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１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

 世界へのプレゼントになろう 

     
奉仕の理想車を走らせよう!! 
   Let’s drive your ideal car of the service!! 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

 アメリカの医療費の高さは有名です。ある会社の役員が

アメリカ出張中に、腸の血管が詰まったため、アメリカで緊

急手術を受け、術後にICUで3日間いて、その後一カ月間

病院に入院した結果、治療費の総額は、救急車の代金を

含め、なんと一億円にもなったそうです。アメリカのあまりに

も高い医療費が、メディカルツーリズムを必要とさせていま

す。 

 イギリスでは、医療費削減のため、医師や看護師が海外

に流出し、イギリス国内に医療スタッフが少なく、なかなか

診察してくれないようです。イギリスの総合病院の外来を

受診できるまでの平均待機期間は16週間で、医師が必要

と認めてから、3か月以内に入院できない人の割合が

30％、一年以上手術の順番待ちをしている人が4万6000

人（癌に罹患した人はどうなるのでしょうか）、救急外来の

待ち時間は4時間以内が目標だそうです。イギリスの医療

に対する時間的アクセスがあまりにも長いことが、メディカ

ルツーリズムを必要とさせています。 

 一方、先進国からのメディカルツーリズムの患者を受け

入れるタイの病院では、アメリカや日本などの海外の先進

国でトレーニングをした医師を積極的にリクルートしてお

り、かなりの数の医師がアメリカでの医師資格をも保有して

います。このような政策により、メディカルツーリズムを受け

入れるタイの病院では、高度な医療を提供できる環境が

整っています。また、英語、アラビア語、中国語、日本語な

どの外国語への対応も十分で、観光資源も豊富なことか

ら、アメリカやヨーロッパ、イスラム諸国などからの患者が増

えています。特に、最近ではテロの影響でアメリカに入国

しにくい中東のイスラム教徒が増えているようです。このよ

うな理由で、タイでは、海外からのメディカルツーリズムの

患者を受け入れる体制を整えているのです。 

 日本では、高度な医療を提供できること、政情が安定し

ていていること、観光資源も充実していることをアピールし

ていますが、メディカルツーリズムの患者を受け入れる数
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前回の報告（第２７４６例会） 

  平成２７年７月３０日(木）  

（中元会長） 

（橋爪（誠）親睦活動委員長） 

ゲスト：小賀 直樹 様 

 

 

（中元会長） 

 本日は、メディカルツーリ

ズムについてのお話をした

いと思います。 

 皆さんは、メディカルツー

リズムという言葉をお聞きに

なったことはありますか。 

 メディカルは「医学の、あ

るいは医療の」を意味し、

ツーリズムは「旅行、特に観

光旅行」を意味します。しか

し、不思議なのは、病気の

人がなぜわざわざ旅行に行かなければならないのでしょう

か。 

 タイでは毎年、140万人以上の海外先進国からのメディ

カルツーリズムの患者を受け入れ、高度な医療を提供し

てきました。なぜ、新興国であるタイで、このような高度な

医療を受けることができるのでしょうか。なぜ、先進国の患

者が、つらい思いをして海を越えるのか。実は、この答え

は、グローバル化にあります。医療で経済発展を遂げた

いというタイなどの新興国の思惑と、先進国の医療事情が

合致した時に、医療あるいは患者といった、最もグローバ

ル化しにくいと思われてきたものまでも、グローバル化した

からです。 

会長の時間  

点  鐘 

平成２７年８月６日 第２７４７回 

・会員卓話：中村 吉伸 君 

           「高血圧症」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

平成２７年８月２０日 第２７４８回 

・会員卓話：橋爪 誠治 君 

    「僕の人生道場 in Arida Rotary Club」 

・ソング：「我らの生業」 
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はあまり高くないのが現状です。 

