
緊急対応から歯科まで総まとめ

なるほど！
メディカルSOS

ベトナムでの病気や事故の緊急事態は、いつでも誰にでも起こりえる。どこか他人事のような
気がしている在住者のために、今すぐ知っておきたい備えや緊急時の対応を紹介しよう。さら
に、気になってはいるものの理解できていなかった歯科治療やローカル薬局の利用について
も、まとめてチェックしよう！

※紹介されている情報は2016年8月取材時のもの



ベトナムに住んでいる以上、
「自分には関係ない」わけがない！

ベトナム在住5年の39歳女性。飲み会の後、グエ
ンティミンカイ通りを徒歩で横断中に向かってきた
バイクにひかれ、意識を失う。

保険の補償期間：補償期間が切れていないか

補償の種類：外傷も疾病もカバーできるか、入院や手術、
外来は補償対象か

オプション：緊急支援費用（何かあった時に日本から家族
が来るための費用）などは付いているか

各項目の補償限度額：外来治療の金額の上限、1日あた
りの入院費の上限、手術や緊急搬送の補償額は十分か

氏名の明記：会社で契約している保険の保険証券の場合、
個人名が明記されていないと、本人が実際に加入してい
るかが確認できずに使えない場合がある

〇会社で加入している日系保険（症状：急性気管支炎）
　外傷は補償対象だが、疾病の補償がないと判明。疾病は会社で治
療費を負担することになっており、保険のキャッシュレスサービスが受け
られなかった。

3F, Lancaster Bldg., 22 
Le Thanh Ton St., Dist. 1
 (08) 3827 0000
 (月～金曜）9:00 ～ 12:30 / 
14:00 ～ 18:00、（土曜）9:00
～ 13:00
www.lotus-clinic.com

10F, Hanoi Tourist Bldg.,
18 Ly Thuong Kiet St., Hoan
Kiem Dist.
(04) 3661 1919
（月～土曜）8:00 ～ 17:00　
www.tokyo-clinic.tokyo/ja

65 Trinh Cong Son St., 
Tay Ho Dist. 
(04) 3718 1000 
 (月～日曜）9:00 ～ 13:00 / 
14:00 ～ 18:00
※土・日曜は内科のみ
www.sakurahanoi.com/
index.html

4F, D2 Bldg., 1-2 Giang 
Vo St., Ba Dinh Dist.
 (04) 3817 0000
 (月～金曜）9:00 ～ 12:30 / 
14:00 ～ 18:00、

（土曜）9:00 ～ 13:00
www.lotus-clinic.com

〇ベトナムの保険会社の保険（症状：急性胃腸炎）
　加入後1ヶ月が経過しないと治療費が支払われない保険で、加入
時に会社からも保険会社からも詳しい説明がなく、本人も特に確認し
なかった。
※上記２つのケースはどちらも本人が医療費を支払い、後日自身で会社、保険会
社に請求した

※外資系医療機関を受診した場合、保険未加入者が
自腹で支払う金額の目安

腹痛で外来を受診、虫垂炎と診断。腹腔鏡

による手術を行い3日間入院した

朝、めまいがして体が動かなくなる。脳梗塞と

診断され12日間入院。医師･看護師が付き

添い海外へ医療搬送された

胸の痛みを訴えてベトナムの病院を受診、心

筋梗塞と診断。チャーター機でタイ・バンコク

まで搬送され、12日間の入院治療を受けた

人通りが多い場所では、事故を起こした張本
人は、その場から逃げ去るか、地区の公安警
察に自首する。ベトナム人いわく、周囲の人に

「死ぬまでボコボコにされる」のを恐れて逃げ
るらしい。

★事故に遭った人の意識がない場合
①周囲の人が身元確認をする。身分証明書や携帯
電話の履歴を確認し、家族や知人に連絡をとる。
②「115」に電話して救急車を呼ぶ、近くの公安警
察を呼ぶ、タクシーをつかまえて病院に連れて行って
もらうことが多い。「責任がとれない」、「犯人と間違わ
れる」、「費用を負担できない」などの理由で、居合わ
せた人が病院まで付き添ってくれることはまれ。

