
HEALTH INSURANCE VIDEO SCRIPT 

健康保険に関してのビデオ説明 

Slide 1.) Welcome to the Humboldt State University International Student Health Insurance Presentation Video.  

ハンボルト州立大学の外国人学生健康保険に関する説明ビデオへ、ようこそ。 

The following video is an overview of the US Healthcare System for international students. 

このビデオでは、留学生のために米国の医療制度の概要について説明します。 

 Please click the link at the bottom of the screen to watch this important video.  

この重要なビデオを見るには、画面の下部にあるリンクをクリックしてください。 

 

(U.S. Healthcare Video) 

（米国医療のビデオ説明に関して） 

“In this short video, we will provide an overview of the U.S. Healthcare system, and how to seek medical 

treatment. The first step is what to do before you leave home.” 

このビデオ内では、私たちが提供する米国の医療制度の概要や、どのように治療を受けること

ができるかを説明しています。最初のステップは、日本を離れるまでにすべき準備です。 

“Before you travel to the U.S., there are some simple things you can do that will make your life much 

easier, and could prevent you from having to pay for things that are typically mot covered under 

international student insurance plans. 渡米後により快適な生活を送っていただくため、そして本

保険制度でカバーされる事例に対しての余分な支払いを防ぐために、渡米前にすべき簡単な準

備をご紹介します。 

1) Prescription Medications: if you are currently taking any prescription medications, such as asthma 

inhalers, make sure to bring a good supply with you, along with your doctor’s notes for those 

medications.  

1) 処方箋について：現在服用（常用）している薬などがある場合（例えば喘息の吸入器など）、

それらの薬等と医師の処方箋を持ってきてください。 

2) Eye Test: opticians are typically not covered under international student insurance plans, so get a 

checkup before you travel, and make sure you have current prescription glasses and contact lenses.  

2) 視力検査について：通常、眼科は外国人学生健康保険制度ではカバーされないので、渡米前

に視力検査を行い、処方箋、メガネ、コンタクトレンズを持参してください。 

3) Dentist: make that visit to the dentist you’ve been putting off. Dental costs in the USA can be very 

expensive, and likely will not be covered by your insurance plan. 



3) 歯科治療について：歯のトラブル等で歯科治療を先伸ばしていた場合は、日本で治療を終え

てきてください。米国では歯科は非常に高額であり（神経治療で平均１５万以上かかります）、

費用は本保険制度では一切カバーされません。 

 4) General Checkup: go to your doctor and have a checkup before you travel- and make sure all your 

vaccinations are up to date. With advanced planning and preparation, you can avoid uncovered 

expenses when abroad.” 

4) 一般的な検診について：渡米前に、係りつけの医師、または病院で健康診断を終えてきてく

ださい。また、すべての予防接種がしっかりと行われているかを確認してきてください。事前

の計画と準備によって、渡米中の本保険制度でカバーされない費用負担を避けることができま

す。 

“The US Healthcare system offers some of the best medical care in the world. But it is complex, difficult 

to navigate, and often very expensive. The US system will also very likely be different from the 

healthcare system you are used to back home. In this section of the video, we offer a few simple tips.  

米国医療システムでは、様々な世界最高峰の医療を提供しています。しかし、その手順は複雑

で難しく、更に非常に高額です。米国医療システムは日本の医療システムとは大きく異なりま

す。 

このビデオセクションでは、簡単なヒントをご紹介します。 

First, like most Americans, you will need a private insurance plan- either through your school or one that 

you purchase directly. There is no universal access, or national healthcare, like many countries offer. 

When you seek any medical care, the provider you choose- hospital, doctor, or clinic- will look to you, 

and to your insurance carrier to get paid for their services. There will be no payment from the 

government, and healthcare can be very expensive in the US.  

