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 第 20 回目の訪緬。国際保健の齋藤玲子先生、クライド先生、病理の長谷川剛先生と私の 4 人。

今回は 20 回記念に何かしたいと思ったが、ヤンゴンとネピドーに行くため時間がとられるので、

せめて日本人墓地で慰霊をしたいと思った。この 1 年半、ミャンマー情勢が大きく変化した。ミ

ャンマーの変貌と変わらない面をよく確かめたい、それがこれからの活動に重要だと考えての訪

緬である。 
 
ヤンゴン着 
 9 月 17 日、雨季が終わろうとしているミャンマーへ。バンコクでは夕立。ヤンゴンへ出発する

頃に止んだ。ヤンゴン行きの飛行機は満席。夕陽を追ってヤンゴンへ。空港係官の表情も以前に

比べるとにこやかに見える。通関もスムーズ。ただし、車が増えた上にあちこち道路工事で渋滞

が激化。 
 サミットパークビューホテルに到着。宿泊料が高い！昔は一泊 50 ドルだったのに、予約の時は

110 ドル。その後 130 ドルと連絡があり、今日のチェックインでは 150 ドル。しかも前払い。小

丸さんが挨拶に来られたが、最近のホテルは観光客、ビジネス客の増加のため、超強気で困ると

のこと。 
 
ヤンゴン小児病院 

9 月 18 日朝一番にヤンゴン小児病院へ。テイテイ・ティン先生が出迎え。病理には抗体を提供

しただけでなく、リンパ腫の解説 CD と教材の標本まで長谷川先生が用意してあり、テイ先生と

研修生は大喜び。輸血室を案内してもらったらそこに仏壇があった（図 1）。その近くにはかな

り古い顕微鏡。錆びた単眼式（図 2）。恐らく半世紀前のものではないかと思われた。これはひ

どい、取り替えよう。ミャンマーでは最近古い中古車が次々に新しい中古車に代って驚くほど。

しかし、病院の顕微鏡は新しくならない。これがミャンマーの現実。 

 
図 1 輸血室の仏壇                図 2 古い顕微鏡 

 
ネピドー医学研究所と 3 度の朝食 
 9 月 19 日朝 5 時にホテルを出発。1 泊 150 ドルもするのに朝食も食べられないのはしゃくだと

いうことで齋藤先生が掛け合った結果、朝食のボックスを用意してもらうことになった。ペット

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【2】 

変わりゆくミャンマー、変わらぬミャンマー（2）（2012 年 9 月 17 日～22 日）
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ボトル 1 本、小さな紙の箱にはパン、ゆで卵と

リンゴが入っていた。昔国際線、今国内線の古

い空港へは 30 分ほどで着いてしまい、チェック

インして待っていた。早朝なのに搭乗客が一杯。

欧米人、日本人（らしい）が多く、以前とは様

変わり。ミャンマーが注目を浴びていることが

よくわかった。荷物預かり所には大きな秤があ

った。イギリス製でポンド表示（図 3）。この

空港の歴史を物語っている。 
 
 7 時に予定通り出発。するとまた機内でパン

と菓子、コーヒーが出た。小さいので、それも

食べた。これで午前中は十分。 
 40 分ほどでネピドー空港へ到着。大きく立派な空港に生まれ変わっていてびっくり（図 4）。

今年 6 月オープンしたとのこと。ウー所長が出迎えに来てくれた。車は新しいアルファードで、

またびっくり（図 5）。フロントガラスにヤンゴンとカタカナで書かれてあった（図 15）。ネピ

ドーでも最近古い車が次々に新しい車（中古車）に代っているという。ただ、ネピドーがヤンゴ

ンと違うことは全く混雑しないことである。車が少ない、そして道が広い。一番広い道路は 8 車

線。飛行機が飛べる。空港から市街地に行く途中、建設中の大きな建物を 20 くらい見かけた。ホ

テルの建設ラッシュだ。 

 
図 4 立派に新築なったネピドー空港            図 5 ウー所長がアルファードで出迎え 

 
 ウー所長が親切にも朝食を用意していてく

れた（図 6）。モヒンガーに似たそばであった。

皆遠慮しましたが、勧められて食べたらおいし

くてほとんど一皿食べてしまった。朝食を 3 回

も摂ったのは初めて。 
  
 
 
 

