康維持や疾

病予防のために、母国と日本の食材を融合させて摂取していたと述べている［樋口 2006］。 

A氏の場合、ラオス料理にはない醤油味が苦手で、トウガラシ類を日本の食材に入れてい

た5。最もラオスの料理に近い味にできた日本の食材はイカの塩辛と鷹の爪であった。ラオ

スでは「パデーク」と呼ばれる魚の塩辛に近い味にできたと述べた。また、味噌汁も全く

飲めず、豆板醤を混ぜ、ご飯にかけて食べていた。自宅で食べるラーメンにも納豆にもト

ウガラシを入れて食べていた。一方 C 氏も、多くのラオス難民が、苦手な和食があると述

                                                 

5 ラオスの主食はカオニヤオ（もち米おこわ）であり、蒸したもと米のおこわを手で丸め、

粘りのあるおかずをつけて食べる。おかずの特徴は、①すり鉢にさまざまな食材を入れて

「搗く」、②味付けは魚を塩、糠で漬けた発酵調味料「パデーク」、③香菜・香辛料の多用、

④油はあまり使わない、⑤粘り気があるものが多い、というものである［虫明 2010］。 
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べていた。A 氏も C 氏の知るラオス難民も、味噌汁や刺身、納豆が苦手であった。その他

にも、ラオスではカオニヤオ（もち米）が主食だったので、日本でももち米を食べる人も

いると C氏は述べていた。 

以上のことから、樋口［2006］の研究と同じように、A氏と C氏は母国と日本の食材を

融合させていたことがわかる。しかし、A氏は健康維持や疾病予防のために摂取するという

よりは、苦手な和食を何とか食べるために融合させていたことが明らかになった。 

 

2）母国の食材の入手方法 

 

