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〔論文〕

先住民伝統医療の再編成
―メキシコにおけるプライマリーヘルスケア政策の現状から―

吉田栄人 (ShigetoY)

東北大学大学院国際文化研究科

はじめに

限りある資源を有効に活用することで行政府

が提供する保健医療の底上げを図ろうとしたプ

ライマリーヘルスケア政策は一方で、先住民の

様々な権利をめぐる世界レベルでの政治的思想

的潮流と相まって、伝統医療に民族的かつ政治

的な闘争の手段としての特性をも付与してきた。

すなわち、伝統医療は単に制度的現代医療の補

完物あるいは代替物としての評価を獲得しただ

けでなく、オフィシャルな医療資源として公的

に管理される必要が生じた。そして、その管理

をめぐる議論が先住民の民族文化的な権利問題

と不可分に結びついていったのである。特に、

インディヘニスモを国家の主要な政策として掲

げるメキシコにおいて伝統医療は医療資源であ

ると同時に、民族文化的な財産 (patrimonio)と

しても扱われねばならなかった。

そこで、本稿ではそうしたプライマリーヘル

スケア政策がメキシコ先住民の民族文化的な権

利の主張ないしは要求運動とどのように結びつ

いていったのか、ユカタン州の場合を一つの事

例として1、その歴史的経過を整理する。そして

その作業を通じて、いわゆる伝統的な医療やそ

れを実践する伝統的な治療師がどのように形成

（養成）されてきたのか、またその形成に政府や

研究者、NGOなどの外部社会がいかに関与し

ているのかを考えてみることにしよう。

1.先住民を取り巻く医療制度

1.1メキシコにおける公的医療制度

メキシコにおける公的医療制度の導入はメキ

シコ革命後、1917年に制定された憲法第 73条

において、国民の保健管理を国家の義務と規定

してからのことである。この憲法によって、そ

れまで教会などの慈善団体によって実施されて

いた医療行為は、衛生局、厚生省 (Secretaría de

Asistencia Pública, 1937)、保健省 (Secretaría de

Salubridad y Asistencia, 1943)といった国家の

1本稿の議論の元となったデータは筆者が 2002年夏に
行った約 1ヶ月の現地調査で得たものである。なお、同調
査は文部科学省科学研究費補助金 (B)(1)による「マヤ・イ
メージの形成と消費に関する人類学および歴史学的研究」
（研究代表者吉田栄人、課題番号 14401009）の一環として
実施した。
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保健医療機関の手に委ねられる。また、1943

年に設置されたメキシコ社会保険庁 (Instituto

Mexicano de Seguro Social,以後 IMSS)を手始

めとして、賃金労働者に対しては社会保険によ

る医療制度も導入される。そういった社会保険

制度の恩恵を受けられない農民などは主として

厚生省によって設置された保健所 (Clínica de

SSA)でプライマリーレベルの医療サービスを

受けることができた。しかし、僻地などの先住

民居住地域にはそうした保健所の建設は遅れ気

味であった。

先住民を直接の対象とする医療サービスの

開始は国家先住民庁 (Instituto Nacional Indi-

genista、以後 INI) が設置された 1948年以降

のことである。INI は創設当初から、先住民の

国家への統合を目的として、教育・道路交通網の

整備とともに保健衛生の向上を図るため、独自

で様々な医療サービスを提供した。また、1979

年に農村や都市下層の貧困者への医療サービス

を目的とする IMSS-COPLAMARが開始され

る中、オアハカ州やユカタン州、カンペチェ州、

キンタナ・ロー州などの IMSS-COPLAMARの

実施が遅れている地域に対して、INI は自前で

医療チーム (Unidad Móvil de Medicina y Odon-

tología Asistencial y Preventiva)を編成し、巡回

医療を開始した。

しかし、その後 IMSS-COPLAMARが事業

を拡大させたこと2、さらには地方政府への権

限委譲など連邦政府の機構改編に伴い事業費が

削減されたことから、INI は独自の医療サービ

スを打ち切り、伝統医療部門の活性化や先住民

社会と近代医療機関との調整に業務を移してい

る3。現在、先住民に対する医療サービスは主と

2大統領の交代に伴って名称は IMSS-Solidaridad、IMSS-
Oportunidad、IMSS-Oportunidadesと変わっていく。

3 INI は 2003年、Coordinación de Desarrollo para los
Pueblos Indígenasに再編された。

して IMSS-Oportunidadesが担当し、IMSSで

はカバーしきれない部分を SSAが補っている

状況である。

1.2ユカタンの場合

ユカタン州では 1833年、州都メリダに医学

校が設置され、西洋医療の導入はかなり早い時

期から行われた。しかし、医療行為は多くの場

合個々の医者レベルに留まった。1906年には州

政府の資金援助によって大規模で近代的な設備

を供えた、新しいオーラン (O’Horan)病院（元

は 1895年に創設されたメリダ市総合病院）が

建設され、一般市民への医療サービスが拡充さ

れる。しかし、この病院は主として利用者など

の寄付によって運営される、あくまで民間の慈

善事業の域を出るものではなかった。その後、

鉄道組合（レンドン・ペニチェ結核療養所）やバ

ス組合（南東医療センター）、スペイン慈善協会

（ラ・イベリカ療養所）など各種団体による、会

員制を基礎とする医療サービスおよび慈善事業

としての医療サービスは拡大して行くが、一般

市民に開かれた医療制度が確立するには厚生省

や IMSSの事業拡大を待たねばならなかった。

エネケン労働者に対する医療サービスはある

意味でこうしたユカタンにおける公的医療制

度の変遷を象徴するものである。エネケン栽培

に従事する農民への医療サービスはかつては農

園の所有者が個々に医者を雇用する形で行なわ

れていた。メキシコ革命の理念の下で行なわれ

た農地改革によって、1938年「ユカタン・エ

ネケン労働者」組合が結成され、組合員への医

療は組合が運営する医療部門 (Sección Médico-

Farmacéutica)に委ねられることになる。当時の

潤沢な資金を背景として、農村部でも医療サー

ビスが提供されるとともに、1946年にはオーラ

ン病院にも匹敵する設備を供えた “11月 20日”
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病院が建設される。しかし、この組合による医

