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　近年、海外派遣労働者の増加に伴い

海外におけるこれら労働者の

歯科保健管理が重要になっております。

　そこで、この「海外派遣労働者のための、お口の健康手帳」は、

それらの労働者に対し歯科健康診断を含む口腔健康指導を行い

海外における歯科疾患の発病を予防し、

労働者が自己管理を行い

安心して業務に専念できるよう

口腔の保健管理に努めることを目的に作成したものです。

　海外派遣労働者の歯科保健、医療、福祉の向上に

上手に活用していただくよう願っております。
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現況および発病予測と対処方法
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年 月 日 年 月 日 

年 月 日 年 月 日 

現在の状況と海外渡航中の注意事項及び今後1年以内
の発病予測とその対処方法 

帰国予定日  出 発 日  

派 遣 先  

氏 名  

所 属  

事 業 所 名  

手帳記載年月日 健診年月日  

（1）むし歯 
（　　）治療は完了しています 
（　　）治療途中です（未処置のむし歯があります） 
 ※注意事項及び発病予測 

● ● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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意見を述べた歯科医師の氏名 

認定産業歯科医 

医 療 機 関 名  

海外からの問い合わせ（ 可 ・ 不可 ） 

E-mailアドレス 

（2）歯周病 
（　　）歯肉は健康です 
（　　）歯肉に軽い炎症があります 
（　　）歯肉に重度の炎症があります 
 ※注意事項及び発病予測 

（3）その他 
親知らず・粘膜疾患・咀嚼発音障害・顎関節症 
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
 ※注意事項及び発病予測 

第 号 

● 

● 

● 

● 

● 



 一般的保健情報
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　　海外で困ったときの対処法

　　海外巡回歯科健康相談における
　　　　　　　　　海外邦人からの相談内容

　海外巡回健康相談で邦人の方々から出された質問について取

り上げ説明いたします。

　　　現地で安心して受診できる歯医者がいないが
　　　どうしようか？
　海外で安心して受診できる歯科医院についてのデータベース

はまだできていないのが現状です。さらに日本語が話せるとな

るとまた範囲が狭くなりますので、最低限の治療回数、費用、

治療期間、症状の説明を受け理解ができるだけの英語力は必要

です。派遣前にかかりつけの歯科医師に健診を受けた時に、も

し悪くなったらどのように治すのか？、治療期間は？、費用

は？などの情報を得ておくと良いでしょう。

　　　治療の費用に関して補助は出るのでしょうか？
　外国では日本のように国民皆保険ではありません。歯科の場

合、海外傷害保険では事故以外は適用外なので、そのため個人

契約の保険に加入する（個人負担）必要があります。契約料金

によって現地で受けられる診療所を指定される時もあり、各保

険会社に確認することが必要です。また現地でかかった費用を
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後ほど会社に請求し、払い戻しを受けられることがありますの

で、派遣前に雇用先に問い合わせをしてみてください。

　　　歯周病（歯槽膿漏）は治るのですか？
　残念ながら自然治癒はありません。その症状は歯肉からの出

血であったり、口臭、歯の緩みであったりとすでにご存じだと

思いますが、いずれも症状が進行しないと自覚はできません。

しかし、正しい歯磨き法を獲得することで進行を止め、その状

態を保つことができます。歯科を受診して、現在の状態を診

査・評価をしてもらい、歯石の除去とともに正しい歯磨きを学

んでください。指導は現在の歯磨きの癖を自覚して、その欠点

を直すことから始まります。海外で指導を受けることは言葉の

問題もありますので、できるだけ派遣前に受診してください。

その際に歯磨きの状態を確認するための歯垢染め出し液、歯間

ブラシやデンタルフロスの使い方の指導を受けたりすると良い

でしょう。歯科医院に相談してみてください。

　　　現地の歯科医院の衛生状態が悪く不安です。
　確かに開発途上国での歯科医院の滅菌の良否はまちまちです

し、器材の滅菌不良からの院内感染が不安の種です。開発途上

国にあっても外国人用に設備が整った歯科医院がある場合があ

りますが、診療費は現地の開業医に比べると高額になるようで

す。現地の医療情報は個人用医療保険に入る時に聞くとか、現

地の日本人会からの情報を得るとか、大使館付の医務官に相談



してみてください。

　　　口内炎が治らず困っています。
　　　何処で診てもらったら良いですか？
　口内炎には周囲が赤く中心に潰瘍を伴って痛いアフター性口

内炎などから、ウイルスによって出現する口内炎、または粘膜

に出現した癌であったりとさまざまな病態を示します。通常、

ウイルス感染を放置していても、1～2週間のうちに治ってい

くものがほとんどですが、逆に痛みがなかったり、1週間たっ

ても傷のような状態が治らないものは注意が必要です。そのよ

うな時は、総合病院の口腔外科か、耳鼻咽喉科で診てもらうと

良いでしょう。

　　　親知らずが腫れてきたようだけど、
　　　どうしたら良いですか？
　まず炎症を化膿止めで抑えてから、抜歯してもらったほうが

いいと思います。顎が腫れたり、膿がたまっている時には、切

開して膿を出してからでないと薬も効きません。膿んでいる最

中には抜歯もできませんので、かかりつけの歯科医師がいれば

処置してもらってください。親知らずが半分でも頭を出してい

る人は症状がなくても本来なら派遣前や一時帰国の際に抜歯し

てもらったほうが良いでしょう。
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　　　うちの子供は3才になるのに乳歯の奥歯が生えて
　　　きません。大丈夫でしょうか？
　通常2才半から3才までに乳歯は上下左右で20本生えてき

