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めざせ 1 級！ 英語上級者への道 ～Listen and Speak Ⅲ～  

第 9 回 海外での医療 

＜日本語訳＞  

 

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

T: おはよう、エドワード！あれ、スーツケースを持っているのかい。海外へお出掛けなのかな。 

E: そうなんだよ、テツ！ ボリビアへ行くんだ。もう、とても楽しみだよ！ 

T: ボリビアへ行くのか？！ スペイン語を習おうとでも考えているのかい。 

E: いいや。新しい人生を始めようとしてるんだ。私、エドワードを、完璧に改良修理するため

に、ボリビアへ行くんだ。 

T: 何のことを話しているんだい。 

E: 私は、美容整形も含めた、完璧な、身体全体のイメージチェンジをするのだ。わが友よ、仕

事に疲れたこの顔も見納めだよ。ボリビアの素晴らしい医療従事者たちが、私に完璧なツアーを

用意してくれたんだ。航空運賃も、宿泊も含まれていて、格安のものなんだ。 

T: 分かったよ。そういった、割安の手術ツアーについては、聞いたことがある。ボリビアは、

そんな医療を提供している多くの国のうちのひとつだ。でも、君は、そんなに年老いて見えない

よ、エドワード。そんなツアーが、必要なのかな。 

E: 必要さ。僕は、個人的ルネッサンス（復興）を望んでいるんだ。一杯セットになっているも

のを、やってもらうんだ。鼻の形成、たるんだお腹の脂肪吸引、これは、おまけについてくる、

それに、男らしくする顔のしわ取りや、歯の調整や、なおその上に、レーザー療法までセットに

なっているんだ。ハリウッドから電話が来るぞ！ 

T: 本当に、考え直すべきだと僕は思う。ボリビアは、素晴らしい国かもしれない。でも、誰

が、その医療行為を監視するのだ。治療後の経過についての面倒や、何かの場合の補償… 

E: そこまで。確かに、もう少し考えることがありそうに思える。皆さんに、今月の話へと入っ

て行ってもらうことにしよう。多分、聞いてくださっている皆さんが、私たちのレッスンの後、

よいアドバイスを私にくれることになるだろう。 

T: いい考えだ。さあ、始めよう！ 

 

 

 2  Listen to the passage and answer the two questions that follow. 

 

海外での医療  (2014 年度 第 1 回 準 1 級 E No.21, No.22) 

 

アメリカでの医療コストが上昇する中、高い費用が掛かる医療処置を受けるために、より多く

のアメリカ人がアジアや南米へ旅行をしている。海外で医療処置を受けることで、航空運賃や宿
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泊代を含めたとしても最大 50 パーセントの節約が可能だ。そして、場合によっては、医療機関

は、アメリカの最良の病院と比べて遜色がなかったりする。さらに、JCI（国際医療機能評価機

構）のような機関が、外国人に医療を提供する病院について、それらの病院が提供する医療の質

を認定するために設立されている。 

しかしながら、Glenn Cohen 教授は、アメリカの人々が海外での医療を選択する前にいくつ

かの問題が考慮されねばならないと考えている。彼は、医療の過程で何ならかの失敗があった場

合、海外の病院からは補償を得ることが難しい可能性があると警告している。医療処置後の経過

診療も、また、熟慮すべき事柄である。というのも、海外で医療を受けた人に対する治療を嫌が

る医者もいるからだ。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 

No.1   JCI（国際医療機能評価機構）の主要な機能はなんですか。 

No.2   海外へ行く前に、アメリカの人たちが考えるべき一つの問題は何ですか。 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 

 

日本語を聞いて、エドワードの後について繰り返してください。 

 

1 高い費用が掛かる医療処置 major medical procedure 

2 治療 treatment 

3 航空運賃 airfare 

4 宿泊 accommodation 

5 医療機関 medical institution 

6 認証する certify 

7 ～を選ぶ opt for ～ 

8 手に入れる obtain 

9 補償金 compensation 

10 
医療処置を受けた後の経過を 
診る診察や追加の治療 

f ollow-up care 

11 熟慮すべき事柄 consideration 

12 ～するのに気が進まない reluctant to ～ 

13 治療などを受ける undergo 
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 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

海外での医療  (2014 年度 第 1 回 準 1 級 E No.21, No.22) 

 