療サービスは、エネケン産業の低迷によって同

組合が 1955年に解散したことに伴って厚生省

の管理下に移り、「共同農村医療サービス」に引

き継がれる。だが、同省と国立エヒード基金銀

行からの資金で賄われることとなったエネケン

労働者へのこの医療サービスは予算不足等から

悪化の一途を辿ったため、最終的には 1972年

IMSSに引き継がれることとなるのである。

IMSSがユカタンに最初の病院を開設したの

は 1958年である。以後同庁は病院施設を拡充

する4と共に、最初は企業労働者だけに限られ

ていた保険医療の対象者も建設作業員など日雇

い労働者へと広げられて行った。そして、1972

年 2月 25日に、エネケン地帯（57のムニシピ

オ）の農民をその保険医療の対象者とすること

を定めた大統領令が施行される。この大統領令

によって、既存の診療所に加えて、ユカタン州

の農村部には応急処置等が可能な第 1レベルの

診療所 (Unidad de campo)が 30か所5、第 2レ

ベルの病院 (clínica-hospital)が 10か所6に、ま

た州都メリダ市には専門治療を可能とする総合

病院（“11月 20日” 病院がベニト・フアレス病

院に改称される）が配置されることとなったの

である。

こうした IMSSによる医療サービスがエネケ

ン地帯以外の地域にまで拡大されるには、1979

年の IMSS-COPLAMARの登場を待たねばな

41962年には T1 メリダ・クリニック、1965年には
Tizimín, Las Coloradas, Colonia Yucatán, Progreso, Motul,
Tzucacab, Valladolidに診療所が開設される。

5その内訳は次の通り。Abalá, Baca, Cacalchén, Cau-
cel, Chicxulub, Chocholá, Chuburná, Dzemul, Dzidzan-
tún, Dzilam González, Halachó, Hocabá, Homún, Huhí,
Kanasín, Kinchil, Komchén, Samahil, San José Tzal, Seyé,
Sinanché, Suma, Tahmek, Tecoh, Tekal, Tekantó, Tekit,
Temax, Timucuy, Tepakán。

6その内訳は次の通り。Acanceh, Cansahcab, Conkal,
Hoctún, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Tixkokob,
Umán。

らない。従来、そうした公的医療サービスが受

けられない地域、特にトウモロコシ栽培を主と

して生計を立てていた「マヤ」農民が多く暮らす

州南部や東部には、INI を通じて保健医療サー

ビスが提供された。ユカタン州で INI の地方事

業所 (Centro Coordinador)が置かれたのはペト

(1958年)7、バジャドリー (1972年)8、ソトゥー

タ (1976年)9、マシュカヌー (1977年)10の 4ヶ

所である。しかし、医療機関を持たない INI の

活動は予防保健医療が中心であった。一時期、

専属の医療スタッフが医療器材を積んだ車で巡

回治療を試みた時期もあったが、前述の通り、

厚生省の保健センターや IMSSの医療サービス

が拡大したことによってそうしたサービスは次

第に打ち切られていった。

なお、厚生省による医療サービスは 1960年

に厚生省と州政府との間の合意に基づき、Servi-

cios Coordinados de Salubridad y Asistenciaが

開始され、予防保健医療が拡充されると共に、

各地11に保健センター (Centro de Salud)が建設

されていく。

先住民に対するユカタンの公的医療制度は、

土地が平坦であり都市部へのアクセスが比較的

容易であるという地理的好条件に、エネケン産業

の発達という特殊な歴史的経済的要因も重なっ

たこともあり、ゴンサロ・アギレ・ベルトラン

が「避難地域」と呼んだ他州の先住民居住地域

7管轄地区は Akil, Chacsinkín, Oxkutzcab, Peto, Tadziú,
Tekax, Tzucacab, Tixméuacの 8つのムニシピオ。

8管轄地区は Cuncunul, Chankom, Chemax, Chichimilá,
Chikindzonot, Tekom, Temozón, Tinum, Tizimín, Tixcacal-
cupulの 10のムニシピオ。

9管轄地区は Cantamayec, Chumayel, Dzan, Mama,
Maní, Mayapán, Sotuta, Teabo, Yaxcabá, Ticul, Huhí, Cha-
pabの 12のムニシピオ。

10管轄地区は Maxcanú, Halachó, Muna, Opichén,
Samahil, Santa Elenaの 6つのムニシピオ。

111962年には Sotuta, Halachó, Muna, Ticul, Progreso,
Tzucacab, Akil, Chapab, Sacalum, Opichén, Santa Elena,
Xocchel, Holca, Kantunil, Uayma, Tinum, Temozón, Sucilá,
Tunkás, Cenotilloなど
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に比べて、比較的早い時期から組織的な導入が

進んだと言える。それでも、常駐の医療スタッ

フがいない村落は依然として数多く存在するこ

ともまた事実である。

2.伝統医療をめぐる社会的状況の変化

革命以後導入された公的医療制度は近代医療

サービスをすべてのメキシコ国民に提供しよう

とするものであり、その過程で先住民の伝統医

療は科学的な根拠のない単なる因習とみなされ、

そうした因習に基づいた伝統的な治療行為は非

社会的なものとして時には禁止されもした。し

たがって、公的医療制度の整備によって伝統医

療は消滅すべきものであったと言える。しかし

ながら、現実には公的医療制度をメキシコ国民

のすべてに提供するだけの資金および人材が不

足したこともあり、伝統医療を近代医療に置き

換える社会的な試みは実現していない。むしろ、

逆説的ではあるが、近代医療が不完全な形で導

入されたことによって、伝統医療の必要性がク

ローズアップされることとなった。

さらには、1970年代以降世界保健機構 (WHO)