ます。奥の歯肉が白くなっているようなら、もうすぐ奥歯が生

えてくると思います。発育状態が心配であれば、歯科でパノラ

マレントゲンを撮影してもらい、顎骨の中に存在する永久歯の

状態とともに埋伏歯や骨内病変など詳しく診てもらってくださ

い。

　　　うちの子供は小学校5年になるのですが、歯並び
　　　が悪いようなんですが、矯正を受けたほうが良い
　　　でしょうか？
　この時期にはまだ乳歯が残存する状態です。乱ぐい歯以外に

も上下の噛み合わせが逆になる受け口、いわゆる出っ歯と呼ば

れる上顎前突、上下の歯が合わない開口、八重歯などがあれば

矯正専門医を受診して歯の問題なのか、あるいは顔の非対称な

ど顎の成長バランスを含め治療する必要があるかなどを診査し

てもらうことが必要です。通常、矯正治療は歯を動かした後に

固める保定という治療を含め完結までに1年から2年ぐらいか

かります。治療費は全て自費ですし、現在のところ中途から日

本に帰国して引き継いで治療を継続するシステムもありませ

ん。そのため、治療を開始する前によく相談されることをすす

めます。

一般的保健情報
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　　　口をあけたり閉じたりすると顎がコキコキ鳴り
　　　ます。この前あくびをしたら顎がコキッと鳴りま
　　　した。また、朝起きると口が開きにくいのですが
　　　どうしたのでしょうか？
　症状からすると顎関節症の疑いがあります。これは顎関節内

にある関節円板という軟骨の位置のずれることで起こってきた

り、慢性の関節炎が進行して起こるもの、歯ぎしりや噛み合わ

せの不良によることなど、いくつかの因子が合わさって症状を

出します。そのような症状が出たら、大学や総合病院にある口

腔外科の専門医を受診してレントゲンやMRIを使って診査し

てもらう必要があります。現在の症状に対しては、スプリント

と呼ばれる上の歯に被せるマウスピースを作ってもらうと楽に

なりますが、場合によっては外科的な治療が優先されるものも

ありますので早めに受診してください。

　　　インプラントについて教えてください。
　現在の人工歯根いわゆるインプラントは歯が無くなった状態

でも直接顎の骨に埋め込むことで、入れ歯ではなく自分の歯の

ように機能させることができる唯一の手段です。すでに臨床的

にも40年以上経過し、材質もチタン製のものを用いることで

顎の骨との親和性も格段に高まり、歯の欠損を再建する方法と

して定着してきました。しかし、歯肉を介して顎の骨と交通す

ることになるので、口腔内の細菌が進入しないように徹底的に
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一般的保健情報
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口腔清掃をする必要があります。インプラント治療は自費診療

であり、1本の再建にトータルで50万円以上かかる場合もあ

ります。埋め込みに際しても、持病として薬が必要な糖尿病が

あったり、慢性関節リュウマチなどがあると手術ができない場

合も出てきます。また局所の問題として、骨が著しく少ない場

合なども困難になります。入れ歯などが合わずインプラントに

よる再建を希望されるなら、大学病院の口腔外科か総合病院の

口腔外科に行って、まず全身と局所の両面から診査してもら

い、利点、危険度についても十分に説明を受けることをおすす

めします。



　　海外で困ったときの応急処置

　　　むし歯の応急処置（対処方法）
1微温湯の洗口液でよく洗口して、むし歯の穴の中の食物残渣

等を取り除く

2むし歯の穴の中の水分を綿球等で取り除く

3歯痛止め液をつけた小さな綿球をむし歯の穴の中に入れる

4鎮痛剤を服用する

5口の中を冷たくすると痛みは軽減する（冷たいタオルをあて

がうのもひとつの方法です）

　　　歯周病の急性発作時の応急処置
1微温湯の洗口液でよく洗口して、口の中を清潔にする

2腫れている部分をオキシドールで洗う

3鎮痛剤、抗菌薬等を服用する

4安静を保ち、栄養確保に努め、十分な休養をとる

　　 　親知らずの腫れ（智歯周囲炎）
　親知らず（智歯）の位置異常のため歯肉に炎症が起こって痛

むことがあります。その処置方法は歯周病の急性発作時の処置

に準じます。
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　　　顎関節症
　顎関節とは咀嚼などの顎の運動により顎関節に力が加わった

際、痛みや雑音を発し、正常な顎運動を不可能にするものをい

います。症状として、顎がだるい、痛い、口を開くとカックン

とする、あるいは口が開きにくい、耳鳴りがする。原因は偏咀

嚼、義歯の不良、義歯の不使用、過度の咀嚼などのほか、打撲

等の外傷があり、精神的なストレスによってもみられます。応

急処置としては、大きく口を開けない、大きな力を加えない、

リラックスする、鎮痛剤を服用する。

　　　口内炎
　全身状態悪化の初期によくあらわれます。また、疾病の明ら

かな症状が出る前に口内炎として出ることもあります。応急処

置としては、口腔粘膜治療剤（アフタゾロン等）の貼付がよい

でしょう。

　　　口臭
　口臭は口から呼気とともに出る臭いであり、第三者に不快感

を与える臭いは全て口臭といわれています。口臭を訴える人の

80～90％が歯科疾患によるものであり、さらにその中の80％

程度は歯周病によるといわれています。応急処置としては、口

腔内の清掃（ブラッシング）、洗口剤の使用等が有効です。

一般的保健情報
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　　　入れ歯の使用法
　入れ歯は人工臓器です。大切に使いましょう。

