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      オーストラリアでの歯科受診 

  

皆さんは、オーストラリアに住

まわれてから、オーストラリア

やパースにある歯科医院を受診

されたことはありますか？定期

的に、歯の検診やクリーニング

を受けていますか？ 

 

『歯医者は嫌い、痛いから嫌だ。』などの理由

で、歯科受診を後回しにされる方は少なくありま

せん。 

しかし、歯や口腔内の健康はとても大切です。体

の健康にも大きく影響しており、近年、オーラル

ケアはお口の中の健康アップだけでなく、体の健

康を保つためにもとても重要であるとの報告が多

く発表されています。 

 

そして、虫歯は自然治癒しません。放っておけ

ば、虫歯や歯周病（歯槽膿漏）は進行する一方

で、初期に治療をしておけば、痛みもあまりな

く、時間も短く、治療費を抑えることができたの

に…進行したばかりに、痛みもひどく、時間も治

療費もかかってしまうことになりかねます。その

予防の為にも、６ヶ月毎の定期健診とクリーニン

グを受けられることはとても重要です。 

 

一般の方から歯科に関して私が日本でいつも耳に

していたのは、『歯科は何度も何度も通院が必要

で行く時間が無い』、『歯医者が多すぎて、どの

先生が上手な先生かわからないから受診しにく

い』、など。オーストラリアでは、『オーストラ

リアでの歯科治療は高額だから行きたくない』、

『言葉の壁が心配』、『日本の歯科技術の方が安

心、日本に帰省した時に歯科検診している』など

といった声です。 

そして、現在…勤務先には、『オーストラリアの

歯科のシステムが解らず受診を悩んでいた』、

『以前、パースの歯科医にかかったが、治療に関

しての説明の意味がよくわからなかった』、『前

にかかった歯医者で、治療の選択種をたくさん言

われたが、正直どの治療法を選んでいいのかわか
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らなかった』、『できる治療は日本でしたい、も

しくはどちらでするべきか相談したい』、などと

私を訪ねてこられる患者様がとても多いです。 

私は日本で15年ほど、歯科衛生士として口腔病院

（口腔外科や矯正など含む口腔に関するすべての

科を持ち、24時間救急）などに勤務、また医療や

介護施設従事者向け口腔衛生やその他のセミナー

講師なども経験し、最初の数年は日本と行き来し

したものの、12年程前に初めてパースの歯科医院

で働き始めました。最初は見学のつもりだけで数

件の歯科医院を訪問したのですが、幸いなことに

仕事のオファーをいただき、歯科医院を選んだと

こから始まり、今現在に至るまで同じ歯科医院で

勤務しています。 

 

実際、仕事を始めてみると日本の歯科医院と異な

る部分が多くありました。主な違いをいくつかご

紹介します。 

 

オーストラリアの歯科医院は各診療室に1台の治

療チェアーと器具、機械や薬品がそろっており、

そこを歯科医1名と1～2名の歯科ナースが使用し

ます。日本の保険歯科医院の様に、フロアーに治

療チェアーが数台

並んでいるのでは

ないので、治療中

に他の患者様に見

られることなどあ

りませんし、先生

が麻酔の注射をし

た後に、隣の患者

様の治療に移り、

またその他の患者

様を見て…戻って

きたりなどは、何

か特別な理由がな

い限りありませ

ん。 
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大きな違いは治療費です。日本の保険治療費に比

べると高額で驚きました。（日本の保険外、自由

診療費と近い金額です）日本での歯科治療は、健

康保険で治療費の30％を支払うので、特に安く感

じます。オーストラリアの殆どの歯科がプライ

ベートの歯科医院で、ヘルスケアシステム

（Medicare）が使えないので、多くの患者様が 

プライベートの保険に加入されています。 

 

保険のカードをお持ちいただくと、HICAPという

システムを使い、保険のカバー額を差し引いた差

額のみをお支払いいただきます。カードを持参さ

れていない場合は、一旦全額をお支払いしていた

だき、ご自分で保険会社にクレームが必要です。 

保険会社も沢山あり、加入されている保険によっ

て治療費が異なります。また、受診される歯科医

が保険会社のPreferred Providerであれば治療の基

本料金も変わり、さらに保険カバー額が高くなり

支払額が安くなります。その為各歯科医院で治療

費が異なります。（来年、ある大手保険会社のポ

リシーが大きく変更されます。加入されている方

はしっかりご確認ください） 

低収入の方や高齢の方向けに公立の歯科医院も

パースに10件ほどあります。ただし、そこを受診

できるのは、オーストラリアのMedicareと低所得

や特別な方に発行されているヘルスケアカード又

はペンションカードをお持ちの方です。公立の歯

科医院の中には、歯科学生の実習の場であり、歯

科医の監視下で学生が治療を行っているクリニッ

クもあります。 

 

