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7 月 3 日（水） 
 21 回目のヤンゴン訪問です。私は 3 月に新潟大学を退職しましたが、ミャンマー支援活動が終

わるわけではないので、これまで通り続けます。 
今年の冬は私の退任のため、ミャンマーに行く時間がとれませんでした。それで、ヤンゴン第

二医科大学と新潟大学医学部との協定の最終確認と、残っているインフルエンザの検体を持って

くるのが今回の目的です。現役の先生方はこの時期忙しいので、私一人で行くことになりました。 
  
早すぎる（？）直行便 
昨年からヤンゴン‐成田間に全日空の直行便が

週 3 回飛ぶようになりました。何と 38 席、すべ

てビジネスクラスです。バンコク経由の便よりも

値段が高く、週 3 便（月、水、土）ですが、今回

は私の単独旅行なので、試しに乗ってみようとい

うことになりました（今月から週 2 便（水、土）

になったことを後で知りました）。 
 
直行便の搭乗口はいつものバンコク行きタイ航

空ジャンボ機の搭乗口の隣でした。よく見るとビ

ジネスクラスとエコノミークラスの入り口が 2 つありました。エコノミークラスもできたのです。

シートはどちらも同じです。エコノミーの席は 10 席です。曜日によって違いますが、ビジネスク

ラスとエコノミークラスとも乗車率は 7 割程度だそうです。シートが同じで食事が違うだけです。

それならエコノミーのほうがよさそう。全日空の飛行機は小さい（写真 1）！これでヤンゴンま

で飛べるのかと思う程です。その心配はなく、飛行は順調。室内にはビジネスマンらしい人ばか

りで、企画書に目を通しています。社名も読み取れました。経済先行のミャンマーです。 
上海、香港、ハノイ上空を飛んで、現地時間午後 2 時半にはヤンゴン空港へ着陸態勢。これま

では夜到着だったので見えませんでしたが、この時間だと明るいので地上の緑と水田がよく見え

て新鮮でした。午後 2 時 45 分（定刻 45 分前）に到着。搭乗者は 30 人程度なので通関も早い。「こ

れから Arrival Visa をもらいますから。」とある乗客が申請書類を手に Arrival Visa カウンター

へ向かいました。空港内で到着時に発行されるのです。こんなことができるようになったのだと

驚きました。いつもビザ取得で大変なので、ここでできれば助かります。ミャンマー人もパスポ

ート取得が容易になったそうです。対外的にミャンマーは大きく変わってきています。 
スムーズに通関し、荷物も出てきましたが、出迎えがいないのです。早すぎた！そのうちに、

ヤデナ医師、チン医師、チーダ医師が到着して私を見つけびっくり。直行便は速い！ 
 
 
 

新潟大学 ミャンマーの医学教育協力プロジェクト 活動記録【3】 

第 21 回ヤンゴン訪問－ミャンマープロジェクトの新世紀（201３年７月３日～７日） 

写真 1 ヤンゴンへの直行便。 
  後ろの青の機体はジャンボ機 
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ヤンゴンの町中 

 
写真 2 渋滞。車はきれいになった          写真 3 鈴なりの乗客 

 