ローカル病院は、治療・検査ごとに前払いが原則。支払い
をしないと治療が始まらず、入院となればデポジットが必要だ。
本人がお金を持っていない、意識がなく支払いができない場
合、助かるケースでも放置されてしまう可能性もある。

一緒にいた日本人の友人は突然の出来事にパニ
ックに陥ってしまった。周囲のベトナム人がタクシー
を呼び、最寄りのローカル病院へ搬送。その際、ベ
トナム人の1人が同乗して付き添ってくれた。

意識が戻ったとき、患者やその家族でごった返す
病室のストレッチャーの上にいた。タンクトップ＆短
パンだったため全身に擦り傷、打撲を負ったが命
に別状なし。麻酔、採血をしたが、治療・検査ごと
に前払いが必要だった。その後、設備が整った外
資系病院へ転院した。

①ホーチミン市1区で事故発生！

下記の項目は必ずチェック

実例１
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万円

万円疾病の補償が付いていなかった ！

加入後すぐに使えなかった ！

ロータスクリニック
東京インターナショナル
クリニックさくらクリニック

ロータスクリニック
ハノイ

HCMC HanoiHanoi Hanoi

②周囲のベトナム人が素早く対応

③治療はすべて前払い制が基本

まずは、ベトナムでの大きな事故や病気について「自分には関係ない」という考
えを捨てよう。ここでは、緊急時の備えとして知っておいてもらいたい、この地で
お世話になるかもしれないベトナム人の事故時の一般的な対応や、見直しが
必要な保険の補償内容などについて紹介する。

在住者にとって身近な緊急事
態といえば交通事故だ。ここ
では、実際に事故に遭った在
住者の体験談と、ベトナムの
一般的な対応とを比較しな
がら見てみよう。

せっかく加入している海外旅行保険も、補償内容を把握しておかない
と意味がない。受診したときに治療に使えない、当然付いていると思っ
ていた補償がなかったなどのトラブルを避けるためにも、今一度確認を。

クリニックで対応できない場合も、可能な範囲での応急処置や、国内外の提携病院で専
門治療を手配、患者の症状や状態に合う病院や医師の紹介、医療通訳など、日系病院の
役割は幅広い。困ったときは日系病院に連絡して心を落ち着かせ、指示をもらおう。

ロータスクリニック
白井拓史院長に
お話を伺いました！

私、ベトナムで事故に
あったらこうなりました

保険の補償内容を把握してる!?

何はともあれ、
まずは日系病院をメモ

海外旅行保険の未加入者へ喝！
ケース別医療費の支払い金額

在住者も緊急連絡先が書かれたIDを携帯しよう！Check!

115

～在住者体験談～

関係ないわけがない！ ①

関係ないわけがない！ ②

関係ないわけがない！ ③

ベトナムの一般的な対応

ベトナムの一般的な対応

ロータスクリニックで実際に起きたトラブル

ベトナムの一般的な対応

備え
01

万円
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インターナショナルSOS　
1900 54 5506

51 Xuan Dieu St., 
Tay Ho Dist. （月～日曜）8:00 ～20:00 ２０：００～8：00◎ SOS会員は

24時間対応

△

提携先のみ
搬送あり

△

ヴィンメックタイムズシティ
インターナショナルホスピタル　｠
(04) 3974 3556 / 090 214 4455

458 Minh Khai St.,
Hai Ba Trung Dist. 8:00～17:00　

　

土曜午後
日曜
祝日

◎救急車は
転送のみ

土曜午後
日曜

ハノイフレンチホスピタル
(04) 3576 0508

1 Phuong Mai St., 
Dong Da Dist.

（月～金曜）8:00～12:30/
　　　　13：30～17:30

（土曜）8:30～12:30◎

ファミリーメディカルプラクティス・ハノイ
(04) 3843 0748

（オペレーションダイヤル3）

Van Phuc Compound,
298 I, Kim Ma St.,
Ba Dinh Dist.

