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在豪邦人コミュニティーサポート
Japanese Australian Support in Community Inc.

はじめに
JASIC (英語名: Japanese Australian Support in Community Inc.; 日本語名:在豪邦人コミ
ュニティーサポート) は 2015 年 3 月に設立後、セミナー、ワークショップそしてホーム
ページなどを通じてオーストラリアの医療、福祉制度について日本語で情報を提供してい
ます。
2017 年 5 月にはオーストラリアの医療情報を冊子として一つにまとめた「JASIC オース
トラリアの医療ガイド」を発行しました。多くの人の手にとっていただけるように印刷
(製本) 版と PDF 版を作成しました。 (PDF 版は JASIC のホームページ:
http://jasic.org.au/welfare/ よりどなたでも無料でダウンロードできます。)
今回、公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究助成財団の助成を受け、
自宅で受けることができるオーストラリア高齢者福祉・介護サービス情報を冊子としてま
とめました。
「高齢 (者) 」という言葉に抵抗がある方も多いと思いますが、オーストラリアでは 65 歳
以上と 65 歳未満では国の福祉サービスの利用ステップが異なります。本冊子では 65 歳
以上の方が利用できる国の福祉サービス (Aged Care Services) についてまとめています
ので、区別するために「高齢」という言葉をつかっています。
これまで JASIC が開催してきたセミナーの内容に加え、今回もオーストラリアの医療・
福祉に携わっておられる方々に執筆をお願いしました。また特別に認知症の専門家である
大沢愛子医師 (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科医長/認知行動科学研究
室 室長) と前島伸一郎教授 (藤田保健衛生大学 医学部リハビリテーション医学 II 講座) に
本冊子のために寄稿していただきました (23 ページ) 。
Assessment は「アセスメント」
Approval は「認定」
で記載を統一しています。
本冊子の中では、オーストラリアで迎える老後が心配な「真紀子さん」と「恵美さん」も
登場しています。
オーストラリア永住の皆様とご家族が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らしつづけてい
ける一助になれば幸いです。
最後になりましたが、本冊子発行にご協力いただきました関係者の方々に心より感謝申し
上げます。
2018 年 3 月
JASIC 役員一同
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在豪邦人コミュニティーサポート (JASIC) 入会のご案内
【JASIC とは】
JASIC (英語名：Japanese Australian Support in Community 日本語名：在豪邦人コミュニティーサポ
ート) は、オーストラリア在住の日本人がオーストラリアで暮らしていく上で必要となる医療福祉制度をより活
用できるよう支援することを目的として、2015 年 3 月に発足し、2015 年 9 月にオーストラリア政府機関
AUSTRALIAN CHARITIES AND NOT-FOR-PROFITS COMMISSION (ACNC) にチャリティー団
体として正式に認定されました。JASIC の目的は、地域の日本人コミュニティーと、オーストラリア連邦政府、
州政府や地方自治体が提供している 医療や福祉、高齢者ケアサービス側とのつながりを強化することです。
それを実現するために、 地域の病院や高齢者ケア、福祉サービスで働く日本出身の医療や福祉の専門家
が、日本語でのセミナーやワークショップを継続的に開催していきます。
JASIC 入会のメリット
JASIC (在豪邦人コミュニティーサポート) へご入会いただくと、以下のようなメリットがあります。
会員専用のウェブサイトで、より詳細なオーストラリアの医療福祉制度の情報や資料を閲覧することが
できます。
JASIC が主催するセミナーに無料、ワークショップには割引料金でご参加いただけます。
JASIC が主催するセミナーやワークショップ、その他イベントについて、優先的にご案内が届きます。
総会にご参加いただけます。
【会員資格・入会金・年会費】
個人会員資格：JASIC の役員会にて会員の承認を受けた方
入会金：AU $10 (一回限り。返金不可)
年会費：AU $60 (年一回のお支払い)
ご寄付のお願い
JASIC の運営は、皆様からのご寄付と会員の方々からの会費で支えられているチャリティー団体です。ス
タッフは全員ボランティアです。私たちがこれからも安心で快適なオーストラリアライフを送れるよう、皆様の
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
ご寄付の方法
1. JASIC の銀行口座に振り込む：お振込み備考欄にお名前とご連絡先をご入力ください。
Bank Details /銀行名：Westpac Banking Corporation
BSB /支店番号：032-000 Account no. /口座番号：931-557
Account name /口座名： Japanese Australian Support in Community Inc.
2. チェック (小切手) を JASIC に郵送する：チェックの宛名に「Japanese Australian Support in
Community Inc.」とご記入頂き、チェックの裏側にお名前とご連絡先 (住所、電話番号、E メールなど)
をご記入ください。チェックは JASIC 事務局にご郵送ください。
To : JASIC Inc. Suite 305, 37 Bligh St, Sydney NSW 2000
【入会に関するお問い合わせ・お申し込み先】
在豪邦人コミュニティーサポート (Japanese Australian Support in Community Inc.)
305/37 Bligh Street, Sydney NSW 2000
Phone : 0456 219 340
E–mail : info@jasic.org.au
ウェブサイト URL : http://www.jasic.org.au
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オーストラリアの高齢者のための在宅ケアについて
オーストラリアで高齢者のための在宅ケアを受けるには全額自己負担でサービスを購入す
る方法とオーストラリア政府の補助金を利用する方法があります。ここでは政府の補助金
を利用する場合についてご説明します。
オーストラリア政府の補助金を使った在宅ケアは、全て My Aged Care (マイ エイジド ケ
ア) を通してアセスメントを受け、必要なケアの認定を受けると使い始めることができま
す。