写真 4 中央分離帯を歩く坊さん         写真 5 車の間を横断する親子 

 雨季のヤンゴンは曇で気温は 30 度程度でも湿気は高く、蒸し暑いのです。ヤンゴン中心部へ向

かうと車が渋滞。2，3 年前まであふれていたひどく古い車はあまりみられなくなり、新しい（中

古）車が増えたのには驚きます（写真 2）。ただし、トラックの改造バスにはいつものように鈴な

りの乗客（写真 3）で、運転は荒っぽいし、歩行者が車の間を縫うように横断していくのは相変

わらずです（写真 4，5）。 
渋滞でホテルまで小 1 時間かかりました。夕方

はゼンヤさん（ヤデナ医師のご主人）が車で迎え

にきてくれました。古いサニーから新しい（中古

車）ニッサンチーダに変わりました。政府は古い

中古車から新しい車（程度のよい中古車）への乗

り換えを促進して、車の輸入を大幅に緩和しまし

た。それでヤデナ医師も 18 年乗った車を取り替え

たのです。もちろんこれは利用者が負担ですが、

車の値段は下がったそうです。車が増えたのはも

ちろん渋滞が激化した主要因で、道路工事もそれ

に拍車をかけています。確かに道路が良くなっていました。特に幹線道路は舗装したばかりのと

ころがみられます。あちこち工事中です。今年の 4 月に開通したという陸橋道路を通りました（写

真 6）。橋から下の道路を見下ろして、ヤンゴンの変貌の一端を見た思いでした。 

写真 6 この先に陸橋道路 
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町中は賑わい、人々の顔に何か明るさが感じられます。急激な自由化ですが、2 年後の総選挙

を乗り切れば、この流れは変わらないのではないかと思われました。でも、本当のミャンマーの

発展はこれからです。 
 

ホテルとインターネット 
 グリーンヒルホテルに宿泊。ホテルの隣は僧院で前回は朝、夜読経の声が響いてうるさかった

ので、僧院から離れた部屋をとってもらいました。1 泊 130 ドル！フロントで無線 LAN のパスワ

ードをもらい、部屋で接続するとつながりました。メールを送受信すると、遅いのです！途中で

切れたりします。送信に失敗して打ち直しすることもあります。これは回線容量が少ないためで、

ミャンマーの人はみな苦労しているのです。「深夜か早朝にメールすることにしています。皆が使

っているときはなかなかつながりません。」とヤデナ医師。「送信しても失敗することがよくあり

ます。それで、文書を添付するようにします」とチン医師。「ミャンマーはノルウェーの無線設備

を発注したので、来年あたりは改善される見込み」とはゼンヤさんの言葉（KDDI は受注に失敗）。 
 
7 月 4 日（木） 
 曇天ですが、青空ものぞいて過ごしやすい天気です。ホテルには日本人が多く、和食のメニュ

ーもありました。今日はヤンゴン第二医科大学に向かいます。町中は渋滞。それでもわれわれは

逆方向なので比較的スムースでした。 
 
ヤンゴン第二医科大学 
第二医科大学では関係者が出迎えてくれました。この大学は創立 50 周年を迎えました。新しい

建物に案内されて、学長と歓談しました。学長は代謝内科の教授で、糖尿病が専門。自分自身も

糖尿病で、肥満体。私の著書「黄金のパゴダ」（新潟日報事業社刊）を手渡し、学長の写真のペー

ジを見せると、細身に写っていると喜んでいました（写真 7）。ミャンマーには糖尿病が多く、ヤ

ンゴン、シャン州など 5 地区で 500 人を固定してコホート研究をしているそうです。新潟大学は

佐渡島で「寝たきりゼロを目指す」コホート研究をしていますが、医療状況のまったく異なるミ

ャンマーと日本の比較は大変興味深いことです。感染症と生活習慣病を地域ごとに調査するプロ

ジェクトに学長は大いに関心を示しました。佐渡島の朱鷺とこぶ鯛の瀬戸の置物と佐渡島の形の

サブレーを土産に渡しました。 

 
写真 7 私の著書を見る学長             写真 8 学長室にて 
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協定については齋藤先生が条文についてすり合わせを進めてきたので、最終的な確認だけでし