【オフィス】（月～金曜）8:30～17:30、
（土曜）8:30～12:00

日曜
祝日◎ ◎

ファミリーメディカルプラクティス・ダナン
(0511) 358 2699 / 
0913 917 303（24時間）

50-52 Nguyen Van Linh St., 
Hai Chau Dist., Da Nang

（月～金曜）8:30～17:30、
（土曜）8:30～12:30

日曜
祝日◎ ◎

病院名・電話番号 住　所 救急搬送 24時間
救急対応 診 療 時 間 休診

日本人・日本語

日本語

日本語

英語

日本人

ホ
ー
チ
ミ
ン
市

ヴ
ン
タ
ウ

6 Nguyen Luong Bang St.,
Phu My Hung, Dist. 7

コロンビアアジア・ヤーディン病院
(08) 3803 0678　　  / 
(08) 3823 8455（          ※クリニック）

1 No Trang Long St.,
Binh Thanh Dist.

【診療】２４時間（サイゴンクリ
ニックからの転送は
無料搬送）

◎
◎英語

英語

インターナショナルSOSホーチミンクリニック
1900 54 5506　　　 / 
(08) 3829 8520（緊急時代表番号※日本人に取次あり）

1 Phuong Mai St., 
Dong Da Dist.

【診療】（月～金曜）8:00～19:00、
（土曜）8:00～12:00◎ ◎

FV病院　
(08) 5411 3333　　　 / 

【救急搬送】(08)5411 3500

（月～金曜）7:30～12:00 /
　　　　 13:00～17:00

（土曜）8:30～12:30　
◎◎ 土曜午後

日曜

土曜午後
日曜

ファミリーメディカルプラクティスホーチミン市
(08) 3822 7848

（オペレーションダイヤル3）

GF, Diamond Plaza, 
34 Le Duan St., Dist. 1

（月～金曜）8:30 ～ 17:00、
（土曜）8:30～12:30

日曜
祝日◎ ◎

インターナショナルSOS
1900 54 5506          / 
(08) 3829 8520（緊急時代表番号※日本人に取次あり）

1 Le Ngoc Han St., 
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau 
Province

（月～金曜）8:00～17:00、
（土曜）8:00～12:00◎ ◎

病院名・電話番号 住　所 救急搬送 24時間
救急対応 診 療 時 間 休診

日本人

日本人

日本人

日本語

日本語

緊急事態
発生 ！

緊急事態
発生 ！

緊急事態発生！ あなたなら、どうする？緊急事態発生！ あなたなら、どうする？
必見！ベトナム救命救急24時

　ベトナムでは多くの総合病院が自前の救急車を所持している。
救急車がない場合も搬送手配などをしてくれるので、救急車を要
請するときは、まず医療機関に直接連絡を。
　その際、いつ、どこで、どうなったのかに加え、保険の有無や支払
いの可否も必ず聞かれる。

　外資系病院もローカル同様、 
病院に着いたらすぐ支払いや保
険についての確認あり。絶対に
先払いというわけではなく、その
場の状態・状況によって治療を
先行してくれることも。まさかの非
常事態で、保険証もお金も携帯
電話も忘れてきたというケースも
あるだろう。そんな時も、日本人
対応の多い病院なら融通を利か
せてくれることもある。

　細い路地や一方通行の道路
が多いベトナムでは、救急車が
なかなかたどり着かないこともし
ばしば。希望すれば医師や看護
師に同乗してもらうこともできる
が、基本的に全員ベトナム人な
ので、目印となる最寄りの建物
の番地などをベトナム語で言える
ようにしておくといいだろう。