1食事の後は入れ歯をはずして、しっかり洗いましょう。

2入れ歯の噛み合わせる側はしっかり磨きましょう。

3入れ歯をはずしたら、残っている歯もしっかり磨いてくださ

い。

4寝るときには、はずした入れ歯は容器内の水中に入れて保管

しましょう。

5入れ歯は乾燥させないでください。熱にも弱いです。
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　　歯・口腔の健康と治療方法

　　　健康への入り口　それは大切な歯
　口腔とは唇から喉にかけて、舌と上下の顎で囲まれている空

間で、そこには歯があり、舌とともに咀嚼（食物を咬み砕き、

唾液と混ぜ合わせ、消化しやすい状態にすること）という食生

活を営む上で重要な機能をはたしています。

　口腔の中にできる病気としては、むし歯と歯周病はよく知ら

れていますが、それ以外に体のほかの場所と同じように癌のよ

うな悪性腫瘍、口唇口蓋裂のような先天異常などの病気も発生

します。これら口腔に発生する病気は放置すると咀嚼機能を破

壊し、やがて全身の健康をも損なってしまいます。

　また、上下の歯の咬み合わせ（咬合）も全身と大きな関わり

をもっています。咬合は歯の並び方によったり、あるいはむし

歯や歯周病で歯を失ったりすることにより変化します。この変

化により姿勢の変化、頭痛や腰痛のような自律神経失調症状を

引き起こします。全身の健康を保つためには、口腔の健康を保

つことが大切です。

　　　歯の役割
・咀嚼機能

　食物を前歯で咬み切り、奥歯で咬み砕き、胃腸の消化吸収を

高めます。

一般的保健情報
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・正確な発音

　前歯が抜けていると「サシスセソ」などの発音がしにくく、

歯は正しい言葉を話すために必要です。

・顔貌を整える

　歯がなければ、顔の形もかわり、容貌に影響します。

・美しい表情

　笑顔がこぼれる白い歯は表情を豊かにし、とても魅力的で

す。

　　　むし歯
　むし歯はできやすい場所があります（図1）。むし歯は一旦で

きると自然治癒は困難で、放置すると図2のように進行してい

きます。

　　　むし歯の治療法
C1　患部を削除し、詰め物を施します（充填処置）。多くは1

回の処置で終わります（図2）。

図1　むし歯になりやすいところ 

歯の溝 歯と歯の間 歯と歯ぐきのさかい目 
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C2　基本的にはC1と同様に充填処置を施しますが状態によっ

ては数回の処置が必要となることもあります。

C3　歯髄（歯の神経）をとる必要があります。その後は大きな

詰め物や金属の被せ物をすることになります。

C4　多くの場合、抜歯（歯を抜くこと）せざるをえなくなりま

す。その後はブリッジや義歯をいれます。

　むし歯の予防は歯ブラシによるブラッシングをていねいに行

い、歯に汚れを残さないことが大事です。また、定期的に健診

を受けることも早期発見、早期治療のために重要です。

一般的保健情報
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図2　むし歯の進み具合 

C1 C2 C3 C4

エナメル質のむし歯
痛みはない。 

象牙質まで進行。
入り口は小さくても
中で広がっているこ
とが多い。冷たい物、
甘い物がしみる。 

歯髄がおかされて
ひどい痛みが起きる。 

歯髄の大部分がな
くなり、根だけになっ
た状態。根の先に
病巣ができているこ
とも多い。 



　　　歯周病
　歯の病気ではなく、歯肉をはじめ、歯を支えている組織の病

気です。歯肉が腫れて炎症を起こしたものを歯肉炎、病変がさ

らに歯槽骨まで進行しているものを歯周炎といい、これらを合

わせて歯周病と呼んでいます（図3）。

　歯周病のリスクファクター（危険因子）には、細菌、環境、

生体因子の3因子があります。

図3　歯周病の症状と進み方 

歯肉炎 初期歯周炎 

中期歯周炎 末期歯周炎 

歯肉だけの炎症で、歯ぐきが腫れて
赤く充血し、ときには出血したり、ただ
れたりする。 

歯肉の炎症が進み浅い歯周ポケット
ができる。同様に歯槽骨の破壊もは
じまる。 

歯槽骨の破壊が進み歯がぐらつきだし、
硬いものが噛みにくくなる。歯肉はブ
ヨブヨし膿みがでて口臭もひどくなる。 

歯槽骨がほとんどなく、歯の根が露出
する。歯は著しくぐらついて最後には
抜け落ちてしまう。 

歯槽骨 

歯根膜 

歯ぐき 
（歯肉） 

歯垢 歯石 歯周ポケット 
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・細菌因子

　口腔の中にいる10数種の細菌が歯周病の発症に関係してい

ます。歯肉炎には歯垢や粘膜にいる細菌が関与し、一方、歯周

炎は歯周ポケットの中にいる嫌気性菌が関与しています。

・環境因子

　喫煙、ストレス、不規則な生活、食生活、口腔衛生習慣など、

生活習慣が歯周病の発症や進行に影響しています。

・生体因子

　年齢、歯数、人種、遺伝、糖尿病、ホルモンなどが歯周病に

関係しています。

　　　自覚症状は全身に影響
　歯周病は痛みなどの自覚症状があまりなく進行、悪化し、そ

の影響は全身に及び、感染性心疾患、冠状動脈疾患、誤嚥性肺

炎、低体重児出産、菌血症、糖尿病などの原因となることもあ

り、また糖尿病は歯周病を進行、増悪させ、喫煙やストレスも

歯周病に悪影響を与えます。

　自覚症状としては歯が浮く、グラグラする、よく咬めない、

歯が傾く、そして最後には歯が抜け落ちる。

・治療法

　歯周病の治療は自分自身の養生と歯科医師、歯科衛生士の協

力がなければ成功は望めません。歯科医院では歯垢、歯石を除

去し、進行した歯周病では外科処置も行い、細菌因子の改善、

一般的保健情報
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口腔内の改善を図ります。また、歯を固定したり、抜けたとこ