が推進することとなったプライマリーヘルスケ

ア政策の下で伝統医療は近代医療システムに

とっての補助的な医療資源としての地位を付与

され、公的医療制度の表舞台に登場することと

なった。また、INI 内部におけるインディヘニ

スモ政策の変化も先住民伝統医療の社会的位置

付けを変化させる大きな要因であった。すなわ

ち、伝統医療は先住民の民族文化的伝統に根差

したものであるとして、その尊重と活性化のた

めの様々な活動が INI の指導の下で展開される

のである。

したがって、今日の先住民の伝統医療は近代

医療が導入される以前から存在したものがその

まま受け継がれているわけではなく、むしろ近

代医療との関係性において近年再定義かつ再編

されてきた新たな医療システムに他ならない。

2.1民俗文化研究から医学的研究へ

メキシコではプライマリーヘルスケア政策の

登場以前からすでに民俗学・民族学の分野で、残

存するローカルな医療システムとしての先住民

伝統医療に関する多くの調査研究がなされてい

た。特に、1930年代に行なわれたレッドフィー

ルドの研究をプロトタイプとする伝統医療研究

が人類学者の手によって幅広く行なわれている。

また、ユカタン・マヤの伝統医療研究に関し

てはチラン・バラムの書や『ユダヤの書』など

疾病の処方を記録した歴史文書が数多く存在す

ることから、エスノヒトリーの観点からの研究

が進んだ。特に、それらの文書に記録された薬

草の情報は民族植物学の研究を生み（たとえば、

ロイズの『マヤの民族植物学』）、薬草の成分分

析を必要とする民族薬理学の観点から伝統医療

への関心を高める結果となった。

しかしながら、これらの調査研究の多くは必

ずしも公的医療制度の枠内で医療システムへの

還元を意図して実施されてきたわけではない。

ところが、プライマリーヘルスケア政策による伝

統医療の再評価を受けて、伝統医療に関する研究

が医療機関によって実施されるようになってい

く。1975年には、メキシコ薬草研究所 (Instituto

Mexicano para el Estudio de las Plantas Medic-

inales,略称 IMEPLAN) が設立され、伝統医療

研究が全国レベルで飛躍的に拡大する。また、

INI や IMSSなどでも独自に薬草などに関する

調査研究を開始する。特に、IMSSは 1980年に

IMEPLANを吸収合併し、伝統医療および薬草

に関するバイオ医療研究部門 (Unidad de Inves-

tigación Biomédica en Medicina Tradicional y

Herbolaria、のちの Unidad de Investigación en
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Medicina Tradicional y Desarrollo de Medica-

mentos)を発足させる。

こうした流れを受けてユカタン州でも CIN-

VESTAV や CICY (Centro de Investigación

Científica de Yucatán)、ユカタン大学の理学部に

おいて薬草の成分分析を中心とした伝統医療研

究が多数行なわれる。また、公教育省の民衆文

化局 (Dirección General de Culturas Populares)

も薬草や治療法に関する情報を独自に収集し公

刊している。

伝統医療に関する研究の中でも、薬草の成分

分析は伝統的な医療に科学的根拠を与える上で

重要な役割を帯びている。また、医薬品として

のポテンシャリティから、近年では海外の製薬

会社までもが新薬の開発に向けた薬草研究に乗

り出している。

2.2伝統医療実践者の育成

伝統医療に関する調査研究はその医療実践者

との連係によって実施されている点において、

潜在的伝統医療実践者の掘り起こしとその育成

に大きく関わっていると考えられる。

特に薬草研究の分野では伝統治療師 (curan-

dero, yerbatero, etc.)たちが動員されてきた。す

なわち、伝統医療に用いられる薬草の効能を検

証するために、彼らの医療実践が探査された。

そこに伝統治療師は薬草の「伝統的な」利用法

に関する知識の提供者としての地位を獲得する

ことになったのである。しかも、それらの薬草

は地域に固有のローカル種であることが多く、

限られた資源であるため、その管理が伝統医療

の実践において重要不可欠な問題として併せて

浮上した。薬草をめぐるこうした状況の下で、

先住民たちは次第に薬草を先住民固有の知識と

資源として位置付けていくようになっていくの

である。

一方、伝統医療を実践する伝統治療師を近代

医療システムのスタッフとして組み込む点に関

しては、伝統治療師に近代医療システムに基づ

いた技術指導が行なわれてきた。しかし、助産

婦への技術指導は比較的成功をおさめているが、

クランデーロやジェルバテロなどの治療師を近

代医療の補助的なスタッフとして動員すること

に関しては、近代医療側の医師の側に拒否的態

度を示す者が依然として少なくない。また、伝

統治療師たち自身も近代医療システムとの共存

には積極的でも、その補助的なスタッフとして

利用されることには懐疑的である。実際、チア

パス州で伝統治療師を公的医療の補助的スタッ

フとすることを認めた法令は先住民たち自身の

反対によって、実現されないままとなっている。

伝統治療師に対する近代医療側からの技術指

導があまりうまくいかない状況の中で、伝統治

療師と近代医療の医師を共存させるタイプの混

合医療施設が実験的に試みられている。ユカタ

ンでは、NGOと INI、厚生省との共同プロジェ

クトとしてシュワルテス村に同種の病院が設置

されている。ただ、こうした医療施設を公的な

医療システムとして制度化するためには、医師

免許および医薬品の規定に関する多くの課題が

残されている。

つまり、プライマリーヘルスケア政策が行っ

てきた医療資源（人材）としての伝統治療師の

発掘及び育成は、医療スタッフを拡大すること

には貢献したが、「伝統治療師」12という新たな

タイプの医療従事者を近代医療システムそのも

のの中に組み込むことには、現時点では成功し

ていない。

伝統治療師たちはかつては治療行為を行なう

場合、刑罰を受ける危険に晒されていた。とこ

12先住民は自らを médicos tradicionalesと呼ぶのに対し、
医療機関は彼らを terapeutas tradicionalesと呼びたがる。
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ろが、行政側の政策変更により、彼らは公的医療