　パニックの時に言葉が通じないと、
さらに支離滅裂になりがちだが、そん
な時も日本語なら、なんとか会話は成
立する。日本語サポートがある病院は、
救急車などでも必要があれば電話で
通訳をしてくれるので、予め携帯電話
などに登録しておこう。

　夜中に横で寝ていた妻が、突然「胃が痛
い！」と叫びお腹を抱えて悶絶。救急車を手配
するよう頼まれた！

　会社にて右下脇腹に強い痛みを感じ、なん
とか自力で日系クリニックへ。診断結果はまさ
かの盲腸。急遽手術が必要と言われ、大手
の外資系病院へ搬送されることに。救急車
は日系クリニックが手配してくれた。

　予期せぬ事態の上に寝ぼけ状態、さらに深夜とあって大
パニックに！　どこに連絡すればいいのかもわからず苦しむ妻
に助けを求める…。

　転院先にて、緊急入院にもかかわらず、診察券と
パスポートの提示と高額のデポジット
を要求されたうえに、保険の確認が
取れず放置された。

　急患本人に教えてもらい、なんとか
救急車を呼ぶも、肝心の救急車が住
所を間違えるというアクシデント発生！

　診察は難なく終
了。苦しみ叫ぶ妻
の声を聞きながらの
電話はかなりカオス。
その上、慣れない英
語で大パニックに

（泣）。日頃からの備
えが大切だと学んだ。

ベトナム在住歴8年のA.Kさんの体験談

ベトナム在住歴14年N.Sさんの体験談

妻が夜中に
突然苦しみだした！

日本語OK＆救急診療もしている病院はここ！

自力で病院へ行くも
転送される

「緊急診療」気になるところQ＆A

ど、ど、どこに
 連絡したらいいの（焦）!?

緊急手術！！！？？

えええっ!?　
救急車が
まさかの迷子に！

診察と点滴を受け一段落（ほっ）

Q）救急車は先払い制？ Q）救急車を呼ぶ？　
　 自力で行く？

Q）診療時間外の
　  場合は？

　保険がなく救急車の支払いが
必要な場合、緊急電話時におおよ
その金額を教えてくれる。民間の搬
送外車だと、乗車時に一部を支払
い、降車時に残りを払うが、病院の
搬送車の場合は、降車時や診療
後一括など病院によって異なる。
救急搬送料は各病院によって異な
るが、一例として、ハノイ市内搬送
で250USD程度。

　救急車が必要かどうかは症状によりけり。
ひどい下痢や嘔吐など、自力で一刻でも早く
病院へ行ったほうがいい場合もあれば、交
通事故などで頭や首に強いダメージを受け、
動かさないほうがいい場合も。病院側が電
話で指示してくれるので従って。
　病院の救急車が出払っているときは、タ
クシーの他、一般の救急搬送会社（「ヴァ
ックヴィエット／ Vac Viet」社など）を病院
が手配してくれることもある。

　救急外来の受け入れは、病
院によって24時間受け入れ可
能な場合と、診療時間内のみと
いう場合がある。
　後者の場合、診療時間外は
電話にて提携先の外資系病院
を紹介してくれるが、その際の搬
送手配等は基本的に自身で行う
と思っておこう。

もしもの場合を想定したとしても、現実味を帯びないうちは「かかりつ
け医に電話すればいいよね！」などと済ませてしまいがち。非常事態
はそんな油断の隙に突然訪れる。「人の振り見て我が振り直せ」。
体験談から緊急事態が起きた時の対応を再確認しておこう。

救急車を呼ばなきゃ！

無事手術を済ませ、緊急入院・・・

日本語
通じないんですけどっ（涙）！

・・・病院に到着。

memo
memo

memo

memo

緊急
02

Case01

Case02

Answer! Answer! Answer!

