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25万ドル支払うまで遺体を引き渡さないと： 中国の病院 

― 娘さんは「奇病による死」と― 
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レミ・ガーロック-シズナさんは『とてもスマートでとても頑固だった』と母を回顧。サスカチュワン州

メルフォート市出身のアリシア・ガーロックさん（38歳）は、先週、海外で謎の病死を遂げた。 

彼女の死亡を伝えた消息は彼女一家にとってはショックだった。 

 

 サスカチュワンの家族、「夫の謎の病気診断に 25000ドル」にショック 

 

ガーロックさんは、病に倒れた時、中国の教壇に立っていた（宮本注： 中国のどの都市かの記述なし）。 

彼女の娘は、その当時カンボジアで働いており、母が 1 月中旬に入院した際、病院の彼女に会いに行くた

めに全てをなげうったのだ。 

『私は最初からずっとポジティブだったのです』 ガーロックさんは言う。 

『医師は、彼女の容態が悪化している、助からないだろう、もう打つべき手はないと何度か告げたの』

と。 

 

 トロントの少年 DNA から新たな奇病 － 治療は可能 

 

彼女の母の強さはガーロック-シズナさんに彼女がカナダに戻り家族と一週間過ごしてから母のもとに

戻れるという自信につながった、 或いは、彼女をカナダに飛んで帰らせることにしようと思わせた。 

しかし、彼女がカナダに着くと、ガーロック‐シズナさんに母が亡くなったという電話を受けたのだ。 

ガーロック- シズナさんは言う： 「医師たちは何が彼女の母をして病気にならせたのか色々話していた

が、彼らは、その死の理由についての確認をしようとはしなかった」と。 

 

 インフルエンザで心臓発作のリスクが上がることも：カナダでの研究 
 

『彼ら医師たちは、最初は肺炎から始まって何らかの新株のインフルエンザの一種に感染したのだと言

っていたのですが、それが何によるものだったのかは最後まで彼らには分からなかったのです。』 

 

遺体は返却されず 
ガーロックさんの病院滞在は、かなりの医療費となった： ガーロック - シズナさんは約 25万ドルにな

るだろうと試算している。 

彼女の家族がその費用を得られるよう支援しようと『GoFundMe』のページを立ち上げた。 

ガーロック- シズナさん（20歳）は、「病院は医療費を支払うまで遺体を返さないつもりだ」と言ってい

る。 

将来のことも考えて、彼女は、祖父母の借金完済を支援するためにも仕事を探したいとしている。 

（宮本注： 医療費の明細を見ないと判りませんが、『インフルエンザ下の北京中年』の筆者李可によれ

ば、北京の三級甲等医院での ICU利用費は 1日 2万元なので、20日近い ICU利用なら 400万元、つまり日

本円で 700 万円ぐらいにしかならない。25 万ドルはほぼ 2500 万円ですが、中国人価格の 3 倍という外国

人価格があったら、2100 万円、ご遺体の空輸搬送をすればこのくらいになるのかも。。。。それよりも問題

は、これが李可の義父と同様に、新たなウィルスによるものなのか、病状の詳細も不明、場所も不明なの

で、謎だけが残った感じになっています…） 

 

「当然のことと考えている」 
ガーロック- シズナさんは、成長期に母といつも一緒にいたわけではないが、最近になって母娘は大の仲

良しになったと言う。 

『私を生んだ時、彼女は 17歳で何か所かで 4つの仕事についていて、私を育てると同時に大学に行かせ

ようとしていたのです。』 彼女は語った。 
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「私は、それを当然のことと考えている」 

（何を当然なのか、、、  

① 病院が死因などについての説明をしていないので説明をするのが当然というのなら理解可能 

② 遺体を返却することが当然ならば遺族心理として当然だというのはまだ理解可能。 また、 

③ お金を払わないことにはどの病院であっても遺体を返そうとはしないだろうというのも『（病院とし

て）当然』で理解可能。そして 

④ 自分への募金支援と仕事探しのことなら全く理解不能です。） 
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Chinese hospital won't release body of Melfort woman to family until $250K bill 
paid 
 – Woman died of mysterious illness, says daughter –  
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Remi Garlock-Cisna remembers her mother as "very smart, very stubborn." Thirty-eight-year-old Alicia Garlock of 

Melfort, Sask., died overseas last week after a battle with a mysterious illness. 

The news of her passing came as a shock to her family. 

 

 Sask. family stares down $25K medical bill to get husband's mystery illness diagnosed 
 

Garlock had been working as a teacher in China when she fell ill. Her daughter had been working in Cambodia at 

the time and dropped everything to visit her mother in the hospital when she was first admitted in mid-January. 

"The whole time I was pretty positive," Garlock-Cisna said. 

"The doctors said a couple times, when she was getting bad, that she would not make it, there was no way. And she 

pulled through a couple times." 

 

 Toronto boy's DNA reveals mysterious new disease — and possible cure 
 

Her mother's strength gave Garlock-Cisna the confidence she could fly back to Canada to visit her family for a week 

and then return to be by her mother's side, or arrange for her to be flown to Canada. 

But the day she landed in Canada, Garlock-Cisna got a call that her mother had passed away. 

Garlock-Cisna said the doctors had many theories as to what caused her mom to be sick, but they never confirmed a 

reason for her death. 

 

 Flu could raise heart attack risk, Canadian study says 
 

"They said that they thought it started off as pneumonia and that she caught some kind of influenza, a new strain, but 

they never actually figured it out." 

 

Body not being released 
Garlock's hospital stay in China racked up a substantial medical bill: Garlock-Cisna estimates it's sitting at around 

$250,000. 

A GoFundMe page has been set up to help the family manage the cost. 

Garlock-Cisna, 20, said the hospital will not release the body until the medical bills have been paid. 

Going forward, she's hoping to get a job to help her grandparents pay off the debt. 

 

'I took it for granted' 
Garlock-Cisna said that she wasn't always close with her mother growing up, but that in recent years, they had 

become very close. 

"She was 17 when she had me, and she was working four jobs at some points trying to help raise me and go to 

university at the same time," she said. 

 

"I took it for granted." 

 

www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/melfort-alicia-garlock-china-1.4542469 
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