まず最初に、大体のアメリカ人と同じように、学校が提供する保険か、民間の保険会社の保険

に直接加入する必要があります。多くの国が提供しているユニバーサルアクセスや国民保険は

米国には存在しません。 

医療を求める際には、保険の提供元（学校や保険会社）が病院、医師、診療所を選択し、費用

は保険負担となります。政府の費用負担がないため、米国での医療は非常に高額になる可能性

があります。 

Here are a few recent, real-life examples: Appendicitis = $60,493. Fractured Humerus = $47,445. 

Fractured Clavicle = $18,393. Car Crash = $150.000+. 

実際の症例での費用をご紹介します。 

虫垂炎＝$60,493 上腕の骨折＝$47,445 鎖骨の骨折＝$18,393 自動車に轢かれた際＝

$150.000+ 

We hope by now it’s clear why you need insurance. However, even with insurance, you should still be 

prepared to pay some portion of the cost of your medical care. Cost sharing is an important element of 

the US system- so medical care is never entirely free, and each time you access the system, you should 



expect some cost. While your insurance plan will typically cover the majority of expenses, there will be 

copays, deductibles, coinsurance, excluded charges, or some combination of these items that will ensure 

that you pay something. Carefully review your insurance documentation so you understand how these 

payments work for your plan.  

なぜ健康保険が必要か、ご理解いただけたかと思います。しかしながら、保険負担とは言え、

万一に備えて医療費の一部を支払うための費用の準備は必要です。費用分担は米国の制度にお

いて重要であり、医療費用がすべて保険によって賄われる、完全に無料になることは有り得ま

せん。医療機関を利用した際には、毎回ある程度の支払い額が必ず発生します。 

本保険制度では、一般的に費用の大部分はカバーされますが、自己負担金、免責金額、共同保

険、除外された費用、もしくはこれらの組み合わせにより、費用の一部負担が発生します。 

これらの保険に関する資料をよく読み、どのような場合に支払いが発生するのかを理解してお

いてください。 

When you get sick or injured, where do you seek care? Here’s where it can get complicated. The medical 

system in the USA is made up of a mixture of many different types of providers: large and small 

hospitals, emergency rooms, private doctor’s offices, urgent care centers, walk-in clinics, specialists 

offices, surgery centers, pharmacies, and – our favorite – the on campus clinic. As daunting as it may 

look, if you keep a few simple points in mind, seeking medical care does not need to be overly 

complicated. The main thing to do is, if at all possible, stay out of the Emergency Room! Emergency 

Rooms in the US are expensive and are designed for life threatening, or very sever illnesses and injuries.  

病気や怪我をした際に医療を求める場合、システムは複雑になります。米国の医療システムは

提供元により様々な異なるサービスが複合されています。それらは、病院の大小、緊急治療室、

民間診療所、緊急治療センター、予約不要の診療所、専門家のオフィス、手術センター、薬局、

キャンパス内のクリニック等です。簡単なポイントをいくつかおさえてしまえば、医療サービ

スの仕組みはそれほど複雑ではありません。 

その中での最も重要なポイントが、可能な限りエマージェンシールーム（緊急治療室：

Emergency Room）の利用を控えるということです。 米国でのエマージェンシールームは非常に

高額で、生命を脅かす、または重篤な病気や怪我を治療するために用意されています。 

If you have the flu, or a sprain or minor cut, you can go to an Urgent Care Center, walk in clinic, on 

campus clinic or doctor’s office for a fraction of the cost of the emergency room.  The best place to start, 

if at all possible, is you on campus Health Center or clinic. These clinics are typically available at reduced 

cost or even free, are close and convenient, and even if you end up having to go somewhere else later, 

will save you money under most insurance plans.  

もし、インフルエンザ、捻挫や軽い切り傷を負った場合は、キャンパス内のクリニックである

緊急医療センターや診療所や、ドクターズオフィスなどに行き、コストを最小限に抑えること

ができます。 

キャンパス内のヘルスセンターやクリニックは、皆さんが初めて米国の医療に掛かるのに最適

な施設です。これらのキャンパスの医療施設は、一般的には、ほとんどが低料金か無料で利用



できます。施設はキャンパス内にあるので近くて便利であり、後に別の民間の医療施設へ転院

するような事になった場合でも、本保険制度を適応して低料金で他の医療施設に掛かることが

できるように学校のクリニックで調節することが可能です。 

Local doctors’ offices are a good place to start for medical care as well. Often called General 

Practitioners, or Family Doctors, these offices typically require an appointment, and some doctors may 

not accept new or short term patients. If you can find a doctor you like and get an appointment, it can 

be the best place to start.  