ううううぅ！
早く救急車呼んで！

い、痛い！

はやく

誰か助けて、、、
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初診料：９０万VND
検診パッケージ：１８０万～２６０万VND
★内容：虫歯・歯周病検診、その他アドバイス、歯石・歯垢除去
★所要時間：40 ～６０分

日本語可

日本人・
ベトナム人
医師

日本人・
ベトナム人
医師

みんな気になる歯の問題
何よりも大切なのは虫歯の予防！
　ベトナム在住者にとっての大きな悩み―。その１つが歯科治療だろう。歯科特約
を付けるとキャッシュレスサービスが受けられる海外旅行保険はあるが、緊急性のな
い虫歯には対応できず、日本と比べて治療費が高額だからだ。ここでは支払いの仕
組みを再度確認するほか、虫歯予防に便利な歯科メニューを見ていこう。

　日本でも、保険を利用しないオーダーメイドの検診パッケージが人気で、参考例としては、50分8000円、80分1万5000円
ほど。ベトナムでも日本より安く、または同じ程度の料金で受けられるので、定期的な通院がおすすめだ。歯科

03

日系の海外旅行保険／歯科特約のオプションなし

小さな虫歯の場合 知らなきゃ損する耳寄り情報

ズキズキと痛む深い虫歯の場合

日系の海外旅行保険／歯科特約のオプションあり

緊急性あり
社会保険or

国民健康保険なし

窓口で100%
立替え払い、
日本帰国時に
還付申請

オプション
なしの
場合と同様

100%
自己負担

①事故で歯が抜けた、
折れたなど：
必要書類を事前に保
険会社に確認し、医
師の記載が必要な箇
所はクリニックに記
入依頼をする

②急な虫歯の
痛みなど：
保険会社の判
断によるので、
事前に確認が
必要

歯周病や虫歯チェック、歯垢・歯石・着色除去な
どがセットになった検診パッケージをご存知？　
日本では保険の決まりから、数回に分けて行
う必要があるが、ベトナムではしっかり時間を
かけて最短1回で対応。パッケージがなくても、
虫歯予防に有効な歯石除去が受けられる。次
ページでは、日本人医師・歯科衛生士が常駐、
または日本語
可能な歯科ク
リニックを 紹
介 す る の で、
ぜひ訪れてみ
よう。

　開院36年の歴史を持つ「ランア
ンデンタルクリニック」は、在住外
国人も訪れる完全予約制の歯科医
院。医院内は清潔で明るく、利用し
やすい雰囲気。10人の歯科医師が
常駐し、スタッフ、歯科医師ともに
英語可能。診察台やレントゲンなど
の設備は全てアメリカ製を使用し
ている。英語の価格表があり、目安
の治療費を
提示してく
れるので安
心だ。

VAT領収書
（レッドイン
ボイス）発行

海外旅行保険の
支払いの仕組み

よくある虫歯の症状。
治療費の目安はどれくらい？

各クリニックの検診パッケージor歯石除去をチェック！

ホーチミン市の人気ローカル歯科医院

スマイルデンタル
内田結貴先生に
お話を伺いました！

虫歯予防には
「検診パッケージ」や
歯石除去

麻酔＋削って詰め物をする（白い樹脂）＋レントゲン

①麻酔＋削って詰め物をする（白い樹脂）＋レントゲン
→452万～５６５万VND
②消毒→203万4000VND ③栓をする→３３９万VND

④差し歯（＋2 ～３回の治療）→１１３０万～１３５６万VND or 
詰め物（＋1 ～２回）→２２６万～３３９万VND or 
かぶせ物（＋2 ～ 3回）→９０４万～１１３０万VND

約

約

合計

合計

316万4000～３３９万

１２２０万4000～
２４６３万4000

VND

VND

 2 Bis Cong Truong Quoc Te, Dist. 3 (08) 3822 6222
（火～土曜）9:00 ～ 16:30    www.starlightdental.net

 2F, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuan Thuy St., Cau Giay 
Dist.  (04) 3795 4261 / 090 476 8018（日本人対応）
 (月 曜) 9:00 ～ 13:00 / 14:00 ～ 18:00、(火 曜)13:00 ～
20:00、(水曜) 9:00 ～ 13:00 / 14:00 ～ 18:00、(金曜) 9:00 ～
13:00 / 14:00 ～ 20:00、(土 曜) 8:30 ～ 12:00 / 13:00 ～
17:00、(日曜) 8:30 ～ 12:00