樋口［2006］によると、日本に住む中国人の場合、母国の料理を作る際の食材の入手は、

母国から本人が買い込んだり、友人が帰国するときに依頼したりするほか、日本の輸入物

産専門店から購入していたという。今回の研究では、A氏は友人が帰国するときに買ってき

てもらう方法で母国の食材を入手していた。さらに、A 氏と C 氏の母国の食材の入手の方

法に違いがみられた。 

A氏はフィリピン出身の知人を通してラオスで食べていた食材を入手していた。ラオスで

は孵化し始めている卵に塩と胡椒をかけて食べる習慣がある。A氏も好物だが日本では売っ

ていないため、フィリピン人の知人がフィリピンに帰国した際におみやげとして手に入れ

ていた。このように A氏は、樋口［2006］の調査結果と同じように、友人に依頼するとい

う行動がみられた。しかし、A氏の場合、同じ出身国の友人ではなく、出身国は違うが、同

じ食文化を持つ友人から入手していたということが明らかになった。 

母国の食材の入手方法の違いについて、A氏はラオスの食材は手に入らないと述べたのに

対し、C 氏は何でも手に入ると述べていた6。A 氏の場合、ラオスのように香菜をどんぶり

1杯食べたいが、同じ量を日本で用意すると値段が高くなってしまうためできないと述べて

いた。C氏によると、C氏の知るラオス難民の場合、ラオスの料理を作るための食材は、日

本でもほとんど買うことができるが、香菜は買うことができない。そのため、自宅周辺や

川沿いにある自分の畑で好きな香菜や野菜を育てるという。香辛料はタイ・ラオス食品店

で購入し、レモンやトウガラシは日本の食品店で購入し、必要な食材を手に入れる。した

がって、A氏は、ラオスでも日本でも都心部に住み、畑は持っておらず、すべて市場や店で

購入していた。一方、ラオスの地方部出身である C 氏は、日本でも畑で作物を育てられる

地域に住んでいる。したがって、ラオスに住んでいたころの習慣や環境の違いや日本での

生活環境の違いが、A氏と C氏の行動の違いに由来していると考えられる。 

                                                 
6 代表的な日常食は、ゲーン・ノーマイ(蔓の葉の絞り汁、パデーク、野草で味と香りをつ

けた粘り気のあるタケノコスープ)、タム・マークフン(辛いパパイヤサラダ)、ポン（魚や

ナスなどの具を搗き潰して味付けしたつけ汁）、ラープとコーイ（ハーブや炒り米で香りを

つけた魚や肉のたたき）などとされている。その他にも、薬効があるとされるパック・パ

ー(森の野菜、野生の野菜)とよばれる野草や木々の若芽や若葉をよく食べることが明らかに

なっている［虫明 2010］。 



40 

 

 

3）食生活の変化 

 

Uba［1992］の研究によると、アメリカのインドシナ難民は文化的に不適切な医療を避

けることがあるため、彼らに栄養カウンセリングを行う医療関係者は、彼らが普段食べる

食物を知らなければならないとしている。これに対し、今回の研究では、ラオス難民は、

母国では気候や環境が関係して香辛料の強い料理を食べる習慣があり、日本に来てからも

続ける傾向にあった。しかし、日本の医療や食生活に関する知識が豊富な場合はラオス料

理を避けていた。 

C氏によると、ラオス人は肉や魚がなかなか手に入らないため、パパイヤサラダと米だけ

の食事の場合がよくあるという。そのパパイヤサラダは、ラオス難民は日本に来てからも

作っているが、塩分の採りすぎにより、在日本文化センターを訪れるラオス難民の 30代の

多くが肥満、50代は高血圧であるという。 

 一方、C氏の妻と同じく南部出身のラオス人は辛いものが好きだという。南部は山や森が

あまりなく、大変気温が高いため、畑は作物が育たない。家の周辺ではトウガラシの他に

ナスやキュウリなどの野菜しか育たないため、それらの野菜を潰し、トウガラシで味付け

て食べる。子どもの頃に覚えた味は忘れられず、C 氏の妻は C 氏に食生活を注意されても

聞かないという。C氏がトウガラシを捨てたり、白米もおかわりができないように少量炊く

工夫をしたりし、3 年間くらい実践してやっと C 氏の妻は慣れたと述べていた。このよう

に、子どもの頃から続けてきた母国の食文化は、周囲の人から健康に良くないと指摘され

てもすぐに止めることは難しいと考えられる。 

A 氏や C 氏の知人は、日本の食事が口に合わない場合には、ラオスの料理の味にアレン

ジして食べていた。A氏によると、ラオスでは、近隣の住民同士が作った料理を交換した際

にも、作った相手に対して自分が好きな味ではなかったことを告げ、調味料を加えること

が当たり前だという。しかし、日本では失礼であるためできないと述べていた。ラオスで

はテーブルの上に置かれた料理が完成品ではなく、食べる人がそれぞれ口の中で好みの味

に完成させる習慣がある。日本に来てからも、日本の料理がのどを通らない場合はそうし

た習慣を利用し、日本の食材をアレンジしてラオスの味に近づける工夫をしていた。 

しかし、C氏の場合は逆にラオス料理を避けていた。日本語が堪能であり、日本でラオス

人が病院に行く際に通訳として同行している。その際に健康や病気に関する知識を豊富に

得てきた。日本の医療に関する知識が蓄積され、日本人と同じ目線でラオスの医療や食生

活をみており、ラオスの医療や食生活は不健康になると考えていた。 

このようにラオス難民の中には、母国で気候や環境により香辛料の強い料理を食べる習

慣があり、日本に来てからも続ける傾向にあった。また、母国の食事の文化を日本でも取

り入れ、食べ物をアレンジしてラオスの味に近づけていた。しかし、日本の医療や食生活

の知識が豊富なラオス難民は、逆にラオス料理を避けていたということが明らかになった。 
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4-2-2 伝統的な治療者 

 