地元の診療所も、初めて米国の医療機関に掛かるには最適と言えます。多くの場合、一般開業

医、または家庭医と呼ばれるこれらの診療所は予約を必要とし、一部の医師は新規または短期

の患者を受け入れない場合があります。もし、信頼できる医師が見つかり予約が取れたならば、

掛かることをお奨めします。 

Often a more convenient option is walk in clinic or urgent care center, with long opening hours, no 

appointment or prior relationship required, and ability to deal with a variety of medical issues. These 

retail providers have become extremely popular. They can cost a bit more than a doctor’s office, but 

much less than an emergency room, and typically accept a wide variety of insurance plans.  

より便利なオプションとして、診療所や緊急医療センターが挙げられます。これらの施設は診

療の受付時間が長く、予約無しもしくは事前に医師とのコンタクトを取っていない場合でも、

医療に関する様々な問題に対処してくれます。 

これらの小売医療サービスはとても人気があります。費用はドクターズオフィスよりも少し高

額ですが、エマージェンシールームと比較するとはるかに安価です。そして、一般的に多くの

保険制度がされます。 

Of course, for serious or life-threatening illnesses and injuries, go straight to the emergency room 

connected to your local hospital. They will be prepared to deal with any problem you have, and will 

either treat and release you, admit you, or refer you to another facility. It won’t be cheap, and it won’t 

be quick, but you are in the right place for a serious case.  

もちろん、重篤な症状や病気、怪我などはすぐに地元の病院のエマージェンシールームに掛か

ってください。エマージェンシールームは医療に関してあらゆる側面に対処できるように準備

されており、症状に対する治療や緩和、入院、もしくは他の病院や緊急医療施設に対して手続

きを行います。決して安価ではなく、迅速な対応も望めませんが、深刻な症状に関してはエマ

ージェンシールームは最適な場所です。 

A doctor at an office, urgent care center, or hospital may write you a prescription for medication. In this 

case, you will need to go to a local pharmacy to get the prescription filled. There are lots of options 

available. Walgreens and CVS are two of the more popular, nation-wide chains, but Walmart and other 

grocery stores also have pharmacies. In most cases, you will need to pay for the medications fully, and 

then keep copies of your receipts, and submit a claim to your insurance company for reimbursement.  

ドクターズオフィス、緊急治療センター、もしくは病院にて医療行為に対する処方箋が出され

ることがあります。この場合、地域の薬局へ処方箋を提出し、薬を貰う必要があります。これ



に関しては様々な店舗が対応しています。ウォルグリーンや CVS（シーヴィーエス）は全米で

有名な薬局チェーン店ですが、ウォルマートや他の食料品店内にも薬局は存在します。ほとん

どの場合、薬の代金は全額自己負担であり、その後、領収書のコピーを取り、保険会社に請求

を提出し費用の払い戻しを行います。 

To review: 1) prepare before you go, 2) make sure you have insurance, 3) plan to pay some costs 

yourself, 4) stay out of the Emergency Room and start your care at an on campus clinic, doctor’s office, 

or urgent care center whenever possible. We hope that you have found the information in this video 

helpful and that you have a better understanding of the healthcare system in the US. For more detailed 

information about various US healthcare topics, please visit the insurance explained section of 

international student insurance: www.internationalstudentinsurance.com/explained  

これまでの説明に関してのレビュー：１） 出発前に事前に準備をする、２）保険の加入を確認

する、３）現地での医療費用の一部負担を想定し、費用を用意する４）できる限りエマージェ

ンシールームの利用を控え、学校のクリニックや緊急医療センター、ドクターズオフィスなど

を利用する。 

このビデオを通して皆さんに情報を提供し、米国の医療システムに関するより深い理解を促せ

たかと思います。 

米国医療について更により詳しい情報をご覧になりたい場合は、以下の外国人学生健康保険制

度をご覧下さい。www.internationalstudentinsurance.com/explained 

Slide 2.) You may be asking yourself, “Why do I need medical insurance?” It is the policy of Humboldt State 