 42 Dang Thi Nhu St., Dist. 1 (08) 3914 2011 / 
094 188 1856（外山）8:00 ～ 12:30 / 13:30 ～ 20:00

 8F, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist. 
 (04) 7300 6480 / 090 467 7168 
（月～金曜）9:00 ～ 13:00 / 14:00 ～ 18:00
http://hanoi-mikuni.com

 458 Minh Khai, Hai Ba Trung Dist.
 (04) 3974 3556 / 090 214 4455
【日本人医師】（火～土曜）8:00 ～ 17:00
http://vinmec.com

【ベンタンクリニック】 27 Nguyen Trung Truc St., Dist. 1
(08) 3825 6999 / 093 524 2820（日本語）
（月～金曜）8:30 ～ 20:00、（土・日曜）9:00 ～ 17:00
http://westcoastinternational.jp

 65 Trinh Cong Son St., Tay Ho Dist.  (04) 3718 1000 
（月～金曜）9:00 ～ 13:00 / 14:00 ～ 18:00、

（土曜）9:00 ～ 13:00
www.sakurahanoi.com

 SH-16 Panorama, 173 Ton Dat Tien St., Dist. 7
(08) 5413 6634 / 0165 511 3366
 8:00 ～ 18:00   木・日曜

Nha Khoa Lan anh
 149 Ton Dat Tien St., 
Phu My Hung, Dist. 7, 
HCMC
(08) 5412 1314
 8:00 ～ 20:00  日曜
http://lananhdental.com

初診料：112万5000VND
検診パッケージ：146万2000 ～ 225万VND
★内容：口腔内のチェック、歯石除去、着色除去、研磨
★所要時間：40 ～ 60分

初診料：135万VND
検診パッケージ：

【大人】202万5000 ～ 382万5000VND、【年間パッ
ケージ】７８7万５０００VND、【キッズクラブ（0 ～ 15歳）】
270万VND（4回券）～
★内容：【大人】初診料、歯周病の検査、着色除去を含む歯
石除去、【キッズクラブ】虫歯チェック、歯みがき練習、ク
リーニング、フッ素 ※0 ～ 15歳が対象
★所要時間：【大人】30～45分、【キッズクラブ】20～30分

初診料：無料　検診パッケージ：40万～ 60万VND
（初診の場合は50%OFF）
★内容：問診、虫歯・歯周病検診、歯垢・歯石除去
★所要時間：30 ～ 60分

初診料：70万VND　検診パッケージ：170万VND
★内容：歯科検診、歯石除去、超小型カメラで口内チェック
★所要時間：30 ～ 60分

初診料：【予約あり】63万VND、
　　　 【予約なし】80万VND
検診パッケージ：70万9500VND～120万VND
★内容：歯の検診、歯石除去（クリーニング）
★所要時間：30 ～ 40分

初診料：約４５万2000 ～６７万8000VND
検診パッケージ：なし。
歯石除去約９０万4000 ～１８０万8000VND
★所要時間：30 ～ 60分

初診料：70万VND
検診パッケージ：なし。
スケーリング（歯石除去）180万VND
★所要時間：状態による

HCMC Hanoi

スターライトデンタルクリニック なごみデンタルクリニック

ラブリーデンタルクリニック ハノイ三国歯科

ヴィンメックインターナショナル
ホスピタルタイムズシティ

ウェストコーストインターナショナル さくらクリニック

スマイルデンタル

日本人医師

ベトナム人医師

日本人医師
歯科衛生師

日本人医師
日本語可

日本語可 日本語可

日本人・
ベトナム人
医師

まずは支払いの仕組みのおさらいから。利用者が多い日系海外旅行保険の場合、歯科特約のオプション
の有無、そして緊急性の有無によって支払い方法が異なるので、来院前に問い合わせるのがベストだ。