ろは義歯を入れたりします。自分自身では正しいブラッシング

を身につけるなど、環境因子の改善や生体因子で改善できる部

分があれば、努力して改善する必要があります。これらは歯周

病の予防にも通じています。

★
★

★

★

★

★



　　海外旅行傷害保険と補償内容

（ジェイアイ社の例）

　　　海外旅行傷害保険
1概　要

　海外旅行傷害保険は、旅行先や赴任先及び留学先での、病

気・ケガの治療費や入院費を支払う保険として知られている

19

支　払 
項　目 

件数 

１０,１１４ 
 

５,３５３ 

５２７ 
 

２,０７６ 
 

９３ 

３７ 
 

１９ 

７７ 

１８,２９６ 

疾病治 
療費用 

携行品 

賠償 
責任 

救援者 

後遺 
障害 

死亡 

その他 

計 

傷害治 
療費用 

５５.３ 
 

２９.３ 

２.９ 
 

１１.３ 
 

０.５ 

０.２ 
 

０.１ 

０.４ 

１００ 

１２３.７ 
 

１０４.４ 

６８.１ 
 

１０８.７ 
 

８５.３ 

７１.２ 
 

１２１.０ 

８８.５ 

１１２.５ 

１０,９５２ 
 

５,７９７ 

５０３ 
 

２,４３３ 
 

９１ 

２８ 
 

２７ 

１１１ 

１９,９４２ 

５４.９ 
 

２９.１ 

２.５ 
 

１２.２ 
 

０.５ 

０.１ 
 

０.１ 

０.６ 

１００ 

１０８.３ 
 

１０８.３ 

９５.４ 
 

１１７.２ 
 

９７.８ 

７５.７ 
 

１４２.１ 

１４４.２ 

１０９.０ 

１３,３０４ 
 

６,８８４ 

５３８ 
 

２,６４８ 
 

１１８ 

３９ 
 

２５ 

９０８ 

２４,３５４ 

５４.６ 
 

２８.３ 

２.２ 
 

１０.９ 
 

０.５ 

０.２ 
 

０.１ 

３.７ 

１００ 

１２１.５ 
 

１１８.８ 

１０７.０ 
 

１０８.８ 
 

１２９.７ 

１３９.３ 
 

９２.６ 

８,１８０.２ 

１２２.８ 

件数／ 
全体 
（％） 

対前年 
（％） 件数 

件数／ 
全体 
（％） 

対前年 
（％） 件数 

件数／ 
全体 
（％） 

1998年度 1999年度 2000年度 

対前年 
（％） 

ジェイアイ損害火災保険の1998年度～2000年度までの支払項目別統計 

 資　料



が、それらと死亡・後遺障害保険金に加え、3日あるいは7日

以上入院した場合に親族が日本から救援に赴くための航空券等

交通費やホテル宿泊費等救援者費用の支払い、旅行中携行する

旅行用品の盗難や破損による携行品損害の補償、他人の財物や

身体に損害を与えた場合の損害賠償金の支払い等9種類の特約

条項をワンセットに構成している。

　海外での治療は、医療費の算定基準が全ての医療機関で同一

ではなく、著名な医師、高度な専門病院では極めて高額な治療

費を請求される例もある。又、外国人の治療は全て自由診療と

なり、想像以上に高額な治療費の請求に繋がる。（なお、日本

でも自由診療の場合は健康保険診療と比較し、かなり高額とな

る。）

2海外旅行傷害保険のサービス機能

　上記リストから、全支払件数の約65％余は、病気やケガで

医師の治療を必要とする事故である。このため保険契約証を現

地提携医療機関に呈示するだけで、現金支払が不要で治療が受

けられる270ヶ所をこえるキャッシュレス提携医療体制を整

え、又、緊急時のための日本語サービス拠点を世界主要55都

市56ヶ所に展開する等、従来の『お立替え頂いた費用をお支

払いするのみ』の保険機能から、現地で必要な時、最も必要な

サービスを提供する機能を拡充している。
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　　　海外旅行傷害保険と歯科治療
　一般的に、歯科疾病は海外旅行保険約款上免責として支払わ

れないものであるが、ケガによって歯科医師の治療を必要とし

た場合は、その費用が海外旅行傷害保険から当然に支払われ

る。この『傷害』の概念は、本人から見て急激に発生した、偶

然な体外からの作用によるものとされている。具体的には、交

通事故をはじめ明らかな傷害事故から、固い物を噛んだことに

より歯が折れた場合までもが対象となる。この例を解説する

と、歯は人によっても年齢によってもその強さが異なってく

る。そこで、固い食物、例えばフランスパンを噛んだ時や、ス

テーキの筋を噛み切ろうとした時に、それまで自覚症状もなく

歯科医による治療もうけたことのない歯が折れた場合には、

『傷害』となり、その治療費用は保険金として支払われる。つ

まり体外からの作用とは、口の中に入れた食べ物も含まれる。

但し、コップの水を飲んで歯が折れたとしたら、元々の状態が

歯科疾病であったと判断されるであろう。

　海外旅行傷害保険では、保険に加入し旅行に出発してから発

生した『傷害』が、支払いの前提になる。又、傷害で、歯に5

本以上の欠損を生じたときには、契約した後遺障害保険金の5

％が支払われる。この後遺障害保険金は、使途が自由でありお

客様の希望に応じた義歯を作成することも可能と喜ばれてい

る。又、咀嚼機能の障害については障害の程度により3段階の

後遺障害等級があり、遺障害保険金の100％、35％、15％の等
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級が用意されている。後遺障害の程度により該当した割合に応