図 3 ヤンゴン空港国内線の秤 

図 6 研究所で 3 回目の朝食 
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保健大臣との会見とリーダーの交代 
 午後 1 時半から保健省で新しい大臣に会見。

会見室に案内され、副大臣、局長が来ましたが

皆若い（私より）。ヤデナ医師に近い年代であ

る。 
 大臣が入室して挨拶を交わし、会見が始まっ

た。まず私から、「貴重な時間をとっていただ

き、ありがとうございます。私は 2000 年からミ

ャンマーに来るようになり、多くのミャンマー

人研究者の協力を得て、インフルエンザの共同

研究を実施し、成果を上げることができました。

私は来年定年でプロジェクトリーダーを退きま

すが、これまでも実質的にやってきた齋藤教授

が次のリーダーとしてプロジェクトを継続したいので、今後とも協力をお願いしたい。」と言い、

齋藤先生にバトンタッチした。齋藤先生からこれまでのプロジェクトの概要と、注目すべき成果

について説明があった（図 7）。大臣からインフルエンザについてポイントをついた質問があり、

さらに本プロジェクトの将来についても質問があった。大臣は小児科医であり、小児感染症につ

いて詳しいのは当然である。ミャンマーの感染症対策について討議が続いた。本学小児科が実施

している小児感染症の診断やワクチン対策については特に熱がこもった。大臣からこれまでの新

潟大学の支援に対する感謝が述べられ、今後とも本プロジェクトを推進するため、ミャンマーと

しても努力したいとの言葉をいただいた。 
 

最後に新潟大学からの記念品を大臣に渡した。蒔絵の衝立にはきれいな紅葉があしらわれてい

た。10 分位とウー所長から言われていましたが、40 分近い会談だった。 
 終わった！私の使命は公式にはこれで終わった。この 13 年間は私にとって本当に貴重な経験だ

った。これからはミャンマーの医療支援の原点に戻り、側面から、後方から支えて行こう。 
 ヤデナ医師も WHO の閉塞性肺疾患のプロジェクトをやらなければならないことになってしま

ったが、大臣との会見の後、局長に頼んで助手をつけてもらえることになり、喜んでいた。 
 
 保健省を去り、Royal Kumudara Hotel というコテ

ージ風のきれいなホテルにチェックイン。看板に

は”Where your dreams come true.”と書いてあった

（図 8）。今日の成功を祝っているようだと笑った。

宿泊料金を聞いたところ、50 ドル。クライドさん

曰く「たったそれだけ？」。ヤンゴンのホテルはま

ったくバブルだ。 
  
南国の夕焼けがやけにきれいだった（図 9）。部

屋に入ると何かうごめいている。ヤモリだ（図 10）。
小さいくせにキュンキュンと大きな声で鳴いた。ヤ

モリは守宮とも書き、ヤモリのいる家は繁盛するといわれる。この新しいホテルを守るのだろう。 
 

図 7 大臣に成果報告する齋藤先生 

図 8 ホテルの看板 
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丸紅の進出 

9 月 20 日朝、ホテルの周辺を散歩した。ホテル前

の広い道には時々車が走るが、自転車とバイクのほ

うが多い通勤風景。道路の向こう側には建設中のホ

テルが何軒もみられた（図 11）。宿泊したホテルは

広い敷地内にあり（図 12）、庭には鳥が戯れている。

すると、丸紅ネピドー事務所という看板があった（図

13）。このホテルの一室を貸し切って事務所にして

いる。これからのミャンマーの発展に対応するため

にはネピドーに拠点を作ることが大事だと思った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝食をとっていると、テレビに渡米中のスーチー

さんの映像（図 14）。スーチーさんが外相のような

活躍をするようになるとは本当にこの前まで思いも

しなかった。対外的にミャンマーは本当に変わった。 
 
 
 
 

図 13 ホテル内に丸紅ネピドー事務所 

図 14 渡米中のスーチーさんのニュース 

図 9 南国の夕焼け              図 10 ホテルの天井を這うヤモリ 

図 11 通勤風景。向こうに建設中のホテル 

図 12 自然豊かなホテル 



新潟大学 大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野 

 

5 

 