「リバティ／ Liberty」や「バオミン／ Bao Minh」などの各種医療保険は、歯科特約がついていれば緊
急性がなくともキャッシュレスで治療できる場合が多い

在住者の強敵といえば虫歯。緊急性がなくキャッシュレスサービスが受けられない
場合が多く、歯の痛みを鎮痛剤でごまかしている人がいるのでは？　「日本帰国時
に治療を…」と放ったらかした挙句、深い虫歯に進行してしまうケースが多いそう
なので、早めの治療を心がけよう。

会社負担社会保険or
国民健康保険あり 緊急性がない

放っておくと・・・！？
日本人・
ベトナム人
医師

日本語可
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フルーツポンチ味
（Fruit Punch 
Flavour）もある

総合風邪薬

軽度の下痢
（ティウチャーイニェ／

Tiêu Chảy Nhẹ）

激しい下痢
（ティウチャーイナン／

Tiêu Chảy Nặng）

軽い熱、頭痛
（ソット、ダウダウ／ Sốt, Đau Đầu）

風邪にも使える万能薬！

子どもの風邪

（1シート10錠1万2000VND）

（1箱3万5000VND）

（3g10包入り1万5000VND）

（1箱10錠入り1万VND）

（1シート10錠入り8000VND）

（1シート10錠入り5000VND）

（1シート12錠1万5000VND）
（1万6000VND）

（1箱60ml入り3万VND）

「アメフル／ Ameflu」

「ストレプシル／ Strepsils」

「チャーグン／ Tra Gung」

「オヴァラックス／ OVALAX」

「モックホアチャン／
Moc Hoa Trang-HT」

「ロペラミド／
LOPERAMIDE 
Capsules Bp 2mg」

「パナドール／ Panadol」

「ティエンターオ／
Thien Thao（天草風油精）」

「カムスエンフオン／
Cam Xuyen Huong」

くしゃみが3回でたら、ビタミンC配
合の「アメフル」が定番。1日3回、
毎食後に1錠ずつ服用

強い薬は心配というときは、コンビ
ニやスーパーでフルルビプロフェン
配合ののど飴を買おう

水や食が変わると便秘になりがち。つらい時は、これ。
10歳以上で1日1回1 ～ 2錠を服用

腹痛や腹部膨満、消化不良、 
アメーバ赤痢による大腸炎、下
痢など消化器感染症用の常備
薬。1日2～3回2カプセル服用

急性、慢性を問わず、幅広い
下痢に対応する強力な下痢
止め。成人は2カプセルを服
用後、様子見を

熱や頭痛、生理痛なら解熱鎮静剤
「パナドール」が一般的。1日2回、
朝晩に1錠ずつ服用だがやや強め

乳幼児でも飲める人気の子ど
も用かぜシロップ。悪寒、鼻水
など風邪の初期症状に、1日
2 ～ 3回規定量を飲用

ローカル薬局へGO!
ベトナム人に人気の常備薬をチェックしよう
英語表示の「ファーマシー／ Pharmacy」のほか、「ニャートゥオック／ Nhà Thuốc」、「ニャートゥオックタ
イ／ Nhà Thuốc Tây」と看板にあるのがベトナムの薬局だ。病院の休診日の応急措置として、または軽
い症状の場合に便利なので、ローカル薬局で買えるベトナム人に人気の薬をチェックしておこう。

家族や知人がいないとき
に緊 急 事態が起こったら、
自分 の 身 元を周 囲 に 知
らせ、身内に連絡をとって
もらう必 要 が ある。その
際、このIDカードを 財 布
に入れておくと便 利なの
で、コピーして利用しよう！　
携 帯 電 話 の 通 話 履 歴も
確 認されるので、緊 急 連
絡 先にする人と普 段から
連 絡を取り合うよう心が
けて。