じて支払われる。

　海外での治療は、国によって治療方法が異なり、予後が我々

の期待するものと大きく異なる場合があるので注意を要する。

　　　海外駐在員保険
　企業・団体を契約者として、海外に一定期間駐在する方々向

けのプランである。これは、海外旅行傷害保険の前記1の1に

加え、借家人賠償責任を補償したり、海外現地の住宅内の家財

や身の回り品等、火災や盗難による生活用動産の損害を補償し

たり、日常生活（自宅内や隣接する道路上）で発生する他人の

身体障害に対する治療費用を補償し、又、病気やケガで3日以

上入院した場合の日本から派遣される代替要員の航空券等交通

費やホテル代を支払う等特約が組込まれている。

　　　海外留学生保険
　海外旅行傷害保険の前記1の1に加え、借家人賠償責任を

補償したり、海外現地の居住施設内の家財や身の回り品の、火

災や盗難による損害を補償したり、又、扶養者に万一のことが

あった場合、留学継続費用を支払う特約等がセットされてい

る。
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　　　海外旅行傷害保険の主な補償項目の種類
（詳しくは保険約款で確認のこと）

A.海外旅行傷害保険

1傷害治療費用

2疾病治療費用

3疾病死亡

4賠償責任

5携行品損害

6救援者費用等

7緊急一時帰国費用

8その他

B.海外駐在員総合保険

1生活用動産

2家族総合賠償責任

3被害者治療費用担保

4代替要員派遣費用

5その他

　海外旅行保険は、保険の機能が同じであっても、海外で何か

あった時に実際の現地対応能力の大きさが、保険を選ぶ際の利

用する側が確認を要するポイントといわれる。また、いざとい

う時に、充分な治療を受けられる保険金額と、その医療機関の

資　料

23



ある都市まで緊急移送できる費用を充分に賄える救援者費用保

険金額での加入が肝要である。

　　　日本の健康保険制度の適用
　療養費払い制度は、健康保険法で既に海外での治療に適用さ

れていたが、国民健康保険は、2001年 1月より適用されるこ

ととなった。必要書類は、（1）歯科診療内容証明書、（2）領収

明細書、（3）日本語翻訳証明書、（4）療養費支給申請書、であ

る。（3）の翻訳に要する費用は自己負担であり、また、健康保

険から支払われるのは、日本の健康保険制度による標準額とな

り、医療費の高い海外での治療を受けた場合には大きな差額が

でるといわれる。

　健康保険法第87条（療養費）には、『－略－、保険者がやむ

を得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費

を支給することができる。』と、例外であることを定めている。

つまり、海外旅行中の医療費の一部補助制度に近い。海外旅行

保険に加入しておけば、面倒な手続きと大きな自己負担金は発

生しない。

　　　海外現地歯科医療事情
　海外派遣先によって、歯科医療事情には、大きな差があると

いえるが、特に対症療法に終始する治療を行っている国では注

意を要する。むし歯の治療を抜歯中心に行うことなど日本では

考えられないが、ところによっては今だ路肩で折畳式椅子に患
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者を座らせ、自転車の荷台の治療器具で抜歯をするところもあ