お子様がいらっしゃる方はご存知と思いますが、

オーストラリアには School Dental Service と

いう制度があり、定期的に連絡が入り、行かれて

いる学校にある歯科室、歯科室がない場合は近く

の学校歯科室で歯科セラピストによる検診・ク

リーニング・予防処置が無料で受けられます。無

料なので予約が多いようです。しかし、プライ

ベートの保険をお持ちの方は、すべてカバーされ

ることが多いので、プライベート歯科医院を受診

されることが多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicareをお持ちの方は、17歳まで2年間に＄1000

分の歯科治療が受けられる「Child Dental Benefits 

Schedule」という制度があります（高所得のご家庭

を除く）。歯科医院にMedicareのカードをご持参い

ただくと、残高を調べて請求できます。ただし、こ

のサービスを行っていない歯科医院も多くあります

ので、受診前にご確認ください。 

 

歯科の治療費を不安に思われる方もいらっしゃると

思いますが、歯科医院をご予約時に質問いただけれ

ば、初診にかかるおおよその費用をお伝えすること

ができます。初診時に治療計画と見積書を作成し、

治療費用をご確認いただいてから、治療法を相談し

て選択することが可能ですのでご安心ください。ま

た、私の勤務する歯科医院では、学生さんや海外旅

行・留学保険をお持ちの方などのご相談を受けた

り、駐在員様とご家族様の保険書類のお手伝い等も

しております。   

 

オーストラリアでは、患者様が選択する治療法が日

本で勤務していた時より大きな違いを感じます。そ

れは、治療費が高いことにも繋がりますが、先を見

据えた選択をされることが多いです。 

 

そして、歯科の基本的な治療はだいたい同じです

が、日本の健康保険を使って治療する場合は、治療

に使う材料や方法、使用する金属などが決められて

います。例えば、日本で詰め物やかぶせ物に使用し

ている銀色の材料（パラジウム）は、いろんな理由

からオーストラリアではほとんど使用しておりませ

ん。 

 

衛生面では、オーストラリアで決められている器

具・機械等の滅菌消毒手順などがとても厳しく、そ

して日本よりも使い捨ての器具や物品を多く使用し

ていることから、衛生の質の高さを感じました。ま

た、使用している器具や材料の質も高く感じまし

た。それは、治療費が高いからこそ、こういったこ

とを可能にしていると思います。 

 
 

 



 
Page 3 第 72号 

 

そして、オーストラリアには、歯科の中でも細かく

分かれたスペシャリストの先生方がいらっしゃいま

す。スペシャリストになるには、通常のジェネラル

（一般）歯科医になる為の勉強を終了した後に、か

なり難問な試験を受け大学のスペシャリストコース

に進み、最低3年以上のコースを受け、ケースを積

む必要があります。そのせいかスペシャリストでの

治療費は、さらに驚くほどの高額で、プライベート

の保険をつかっても、あまりカバーされません。

（だだし保険会社によっては、数名ですが

Preferred Providerスペシャリストがおられま

す。） 通常、先に一般歯科を受診し、必要と思わ

れた場合に一般歯科医からスペシャリストに紹介さ

れます。スペシャリストは専門分野の治療だけを行

い、その後は一般歯科に戻って治療の続き、又は定

期健診をします。 

 