 Uba［1992］の研究によると、インドシナ難民はアメリカにはシャーマンがほとんどい

ないことや、薬草が足りないことから、アメリカでの伝統医療に対して、アジア国内ほど

信頼していないという結果がでている。 

今回のインタビューでは、ラオスにいた時にお坊さんに相談するという文化を継続し、

日本に来てからもお坊さんのもとを訪れるラオス難民もいることが明らかになった。C氏に

よると、ラオスではお坊さんが人々の生活相談を受ける習慣があるものの、日本では、ラ

オスにいた時と同じようにお坊さんによる生活相談を受けることが難しい。そのため、在

日本ラオス文化センターでは、3ヶ月交代でラオスからお坊さんを呼び、2人のお坊さんが

人々の相談を受けていると述べていた。 

 ラオスで行っていたような薬草の処方や赤ん坊に対する治療を日本でも同じように実施

しているかは明らかになっていないが、日本に住むラオス人の心のケアになっていると考

えられる。 

このように、母国で行っていた習慣を日本においてもできるような環境を日本の機関が

提供していることで、Uba［1992］の研究でみられた、母国ほど伝統医療を信用しないと

いう傾向を軽減する役目を果たし、頻繁に母国に帰ることのできない難民の悩みや相談を

解決することに繋がっていると考えられる。 

 

4-2-3 熱／冷二元論 

 

樋口［2006］によると、日本に住む中国、フィリピン、ブラジル出身者を対象に実施し

た調査の結果では、中国人のみが熱／冷二元論の概念を有し、食事の際に取り入れていた。

今回の調査結果では、A氏、C氏に熱／冷二元論に関して尋ねたが、ラオスに住んでいたと

きから熱／冷二元論の概念を有していなかったため、日本に来てからもそのような概念を

用いた行動はしていなかった。 

 

4-2-4 薬草の活用 

 

今回の調査では、日本において A氏と B氏は薬草を使用していなかった。C氏は使った

こともあるが、現在は使用していない。しかし、C氏の知るラオス難民の中には、日本でも

使用したいと思う人々が存在するということが明らかになった。 

薬草を利用しない理由として、A氏は元々ラオスでも薬草を使用していなかったことが挙

げられる。B氏は、ラオスでも近代医療が利用できれば伝統医療よりも近代医療を利用して

いたことや、来日前から日本の文化に触れる機会があり、日本語や日本の医療を抵抗なく
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利用していたことが挙げられる。 

一方 C氏はラオスに帰国した際、マーケットで薬草を見ると、効能を思い出したという。

たくさん薬草の中から欲しいもの選んで購入し、煎じて飲んだことがあるという。 

 C氏の知人らが行う薬草の入手方法は、ラオスに一時帰国する人に頼む、あるいは郵便で

送ってもらう方法である。乾燥した薬草は、日本の空港でも持ち込みが可能であり、容易

に手に入る。病気の時だけでなく、煎じて日常的に飲んでいる人もいる。例えば、胃の痛

みを改善するために飲む人もいれば、脂肪を減らすために飲む人もいるという。しかし、

現在C氏は薬草の使用には興味がないという。日本の薬は厚生労働省が審査しているため、

安全であるという知識を持っており、タイやラオスの薬は危険であると考えている。 

このように、日本に来てからは薬草の使用を止める人もいるが、母国から手に入れて継

続して活用する人もいる。その理由として、日本の薬は継続して飲むことで効果がでるが、

すぐに効果がでないため、悪い薬であると感じることや、病院に行っても日本語が理解で

きないため、利用を諦めてしまうことが明らかになった。 

 

4-2-5 人々の健康行動と医療サービスの利用 

 

1） 母国の治療法との違い 

 