制度の表舞台に引き出されてきた。伝統医療が

公的に一つの医療資源とみなされたことによっ

て、伝統治療師たちは自らの活動を正当化する

言説を手に入れたのだと言えよう。そして、先

住民に医療サービスを提供する医療従事者とし

ての資格に基づいて13、彼らは伝統医療という独

自の医療を実践する場を確保しようとしている。

3.伝統治療師の組織化

3.1メキシコにおける伝統治療師の組織化

1970年代の末から INI は伝統治療師たちを集

めた会合を開き、情報交換などによる伝統医療

の活性化を図るための活動をチアパスなどで開

始する。その結果、1984年にはOMIECH (Or-

ganización de Médicos Indígenas del Estado de

Chiapas)、1986年には ODETIT (Organización

de Terapeutas Indígenas Tzeltales)が結成され

る。1989年には、18の州から 37の民族集団

（217人）が参加する第 1回全国先住民治療師会

議がモレロス州のオアステペックで開かれる。

この会議で採択されたオアステペック宣言では、

先住民の伝統医療が置かれている現状分析と共

に、伝統医療が正当に評価されるための様々な

提言を行なっている。

1990年 12月にミチョアカン州パツクアロで

開催された「伝統医療の承認と合法化に関する

セミナー」で全国レベルの伝統治療師審議会の

必要性が提起されたことを受けて、全国先住民伝

統治療師審議会 (Consejo Nacional de Médicos

Indígenas Tradicionales, CONAMIT)が結成さ

れる。1994年には全国の 57の先住民伝統治療

師組織がこの審議会に加わるまでになる。

13ただし、後述するように、伝統医療を実践しているこ
とを証明するために INI や IMSSが身分証明書を個々に発
行することはあっても、伝統医療を行うための資格を認定
する公的制度はまだ存在しない。

こうした伝統治療師の組織化による社会的プ

レゼンスの拡大を受けて、1992年に開かれた先

住民伝統治療師第 2回全国大会・第 1回大陸会

議の後、先住民伝統治療師の代表と会見したサ

リナス大統領は先住民伝統医療を支援するため

の基金の創設、伝統治療師であることを証明す

るための身分証明書の発行、伝統医療を承認す

るために憲法第 4条の改正に着手することを約

束している。

CONAMITそのものは資金的な問題から必ず

しも成功を収めているわけではないが、INI が

伝統医療の振興を図るための手段として伝統治

療師の組織化に精力的に取り組んできたため、

2000年 8月時点で 102の先住民伝統治療師組

織が存在している14。伝統医療は先住民の民族

文化的な伝統に根差しているという点で、伝統

医療の活性化は先住民の民族文化をめぐる文化

的ディスコースのあり方に大きな影響を及ぼす

ものである。しかしながら、そうした民族文化

的なディスコースを使用する伝統治療師たちの

活動は、資金およびイデオロギー面において INI

を中心とする外部団体に依存しているのが実状

である。したがって、彼らの活動は彼らを支援

する外部の集団に大きく影響を受けているはず

であり、伝統治療師組織の活動だからと言って、

それを先住民族自身の主張であると判断するの

には些か問題があるかもしれない。

3.2ユカタン・マヤの伝統治療師組織

ユカタン・マヤにおいても伝統治療師の組

織化は 1970年代の末、INI のプロジェクトと

して開始される。各地方事業所の担当職員が

個々の伝統治療師に働きかけ、組織化の必要

14これは INI が組織化に関わっている組織の数である。
IMSSは INI とは異なる基準で先住民治療師組織を認めて
おり、両者が報告する先住民治療組織数には開きがある。
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性を説いていった。その結果、INI の地方事