る。

　海外駐在中の某国でむし歯の痛みに耐えかねたA氏による

と、歯科医の受付窓口で順番を守る習慣のないことに驚かさ

れ、次に、受付を済ませた患者全員が診察室に入り、医師に呼

ばれた人が（これも順番ではなく医師が恣意的に決める）患者

の衆目の中で開口し、治療を受けることに一層驚かされたとい

う。それ以降A氏は、帰国時に必ず歯科健診と治療を行うこと

にしているという。

　医療先進国では、歯科疾病治療費用の自己負担額が大きく、

またそうでない国では治療環境と方法が異なり満足の行く治療

を受けることは難しい場合がある。ジェイアイ社の海外56デ

スクの担当者に、歯科医療事情を確認した結果でも、総じて日

本の歯科医療機関は、清潔で施設も完備しており、特に歯科医

師が器用であると述べている。ご心配のある方は、ご出国前の

治療終了をおすすめする。

資　料
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　　海外での健康保険について

　毎年多くの人 （々被保険者と被扶養者）が海外に仕事や観光

を目的として、出かけるようになりました。未知の国では環境

の変化や生活習慣の違いによる病気や事故にあうことがよく聞

かれます。

　　　海外での傷病と海外療養費の支払い
　海外では日本国内のように保険証を使って診療を受けること

はできません。医療費を支払った後で、健康保険組合等に手続

きをすると海外で医療を受けた場合でも国内で保険診療を受け

たとほぼ同様な保険給付（療養費）が支払われます。

　歯科で注意することは、日本国内の治療指針や材料基準に合

致しないものは支払いの対象にならないことです。また、美容

整形や一般的な歯科矯正は認められません。

　　　手続きは
　診療内容がわかる書類（診療内容明細書と領収明細書等）と

療養費支給申請書を健保組合等に提出する。ただ、その書類が

外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳文を添付しなけ

ればなりません。



　　　支給される額は
　組合等で書類の内容をチェックして不備がなければ日本国内

の保険診療の部分（70％）を支給する。海外での医療費用が日

本での医療費より低い場合は問題はないが、一般的に海外での

日本人の医療費はたいへん高額になると覚悟していなければい

けない。自己負担するか、会社に負担してもらうか、または海

外旅行傷害保険に加入（むし歯や歯周病は担保されないが事故

による外傷はよい）しておく必要がある。

資　料
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海外療養費用（歯科）支給申請書例 

RECEIPT (DENTAL) 領収明細書（歯科） 
 
REQUEST TO 
ATTENDING PHYSICIAN 
 
担当医へのお願い 

Permanent teeth

Data fo First Diagnosis 
（初診日） 

 
5.1.2002

Day of Diagnosis 
and Treatment 

（診療を行った実日数） 
5

Offic Visit Fees 
（診断料） 

 
40$

Carrency Paid 
（支払通貨） 

 
40$

M C （疾病の名称および部位） 

Identify examined teeth（該当する部位を○でかこみ病名をつける） 

Cavity (C) むし歯 
Gingivitis (G) 歯肉炎 

Missing teeth (M) 欠損歯 
Periodontal disease (P) 歯周疾患 

Stomatitis (S) 口内炎 

8  7 6 5 4 3 2 1   1  2  3  4  5  6 7 8 
8  7  6   5   4   3   2   1    1  2  3  4  5  6  7  8

Baby teeth

Name of Patient

: Separatee receipt required for prescription.

1. Please fill in this form so that the patient may 
    claim the social insurance benefit. 
2. This form should be completed and sined by the 
    attending physician. 
3. One form for each month and one form for hospitalization 
    / outpatient (home visit) should be filled out.

E D C B A    A B C D E 
E D C B A    A B C D E

Examination Fees 
（検査料） 

 
50$

X-ray Fees 
（レントゲン） 

 
Pantomo 450$

Other 
（その他） 

 
Scaling 60$

 
 
 

460$

800$

1250$

Total 2650$

Service（治療した歯の部位と治療の種類） 
filling 
inlaying 
metal capping 
jacket capping

Gold Crown  800$7

Chipped Teeth（欠損歯を補綴した場合その部位と種類） 
bridge 
partial artficial teeth 
total artficial teeth

Name of Hospital or Clinic
Y. CHERRY DENTAL CLINIC 
Signature of Doctor 
                  Y. Cherry 
Date 
         15.2.2002

1250$6 5 4 3 2 1

海外療養費用（歯科）支給申請書例 
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　　海外での国民健康保険について

　2001年1月より海外でも国民健康保険の療養費払いが受け

られるようになった。

　　　海外療養費給付基準
　海外療養費として給付される額は日本国内の病院や診療所で

保険診療を受けた場合と同様な額が支払われます。支払われる

医療費は支給決定日現在の円に換算される。

　　　給付対象
　日本国内で保険適用になっているもの。美容整形や一般的な

歯科矯正は対象になりません。また、治療を目的として出国

し、海外の病院等に通院、入院したものも対象外です。海外旅

行傷害保険等から保険金が出た時でも、海外療養費の減額はあ

りません。

　　　医療費の支払い
　海外では日本の国民健康保険証で保険医療を受けることはで

きない。そこで、海外の病院等で医療費の全額を立て替え払い

をする。その際、「診療内容明細書」「領収明細書」を1ヶ月単

位で書いてもらう。



１１０１ Dental Caries う蝕 

１１０２ Gingivitis and Periodontal disease 歯肉炎及び歯周疾患 

１１０３ Other diseases of teeth and  その他の歯及び歯の支持組織 

 supporting structures  

国民健康保険用国際疾病分類表 

　　　医療費の請求は
　海外からの「診療内容明細書」「領収明細書」と「療養費支

給申請書」を市町村国民健康保険課の窓口に提出する。外国語

で作成された書類は日本語に翻訳添付が必要です。国保中央研

究所で翻訳してくれる。（翻訳料￥3,500～ 4,000）

　請求には、「上記書類一式」「印鑑」「世帯主名義の口座の判

るもの（通帳等）」が必要です。（Form A、B参照）
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Attending Physician's Statement 
診療内容明細書 

1. Name of Patient (Last, First)

2. Name fo Illness or Injury preferably with Number of International Classification of diseases for the  
    use National Health Insurance 

傷病名及び国民健康保険用国際疾病分類番号 

3. Date of First Diagnosis: D    /    M    /    Y

患者名 

Form A

Age (Date of Birth)
年齢（生年月日） 

Sex (Male・Female)
性別（男・女） 

/            /

初診日 日    /    月    /    年 

4. Duration of Treatment: days

診療日数 日 

/            /

5. Type of Treatment

治療の分類 

6. Nature and Condition of Illness or Injury (in brief)
症状の概要 

7. Prescription, Operation and Any other treatments (in brief)
処方、手術その他の処置の概要 

8. Was the treatment required as a result of an accidental injury?
治療は事故の傷害によるものですか 

Yes
はい 

9. Itemized Amounts paid to Hospital and / or Attending Physician: Form B
治療実費 様式B

10. Name and Address of Attending Physician
担当医の名前及び住所 
Name 名前 : Last 姓 First 名 

/            /

入院 自 

□Hospitalization: From

至 

to

（　　　日間） 

（　　　days） 

Date 日付:

Attending Physician 担当医 

※日本語の翻訳文を添付しなければ、申請を受理できない場合があります。 
  （翻訳文には、必ず翻訳者の氏名及び住所を記載してください。） 

Reference Number of your Medical Record (if applicable) 
診療録の番号 

Signature 署名 

Address 住所 : Home 自宅 

Title 称号 

Phone 電話 

Office 病院又は診療所 Phone 電話 

/            /

/            /

/            /

/            /

入院外 

□Out patient or Home Visit:

/            /

/            /

/            /

No
いいえ 



Itemized receipt 
領 収 明 細 書  

(1) Fee for initial office visit 初診料 $ 

(2) Fee for follow-up office visit 再診料 $ 

(3) Fee for home visit 往診料 $ 

(4) Fee for hospital visit 入院管理料 $ 

(5) Hoopitalization 入院費 $ 

(6) Consultation 診察費 $ 

(7) Operation 手術費 $ 

(8) X-ray examination X線検査費 $ 

(9) Medication 医薬 $ 

(10) Anesthetics 麻酔費 $ 

(11) Operating room charge 手術室費用 $ 

(12) Others (specify) その他（項目明記） $　　　　　    $ 

(13) Total 合計 $

Form B

Name and Address of Attending Physician/Superintendent of Hospital or Clinic
担当医又は病院事務長の名前及び住所 

Important : Exclude the amount irrelevant to the treament, I-e extra charge fora bed.
注意：高級室料等治療に直接関係のないものは除いて下さい。 

Name 
名前 

Last 
姓 

First 
名 

Date 
日付 

Signature 
署名 

Address 
住所 

:

:

: Home 自宅 

Title 
称号 

Phone 電話 

Office 病院又は診療所 Phone 電話 
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　　海外での労災保険について

　最近、仕事により海外にでかける労働者が増えています。

　海外で病気やけがのために病院等で診療や手当てを受けた場

合でも、労働者災害補償保険（以下、労災保険と略す）の適用

を受けられる特別加入制度があります。

　労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に

対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、そ

の業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準

じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して

特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。詳しくは

労働基準監督署にお尋ね下さい。

　特別加入には、次の4種類（第1種：中小事業主等、第2種：

一人親方その他の自営業者、第3種：海外派遣者、第4種：特

定作業従事者）があります。第3種の海外保険の管理者は平成

8年で86,921人、保険料率は1000分の6です。



特別加入の種類 特別加入の範囲 

業　　種 労働者数 

金融業 50人 

保険業 

不動産業 

小売業 

サービス業 100人 

卸売業 

上記以外の業種 300人 

第3種海外派遣者 

1　JICA等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業

（有期の事業を除く）を行う団体から派遣されて、開発

途上地域で行われている事業に従事する方 

2　日本国内で行われる事業（有期事業を除く）から派遣さ

れて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企

業等海外で行われる事業に従事する労働者 

3　日本国内で行われる事業（有期事業を除く）から派遣さ

れて、海外にある以下の表に定める数以下の労働者を

常時使用する事業に従事する事業主及びその他の労働

者以外の方 
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　　海外での歯科医療費の目安

　諸外国での歯科医療の実状については、一般的に北米、西

欧、北欧諸国を除けば、歯科治療の環境はわが国とかなり異

なった状況になると考えられる。また、各々の国によって保健

医療制度や医療保険システムなどが異なるため、受療方法の違

いや医療費の支払い方法および負担額にもかなりの違いがある

と考えられる。特に歯科医療保険に関しては、自己の責任で払

い込み、あらかじめ決められた範囲内での医療給付しか受けら

れない国や、国が医療保障制度を定めているものの、適用範囲

が検査や予防処置主体のため、入れ歯や金属冠は保険の適用外

になっている国など、その制度は多種多様である。また同一国

内であっても、居住地域や歯科医療機関によって歯科医療行為

に対する支払額に大きな違いが生じることがある国もあるよう

である。したがって、諸外国で、日本と同様の水準の歯科医療

を日本と同様の負担額で受療することは、まずできないと考え

てよいようである。

　諸外国の歯科事情を鑑みると、原則として赴任前に歯科治療

を済ませておくことがすすめられる。しかしながら、赴任辞令

がでてから赴任までの期間が十分でないことも多く、辞令が発

令されてからでは歯科治療のために十分な時間をとることがで

きいないケースも多いと思われる。それゆえ、本来、歯・口の

健康管理は海外赴任前だけでなく、定期的な歯科健診の受診や
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初診料 ￥3,000～9,000