この理由は、成田空港をはじめ、空港からの利便性が悪

いこと、医療機関で外国語を話せる人が少ないこと、交

通、公共機関などでの外国語表示がまだまだ少ないこ

と、ヨーロッパに比べ見劣りする都市のバリアフリー化な

どの問題が考えられます。 

逆に、日本から海外へメディカルツーリズムを利用する患

者もあまりいません。これは、日本の医療レベルが高いこ

と、国民皆保険制度で、医療費が安いこと、いつでもどこ

でも医療を受けやすく、医療へのアクセスが良い結果だ

と思われます。日本は、日本人にとって医療面だけを考

えると、海外で医療を受けるメディカルツーリズムを必要

としない、非常に素晴らしい国と言うことができるのではな

いでしょうか。 

 

 

 

（上野山（栄）幹事） 

〇ロータリー友事務所より 

  ８月号友誌が届く 児島広報委員長に 

 

〇地区より 2015年8月のロータリーレートは、1ドル124円 

 

〇The Rotarian が届く （回覧） 

 

〇例会変更 （後方掲示） 

 

 

 

 

＊親睦活動委員会（橋爪(誠)委員長） 

 短期留学生（モンゴル）のメンドバヤル君、米山奨学生

のダーラーさん、そして新入会員の井上さんを囲んで

「欲張り歓迎パーティー」を行います。皆様の参加をよろ

しくお願いいたします。 

  〇日時：８月１７日(月) １９：００～  

  〇場所：橘家 

  〇参加費：5,000円  

 

 

 

（脇村例会運営委員） 

本日の会員数２５名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数１９名 

 （出席規定免除会員７名） 

        ８６．３６％ 

7/16       ９０．９１％ 

MU：橋爪(正)君 

 

 

 

 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：先週のアンケート調査の御協力、ありがとうござ

いました。小賀先生、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話

よろしくお願い致します。 

上野山（栄）君：小賀先生、ごぶさたしております。本日は

楽しみです。来週、有田川町のまちづくりの関係でア

メリカ ポートランドに行ってきます。例会休ませてもら

いますが、ポートランドＲＣの例会に参加してみます。

橋爪誠治さん、よろしくお願いします。 

嶋田君：小賀先生、ごぶさたです。卓話宜しくお願いしま

す。 

石垣君：小賀先生、お忙しい中ご苦労様です。 

岩橋君：小賀直樹さん、御無沙汰です。卓話楽しみにし

ています。 

橋爪（誠）君：小賀様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話、

よ ろ し く お 願 い 致 し ま す。栄 作 さ ん、有 田 Ｒ Ｃ の

facebook作成ありがとうございました。児島さん、ありが

とうございました。應地さん、先日は登山サポートあり

がとうございました。 

脇村君：小賀さん、ご無沙汰しております。本日の卓話よ

ろしくお願いします。 

上野山（捷）君：小賀直樹さん、お久しぶりです。お元気

の様子でなによりです。 

松村君：小賀直樹様、ようこそお越し下さいました。卓話

楽しみにしています。昨日、皇太子様の車と出会いま

した。 

児島君：小賀先生、ご無沙汰しています。本日は卓話楽

しみです。 

酒井君：小賀さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 

應地君：小賀先生、お久しぶりです。卓話を楽しみにして

います。 

岩本君：小賀先生、お久し振りです。本日は卓話ありがと

うございます。楽しみにしています。 

成川（守）君：小賀さま、お久しぶりです。残念ながら、本

日会議のため早退します。 

宮井君：小賀さん、お久しぶりです。お元気でなによりで

す。本日の卓話、よろしくお願い致します。 

橋爪（正）君：小賀さん、お久し振りです。本日、卓話よろ

しくお願いします。 

中村君：小賀先生、本日の卓話楽しみにしていました。よ

ろしくお願いします。ロータリーに復帰しませんか。 

 

 

 