歯科のスペシャリストには、下記のようなものがあ

ります。 

1) Endodontist（歯の根管治療）；マイクロス

コープ等を使って歯の細い根管を治療しま

す。残念なことに、日本での根管治療後は再

治療がとても困難で、手を付けたくないと避

けられる先生も少なくありません。 

2) Ear, Nose & Throat Specialist（耳、鼻、

喉）：文字通り、耳鼻咽喉の専門。  

3) Oral ＆Maxillofacial Surgery（口腔外科、顎

や顔面）：困難な親知らずの抜歯、大きな膿瘍や腫

瘍の摘出、インプラント体埋入や骨の移植やリフ

ト、顎の手術など。主に全身麻酔下で行います。 

4) Orthodontist（矯正歯科）：矯正の専門医で

す。オーストラリアでは、沢山の子供から大人まで

矯正をされることが多いです。 

5) Paediatric Dentist（小児歯科）：オーストラ

リアでは、一般歯科で検診や治療が困難と思われた

り、要治療歯の数が多く大がかりな場合は、お子

様が「歯科は怖い」とトラウマにならないよう

に、小児歯科で、全身麻酔かセデーション（意識

はあるがボーっとしている）、又は笑気ガス

（ハッピーガス）を使って緊張をほぐし治療を行

うことが多いです。 

6) Periodontist（歯周組織）：歯周病（歯槽膿

漏）の専門医で、歯と歯茎の間の奥深くに付着沈

着した歯石などを除去し、歯茎の治療をされま

す。また、インプラント体挿入や骨の移植やリフ

トもされます。 

7) Prosthodontist（歯科補綴）；歯に被せるク

ラウンやブリッジ、義歯（入れ歯）を作製装着さ

れます。一般歯科医もクラウン、ブリッジ、義歯

は作製しますので、ここでは主に大きく困難な

ケースが扱われます。 

8) Oral Medicine & Dental Sleep (口腔医学＆睡眠)：

口腔内の粘膜や舌などに関する病気の専門。睡眠に

関しては、睡眠中の無呼吸症候群、いびきや呼吸が

困難な方など。 

9) TMJ (顎関節)：顎関節に関しては、スペシャリストの

学位は無いのですが、口腔外科や口腔医学・睡眠の

スペシャリストの先生で、顎関節も深く勉強された先生

が診られます。 

 

最後に、何度も書きますが…口腔内の健康はとて

も大事です。皆さんに、定期的な歯科受診をして

いただきたいです。 

オーストラリアの歯科で勤務を始めてから、数多

くの日本人から知らずに起こってしまった歯科ト

ラブルなどをたくさん耳にしております。私は、

日本人の方々に歯科の件で困ってほしくありませ

ん。 

今回、少しだけオーストラリアでの歯科について

説明させていただきましたが、他にもまだここに

記載できてないこともあります。もし、歯科関係

でご心配なことやご質問等がございましたら、お

気軽にご相談ください。少しでもお力になれたら

と思います。 

 

Odin House Dental Surgery 

マネージャー兼 

トリートメントコーディネーター 

        野口 朋見 
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皆様 今年は、例年になく寒い日が続き、ここにき

てやっと暖かくなってきましたが、お元気でお過ご

しのことと思います。 

 

さて虹の会の第17回の総会が去る10月13日に開か

れ、前年度の事業報告と決算、今年度の事業計画と

予算が承認され、新役員も決まりました。  

 

 虹の会が2000年にパースで設立され早や18年目を

迎えました。当初10数名でスタートしたこの会も今

や150人の大所帯となり、地元では、なくてはなら

ない社会福祉団体とされています。 

 

ところで、ボランティアは、誰のためにするので

しょうか。私の18年の経験から言えることは、それ

は、人のためにではなくて、結局は自分のために

やってきたのだと思います。 

 

人のためと考えると長続きしなくて、結局自分が気

持ちがいいから、76歳になるまで、続いてきたのだ

と悟っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新理事紹介 

虹の会の存在を初めて知ったのは、子供たちがま

だプレイグループに通っている頃、紙芝居のおじ

さま方が定期的に訪ねてくれた時です。 

 

子供たちが小さい頃は余裕がなくてあまり活動に

は参加出来ませんでしたが、もともと看護師とし

て働いていたこともあり、何年間かは協力会員と

して参加させて頂いてました。 

 

３、4年前からはフィットネスインストラクター

として地元のジムで若い方からお年寄り、また産

前産後、リハビリに来る方にも関わらせて頂いて

ます。 

去年から正会員となり、今回理事として務めさせ

て頂くこととなりました。どのくらい時間の融通

がきくか分かりませんが、皆さまの健康に関わる

ことをずっとお仕事としてしているので、出来る

範囲で皆さまと楽しく活動していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。  

新年度を迎えて 虹の会 会長 大槻慎一  

これからも皆さんのご協力、ご支援を得て、虹の

会をより一層信頼できるボランティア団体にして

いきたいと思っていますので、 

 