薬
04

財布の中にIN！　
まさかのときの
IDカード

緊急連絡カード／ Thẻ Liên Lạc Khẩn Cấp

氏名

住所

血液型

持病

常用している薬

薬のアレルギー

緊急連絡先

①

②

③

(Họ và Tên)

(Địa Chỉ)

(Nhóm Máu)

(Bệnh Kinh Niên)

(Thuốc Thường Dùng)

(Dị Ứng Thuốc)

(Số Liên Lạc Khẩn Cấp)

ベトナムでよく聞く
「虫下し」って一体何？
編集部Yの体験レポート！

ベトナムに住むなら知っておくべきなのが「虫下し」。ベトナムで感染の多い寄生
虫は主に、回虫、べん虫、ぎょう虫などで、感染する割合は4年間在住の場合で5
人中1人ほど。それを駆除するのが「虫下し」で、ベトナムでは年に1～ 2回の服
用が推奨されている。便の中に寄生虫が見つかったときや、腹痛が続いたときの
参考に、見た目ベトナム人の編集部Yがチャレンジ！

市販されている虫下しで一般的なのが、
この「フガカー／Fugacar」。1箱約2万
2000VNDで、中身はたった1錠のみ。
ぎょう虫、鞭虫、回虫、鉤虫、線虫の駆除
に対応する。服用の後、お腹が痛くなっ
たり下痢になったりすることはないが、心
配な場合は週末などに服用しよう。

英語の説明
書も付いて
いる

錠剤は
直径1cm程度

服用前に水を用意しておくのがおすすめ

薬剤師によると、服用するのは就寝前。
水なしで噛み砕いて飲む。なお、2才未
満の子どもや妊娠3ヶ月以内の妊婦は
服用を避けるように
との説明あり。

噛んだ後は水や白湯で
口直しを。あとは寝て様
子を見るのみ。

（カムライン／ Cảm Lạnh） （ヴィエムホン／ Viêm Họng）

（ダウブン／ Đau Bụng）

（ターオボーン／ Táo bón）
（ティウチャーイ／ Tiêu Chảy）

下痢大国（!?）ベトナムとあって、
下痢止め薬は種類もいろいろ。

薬剤師の助言に従ってボリボリ噛む。
苦味などはないが、決しておいしくはない。
また、錠剤を飲むのが困難な幼児などに
は、液体のものもあるそう。

飲んでみた結果…
　服用後、数日様子を見るも、特
に変わった様子はなし。腹痛や下
痢、便秘になるという噂も聞いてい
たが、何も起きずややがっかり。基
本的には、便の中に寄生虫が見つ
かった、または家族が寄生虫に感
染した場合以外は、服用する必要
はないそうだ。

　欧米から輸入された薬が多く、日本人の体には薬の量が多
すぎる場合がある。そのため、副作用が出る可能性もゼロでは
ない。飲み合わせが悪いこともあるので、常用薬がある人は、薬
局のスタッフに提示しよう。
　薬を必要な分だけ購入できて便利
な反面、裸の状態で小分けにして袋
詰めされるので、後日病院を受診する
際に薬局で購入した薬を提示しても、
製造番号が分からず、薬の種類を確
定できないことがある。

ローカル薬局利用時の注意点

①これが噂の「虫下し」だ！

②服用は就寝前に！ ④噛んでから、
水で流す

③噛み砕いて飲む

風邪薬

下痢

のどの痛み

腹痛

便秘

顆粒しょうが茶。日本のしょうが湯を
薄く、無糖にしたような味で癖がな
く飲みやすい。お腹の冷えに最適

ベトナム人なら誰もが知っている万能
薬。コリ、めまい、虫刺され、頭痛、鼻
水、炎症など、足腰、腕、顔などとにか
く塗る。湿布のような匂いがする
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