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When looking for a book on birds in my favourite 
bookshop, my eye fell on a different book; on the cover a 
veiled Arabic lady in front of a background of a white 
mosque. I read the title: “In the land of invisible women: a 
female doctor’s journey in the Saudi Kingdom”. Then turning 
to the back cover: 

The decisions that change your life are often the most 
impulsive ones.  
Unexpectedly denied a visa to remain in the United 
States, Qanta Ahmed, a young British Muslim doctor, 
becomes an outcast in motion. On a whim, she accepts an 
exciting position in Saudi Arabia. This is not just a new 
job; this is a chance at adventure in an exotic land she 
thinks she understands, a place she hopes she will 
belong. 
What she discovers is vastly different. The Kingdom is a 
world apart, a land of unparalleled contrast. She finds 
rejection and scorn in the places she believed would most 
embrace her, but also humor, honesty, loyalty and love.  
And for Qanta, more than anything, it is a land of 
opportunity. A place where she discovers what it takes for 
one woman to re-create herself in the land of invisible 
women. 

Upon buying it I read this autobiography in one run. It is 
highly-structured, easy reading. The initial chapters deal with 
culture shock. Qanta grew up in a Western culture in the 
United Kingdom, though because of her Muslim faith and 
Pakistani background she is totally multicultural. After 
completing a degree to be a medical doctor she moves to the 
United States where she further specialised in critical-care, 
sleep disorders and pulmonary diseases. When she comes to 
the Kingdom of Saudi Arabia to work at the King Fahad 
National Guard Hospital, she expects that she will adjust 
easily because of her faith and background. This turns out to 
be a misconception. As she explains, the Muslim way of life 
in the Saudi Arabian Kingdom is clearly orthodoxy: the right 
way of believing. Her own way of Muslim belief is, as she 
calls it, orthopraxy: the right way of living. In Saudi Arabia, 
women are not supposed to be outside the house alone. 
Whether for shopping or for travelling, they have to be 
escorted. Outside the house, women have to wear an all-
covering veil, and no hair may be visible. This is for Qanta a 
very difficult way of life to adjust to. It starts right upon 
arrival at the airport. Someone will comes and takes her, 
because without a sponsor, without husband or father, without 
brother or son, she would wait as a maid, would wait, with 
cargo, like cargo, until collected. Her first impressions: a land 
of Cadillacs and camels, a land of Benz’s and Bedouins, a 
land of invisible women. 

In the successive chapters she describes and analyses a 
large number of topics based on the people she encounters and 
with whom she discusses. Even through the veils and escorts, 
she comes across women with progressive views, women who 
want to work. Some of them are women who want to remain 
single in spite of convention, while other women may be 
desperate to marry. A special case is about a young woman 

who is so dedicated to her 
job that somehow she is 
not yet married. But when 
this young doctor is 
offered the opportunity to 
get additional training in 
Canada, her family is 
unwilling to let her go as a 
single woman. So she gets 
e n g a g e d s u d d e n l y , 
desperate to be able to 
study abroad without 
dishonouring herself and 
without dishonouring her 
family. 
 On other occasions, 
Qanta has discussions on 
faith and Islam, and on 
interpretations of the 

Quran. She also relates her pilgrimage to the holy city of 
Mecca in a way which leaves me as a Westerner very 
impressed. This pilgrimage turns out to be a very spiritual 
revelation for Qanta. It seems to be a way of reuniting with 
her faith. It is very interesting reading about how this 
pilgrimage changes her way of believing. 

In other chapters she describes the awkward relations she 
has with her male colleagues: the medical doctors. In her 
Western background she is used to being considered as equal 
in professional discussions. Here, in the Kingdom, this is not 
as straightforward. 

Working at the critical-care, where among others, victims 
of severe accidents are brought in, allows her to ponder on 
certain aspects of social life in Saudi Arabia. She specifically 
mentions how some spoiled sons of rich families harm 
themselves and others because of excessive speed and risky 
driving. Other shocking situations are about child molestation. 
But she also  meets with enlightened people like Dr. Maha al 
Muneef, a female doctor and activist, engaged in seeking 
better conditions for women and children. There is also the 
chairman of the department who is open-minded hiring a large 
number of women among his staff. 

Among her acquaintances are people with young children, 
people who get married, people who get divorced. She 
describes and discusses on how these various events of life are 
different in Saudi Arabia compared to her Western 
background. She meets with people who have spent a few 
years abroad and how they readjust to life in the Kingdom. 
She meets with highly qualified doctors who organise 
international meetings and specific topics of research. And on 
how it may be difficult or even impossible, for non-Muslims 
or, in particular, for Jews, to take part in such international 
scientific events organised in Riyadh.  

A very unsettling experience for Qanta is when, on 9/11, 
the terrorist attack on the Twin Towers in New York, is met in 
the hospital with cheers and celebration by patients and staff. 
It takes her a while to get over this shock; the realisation that 
even if she is a Muslim herself, she does not identify with the 
Saudi reaction.  