 今後ともよろしくお願いします。 

ホーキンス 明子 
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サポートネット虹の会、入会のご案内 

虹の会事務局 携帯番号 0403 530 927 

虹の会ホームページ www.nijinokai.com.au の入会申し込みフォームから、もしくは直接 

info@nijinokai.com.au へメールを送信することもできます。 

パースに来て約5年が経ちました、その前は、

ニュージーランドに25年ほど住んでおり、気がつけ

ば人生の半分以上を海外で過ごす事になりました。 

 

約2年ほど前からは、西豪州日本クラブを通して沢

山の方と知り合うことができ、ここでの生活の知

恵・アドバイスをいただき、私のパースでの生活が

より豊かになってきました。 

子供たちも大きくなり、少し時間に余裕が出来まし

たので、何かのお役に経て得ればいいなと今回虹の

会に参加させていただきました。 

今回よりニュース

レターの編集に携

わらせていただい

ております。 

 

出来る範囲で協力

させていただきま

す。 

どうぞよろしくお

願いいたします。 

事務局だより 

初夏の風が吹く今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？  

 

さて虹の会では10月13日に第18回定期総会が行われ、 

新役員が選出されましたのでお知らせします。 

 

以下選出された役員です。  

会長      大槻慎一 

副会長    デーヴィス靖子 

事務局長  キリヒレヒナー裕子 

会計長  大戸美佐子 

理事      オッタウエイめぐみ、天野かおり、太田晴美、ホーキンス明子、タリーあき 

 

皆様よろしくお願いします。 

 

総会では前年度決算、予算が承認され、事業報告、事業計画が話し合われました。 

今年度は発達障害ワークショップの充実や、パースの政府機関などを調査すること、また高齢者の 

活動を活発に行うなどいろいろなアイデアが提案されました。 

ケア活動としては高齢者の登録会員の訪問や介助などが定期的に行われています。 

またプレイグループ訪問は2月ごろから開始しますので、子供達に楽しいボランティアのアイディアが 

ある方は事務局までご連絡ください。 

 

虹の会では常時会員を募集しております。何か社会のために役に立つ活動をしたい方、パースに来てま

だお友達がいない方など、とても有意義で楽しい会なので、ぜひご参加ください。入会はホームページ

からお申し込み下さい。  

  

 

 

 

 

 

タリー あき 

キリヒレヒナー裕子  
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自社便あり、市内引っ越し、他州向け、各国向け 

航空便、船便のお引っ越しもお取り扱いしています。 

土曜日も営業しています 

電話 0400-454-644（日本語） 
www.cubeit.com.au/cubeit/city_perth/ 
インターネットで予約できます 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

日本人墓地清掃  

11月18日に日本人墓地清掃を 

行いました。 

元気いっぱいな子供達が多数参加し、落ち葉を一生懸命に拾い集めました。 

太田晴美  
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メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前８時～ 午後５時 （土） 午前９時～午後１２時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 
お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9218-8973  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

 

日曜礼拝 
日曜日：１３時から 

 

聖書の学び会 
   火曜日：１３時から１４時まで 
 

無料英会話教室 
月曜日－木曜日：１０時から１２時４５分まで 

金曜日午前クラス：１０時から１２時４５分 

金曜日午後クラス：１５時から１７時３０分まで 

土曜日：１４時から１６時３０分まで 

（授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。） 

 

プレイグループ 
水曜日：１０時から１２時まで 

 

 

連絡先：0479 176 232 （パース日本語教会 森本まで）  

住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

Facebook: West Leederville Presbyterian Church 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 
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編集だより 

 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016-363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

（１）生活情報の提供        移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供        医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援            一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談           子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援   日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート       （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談            上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ    

                     たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち 

                     で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 

あっという間に今年も残りわずかとなりました。今年虹の会では発達障害ワークショップを立ち上げ、７月と１

１月に２回開催しました。多くの専門家の方やご家族の方が集まり、少しづつですが形ができて来たところで

す。次回は来年になりますがセミナー・勉強会を行う予定です。同じような境遇の方達との悩みの共有、情報交

換を母国語でできるのは本当に嬉しいことだと実感しています。情報が簡単に得られる今の世の中で

すが、やはり体験談に勝るものはありません。この会で出会った方々との繋がりを大切に、これから

参加者の方々の希望、要望に応えていきたいと考えています。一人で悩まずにこの会を通じて少しで

も近道が見つけられたり、肩の荷を下ろしていける方が増えればいいですね。（めぐみ） 