業所単位で伝統治療師グループの組織化が行

なわれ、カンペチェ州では COMICAR (Calk-

iní)、COLMICH (Hopelchén)、キンタナ・ロー州

では Yuntz’il Ku’dzak (Felipe Carrillo Puerto)、

Jul Kin (Nuevo X’Can)、またユカタン州では

Consejo Regional de Médicos Indígenas Tradi-

cionales “Jacinto Pat” (Peto)、Consejo Regional

de Médicos Indígenas Tradiconales “Flor que

crece arriba” [ex “Yum Balam”] (Ek Pedz, Tix-

cancal, Chikindzonot)、Consejo Regional de

Médicos Indígenas Tradiconales “Nachi Co-

com” (Yaxcabá)、Consejo Regional de Médicos

Indígenas Tradicionales “Sac Zil” (Halachó)の

計 8つの団体が結成されることとなった。こ

れら 8つの団体は、やはり INI の指導により

1989年、ユカタン半島先住民マヤ治療師組織

(Orgazinación de Médicos Indígenas Mayas de

la Península de Yucatán, OMIMPY)を発足さ

せ、組織間での情報交換を行なうと共に、伝統

医療の振興のためのセミナーを年に一度共同で

実施している。

これらの伝統治療師組織は INI の事業所の

肝煎りで発足したこともあり、INI の事業所が

存在しないムニシピオに居住する伝統治療師は

OMIMPYに参加していない。また、INI が管轄

する地域であってもすべての伝統治療師がこの

組織に参加しているわけではない。一旦加入し

たメンバーが脱会するケースはあまりないが、

参加を最初から拒否している者は今でも存在す

る。特にソトゥータの場合は、INI の事業所が

ソトゥータにあるにもかかわらず、ソトゥータ

在住の伝統治療師は一人も参加していない。こ

れは伝統治療師の中には自分の治療法を他人に

公開することを嫌がる者がいること、また伝統

治療師に対する社会的差別が根強く残っている

ことによるものである。組織に加わると様々な

規制を受けるだけで、それに見あうだけの見返

りをほとんど得られないという現実も、そうし

た人々が参加を見合せる大きな原因にもなって

いるようである。したがって、8つあるグルー

プの活動は決して一様であるわけではなく、各

地域の事情とメンバーの取り組み姿勢、さらに

は担当職員の手腕によって活動の度合いにはか

なりの温度差が見られる。

組織化の活動を開始するのが比較的早かっ

たペトは、もともと伝統医療への依存度が高か

ったこともあり、ペトの治療師組織メンバーの

意識は高い。治療師組織も 1998年に市民団体

(Asociación Civil)としての法人格を取得してい

る。薬草販売の収益金で取得した土地に、2000

年 7月、IMSS-Solidaridadや INI などの資金援

助で先住民伝統治療師振興センター (Centro de

Desarrollo de la Medicina Indígena Tradicional)

を設置し、メンバーが交代で診療に当たってい

る。また、このグループの代表者の一人はマヤ

語のラジオ放送 (XEPET)で伝統医療に関して

紹介するコーナーを長年担当している。

ソトゥータのグループには前述の通り、ソト

ゥータ村の伝統治療師は加わっていない。しか

しながら、治療師組織（1994年に市民団体の

法人格を取得）メンバーの活動への熱意は他の

グループに比べてもかなり強い。1994年から

1997年にかけて IMSS-Solidaridadや INI、州

政府などの援助により先住民伝統医療振興セン

ターがヤシュカバ村に建設され、メンバーが交

代で待機する体制が取られた15。1998年にはユ

カタン大学理学部と薬草分析のための協定を結

び、そのための技術訓練も受けている。また、

15ただ、運営に必要な収益が上がらないことから、現在
ではヤシュカバ在住の祈祷師とその家族によって管理され
ている。
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2000年 2月からは、シュワルテス村に設置さ

れた近代医療と伝統医療の混合医療施設 “マヤ

保健所”(Casa Maya de Salud)に治療師を派遣

している16。

INI のバジャドリー事業所の管轄地域は他の

事業所に比べ多少広範囲に及んでいること、ま

た村落間の交通の便が悪いこともあり、バジャ

ドリー事業所が監督する伝統医療師組織は 3つ

のグループに分かれている。Tixcancalを中心

とする北部グループ、Ek Pedzと Chikindzonot

をそれぞれ拠点とする 2つの南部グループで

ある。また、ほとんどのメンバーは全体の会合

に出席するための交通費等を常に拠出できるわ

けではないこと、また組織はそのための基金を

持たないことなどから、組織としての活動は停

滞気味である。1997年に IMSS-Solidaridadお

よび INI の資金援助によって、各グループの上

記拠点に医療活動を行なうための医療振興セン

ターと薬草園が設置されたが、十分に機能して

いる状態ではない。組織は各グループの代表者

と数名の仲間によって支えられているのが実態

である。

マシュカヌー事業所が管轄する “サク・シル”

グループは、交通の便の悪さに加えて、事業所か

らの積極的な指導や支援がなかったことが大き

な原因となり、活動は 4つの組織の中ではもっ

とも停滞している。1997年以降、メンバー全員

が集まる会合は開かれていない。1989年に 64

人で始まったこの組織は 2000年には 30人まで

減少し、その内、実質的な活動メンバーはハラ

チョの 5人、セペダ村の 3人、グラナダ村の 3

人程度である。ただ、その活動と言っても、交

16この混合医療施設には当初、助産婦とクランデーロが
一人ずつ派遣される予定であった。また、ペトとバジャド
リーの組織も治療師の派遣に加わっていた。しかし、INI の
予算不足から両グループからの派遣は中止され、ソトゥー
タの組織から助産婦が一人だけ送られている。