My Aged Care (マイ エイジド ケア) について
これまで国の補助金を利用して高齢者福祉サービスを利用する場合は州や地区によって、
またサービスの内容によって、それぞれの事業者に連絡をしてアセスメントと認定を受け
ていました。
2015 年の 7 月からこれらを一元化とした「My Aged Care」制度が始まりました。これは
連邦政府が管理し、すべての高齢者福祉サービス (aged care services) の窓口を一つにし
たものです。ちょっとした自宅で受けるサービスから、施設入居 (例：ナーシングホーム
などの介護施設) まで、オーストラリアのどの州に住んでいても受付窓口は「My Aged
Care」です。一度 My Aged Care に登録すると、基本情報は保存・共有され、必要に応じ
て変更・更新するのみになります。

My Aged Care (マイ エイジド ケア) 連絡先

＊電話は時間帯によってつながりにくいことがあります。

ウェブサイト： https://www.myagedcare.gov.au/
このホームページには高齢者福祉サービスに関する様々な情報がまとめてあります。英語
を苦手とする方は無料で通訳サービス (TIS) を利用することもできます。 (6 ページを参
照) 。
また「My Aged Care」制度の導入での大きな変更は、必要とする福祉サービスそして事
業者を自分で選ぶことができるようになったことです。住み慣れたオーストラリアの自宅

JASIC オーストラリアの高齢者在宅ケアガイド
-5-

で自分らしい生活を続けるために、自分で福祉サービスを「Choice」 (選択) し
「Control」 (管理) することが可能になります。

My Aged Care 受給資格 (Eligibility)
⚫

永住者で (一部の例外を除く*) 65 歳以上の方

⚫

健康上の理由で日常の生活に不便が生じている方

⚫

65 歳以上の家族の介護をしている方

*Aboriginal and Torres Strait Islander people や若年性認知症など

My Aged Care への登録の仕方 1: 電話での登録の仕方
準備するもの
⚫

メディケア番号 (あるいは DVA カードをお持ちの方は DVA カード)

⚫

携帯と固定電話番号

⚫

紙とペン (登録番号のメモのため)

英語が苦手な方
まず TIS (無料：131 450) に電話をして「ジャパニーズ プリーズ」と言って日本語通訳をリクエストしてくだ
さい。その後 My Aged Care (1800 200 422) に電話をつないでもらうようお願いしてください。
英語でのやりとりに問題がない方
TIS を通さず直接 My Aged Care (1800 200 422) に電話をしてください。
初期登録への質問 (約 10 分)
⚫

お名前

⚫

現住所

⚫

メディケア番号

⚫

生年月日

⚫

居住形態
(一人暮らし？家族等と同居？居住に経済的援助を受けているかどうか？)

⚫

アボリジニやトレス諸島の血をひいていますか？
(Aborigines and Torres Strait Islanders？)
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⚫