インタビュー結果によれば、A 氏と C 氏はともに、日本の病院では、彼らにとって速効

性があると信じている注射をすぐに打たないことが、母国の治療法と違うということがわ

かった。 

 A氏は、日本の病院のような医師による時間をかけた治療よりも、薬や注射を信用して

いる。同じように C 氏の知人の中には、日本の病院や薬は悪いと考える人々がいる。C 氏

によると、日本の医者は適切な診察をせずに、注射を打ったり薬を処方したりはしないた

め、日本の薬は弱い、あるいは効果がないと感じるラオス難民もいるという。そのため、

タイやラオスの薬や薬草を飲用するという。 

A氏はすぐに注射を打たない日本の病院に対し不満を持っていた。C氏によると、日本で

は風邪の場合、病院が 1 週間分の薬を処方し、治らなければ再び受診するよう求める。ま

た、膝が痛くなった場合、電気をはめて温かくする。こうした治療法に対し、すべての症

状に速効性があると患者が信じている注射を打っていたラオス難民は不満を持つ。 

バナジー／デュフロ［2012］によると、貧困な人々は、もし治療に注射が必要だと信じ

込んでいたら、それは間違っていると自覚できる機会はないとしている。そのため、治療

に関する丁寧な説明が必要であるという。しかし、情報だけでは不十分であることを想定

しておく必要もあるとしている［バナジー／デュフロ 2012］。 

これに対し、C氏は、ラオスでは日本と異なる医療を経験していたが、日本の医者から豊

富に知識を得てきたことと、患者が回復していく様をみてきた経験により、考え方が変わ
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り、日本の医療を誤解なく理解したと考えられる。 

したがって、日本の医療に対する誤解を解くためには、丁寧な説明に加え、日本で利用

した治療の効果を実感する経験を繰り返すことが必要であると考えられる。 

さらに、Uba［1992］によると、多くのインドシナ難民は、外科的処置は魂を狂わした

り、精霊が体から離れたりすると信じる。しかし、今回の調査ではそのような事例はみら

れず、外科的処置であっても普通に行われていた。C氏によると、ラオスでは妊娠した際に

病院に行くと、子どもの成長のために妊婦にさまざまな薬を処方したり、注射打ったりす

る場合があるという。子どもの成長のためではなく、病院側が利益を求めて妊婦にとって

不必要な治療を行うこともあると述べた。C氏は日本に住むラオス人の妊婦の同行通訳とし

て、日本の病院で行う妊婦に対する医療行為をみて、ラオスの病院の実態を改めて痛感し

ていた。双子を妊娠したラオス人が日本で出産した際に、同行通訳として数ヶ月間通院の

際に付き添っていたが、医師による適切な指導もあり、順調に元気な赤ん坊を出産したと

いう。 

したがって、日本とラオスの治療法は異なるため、ラオス難民は薬に速効性がない理由

や治療法を理解していない場合、日本の薬や病院の利用を避ける傾向にあると考えられる。 

 

2）言葉の壁 

 

Uba［1992］の研究では、アメリカに住むインドシナ難民は、言葉の壁が予約や健康保

険の請求を複雑にし、医療サービスを受けにくくするという結果がでている。 

今回の研究では、日本のラオス難民は日本語が理解できない場合、病院の利用を避けた

りする傾向があった。 

A氏の場合、日本に来た当初はビザがなく、胃痛で苦しんだが病院に行けなかった。日本

語も理解できず、難民を支援する日本の団体のサポートで病院に行くことができた。一方

で C 氏は、日本においてもラオス人がタイやラオスの薬を使用したいと思う人々が多い理

由を 2つ述べていた。1つは仕事を休めず時間がないからであり、もう 1つは医者の話す日

本語が理解できないからである。偏頭痛や胃炎、肝炎などの難しい日本語は理解できない。

そうなると、日本の病院の利用を諦めて、タイやラオスの薬や薬草を使用するという。 

しかし、C氏はタイやラオスの薬より、日本の医療を信頼しており、日本の病院を利用し

ないラオス人に対して必ず日本の病院に通った方が良いとアドバイスをするという。 

 一方、B氏は、日本においてはラオスでの伝統的な健康行動は行っていないと述べていた。

日本の病院は完璧であると考え、丁寧に薬の飲み方まで教えてくれるため、優しいという

印象を持っていた。したがって、B氏はラオスにおいても伝統医療に執着しておらず、近代

的な医療サービスがあれば積極的に利用していたことや、日本に来る前から日本の文化や

言葉にふれあう機会があったことにより、日本の病院を安心して利用したと考えられる。 

また、C氏が同行通訳を担当した妊婦は、日本の病院の治療法はラオスを異なり、不安で
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あったと想像するが、C氏のような通訳の存在のおかげで誤解せず順調に出産できたと考え