通費などの経済的支援が得られる会議や催しに

組織の代表者として出席するくらいである。他

の地域と同様に医療振興センターがハラチョに

設置されているが、全く利用されずに放置され

たままである。また、1990年に CINVESTAV

の協力で INI 事業所の敷地内に薬草園が設置さ

れたが、資金的援助が切れた後は、これも放棄

されている。

このように、全員ではないにしても多くのメ

ンバーが組織の活動に積極的に参加し、また伝

統医療振興センターが所期の目的を十分に達成

できているところは一つもない。いずれの組織

においても、交通費などの経済的支援あるいは

収入が得られないがために、組織の活動に参加

しなくなるケースが目立つ。伝統医療振興セン

ターの維持管理はもとより組織の運営そのもの

さえも、そのほとんどは熱意ある一握りのメン

バーに支えられている。しかも、INI の担当職

員が、そうした活動の火を絶やさないようにと、

必死になって支援しようとしている姿がその背

後にはある。

4.先住民伝統治療師組織の目的

伝統医療をプライマリーヘルスケアにおける

一つの医療資源として利用するという観点から

見るならば、伝統治療師組織の活動はまだまだ

始まったばかりだと言えるのかもしれない。特

に、行政側が伝統医療を公的医療制度の中に導

入することを真の意味で狙っているならば、伝

統医療振興センターのような医療施設には恒常

的な予算が与えられ、また伝統治療師の治療行

為に対しても適正な対価が支払われてしかるべ

きである。そうすれば、上に見たような、経済

的な支援が得られないから組織の活動には参加

しないといった事態は起こらないはずである。

しかし現実には、伝統治療師組織は常に助成金



20 吉田栄人

を得るためのプロジェクトを計画し、得られた

助成金の範囲で活動を行なっていかざるを得な

いのが現状である。

病気の治療において伝統治療師に処置を求め

る人々がいることは事実である。その意味で、

行政が伝統医療を公的医療制度に組み入れよう

とする方向はおそらく間違ってはいないだろう。

しかし、そのことは必ずしも伝統治療師たちが

組織を結成しなければならない必然性を意味し

ない。むしろ、彼らは、上述の通り、先住民の

医療文化を活性化しようとする INI によって組

織化されてきた。たとえば、INI は 1995年～

2000年の活動報告書において、INI が展開する

伝統医療プロジェクトの目的は「先住民の伝統

医療を再評価・保存・普及するために先住民共

同体の組織化を強化すると共に、学術的な医学

と伝統的な医学の間の相互作用を促がすことに

よって、先住民へのよりよい医療を提供するこ

と」(INI 2000: 159)であると説明している。し

かも、同プロジェクトは伝統医療を、先住民共

同体が自由に選べる医療サービスの一つとして

位置付けているにも拘らず（同: 159）、INI が実

際に行なっている事業は伝統治療師組織が様々

な活動を実施するための支援が主である。すな

わち、伝統治療師たちこそが伝統医療を実際に

実践する立場にある以上、そうした人たちを中

心に支援することによって先住民が必要とする

保健医療は実現されうるという INI の判断の下

に伝統治療師たちの組織が行なわれてきたので

ある。

このように INI の誘導があるにせよ、伝統治

療師たちは意志ある主体として行動することが

許されているし、また求められてもいる。だと

すれば、伝統治療師組織の活動の成否を判断す

るためには、伝統治療師たちは一体何のために

組織化の要請に応じたのか、またOMIMPY と

いう組織を持つことで彼らの目的はどれだけ達

成されたのか、こうした点を明らかにすると同

時に、彼らの出す要求は現実の伝統医療をどれ

だけ反映したものなのか、また彼らの主張は INI

が描く伝統医療像とどれだけ整合性を持つもの

なのかを検討する必要がある。そこに、近代医

療システムとの交渉の過程において形成される

伝統医療の姿と、それを作り出そうとする伝統

治療師たちの意図が明らかになるはずである。

4.1伝統医療における需要と供給

上述の通り、伝統治療師組織はプライマリー

ヘルスケア政策の下での INI の旗振りによって

作られ、また維持されているという面が強い。

では、ユカタン・マヤ社会において伝統医療と伝

統治療師はそもそもどのような社会的文化的位

置付けにあったのだろうか。また。ユカタン・

マヤの人々の医療に対するニーズに対して、伝

統治療師たちの組織化はどのような意味を持ち

得るのであろうか。この点に関してはすでにい

くつもの民族学的な調査が行なわれているので、

本研究では自分のフィールドワークにおける経

験に照らし合せつつ、それらの調査報告を基に

ユカタンにおける伝統医療の実態を素描するに

とどめる。

伝統的な医療資源の利用度合いは、近代医療

システムへのアクセスがどれだけ可能であるか、

人々が病気治療の過程において近代医療システ

ムを利用する必要性をどれだけ感じているか、

またその過程において医師や治療師という医療

の専門家の手助けがどれだけ必要であると考え

ているか、といったいくつかのファクターの組

合わせによって決まる。すなわち、近代医療が

経済的物理的な条件などから利用できない場合

には、伝統的な医療システムを利用せざるを得

ない。傷病の種類や程度によって近代医療を利
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用する必要がないと判断される場合には、伝統

医療システムが選択される。そうした判断には

傷病に関する人々の文化的な疾病観が大きく働

くことになる。また、その場合でも自家治療が

可能である場合には、伝統治療師は必要とされ

ない。ただ、自家治療の実態は多様であるし、

また製薬会社が販売する市販の薬の使用など、

その全てが伝統的な医療行為と呼べるわけでは

ないので、ここでは伝統治療師による医療実践

を伝統医療システムとみなすことにする。

一般に、ユカタン・マヤ社会では近代医療シ

ステムが利用可能である場合、人々は邪視や悪

い風が原因であると判断された病気に対しての

み伝統治療師を利用する傾向にある。そうした

ユカタン・マヤの人々の疾病観を反映して、伝

統治療師たちは病気には病院の医者が治すべき

ものと病院の医者には治せないものがあると主

張する。ただし、伝統治療師による治療を必要

とする病気であるか否かの判断は、病気に対す

る個々人の経験的な知識と同時に、利用可能な

医療システムへの信頼感などに左右される。患

者自身あるいは患者の家族は過去の治療経験か

ら得られた病気に関する知識と、治療を担当す

ることになる医師や治療師に関する情報に基づ

いて、まず受診すべき医療システムを選択する。

そして、いずれの医療システムを選択した場合

でも、治療効果が上がらない場合には、異なる

医療システムによる治療が試みられる17。結局、

病気が伝統治療師による治療を必要とするもの

であるか否かの判断は、こうした治療効果との

関係において事後的に下される。特に、IMSS

や SSAなどの医療機関における診療がほとん

ど無料で状況において、伝統医療は近代医療に

代わる医療システムであるというよりは、近代

17プロテスタントへの改宗もこうした治療行為の一つと
して選択されることがある。

医療が提供し得ない医療サービスを実現する一

つの補完医療として位置付けられている。

伝統治療師はかつては近代医療システムによ

る医療の専有化によって非合法かつ非合理的な

存在とみなされ、社会的な差別を受ける場合も

あった。そうした歴史的背景に照すならば、病

院の医師には治せない病気が存在し、自分たち

の役割はそうした病気を治すことだという伝統

治療師たちの弁は、近代医療システムに対する

自らの領域確保のための主張であるとも考えら

れる。

しかし、近代医療システムに対して伝統医療

の従事者がみずからの活動の領域を主張するた

めには近代医療システムが理解可能な言説を用

意しなければならないはずである。ただ単に近

代医療システムには治療できない病気があると

いう主張を続けることは、結局は近代医療シス

テムの改善と進歩によって伝統医療が自らの領

域を失っていくことを意味する。また、プライ

マリーヘルスケア政策が伝統医療従事者を近代

医療システムの補助要員として受け入れること

は、必ずしも伝統医療のこうした領域的自律性

を保証するものではない。むしろ、近代医療と

伝統医療と間で治療をダイナミックに実現しよ

うとする現在のユカタンの人々の医療資源を縮

小するものでしかないはずである。こうした観

点に立つならば、伝統治療師たちが自らを組織

し、近代医療とは異なる伝統医療を実践するこ

とは、伝統医療という名の領域自律的な医療資

源を創出することによって、近代医療システム

との競争に参入しようとする試みとして捉らえ

ることができるだろう。

では、伝統治療師たちは組織化の過程でそう

した新たな医療資源としての伝統医療の実践ス

ペースをどのような方法で確保しようとしてき

たのであろうか。彼らが今までに行なってきた
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活動と、それを実施するにあたって公表してき