衝撃の高速道路 
 朝 9 時にネピドーを出発。車はアルファードの新車。ウー所長がお客用にと購入し、1 週間前

に届いたばかり。われわれに合わせて購入したようなものだ。高速道路には料金所があった（図

15）。高速道路といっても、高架でないので、普通の道のように人も自転車もバイクも通る。清

掃や工事もあり、人が右往左往する。それでも車が少ないので、日中ならあまり問題にならない

のだろう。大草原を走る。坊さんがヒッチハイクをしたり、事故車が止まっていたり、何が出て

くるかわからない。2 車線の道路はコンクリートで、滑らかさに欠ける。それだけならよいが、

時に凹凸がひどいところもあり、スピードを落とさないと強い衝撃を受ける。運転してくれる若

い医師はもともとヤンゴン育ちで、毎週ヤンゴンへ行くので慣れているため、安心できた。道の

傍らに牛がいた（図 16）。道路に出てきたらどうするのだろう。実際、牛との交通事故が発生し

ているそうである。 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2 時間走り、中間地点。ここにレストラン、休憩施設があった。ヤンゴン-ネピドー間でここ 1
か所だけ。駐車場には屋根が備えてあった。外に出るとさすがに日光が刺すように強い。果物を

買い、軽食をとった。マンゴスティンがおいしかった。 
 給油して、再出発。この高速道路の途中に上りと下りの方向転換できる場所がある(図 17)。こ

れでは、U ターンが簡単。まったく普通の道路だ。すると出た！ 牛ではなく、山羊（口絵㉚）。

スピードを落とすと、山羊は驚いたように飛び跳ね、逃げて行った。その後、逆送するバイク、

そして逆走する車にも出くわした（口絵㉙）。分離帯はあるが、その外の道路に沿って歩いてい

る子供もいて油断も隙もない（図 18）。それでも午後 1 時 40 分にはヤンゴンの料金所を出て、

混雑する市街地を走り、2 時 30 分にホテルに着いた。5 時間半の運転。彼は夕方、ネピドーへ戻

るという。ご苦労様。ありがとう。お蔭で私たちは広大なミャンマー中部の風景を堪能した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 15 高速道路入り口の料金所          図 16 高速道路脇には牛 

図 17 ここで方向転換できる       図 18 子供たちが歩く。 
車内の紅白の帯は安全祈願のおまじない 
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第二医科大学 
 9 月 21 日（午前中は第二医科大学へ。代謝内科の教授である学長と歓談（図 19）。ミャンマー

には糖尿病が多いとのこと。僧侶の検査をしているが、高僧ほどリスクが高いとのころ。つまり、

偉くない僧侶は托鉢でいただいた食事を午前中に食べ、あとは食べない。空腹が 16 時間続くので、

朝は腹一杯食べる。それも急激な血糖の上昇を招くが、さらに高僧は托鉢に歩き回らないで、読

経や説教をするだけ。運動不足がリスクをさらに高めるのだという。托鉢による食事の習慣は変

えられないが、修行には座って行う修行、立っている修行、歩く修行があり、運動する修行を採

用すれば糖尿病の発症を減らせる訳である。齋藤先生が力士の食生活との類似性を指摘し、学長

は相槌を打った。 
 学長から大学間協定が提案された。これまで大学の自由・自治はなく、大学間協定は政府の意

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。しかし、今は大学独自の判断で締結

ができる。「すでにドイツの大学と提携した。これまでは保健省の言うことを黙って聞くしかな

かったが、保健大臣は私の同級生でもあり、何でも意見を言うことができる。」と学長。それは

良い。これから協定をもとに学生、研究者交流を進めていきたい。会談を終えた時には 1 時間近

く経っていた。学長はスマホ、iPad を使っていた（図 20）。ミャンマーも変わった！ 

 
  図 19 ヤンゴン第二医科大学学長と懇談      図 20 スマホと iPad を手にする学長 

 
 第二医科大学の中央研究所へ私たちが以前に寄贈した PCR2 台のうち、1 台が急激な電圧変動の

ため壊れた。この研究所の PCR は学内研究の目玉であり、試薬なども自力で調達して多くの研究

者が利用しる。その故障は一大事。さて、どうやって代変え機器を届けようか。ミャンマーの課

題はまったく変わらない。2007 年に私の研究室に来たティン医師とティーダ医師の写真がＰＣＲ

室に飾ってあった。この 2 人が立ち上げた研究所だ。何とかしよう。 
 

日本人墓地 
 正午に日本人墓地に到着。20 回目の訪緬記念の日本人墓地墓参である。墓地は空港の近くにあ

った。入口ゲートには「日本人墓地」と日本語で書かれていた（図 21）。芝生の手入れも行き届

いていて、きれいな墓地である（口絵 31）。奥には慰霊塔があった（図 22）。日本人会が管理し 
ているようだが、ミャンマー人の墓守がいて線香を渡してくれた。皆で手をあわせた（図 23）。 
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図 21 日本人墓地入口の門            図 22 慰霊の記念塔 