られる。 

以上のことから、日本語や日本の医療が理解できない場合には、病院の利用を避ける傾

向がある。しかし、ラオスにおいて日本と関わりがあった場合や日本に来てから日本語や

医療について学んだ場合には、母国よりも日本の医療を利用する傾向がある。 

  

本章では、3 者へ実施したインタビューの結果を先行研究で明らかにした結果と比較し、

ラオスと日本それぞれで経験した医療や健康行動を明らかにしながら、日本に住むラオス

難民の伝統的な健康行動の変化を考察した。 

次章では、本章で行った考察を基に、ラオスの人々は難民として来日し、居住地が日本

に移ったことで伝統的な健康行動にどのような変化が起きたのか、という本論の問いに対

する結論を記す。 

 

第 5章 結論 

 

本論では、難民として来日したラオスの人々は、居住地が日本に移ったことで伝統的な

健康行動はどのように変化したのかという問いを設定し、日本に住むラオス難民の事例を

もとに、ラオス難民の伝統的健康行動の変化を明確にすることを目的とした。 

第一にラオスにおける医療と健康行動について考察した。 

そのうちの 1 つ目は、医療サービスの不足により伝統医療を使用する傾向があったとい

うことが明らかになった。インドシナ戦争が勃発していたこともあり、B 氏と C 氏が住ん

でいた地方部では特に薬や人材、医療施設が不足していた。当時は道路の状況も乏しく、

生活圏も狭いため、地方部の住民は村内に 1 人は存在するという伝統的な治療者を頼って

いたと考えられる。 

その 2 つ目は、近代医療がない地域では、伝統医療や外部の機関が提供した近代的な薬

を住民がそれぞれの判断で使用していたことが明らかになった。C氏はお坊さんによる治療

だけでなく、自宅で薬草を使用していた。薬草の使用方法や効果の知識は、祖父母の代か

ら受け継がれており、実践を通して身についていた。さらに、たとえ病院がある地域でも、

予算不足により薬を提供することができないことが多く、患者は自らの判断で薬を処方し

ていた。なお、今回の調査では、2名に熱／冷二元論の概念を用いた健康行動について尋ね

たが、そのような概念は有していなかった。 

その 3 つ目として、ラオスの病院では速効性があると思っている注射をすぐに打つ傾向

があることを明らかにした。このような行動は、デュフロ／バナジー［2012］により、ラ

オス以外の国の貧困の地域でも行われていたことが明らかになっている。A 氏や C 氏の知

人らが注射を打っていた理由が彼らの研究結果とすべて同じとは考えにくいが、医師の都

合による過剰投与や患者の誤った知識、低額で健康を求めたことが、ラオスの病院の強い
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注射を打つ治療に関係していた可能性があると推測できる。 