た言説の内に、そのための手段と展望を跡付け

てみよう。

4.2伝統医療プロジェクト

伝統治療師組織が主たる目的として掲げてい

るのは、伝統医療の合法化と知識の共有による

伝統医療の活性化である。前者は必ずしも伝統

治療師の治療行為に法的承認を与えることを意

味しているわけではない。むしろ、伝統医療が

一つの医療資源であることを人々に認知させる

こと、またその医療行為のためのスペースが確

保されることを要求したものである。法律によ

る合法化の要求はそのための一つの手段に過ぎ

ない。実際、そうした要求は様々な集会におい

て機会ある毎に提示されるものの、彼らの実際

の活動においては次義的なものである。組織を

通じた彼らの主たる活動は、むしろ伝統医療の

振興と普及である。後者の目的はそうした活動

の一環をなすものである。

彼らは伝統医療の医療資源としての可能性を

高めるために、伝統治療師間での知識の共有や

外部の機関による研修等を通じて自分たちの技

術の向上を図ろうとしてきた。その結果、薬草

から作った薬用石鹸や薬用シャンプーが通常の

薬草と共に伝統医療で用いられるようになって

いる。また、伝統医療を振興・普及させるため

に市民向けのセミナーを開いたり、年に一度メ

リダ近郊のシュマットクイルで開かれる見本市

などでブースを設けて伝統医療に関する展示や

実演、薬草の販売などを実施している。薬草園

や伝統医療振興センターの設置は、こうした活

動をさらに拡大することを意図したものである。

こうした活動のうち、薬草の医薬品化は伝統

医療を近代医療の立場から理解可能なものにす

るための重要な手段であると言えよう。薬草を

そのまま使用するのではなく、薬用石鹸やシャ

ンプーのような化学的な処理を施したものに転

換することによって近代医療性を演出すること

ができる。また、大学などの研究機関による薬

草の成分分析のための研究に協力し、薬草の効

能に関する科学的データを入手することも伝統

医療に科学的裏付けを与えるための重要な手続

きである。薬草園の設置はそうした科学的裏付

けを演出する効果があるはずである (cf. Ayora

Díaz 1999)。

そして、伝統治療師組織が伝統医療を近代医

療にも比肩する医療資源に仕立てるためにとっ

ているもう一つの重要な戦略が医療行為の管理

である。全ての伝統治療師組織は明文化された

共通の運営規則を持ち、そのメンバーになるた

めには一定の条件を満たさなければならない。

たとえば、入会規則を定めた第 5条には、b)申

請された専門領域に対して試験が課されること、

また、e)入会のための申請を行うためには利益

を目的とした医療行為を行っていないことを居

住する村の人々に証明してもらわねばならない

ことが明記されている。そして、入会したメン

バーはその能力に応じて、フ・メン、薬草師、助

産婦、骨接ぎ師、マッサージ師、クランデーロ

に分類される。こうした規則は実は表面的なも

のであり、治療師の治療行為を技術レベルで管

理することは現実問題として不可能である。し

かし、形式的ではあっても、このような規則の

存在は伝統医療のあり方に一定の制限を課すも

のである。実際、こうした規則に反するような

治療行為を行っている伝統治療師はこの規則に

拘束されることを嫌がって、伝統治療師組織に

は入会していない。少なくとも、伝統治療師組

織は内部規則を制定することによって伝統医療

の「技術」に関してある程度の管理を行ってい

ることを対外的に表明することが可能になって
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いるのだと言えよう。