 
 周囲には古い墓石が並んでおり、よその地

にあったものがここに運ばれてきたことが分

かる（口絵 32）には名前や出身地、死亡地の

他に、年齢が記載されていた。23 歳から 52
歳までの兵士だった。空は青く、雲が流れ、

強い日光が降り注ぐ。敗走時この暑さの中、

食料もなく、そのへんの水を飲んでは下痢を

したり、いろいろな感染症にかかって亡くな

った兵士が戦死した兵士よりずっと多い。新

潟からも新発田や上越の部隊が多くの戦死者

を出した。今、こうしてミャンマーの地に来

て、戦争犠牲者の冥福を祈り、多くの人の死

を無駄にしないためにもわれわれのプロジェクトを進めようと決意を新たにした。              
 
一番館で 

 最後の夜は協力者の小丸さんの経営する一番館で日本大使館に先月赴任した萩野先生とは初対

面。8 月に赴任したとのこと。大使館の人たちも 3 年で交代なので、12 年の活動中 4 代交代した

ことになる。アフリカにも勤務したとのことで、齋藤先生と話が弾んだ。萩原先生にはヤデナ医

師が患者の治療についてすでにお世話になったとのこと。 
 Japan Heart の吉岡先生もご家族と来られていた。吉岡先生の病院に今度本学の学生が見学に行

く予定とのことで、お世話になりますと挨拶した。学生のミャンマーへの興味は最近高まってい

る。大学間協定によって交流が活発になることを期待したい。 
 久しぶりの和食でほっとした気持ちになってホテルに戻った。部屋に戻ると、隣の僧院から読

経の声がひとしきり大きく響いていた。 
 
サンピュア病院 
 9 月 22 日はまず、サンピュア病院へ。築 20 年で、大分汚れてきた（図 24）。最近は患者から

の投書が保健省に沢山寄せられる。それで病院を改装することになった。ところが、院長が責任

を持つのは病院の外側だけ。病室内は担当科の部長の責任だという。今回、私は 2000 ドルをヤデ

ナ医師に寄贈した。するとヤデナ医師はすぐ「これで病室にペンキを塗ります」。見積もりが丁

図 23 祈りを捧げる 
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度 2000 ドルだという。2008 年のサイクロンでこの病院の屋根が吹き飛ばされた時、新潟大学の

見舞金をヤデナ医師の提案で屋根の修理費にあてたが、その時も金額がぴったりだったことを思

い出した。内科病棟のベッドが足りないというと、院長が一つ回してくれたが、床板が曲がって

落ち込んでいた（図 25）。これでは修理しないと使えない。修理は自分でせよというのである。

病院の状況はまったく変わっていない。 

 
   図 24 病院のベランダ。汚れがひどい        図 25 板が曲がったベッド 

 
驚きのペンキ塗り 
 サンピュア病院を去り、ドライアイスを

求めに行った。 近くの道路で、分離帯に

ペンキ塗りしている男性がいた（図 26）。

車がビュンビュン通り過ぎていく中、注意

標識もおかず、もくもくと塗り続けていた。

車道を横断するのは常識。輪タクも車を縫

って走っている国である。ミャンマーの人

は危険に慣れっこになっている。この姿も

変わらない！ 
                             

帰国 
 空港へ向かう途中、トラックバスにはいつも

鈴なりの乗客、変わらぬミャンマーである。ヤ

ンゴン空港で記念写真（図 27）。この 3 人と

の子弟関係、信頼関係は変わらない。 
 
 私にとって 20 回目の訪緬は印象深いものだ

った。インフルエンザプロジェクトのリーダー

としての責任を果たし、齋藤先生にバトンタッ

チしたことで肩の荷が降りたという感慨はあ

るが、変わらぬミャンマーを少しでも良い方向

へ変えるためには私の経験はまだ必要とされ

ると思う。来年からはより自由な立場で、努力

したい。 

図 27 ヤンゴン空港 

図 26 中央分離帯のペンキ塗り。車も気にせず一心不乱  