This book is very interesting, allowing reflection on 
religion, social life, different cultures, Western life as opposed 
to Islam, as well as on the status of women working and 
remaining independent.
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見えない女性の国で 
サウジ王国、女性医師の旅 

クァンタ・アーメッド医学博士

ブランカ・ヴァン・ハッセルト 

お気に入りの本屋で鳥についての本を探していたところ、
まったく違う種類の本に目が留まった：表紙には、白いモ
スクを背景にしてベールをかぶったアラブの女性、タイト
ルは『見えない女性の国で ‐サウジ王国、女性医師の
旅』、裏表紙を見ると、人生を変える決心はしばしば衝動
的になされる、とある。
若いイスラム教徒でイギリス国籍の医師クァンタ・

アーメッドは、アメリカ合衆国に滞在中、ビザを突然
取り消されてしまった。ちょうどそんな時、好機が訪
れた。サウジアラビアの病院から誘いがかかったのだ。
それは単に仕事のためばかりでなく、彼女が住んでみ
たいとあこがれるエキゾチックな国での冒険のチャン
スだった。
しかし彼女の期待は見事に裏切られる。サウジ王国

は全くの別世界だった。彼女をとても大切にしてくれ
ると信じていたのに、ユーモアも誠実さも愛情も無く、
あちこちで拒絶され侮辱されたのだ。そして、女性が
ベールで覆われている国で、一人の女性が社会的に自
立することがいかに大変かを思い知ることになる。し
かしクァンタにとってそれは自己啓発のチャンスでも
あった。
私はこの自伝を買って帰ると一気に読んでしまった。

良く構成されていて読みやすい。前半はカルチャー
ショックを扱っている。イスラム教を信じ、パキスタ
ン出身の両親を持ち、イギリスで育ったクァンタは色々
な文化を持っている。医学博士となりアメリカに渡っ
たクァンタは、そこで救急医療、睡眠障害、肺病を専
門分野とした。サウジアラビアのファハド王立警護病
院で働くことになった時、自分がイスラム教徒のパキ
スタン人であることから、容易に適応できると思って
いたのだが、これは大きな間違いだった。
彼女が言うには、サウジアラビアのイスラム社会は、

保守的で戒律的慣行を重んじる。一方、彼女は、正し
く生きるためには革新を重んじるべきだと、イスラム
教の教義を解釈する。クァンタにとって、サウジアラ
ビアでの生活で一番難しいことは、家の外で全身をベー
ルで覆い、髪も見せてはいけないことだ。さらに、女
性は一人で外出してはいけない。買い物であろうと、
旅行であろうと、男性に付き添われなければならない
のだ。彼女はリヤド国際空港に到着するや否やこの問
題に直面したのだった。空港職員が彼女に近寄ってき
て、別の場所に連れて行かれた。女性は、スポンサー、
夫、父親、兄弟、息子など男性に付き添われなければ
ならない。彼女はメイド（女中）と見なされ、貨物な
どと一緒に、職場からの迎えが来るまで待たなければ
ならなかった。彼女のサウジアラビアについての第一
印象はいびつなものである：キャデラックとらくだ、
ベンツとベドウィン、そして見えない女性の国。
続くチャプターで、彼女は出会った人達のことや人から

聞いた話を叙述分析している。ベールで覆われ、エスコー

ト付きの女性の中にも
進歩的な人はいる。彼
女たちは社会に出て働
きたいと思っている。慣
習に逆らって独身でいる
女性もいるし、必死に
結婚したいと思っている
女性もいる。こういう人
がいた：仕事熱心でた
またま独身だった若い
女性医師が、カナダで
研修の機会を提供され
たとき、家族は娘が独
身のまま外国へ行くこと
に反対した。どうしてもカナダで勉強したかった彼女は、
自分と家族の名誉を傷つけないためだけの理由で婚約した。

他の事例を通して、クァンタは信心やイスラム教につい
て、彼女の解釈を述べている。彼女のメッカへの巡礼の旅
は、西洋人の私にとって非常に印象深い。クァンタにとっ
てこの巡礼の旅は精神的解放であり、自分の信仰心に確信
を持つことができたようだ。信仰心のあり方がどう変わっ
たかについてはとても興味深いものがある。
その他のチャプターでは、同僚の男性医師とのぎこちな

い関係について述べている。西洋で育った彼女は、仕事上
の会話をする時は、男女は同等だと思っていたのだが、王
国ではそうはいかなかった。
深刻な事故の犠牲者が運び込まれる救急医療の現場で

は、社会生活面について考えさせられた。裕福な家庭で甘
やかされた若い息子たちは猛スピードで車を運転して、そ
の結果大事故を起こして、自分はもとより人をも傷つける。
児童に対する性的虐待もよくある。しかし一方では、女性
医師で社会運動家であるマハ・アル・ムニーフのように、
女性や子供についてより良い状況を求めて活動している人
とも出会った。また偏見のない広い心の持ち主で、自分の
スタッフに多くの女性を雇っている男性医長にも出会った。
彼女の知り合いの中には、幼い子供たち、結婚してい

る人達、離婚した人達がいる。それぞれの状況が、いかに
彼女が生まれ育った西洋社会と違っているか痛感した。
2，3年外国で過ごした後帰国したサウジ人が、いかに自国
に再適応するのに苦労しているかについても知った。また、
国際会議を主催するような非常に優秀な医師からは、非イ
スラム教徒、特にユダヤ人が、リヤドで開かれる国際学会
に参加することがいかに難しいかあるいは不可能であるか
を聞いた。
クァンタをとても動揺させた出来事は、9月11日の

ニューヨークのツインタワーがテロリストアタックされた
時である。その報道を聞いた病院のスタッフや患者が歓声
を上げたり、祝ったりしているところを目撃したのだ。こ
の衝撃を克服するにはしばらく時間がかかった；同じイス
ラム教徒であっても、自分はこのような人達とは異質であ
ることを深く認識したのだ。
この本はとても興味深い。宗教、社会生活、異文化、

イスラム対西洋、そして働く女性の地位、独身で自立する
ことについて考えさせられる。

訳：神村伸子（Nobuko Kamimura）
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