アメリカでの医療コストが上昇する中、高い費用が掛かる医療処置を受けるために、より多く

のアメリカ人がアジアや南米へ旅行をしている。海外で医療処置を受けることで、航空運賃や宿

泊代を含めたとしても最大 50 パーセントの節約が可能だ。そして、場合によっては、医療機関

は、アメリカの最良の病院と比べて遜色がなかったりする。さらに、JCI（国際医療機能評価機

構）のような機関が、外国人に医療を提供する病院について、それらの病院が提供する医療の質

を認定するために設立されている。 

しかしながら、Glenn Cohen 教授は、アメリカの人々が海外での医療を選択する前にいくつ

かの問題が考慮されねばならないと考えている。彼は、医療の過程で何ならかの失敗があった場

合、海外の病院からは補償を得ることが難しい可能性があると警告している。医療処置後の経過

診療も、また、熟慮すべき事柄である。というのも、海外で医療を受けた人に対する治療を嫌が

る医者もいるからだ。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 

No.1   JCI（国際医療機能評価機構）の主要な機能はなんですか。 

No.2   海外へ行く前に、アメリカの人たちが考えるべき一つの問題は何ですか。 

 

 

 5  Repetition and Interpretation Drill 

 

英文がポーズ付きで読まれます。また日本語の訳が流れます。 

 

1) ポーズの間に英語をリピートしましょう。きちんとリピートできるようになるまで何度も練

習しましょう。 

2) 聞きながら、ポーズの間に日本語に通訳しましょう。モデルの日本語が流れるまえに、自分

の訳を言い終えることができるように、何度も練習しましょう。 

3) 英文が聞こえるのと同時に、シャドーイングをしてみましょう。さらにポーズの間に日本語

に通訳しましょう。 

 

海外での医療 

アメリカでの医療コストが上昇する中、/ 

より多くのアメリカ人が、アジアや南米へ旅行をしている / 

高い費用が掛かる医療処置を受けるために。// 
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海外で医療処置を受けることで、最大 50 パーセントの節約が可能だ / 

航空運賃や宿泊代を含めたとしても。// 

そして、場合によっては、/ 

医療機関が、アメリカの最良の病院と比べて遜色がない場合がある。// 

さらに、JCI、国際医療機能評価機構のような機関が / 

病院を監査し、認証するために、設立されている / 

外国人に医療を提供する病院について、提供される医療の質を認定する。// 

しかしながら、Glenn Cohen 教授は、次のように考えている / 

いくつかの問題が考慮されねばならないと考えている / 

アメリカの人々が海外での医療を選択する前に。// 

彼は、医療の過程で何ならかの失敗があった場合について警告している、/ 

海外の病院からは補償を得ることが難しい可能性があると。// 

医療処置後の経過診療も、また、熟慮すべき事柄である、/ 

というのも、治療を嫌がる医者もいる / 

海外で医療を受けた人に対する治療を嫌がる医者もいる。// 

 

 

 6  Model answers 

 

解答例を聞いて、自分の答えと比べてみてください。 

 

T: さて、エドワード、No.1  「JCI（国際医療機能評価機構）の主要な機能は何ですか。」に対

するあなたの答えは何ですか。 

E: このグループは、外国人に医療を提供している病院における患者の医療について、監査を行

い、認証を与える。 

T: ありがとう。No.2 「海外へ行く前に、アメリカの人たちが考えるべき一つの問題は何です

か。」については、どうでしょうか。 

E: 彼らは、間違いがあった場合、補償を得るのが困難である可能性について熟慮すべきだ。 

T: ありがとう。 

 

 

 7  Challenge 1 

 

T: さて、エドワードが話をします。賛成の意見あるいは反対の意見を言ってください。最低 30

秒は話し続けるようにしましょう。 

 

E: アメリカ人は、本当に外国に医療的な救済を求めるべきではないと思う。アメリカは、適正
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な価格で、とても高い水準の医療を提供している。航空運賃や、関連費用を考慮すれば、海外で

のどんな治療も、より高価になる。国内の医療機関を使うべきだ。 

 

E: さて、テツの話を聞いてみましょう。模範例を皆さんに伝えます。よく聞いて、自分の答え

と比べてみてください。 

 