University that all international students have health insurance while they are enrolled. Health 

Insurance will help you pay for any medical bills that you accrue during your stay. Without insurance, 

your medical bills may be overwhelmingly expensive. The US government will not help non-citizens with 

medical bills. It is important to know that, for your health insurance to work, you must have purchased it 

before getting sick or injured.  

なぜ、保険が必要とされるのか。 

本学での在学期間中、すべての留学生が健康保険に加入をしていることがハンボルト州立大学

のポリシーです。健康保険は、米国滞在中に発生するあらゆる医療費を支払う際に役立ちます。

保険に加入していない場合、医療費が圧倒的に高額になります。米国政府は、非米国市民の医

療費を一切負担しません。米国で健康保険を適用するには、病気や怪我をする前に健康保険に

加入する必要があるということを知っておくことが重要です。 

Slide 3.) Here are some average medical costs in the United States. As you can see, these can be incredibly 

expensive and are very difficult to pay without help from a health insurance company. 

いくつか米国の平均的な医療費の例をご紹介します。医療費用は非常に高額になるため、健康

保険会社からの援助がなければ全額の支払いが非常に困難になることがお分かりいただけると

思います。 

http://www.internationalstudentinsurance.com/explained
http://www.internationalstudentinsurance.com/explained


Slide 4.) The remainder of this video is geared towards international students who are receiving Anthem Blue 

Cross (or ABC) Insurance through CSU Healthlink. If you do not have ABC Health Insurance, you may 

disregard the remainder of this video. Here is a table of costs and coverage dates.  

*** Matric: These are based on the 2013-2014 university semesters.  

***IELI: These are based on the 2013-2014 IELI sessions.  

本ビデオのこれ以降のセクションでは、CSU ヘルスリンク（CSU Healthlink）を通じてアンセム

ブルークロス（Anthem Blue Cross）または ABC の保険に加入している外国人留学生を対象とし

ています。もし、あなたが ABC の健康保険に加入していない場合は、これ以降をご覧になる必

要はありません。 

以下は、金額と適用範囲の表になります。 

***マトリック（Matric）：これらは、2013 年から 2014 年の大学の学期に基づいています。  

*** IELI：これらは、2013 年から 2014 年 IELI のセッションに基づいています。 

Slide 5.) Here is a table outlining the summary of benefits available to you through CSU Healthlink. 

この表は、CSU ヘルスリンクを介してユーザーが利用できる利点の要約になります。 

Slide 6.) Now that you have medical coverage, you will need to prove it before you can use it. Your ABC 

Membership Card, also called your ID card, will arrive within a few weeks after you have started class. 

You can come to the Center for International Programs to pick up your ABC ID card. Be sure to keep this 

card with you at all times- you never know when there will be an emergency. Show this card whenever 

you receive medical treatment.  

現在あなたが医療保険に加入しているということを、 あなたが保険を適応する前に証明する必

要があります。あなたの ABC の会員カード、または ID カードと呼ばれるカードは、授業開始後

の数週間以内に届きます。そのため、ABC の ID カードを国際プログラムセンターに取りに来て

ください。いつ何時、緊急事態でこのカードが必要になるかはわからないので、このカードは

常時携帯してください。治療を受ける際に、毎回このカードを医療機関へ提示して下さい。 

Slide 7.) There are several ways that you can receive your medical benefits. You can always call the 24/7 

NurseLine for free medical advice at 1-800-977-0027. You can also visit the Student Health Center on 

campus, or visit any one of the Preferred Providers off campus.  