一方で、伝統治療師組織は活動の目的を医療

文化の保護に置く戦略をとることがある。すな

わち、失われつつある伝統文化としての伝統医

療を後生に残すことは、伝統治療師の老齢化が進

む今日火急の課題であるという主張である。伝

統医療は必ずしも過去の医療知識を再生産し続

けるものではなく、近代医療システムとの関係

において生み出される医療実践であるという論

理的かつ経験的事実に立つならば、伝統として

の医療文化の保護を訴える主張は明らかに論理

矛盾である。しかしながら、プライマリーヘル

スケアをはじめとする行政が、近代医療システ

ムが導入される以前から存在する医療に関する

ローカルな知識と実践の体系が伝統医療である

という定義を堅持し続ける限りにおいて、先住

民が伝統医療を語ることの信憑性が問われるこ

とは一切ない。その定義においては伝統なるも

のへの社会的政治的配慮を介して、“先住民” と

非近代的でローカルな知とがア・プリオリに結

びつけられている。したがって、先住民の伝統

的治療師が伝統医療の保護を訴えることは自ら

が実践する医療行為に伝統という真正性を付与

するための格好の機会を提供しているのである。

こうした伝統医療振興プロジェクトは必ずし

も先住民が自発的に開始したものではない。む

しろ、INI の政策に基づいて推進されてきたも

のである。したがって、伝統治療師組織の主張

はそうした INI の指導の下に行われていること

を理解して置かねばならない。ただそうは言っ

ても、伝統医療振興プロジェクトは、伝統医療

を実践することの必要性を実際に訴える（たと

え、それが INI の代弁であろうと）伝統治療師

たちの強い意志なくしては実現できないもので

ある。その意志は決して伝統文化の自動的な存

続によって作り出されているわけではない。む

しろ、「伝統的な」医療を実践しようとする伝統

治療師たちの個人の主義主張が生み出している

ものであるはずだ。その意味で、彼らの意志お

よび行為の社会的正当性ないしは妥当性を的確

に見極めていくことが、伝統医療の現場に関わ

ろうとする者に課せられた課題である18。

4.3伝統の管理

伝統治療師組織が伝統医療を実践するための

エージェントとして INI によって育成されてき

たものであるにしても、結果的に伝統治療師た

ちは先住民の伝統を語る権利を獲得することに

なった。特に、薬草の成分分析は伝統医療が科

学的根拠を持つことを証明するための重要な戦

略であった。それゆえ、伝統治療師たちは外部

の研究機関の調査研究に積極的に協力してきた。

ところが、そうした伝統治療師などとの研究協

力から得られた成果に対して外国の製薬会社が

著作権を独占し、巨大な利益を上げるといった

状況が外国において発生した。伝統医療の振興

促進は人類の医療に資することを大きな目的と

してきたという点では、薬草に関する生物資源

探査が行なわれることは歓迎すべきことである

し、またそれは伝統治療師たちの正当化に繋が

るものであるはずである。ところが、近年メキ

シコの伝統治療師組織は、薬草をはじめとした

伝統医療技術に関する外国からの調査研究には

閉鎖的になりつつある。特定の企業や個人が伝

18こうした観点からすれば、伝統治療師組織への参加を
拒む伝統治療師の存在を我々は無視することはできない。
伝統治療師組織は、先住民の補完的な医療実践として近代
医療システムの隙間に残されていた伝統治療師とその知識
の残骸を掻き集め、新たな医療資源として作り出したブリ
コラージュに伝統医療という名を与えるための道具立てで
あったと言えるのかもしれない (池田 2002参照)。しかし、
伝統治療師組織への参加を拒む伝統治療師こそが、そうし
た伝統のブリコラージュに回収されなかった、つまり近代
医療システムが医療実践を領有化することを拒否し続ける、
まさにローカルな伝統医療システムそのものであると言え
るのかもしれない。
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統医療に関する研究から得た成果とそこから得

られる利益を独占し、協力した伝統医療実践者

あるいは伝統医療知の所有者であるはずの先住

民社会に正当な見返りがないことを問題視する

ようになったのである。

バイオパイラシーと呼ばれるこうした伝統医

療からの知識の略取に対する告発は、国際的な

ネットワークの支援を受けたものである。ただ、

そうした告発の背景には、調査に協力した多くの

伝統治療師たちが過去において申し分のない見

返りを与えられなかったという経験が働いてい

るはずである。すなわち、バイオパイラシー告

発の根底には調査研究における研究協力者であ

る伝統治療師個々人との間の経済的かつ道徳的

な問題が潜んでいる。だが、バイオパイラシー

の告発においてそうした個人的な問題がクロー

ズアップされることは一切ない。彼らは、伝統

医療を先住民の共有財産とみなし、その研究か

ら得られた利益は先住民社会全体に還元される

ことを主張する。それは必ずしも伝統治療師が

先住民社会の意見を代表しているからではない。

むしろ、彼らは自ら伝統医療の管理人 (custodio)

であることを任じているからに他ならないから

である。

メキシコの伝統治療師組織がバイオパイラ

シーを告発したことを知的財産とその権利保障

の問題の観点だけから捉らえることは、おそら

く伝統の管理あるいは創造をめぐる問題を見落

す危険性を孕んでいる。少なくとも、伝統治療

師組織にとって、薬草の生物資源探査を禁止す

ることは、伝統医療が新たな医療資源として再

生されるプロセスを自ら閉ざすことにも等しい。

だが、このバイオパイラシー問題の登場によっ

て、伝統治療師たちは自らの正当性を主張する

さらに新たな言説を手に入れたのだと言えるの

かもしれない。彼らはバイオパイラシーを告発

し続けること、あるいはバイオパイラシーが行

なわれないように伝統医療研究を管理すること

で、自らを伝統医療の管理人たらしめることが

できるのである。したがって、伝統治療師を自

ら任じる彼らにとっては、生物資源探査から得

られる利益をいかに分配するかよりも、薬草に

関する知識をいかに「伝統」的なものとして管

理できるかの方がはるかに大きな課題であるの

だと言えよう。

おわりに

伝統医療は近代医療システムが導入される以

前から存在する地域に固有の医療に関する知識

や技術を継承したものであるにしても、INI が

プライマリーヘルスケア政策の下で振興してき

た伝統治療師組織の活動は、分散する既存の伝

統治療師たちの知識と活動を寄せ集め、伝統先

住民医療という名の下に再編しようとするもの

である。そこに切り開かれる医療資源ないしは

実践スペースとしての伝統医療は、伝統治療師

および彼らを支援する部外者が描くビジョンに

よって成型されたものである。それは、なんら

かの意図の下に「創造された伝統」と呼ぶにふ

さわしいものである。

本稿では、主としてそうした新たな伝統とし

ての伝統医療がメキシコにおいて創出される社

会的歴史的過程に注目した。特に、INI によっ

て組織された伝統的治療師たちを単なる伝統の

継承者と見るのではなく、むしろ伝統という言

説の管理者であるという観点から伝統治療師組

織の活動を検討した。本稿では、そうした伝統

の管理者たちが伝統医療を具体的にどのような

ものとして描いているのか、その内容の詳細に

まで踏込む余裕がなかった。したがって、彼ら

はどのような医療を伝統医療とみなしているの

か、また彼らが描く伝統医療像は部外者が描く
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伝統医療像との間でどのように具体化されてい

るのかを明らかにするとともに、その新たな伝

統医療が実際に人々に受け入れられているのか、

あるいは将来受け入れられる可能性はあるのか

を検証することが、筆者に残された今後の課題

である。
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