T: そうとは、限らない。アジアや南米の病院の中には、アメリカの医療機関と競合できる医療

を提供する病院もある。海外での治療を選ぶ人たちは、いくつかの国際的な機関が外国にある病

院に対し、それらが提供する治療の質について監査をし、認証を与えていることに気が付いてい

るのかもしれない。さらに、海外の病院で治療を受け受けることで、たくさんのお金を節約でき

るのだ。場合によっては、航空運賃や宿泊代を入れても、海外で治療を受けることで 50 パーセ

ントも節約できることがある。 

 

 

 8  Challenge 2 

 

E: よく聞いてください。次の発言に、最低 1 分間は、反対の意見を言ってください。皆さんの

発話には、聞いた英文に書かれてあったいくつかの要点が含まれていないといけません。用意は

いいですか。 

 

T: 海外で医療処置を受けることは、最良の選択であることがよくある。多くの国が、いまや、

より手頃な価格で、よい医療を受けることを望む人々に対し、とても高い水準の技能や技術を提

供している。全体の費用に旅費が加わるのは確かであるが、多くの外国での医療処置のかなり安

い値段によって、相殺されることがよくある。まったく、不都合な点はないのだ。 

 

T: 模範例です。ではエドワードの話を聞いてみましょう。彼が皆さんに例を示してくれます。

よく聞いて、自分の答えと比べてみましょう。 

 

E: 君の言うことのほとんどは本当なのだが、考慮すべき重大な欠陥がいくつかある。外国人は、

自分が居住する国の外へ出ると、持っている法的権利が少なくなる可能性がある。万一、医療行

為の過誤が生じた場合、自からが使える有効な法的手段が、彼らにはないかもしれないのだ。つ

まり、外国の病院からの補償を要求することは、往々にして困難だ、ということなのだ。さらに、

医療を受けた後の手当も、考慮すべきことだ。海外で行われた治療を受けた患者に対する、治療

後の経過観察や手当を嫌がる医者がいる可能性がある。医療ツアーには、経済的なメリットがあ

るかもしれないが、節約できるお金が全てではないのだ。海外での医療を考えている人は、いろ

いろなことを、よく考えてもらいたい。とりわけ、治療後の経過観察や手当の複雑さや、医療過

誤があった場合の補償について、考えてもらいたい。 
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 9  Closing Dialogue 

 

T: さて、エドワード。今は、どう思ってる？ 

E: うーん。目に映るもの以上のことが、あるようだ。解決できない複雑さへと戻りたくはない。

ああ、でも、フェイスリフトのしわ取りをやれば、とても見栄えがよくなるだろう！ 

T: 君の顔はいい顔だよ。さて、正直いうと、その腹部の整形は、少しはよいことが、その、君

のポンポンはだな、まあ、なんというか… 

E: うるさい！ もう。食事療法が使えればと思うのだが。待てよ。あそこの壁の鏡を見てみよう。 

T: ああ、遠慮なくどうぞ。 

E: どうだ！ 僕は、本当は見栄えのよいやつじゃないか。こんな素敵なお顔で、美容整形が必要

なはずはない。 

T:エドワード、ここでの本当の問題は、自分自身の人物象ではないのだかろうか？ 身体的な外

見よりも、人としてどんな風であるか、ということを理由に、自分に関心を持ってくれるべきじ

ゃないのか？ 

E: いい質問だ。 

T: いつものように、皆さんに、考えてもらうことにしましょう。 

E: そうだね。皆さん、医療ツアーについて、どう思いますか？ 人々は、外見について考えすぎ

だと思いますか？ おそらく、一方で、イメージは、基本的に大切であるかもしれません。さあ、

話してください。 

T: もちろん、英語でお願いします。 

E: ということで、 

T&E:  また、次回お会いしましょう！ 

 

 

★講師陣プロフィール★ 

 

◇中西 哲彦 （Tets Nakanishi） 

日本福祉大学国際福祉開発学部准教授、アルファ英語会顧問、NPO 愛知善意ガイドネット

ワーク理事。 

愛知教育大学出身。三重県立高校、大手英語学校を経て、現在、小学生～社会人まで幅広い

層を対象に英語を指導している。英検セミナー派遣講師として各地の特別授業や英語教育セ

ミナーにて活躍。2007 年度まで、5 年間にわたって三重県英語教員集中研修講師も務めた。 

 

◇エドワード・スクラグス （Edward Scruggs） 

テネシー出身。比較文学の分野で博士号、音楽の分野で修士号。 

翻訳、英語教授に大活躍し、現在、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部准教授を務

めるほかアルファ英語会（津市）アドバイザーとしても活躍中。 