た。これまで大学間協定は保健省のお伺いを立てるなど政府の意向を聞かなければならないので、

実際上締結できなかったのです。しかし、今は大学独自の判断で締結ができるようになりました。

こういう所は変わったのです。学長は東京医科歯科大学、金沢大学、北里大学とも協定調印の予

定があるので、10 月に日本に来て調印したいと言うのです。これから具体的な調整をすることに

して、会見を終えました。 
学長は新しい建物の中にある学長室を案内してくれました（写真 8）。立派な執務室とリビング

ルームがあり、後者には仏壇がありました。さすがここは仏教国（チン医師が「学長室は私らの

中央研究所より広い」と言ったのが印象的）。 
 

 中央研究所へ行きました。ここには以前 2 台

の PCR を寄贈しましたが、研究所の目玉機器で

す。昨年、1 台が電圧変動のため壊れました。

一大事です。ミャンマーでは修理のしようがあ

りません。それで PCR 1 台と顕微鏡 2 台を今年

1 月に送り、5 月にようやく届きました。チン医

師から、写真を添えて礼状が届きました。今日

は皆が喜んでいる姿を実際に見ることができ、

嬉しくなりました（写真 9）。それにしても、電

力などのインフラ、研究教育体制の不備など、

ミャンマーの課題はまったく変わっていません。 
 先日札幌の先生が小型の PCR を持ってきてくれたそうです。それは良かったと思ったら、100
Ｖ規格の器械のコンセントをうっかりそのまま（現地は 220Ｖ）差し込んでしまい、壊れて修理

に持ち帰ったというのです。お気の毒に。われわれも変圧器を壊したことがあります。こういう

トラブルは誰しもが経験するのです。 
 抗体を供与しました。免疫染色のために大事

な抗体です。経済的な問題はあるにしても誰も

が自由に入手できるようになればいのにと思い

ます。取扱店ができればよいのですが。 
 雨季はマンゴ－の季節です。第二医科大学で

もレストランでもマンゴーを出してくれました。

甘い甘い。少し野性味を感じますが、おいしい

（写真 10）。残念ながら土産に持ち帰れません。

ミャンマーは果物の宝庫なのに。 
 
 ホテルに戻り、午後 3 時半になると空が暗く

なり、スコール。間もなく止みました。これがミャンマーの雨季でしょうか。 
メールがなかなかうまくいきません。やっと開いたと思ったら、何とミャンマーのジャパンハ

ートで働く予定の遠藤先生（卒後 3 年）から、明日ミャンマーに行くとの連絡が届きました。 
こちらで出迎えるばかりのタイミングです。これまで日本で準備と経験を重ねてきたそうです。

写真 9 中央研究室。左端が寄贈 PCR、右端が寄贈顕微鏡。 

写真 10 マンゴーはびっくりするほど甘くておいしい 
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元気で頑張ってほしい。 
 夜は協力者の小丸さんの経営する「一番館」でヤデナ医師、チン医師夫妻と会食。先日の PCR
寄贈の時も手続きに尽力してもらいました。店内は満席。毎日客が一杯とのこと。和食でくつろ

いでいると間もなく小丸さんがバンコック出張から戻ってきました。現地情報をいろいろ知るこ

とができました。ヤンゴンで 23 年、現地に根付いた日本人です。 
 
7 月 5 日（金） 
 どんよりとした空。鳥の鳴き声で目覚めました。去年のように読経で起こされるよりはずっと

よい。 
 
ヤンゴン小児病院 
 午前中、ヤンゴン小児病院へ行きました。院長室

に行くと、5 人の先客がいました。5000 チャット

の紙幣の束がテーブルにおいてあり、1 人が寄付書

類に記入していました。市民の寄付です。折々に寄

付をするのがミャンマー人の習慣です。院長が感謝

状を手渡しました。それから私が体温計、聴診器、

そしてパルスオキシメーターを寄付しました。病院

への寄贈を終え病理室へ。テイテイチン先生に抗体

を渡しました（写真 11）。「今度はダコペンも」と

リクエスト。テイテイチン先生は第二医科大学の病

理教授になったのですが、この病院をどうするか、悩んでいるようでした。 
 
雨季 
 夕方はスコール。道路は水たまりというより川のようです（写真 12）。空には白い雲。黒い雲

の時には短時間のスコールで、白い雲の時は長時間降るそうです。夕方のラッシュでいっそう渋

滞が激しくなりました。そんな中、ずぶ濡れになった花売りが寄ってきました。その青年からヤ

デナ医師は白い花を買いました。 

 
写真 12 道路は川             写真 13 停電でろうそくを点灯       

 

写真 11 抗体をテイテイチン先生に渡す 
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 スーチーさんの家の近くのレストランに着く頃