第二に、日本においてラオス難民の医療や健康行動を考察した。 

まず食生活に関しては、ラオス人は食事の際、さまざまな調味料を入れ、香菜を噛むこ

とで、好みの味を口の中で完成させて食べるという習慣があるということが明らかになっ

た。ラオス難民は和食の味に慣れておらず、食べられない人もいる。ラオスでは人が作っ

た料理に調味料を足し、好みの味に変える行為は当たり前であるが、失礼にあたるので断

念していた。C氏の知人らの場合、自宅近くの畑でラオスの野菜を育てることで母国の食材

を確保したり、在日本ラオス文化センターにてラオス料理を作ったりすることができると

していた。一方で、日本に来た当初、ラオスの食材が手に入らなかった A 氏は、のどを通

らない食べ物を何とか摂取するために、日本の食材を工夫してラオス料理の味に近づけて

いた。日本に来てからも、皿の上で既に完成している料理をそのまま食べるのではなく、

さまざまな物を噛み、アレンジして食べる習慣を用いた食事をすることで、対処していた。 

第三に、病院への同行通訳として日本の病院に頻繁に行く機会があり、医者が患者に告

げる適切な食事の取り方をよく耳にしているC氏はラオスの料理は体に悪いと考えていた。

和食を中心にした健康的な食事を心掛けるといった日本の食生活を選択していたことから、

日本語が堪能であり、日本とラオスの医療や食生活の違いに関する知識を豊富に得たラオ

ス難民の場合、母国で行っていた医療や健康行動を一切避け、日本の医療や生活習慣を取

り入れる場合もあるといえる。 

第四に、日本のラオス難民は、仕事を休めず病院行けない場合や、病院に行っても日本

語が理解できない場合、日本の病院の治療法が理解できない場合には、ラオスやタイの薬

やラオスの薬草を使用する傾向があることが明らかになった。ラオスにいたときから日本

の機関が運営する施設で日本語に触れる機会があった B氏と C氏は、日本に来てから病院

を利用することに抵抗はなく、母国の医療施設よりも安心して利用していた。一方で、A氏

の場合は日本語がわからず、ビザもなかったため、病気になっても病院に行くことができ

ず、薬局で薬を買って飲んだが一向に治らず苦しい経験をした。さらに、C氏の知るラオス

難民の中には、病院に行っても偏頭痛や胃炎、肝炎などの医者が話す難しい日本語が理解

できないため、日本の病院を利用することを諦めて、タイやラオスの薬や薬草を使用する

ということが明らかになった。 

また、A 氏は母国の病院で強い注射を 1 回打つ治療を受けていたことから、診察を経て

徐々に効果が出る薬を処方する日本の病院の治療法を理解していなかった。A氏と同じよう

に、C氏の知るラオス難民は、ラオスの病院で注射を打ってもらっていたことから、日本の

病院で膝の治療を受けると、電気をはめて温かくする治療をするだけであることを嘆くと

いう結果であった。したがって、日本語が理解できない場合やラオスと日本の治療法の違

いと効果を理解していない場合、慣れている母国の伝統医療を使用する傾向があるといえ

る。 

 第五に、日本に定住するようになってからも伝統医療を続けるという選択と、日本の近
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代医療を使用するという選択のどちらをラオス難民が希望したとしても、充実した医療を

受けるには、支援機関のサポートやラオス難民同士の情報交換が必要であると考えられる。

A氏の場合、日本に来た当初、胃痛で苦しんだが、難民をサポートする日本の団体が病院と

の手続きや治療費を負担してくれたことにより病院へ行くことができ、入院を勧められた。

不法滞在であったため入院はできなかったものの、病院で薬をもらい、乗越えることがで

きた。B氏の場合、ラオスに住んでいたときから日本の国際協力機関が運営する施設におい

て日本語や日本の文化に触れていたこともあり、日本に来てからも安心して病院を利用す

ることができたと考えられる。C氏が行っている病院への同行通訳の仕事は、日本語が理解

できないという理由で、日本の病院を利用することを諦めてしまうラオス難民が安心して

利用するための重要な役割となっている。一方、母国の宗教や文化として、悩みや相談が

ある時には、お坊さんを頼る習慣があった人々は、母国のお坊さんに相談できる機会を提

供している日本の施設が必要不可欠な場所となっていた。そのようなサポートやその他の

相談が可能な施設の周辺には、ラオス難民が集中して住む傾向にある。そして、ラオス難

民同士の交流は、伝統医療を利用することを希望する人々にとって、母国の薬草や薬を活

用するといった伝統医療を使用する場合に機能している。 

  