医療手当てを受ける方法は複数あります。ナースライン（24 時間、年中無休）：1-800-977-

0027 では無料で医療相談を受けることができます。また、キャンパス内の学生用のヘルスセン

ターもしくはキャンパス外のプリファードプロバイダーの利用も可能です。 

Slide 8.) A Preferred Provider (or PPO) network is like a “club” of doctors, hospitals, and other care providers. 

Visiting a preferred provider will save you money on medical care. You can find your Preferred Providers 

by calling 1-800-888-2108, or by visiting the ABC website. If you click the Humboldt Doctors link below, 

you can view a list of PPOs in Humboldt County.  



プリファードプロバイダー（PPO）は、医師の「連合」、病院、そして他の医療提供者のよう

なものです。プリファードプロバイダーを訪問することによって、医療面において金銭が節約

できます。プリファードプロバイダーを見つけるには、1-800-888-2108 に電話を掛けるか、ABC

のウェブサイトをご覧ください。以下のハンボルトドクターズ（Humboldt Doctors）のリンクを

クリックすると、ハンボルト郡の PPO のリストを参照できます。 

Slide 9.) The Emergency Room at any hospital is always open, and should only be visited in the case of a life-

threatening emergency. If you are unsure whether or not your situation is life-threatening, call the 24/7 

NurseLine for answers.  

どの病院のエマージェンシールームも常時開いていますので、命に関わる緊急事態の場合のみ

利用してください。命に関わる症状であるか判断できない場合、ナースライン（24 時間、年中

無休）に電話して判断を仰いでください。 

Slide 10.) After you receive medical treatment, you will need to pay your bill. In most cases, doctors and other 

medical providers will bill the insurance company directly (if they are in the PPO network). Otherwise, 

you will be required to pay for your medical care. If unsure, ask the health care provider. If you have to 

pay the doctor directly, send medical bills and/or detailed receipts with a completed claim form to 

Anthem Blue Cross. You may be reimbursed. If you do not receive a response after 4 weeks, contact the 

Anthem Claims Department.  

治療を受けた後には治療費を支払う必要があります。ほとんどの場合、医師や他の医療提供者

（PPO ネットワーク内にある場合）は、直接保険会社に請求します。それ以外の場合には、医

療費の支払いを自分で行わなくてはなりません。どちらか判断ができない場合は医療サービス

提供者に問い合わせてください。直接医師に支払う必要がある際には、アンセムブルークロス

に記入した請求用紙と医療費および/または詳細な領収書を送ってください。償還することがで

きます。４週間たっても返事がない場合は、アンセムクレームズデパートメント（Anthem 

Claims Department）にお問い合わせください。 

Slide 11.) Here are some frequently asked questions. 

以下は、よくある質問です。  

Slide 12.) If you have additional questions, there are several ways to get answers. You can call Anthem Blue Cross 

at 1-800-888-2108 to check on the status of your bill, if you did not receive your ID card, or if you have a 

question regarding your benefits or claims. You can also call Wells Fargo at 1-800-853-5899 to change 

your contact information, or to purchase medical insurance for your dependents, or dental and/or vision 

coverage for yourself and/or your dependants.  

ご不明な点を解消するに当たり、いくつか方法があります。請求書の状況の確認、ID カードを

受け取っていない、もしくはメリットやクレームに関してご質問がある場合、アンセムブルー

クロス：1-800-888-2108 へ電話をお掛けください。連絡先情報を変更、扶養家族の医療保険の

加入、ご自身および/または扶養家族の歯科および/または保険の適用範囲の確認をする場合、

ウェルスファーゴ（Wells Fargo）：1-800-853-5899 にお電話ください。 



Slide 13.) If you have any other questions, contact Ward Angles, your health insurance adviser. You can reach him 

either by phone at 707-826-3732, or by emailing him at angles@humboldt.edu. Thank you for listening 

to this Health Insurance Presentation.  

その他質問がある場合、健康保険アドバイザーの Ward Angles にご連絡ください。電話番号：

707-826-3732 に電話する、もしくは angles@humboldt.edu へメールを送ってください。ご清聴

ありがとうございました。 

mailto:angles@humboldt.edu
mailto:angles@humboldt.edu