雨は小やみになり、やがて上がりました。外はす

っかり暗くなっていました。急に室内が真っ暗に

なりました。停電です。やはりここはミャンマー。

2 回の停電があり、店員がローソクを持ってきて

くれました（写真 13）。インフラ整備はやはりこ

れからです。 
間もなく、テイテイチン先生、チンとチーダ医

師、そして、小児病院の院長も来ました。院長は

病み上がりで顔色があまり良くない。それでも明

るく話してくれました。ミャンマービールが好き

だというと、「私も好きだが、内科医の前では飲めない。ヤデナ医師は内科医だから。」と笑いま

した。楽しい会食でしたが、院長が無理して来てくれたことが気がかりで、早く終わらないかと

思いながらの食事でした。 
 記念写真をとりました（写真 14）。その時、テイ

テイチン先生が、「検査室の古い顕微鏡はそのまま

です。先生が新しい顕微鏡を持ってきてくれるの

を待っています。」と言いました。確かに前回、私

はそう約束しました。今回一人で来たので、持っ

てくる余裕はありませんでしたが、約束は守らな

ければ。 
 
7 月 6 日（土） 
ドライアイス 
 最終日。青空が拡がって雨季とは思えない好天

です。パゴダが輝いています（写真 15）。 
午前中は検体を冷やすドライアイスを買いに空

港の近くまで出かけました。土曜日なのでいつも

より車が少ないですが、結構渋滞です。途中で高

級住宅街がありました（写真 16）。こういう富裕層

もいるのです。財閥グループのものだそうです。

Myanmar Carbonics 社で無事 8Kg 購入（写真 17）。 
 
ドライアイス購入がスムーズに済み、保健研究

所で検体を受け取るには早すぎる時間でした。ヤ

デナ医師は市内の Bahosi Hospital という民間病

院の患者の診察を依頼されていたので、立ち寄り

ました（写真 18）。きれいな病院で、3 つの離れた

ビルからなっていました。退職した医師が多く務

めているそうです。私は超音波の検査室で待たせ

写真 14 ヤシの木の前で記念写真 

写真 15 青空にパゴダが映える 

写真 16 高級住宅街 
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てもらいました。患者は続々と来院します。富裕層が対象のようです。公立病院とは様相が大い

に違います。 

 
写真 17 ドライアイス店           写真 18  Bahosi Hospital         

 
噛みつく鳥 
 昼前、保健研究所で無事検体とデータを受領しました。今回の私の任務は終わりです。近くの

ミャンマーレストランでエビをたらふく食べて、思い残すことはありません（写真 19）。車に戻

ろうとすると、鳥売りがいました。籠の中に沢山の雀が入っています。捕えた鳥を放してやると

幸福になるとのおまじないです。記念に鳥を放すことにしました。鳥売りがかごの中から 1 羽ず

つ取り出して手渡してくれました。最初の 1 羽を受け取って放しました。次は大きく、頭が黄色

い雀でした。同様に両手で抱えて放そうとすると、何と雀はくちばしで指に噛みつきました（写

真 20）。「痛い！放してあげるのに、恩人に噛みついてどうするのだ！」と言っても鳥には関係な

い話です。それでもせっかくのシャッターチャンスを失わないように我慢して写真を撮ってもら

いました。「先生、撮りました」と言われて手を緩めました。しかし、鳥は噛みついたままで飛び

立たないのです。数秒が長く感じられました。そして、ようやく飛んでいきました。ヤデナ医師

もこんな経験はないというのです。善意は素直に受け取られないこともあるという勉強でした。

噛まれた右の人差し指の端には痛みというよりしびれるような感覚がしばらく残りました。 

 
写真 19 おいしいミャンマー料理       写真 20 雀に右人差し指を噛まれた筆者 
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帰国 
それはともかく、今回の任務は終わりです。楽しい一人旅でした。みやげに空港でコーヒーを

買いました。シャン州の特産です。こういう土産が増えてほしい。 
夜行便に搭乗しました。往路と違って復路はマンダレ－、Kunming（昆明）、上海上空を飛び

ました。ミャンマーと中国の密接な位置関係を再認識しながら帰国しました。7 月 7 日早朝に帰

国すると夏空。東京は梅雨明けでヤンゴンよりずっと暑い。梅雨明けしていない新潟に戻ってほ

っとしました（文責：内藤眞）。 
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