有間皇子と長屋王 
 

                 小賀 直樹 様 
 

 この皇子と王は７世紀と８世紀に政変によって悲劇の最

後をむかえたと『日本書紀』、『続日本紀』に記された二

人である。ともに紀伊国と関係がある出来事と思われる。  

 有間皇子はについて話したい。６４５年、大化の改新

（乙巳の変）の時皇位についた孝徳天皇（軽皇子）の皇

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 



子である。『日本書紀』

には皇子が病気になり

白浜で療養し治ったこ

と、次の斉明天皇が白

浜に行っている間に謀

反を起こそうとし藤代坂

で絞殺されたことに関す

る短い記述があるのみ

で あ る。斉 明（皇 極）天

皇の皇子、中大兄皇子

と同じように皇位継承権

を持っている故に中大

兄皇子らに謀反の罪をきせられたのではないかといわれ

ている。みなべ町の山本賢先生は有間皇子の研究者で

『万葉集』の有間皇子自身の歌の他、悲劇の皇子を偲ぶ

多くの歌が奈良・平安時代やそれ以降も歌われ、悲劇の

皇子として人々の心の中に生きてきたと言われる。その

有間皇子墓についての記述は書紀には無い。 

 御坊市岩内に不思議な古墳がある。岩内１号墳と呼ば

れる四角い形の方墳と呼ばれる古墳である。７世紀代、

古墳時代の終わりごろに造られた。医師で考古学者で

あった印南町の巽三郎先生が調査された。同志社大学

の森浩一先生は昭和５２年に岩内１号墳は有間皇子の

墓ではないかと仮説を発表された。 

 大化の改新の薄葬令に対応していること、方墳で寺院

建築に用いられた築造方法が取り入れられていること、

棺が漆塗りであること、出土品に見られる刀剣の柄が銀

の糸巻であることからみて飛鳥地方にあっておかしくない

古墳であることなどである。そして、この岩内に葬られるこ

とになったのは皇子と共に藤代坂で処分された側近の塩

屋連鯯（しおやのむらじこのしろ）で、彼の出自が御坊市

塩屋であり、その関係で遺体をここに葬った可能性が考

えられることなどを挙げている。私はこれに棺金具の持ち

手に高貴な人が用いる６弁の飾りを用いていることを付け

加えておきたい。  

 次に長屋王であるが天武天皇の皇子、高市皇子の子

で皇位継承権があり、次期天皇になる地位を示す親王

になっており、平城宮に接した所に大邸宅を構えてい

た。首皇子（聖武天皇）を天皇にしようとしていた藤原氏

一族の計らいで謀反の罪を着せられ自尽させられた。平

安初期に書かれたといわれる日本霊異記には仏教を敬

わなかったのでその報いであるとされ、その遺骸は土佐

国に流されたが、不吉なことが起こるので地元民の願い

によって紀伊国海部郡椒里（初島町）沖ノ島に葬ったと

書かれている。 

 朱雀門を出てその東の都の一等地に居を構え、天皇

に並ぶ豪華な生活をしていたことがここから出土した木

簡から知られている。また、海部郡浜中郷（下津）から天

皇に納める贄の鯵が長屋王邸に運ばれており、海部郡

が長屋王の直接支配地であったことから流刑地が沖ノ島

とされたのではないかと思う。長屋王の墓と言われる古墳

が東燃の中にある。 

 聖武天皇が次々と都を移し、廬舎那仏を造り、各国に

国分寺を建てさせた理由の一つに長屋王の祟りを恐れ

たことによるという説があり、私もそう思っている。 

３ 

 

日程 8月の例会プログラム 

８/６(木) 
会員卓話  中村 吉伸 君  

「高血圧症」  

８/１３(木) 休 会（お盆） 

８/２０(木) 

会員卓話 橋爪 誠治 君 

「僕の人生道場 

    in Aria Rotary club」 

８/２７(木) 
会員卓話 橋本 拓也 君 

「エネルギーと環境」 

閉会・点鐘 （中元会長） 