X線写真 
￥9,000～20,000（口全体） 
￥9,000～15,000（パノラマ式） 
 

充填処置 
￥9,000～17,000（アマルガム） 
￥9,000～20,000（コンポジットレジン） 

インレー、アンレー ￥52,000～85,000

クラウン ￥65,000～130,000

金属焼きつけ 
ポーセレン（陶材の白い歯） ￥65,000～130,000

ブリッジ ￥65,000～130,000（1歯あたり） 

部分入れ歯 ￥90,000～120,000

総入れ歯 ￥130,000～200,000（上または下） 

かかりつけ歯科医を持つなど日常生活の中での管理が重要に

なってくることはいうまでもない。

　ここでは、主としてわが国でも一般的に行われている歯科治

療法の諸外国での経費について、円に換算して示すことにし

た。したがって、為替相場によって多少増減することをご承知

おきいただきたい。またここで示した医療費が当該国の医療保

険ですべてカバーされる場合や一部負担金の割合が異なってい

たり、外国人（邦人）には適用されないケースもあるので、あ

くまでも歯科医療費の目安であることをご理解いただきたい。

　　　アメリカ
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　　　カナダ

　　　イギリス

　　　スイス

初診・総合検査料 約￥8,000

X線写真 約￥7,000

歯のクリーニング 約￥10,000

クラウン ￥8,000～12,000（小臼歯、大臼歯） 

部分入れ歯（レジン床） 約￥9,500（但し、欠損歯数によって異なる） 

部分入れ歯（金属床） 約￥16,000（但し、欠損歯数によって異なる） 

総入れ歯（レジン床） 約￥9,000（上または下）、約￥15,000（上と下） 

クラウン ￥70,000～80,000

金属焼きつけポーセレン 
（陶材の白い歯） 

￥120,000～130,000

充填処置 
￥9,000～17,000（アマルガム） 
￥9,000～20,000（コンポジットレジン） 

総入れ歯 約￥270,000（上または下） 

根管治療と根管充填 
（歯の根の治療） 

￥40,000～80,000



　　　スウェーデン
19歳以下の歯科治療、予防処置は原則として無料

　　　台　湾
1保険適用の場合
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診査料 約￥5,000

無歯顎診査 約￥2,500

X線写真（歯科用） 約￥300

X線写真（パノラマ） 約￥4,000

歯面清掃（一口腔単位） 約￥6,000

抜歯 約￥5,000

根管治療と根管充填 
（歯の根の治療） 

￥20,000～40,000

充填処置 ￥5,000～10,000（コンポジットレジン） 

インレー ￥25,000～42,000

部分入れ歯 

￥42,000

部分入れ歯（金属床） 

￥30,000～50,000

総入れ歯 

￥75,000～90,000

クラウン 

約￥55,000～ 

抜歯 ￥2,200～ 

歯石除去 ￥2,200

根管治療 
（歯の根の治療） 

￥3,600～10,000

X線写真（歯科用） ￥360

X線写真（パノラマ） ￥2,200
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2保険適用外

　　　香　港

　　　シンガポール

クラウン ￥15,000～36,000

歯周治療（ルートプレーニング） ￥11,000

歯周治療（フラップ手術） ￥18,000

ブリッジ（1歯欠損の場合） ￥43,000～110,000

部分入れ歯 ￥72,000～180,000

総入れ歯 約￥110,000

充填処置（コンポジットレジン） ￥3,500～ 

抜歯 ￥9,000～ 

歯石除去 ￥5,500～ 

歯周治療（フラップ手術） ￥18,000

根管治療（歯の根の治療） ￥18,000～ 

X線写真（歯科用） ￥700

X線写真（パノラマ） ￥5,500

クラウン ￥27,000～45,000

ブリッジ（1歯欠損の場合） ￥80,000～135,000

部分入れ歯 ￥90,000～ 

総入れ歯 約￥180,000

抜歯 約￥20,000

歯肉切除 約￥40,000



　　歯科医療受診のための会話集

　海外での歯科医療受診の際に障害となる要因の中で大きな

ウェイトを占めるものにコミュニケーションの問題がある。そ

こで本章では歯科受診のための会話集について、歯科医療サイ

ドから考えて比較的可能性の高いと思われる状況を想定し、数

カ国語での会話を提示してみることにする。

　外国語は記載順に、中国語・英語・スペイン語・ロシア語の

4カ国語で使用頻度が高いと思われる言語に限ってみた。また、

既往歴については英語のみとしたが受診の際には必要となるも

のであるので、あらかじめ日本国内で主治医と相談の上、記載

できる部分については記入しておいたほうが、いざと言う時に

安心かと思う。 なお、各国での歯科医療をめぐる事情はそれぞ

れ異なっていることに十分留意する必要がある。
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　例 　文
1歯が痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

2我慢できないくらい痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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3眠れないくらい痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

4しみます

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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5熱い物がしみます

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

6痛くて、食べることもできません

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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7口を開けると痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

8触るととても痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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9口がなかなか開きません

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

0歯がぐらぐらします

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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-歯が折れました（少し欠けました）

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

=歯が抜けました

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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q歯ぐきが腫れて痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

w親知らずが痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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e詰めている物が取れました

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

rかぶせている物が取れました

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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t入れ歯が壊れました

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

y入れ歯の具合が悪いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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uなんとなく噛み合わせが悪いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

i下の顎が痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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o食べ物が間に入り込んで、痛いです

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

p大きな病気をしたことがありますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）



52

[いま、何か病気にかかっていますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

]手術をしたことがありますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）



資　料

53

\歯を抜いたことがありますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

aいつも飲んでいる薬がありますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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s薬のアレルギーがありますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

d血がすぐに止まりましたか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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f血がなかなか止まりません？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

g痛くなったら、すぐに連絡しださい

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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hこの薬は決められたとおりに飲んでください

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）

j妊娠の可能性はありますか？

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）
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k歯はできるだけ、抜かないでください

（中国語）

（英語）

（スペイン語）

（ロシア語）



この手帳の内容および各国の歯科事情（歯科医療環境、歯科事

情、利用できる歯科医療機関等）は、日本歯科医師会発行の小

冊子「海外派遣労働者のために－世界の歯科事情と安心ガイ

ド－」から転載しました。詳細はこの小冊子または、日本歯

科医師会のホームページURL:http:www.iiha-jda.com/をご覧く

ださい。

料　金　表（案）
（海外派遣労働者の歯科健康指導及び健康診断）

問診　歯科健康診断　判定 
発病予測とその対処方法 
お口の健康手帳の交付（健康指導） 
 

6,000円 

石膏歯型 1,000円 

口腔内写真　上顎、下顎、前歯部　計3枚 1,000円 

海外からの相談料（Eメール、電話、FAXによる） 1回につき、3,000円 
＋実費 
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