結論として、1950 年代から 1970 年代前半のラオスにおいて、今回のインタビュー対象

者が住んでいた地域では、近代医療が村に存在しない場合、伝統医療を利用する、あるい

は独自の判断で薬を利用するという伝統的な健康行動をとっていた。そして、日本に来て

難民となった彼らは、ラオスにおいて日本との関わりがあった場合、あるいは日本に来て

から学ぶ機会があり、日本の言葉や医療を理解している場合には、母国の医療を避け、日

本の近代医療を利用する傾向にある。しかし、ラオスにおいて伝統医療を使用していた場

合や、日本語や日本の医療を理解していない場合には、母国の伝統医療を使用するといっ

た伝統的な健康行動をとる傾向にある。さらに、近代医療と伝統医療のどちらを利用する

にしても、支援機関のサポートや難民同士の交流が円滑な医療の利用に機能していた。ま

た、日本の医療に対する誤解を解くためには、丁寧な説明と治療の効果を実感する経験を

繰り返すことが必要であると結論づける。 

 

おわりに 

 

 私はラオスをテーマとして卒業論文を書くことが学生生活最後の目標であった。 

 大学に入学した時は、ラオスという名前すら聞いたことがなかったが、2年生の時に箕曲

先生のゼミを通してラオスに渡航したことがきっかけで、それからの学生生活はラオス一

色だった。 

 2013年に初めて渡航したときは、ラオスのコーヒー農家の調査を行うのが主な目的だっ

たが、私は人々の生活や風景の違いに驚くばかりで、目に見える情報を自分の中に取り入
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れるだけで精一杯だった。2014年からは、何か行動を起こそうと考え、ラオスのコーヒー

の収益で、子どもたちに支援をする団体の一員として活動し始めた。それからは、寝ても

覚めてもラオスのことを考える日々が始まった。活動の中で私は、ラオスの小学校で衛生

教育のワークショップを実施する役割を任せていただいた。ラオスの子どもたちに迷惑を

かけないよう、絶対にワークショップを成功させなければと考えていたが、自分にできる

自信がなかったので、余裕がなくて家でよく泣いたり、考えすぎてラオスにいる夢をみた

りしていた。しかし、箕曲先生や同じ団体の学生はもちろん、ラオス人の通訳の方のおか

げで、ワークショップを実施することができ、子どもたちとのかけがえのない時間を過ご

すことができた。そうした支援活動を経て、私たちがぱっと見ただけでは理解できないラ

オス人の習慣にも、きちんと調べれば必ず腑に落ちる理由があると実感した。そして今回、

ラオスについてもっと知りたいと考え、本論を執筆することに決めた。1年前は楽しみなが

ら物事に打ち込む余裕がなかったが、今回の研究は不安がありながらもわくわくした気持

ちで取り組むことができた。このように 3 年間、箕曲先生の熱心なご指導のもと、ラオス

と関わりながら多くを学んだことで、考え方が変わって人生も変わった。 

今回の調査では 3名の日本に住むラオス人にご協力いただいてインタビューを行ったが、

新たな発見ばかりだったので、お話を伺いながら私は常に驚いていた。そして、今までは、

人前で上手く話せるようになりたいと思い、話す力ばかり求めていたが、今回の調査で聞

く力の重要性を意識するようになった。貴重なお話をたくさん伺うことができたが、もっ

と時間をかけてコミュニケーションを取る、本音を話せる関係性を構築したり、相手が答

えやすい言葉を選んで質問したりすることで、さらに内容の濃いインタビューができると

感じた。また、今回はインタビューを実施した人数が 3 名と事例が少なく、人によっては

できなかった質問もあるため、論文の中で信憑性に欠ける部分もある。今後はこの 2 つを

課題として、ラオス社会における問題の本質を少しずつ紐解いていきたい。 
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