出生国

⚫

母国語

⚫

電話番号

この後、My Aged Care のＩＤ番号 (ＡＣから始まる番号) が電話口で交付されます。
(会員証などの送付はないため、必ずご自身で控えておいてください)
初期登録だけであれば通常ここで終わりですが、最近は質問が下記へと続く場合があります。在宅
ケアが必要な場合は下記にお進みください。
簡易アセスメント (初期登録からの続き 約 15～20 分)
【電話での質問の例】
⚫

どんなサービス、サポートを受けたいですか？
(ソーシャルサポートとして日本人向けイベントに参加したい、腕、肩が上がりにくくなってきたの
で月に数回お掃除を頼みたい、お風呂場の掃除をお願いしたい、配食サービスを利用したい
等)

⚫

現在、他に福祉ケア Aged Care サービスを受けていますか？

⚫

他に何か政府からの援助を受けていますか？

⚫

買い物は一人で行けますか？

⚫

荷物を持つのは大変ですか？

⚫

歩く際、歩行具 (Walking Aids=杖や歩行器など) を使っていますか？

⚫

薬局に自分で薬を取りに行くことができますか？

⚫

家事をする際、どこか体に不自由はありますか？

⚫

生活をする上で、なにか困る動作はありますか？

⚫

シャワーの際、介助は必要ですか？

⚫

一人暮らしをする上で、健康上の問題はありますか？

⚫

がんによる痛みはありますか？

⚫

今どんな病気をお持ちですか？ (具体的に)

⚫

過去 12 カ月の間、転んだことはありますか？

⚫

体重の減少はありますか？

⚫

孤独を感じたり、寂しく思う事はありますか？
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⚫

物忘れはありますか？

⚫

屋内に何か危険なものはありますか？

電話での登録と簡易アセスメントの終了後、約 1－6 週間後に My Aged Care から電話が
かかってきて、ご自宅でのアセスメント日時を決めます。 (電話は非通知電話番号からか
かってくる場合があります。留守番メッセージは残されないことが多いため、ご注意くだ
さい。)
日本語の通訳者を同伴してもらうこともできますので、必要な方はこの時点でリクエスト
してください。
訪問アセスメント
自宅でのアセスメント指定日に、アセッサー
(評価する人) がご自宅へ訪問します。訪問時
間は約 15－30 分程度で上記の電話での簡易ア
セスメントとほぼ同じ質問をされます。ま
た、身体や認知の状況、室内に危険がないか
どうか等をアセッサー (評価する人) が確認し
ます。
ケアを必要とするご本人だけでなく、できれ
ばご家族の同席も望ましいです。
受けられる介護サービスの内容
自宅でのアセスメント後、約 1~2 カ月後に、受けられる介護サービスの内容が郵送で案内
されます。
サービスの開始
その後サービスを受けたい事業者に連絡してサービスを開始します。
サービスを開始する際、収入内訳に関するフォーム Aged Care Fees Income Assessment
(SA456) form) をセンターリンク（Department of Human Services）に提出するよう言われることがあ
ります。ご自身の資産状況、収入状況によって、サービスを受ける際、自己負担の有無やその金額が決
定されます（費用については、11 ページを参照）。
詳細は My Aged Care にお問い合わせください。このフォームは My Aged Care のウェブページ
Income assessment for home care packages からのリンクや Department of Human Services
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のウェブサイト(www.humanservices.gov.au/individuals/forms/sa456）からダウンロードもできます
が、サービスを受けたい事業者にリクエストして入手することもできます。

My Aged Care への登録の仕方 2:
インターネットで初期登録をする (本人のかわりに)
オンライン初期登録はご家族、友人、GP その他の医療福祉介護関係者などが利用者にか
わって登録をすることができます。しかし利用者 (クライアントからの同意 (Consent) が
必要となります。
⚫

My Aged Care のホームページにいく (https://www.myagedcare.gov.au/)

⚫

下のほうにある「Contact us」をクリック

⚫

二つ選択肢がある上の方「Make a referral for an assessment to access aged care
service」を選択して「Next」ボタンをクリック

⚫

まずはじめに、実際に情報を入力している人のことを聞かれます。ご家族の場合は一番下に
ある「Family Member」を選択してください。

⚫

その次のページでサービス利用者 (クライアント) についての情報を入力します。質問事項は
上の電話での初期登録時の質問とほぼ同じです。

⚫

初期登録が完了すると登録完了のページになります。プリンターに接続できている場合はこ
のページをプリントアウトすることできます。登録番号は問い合わせ時などに必要となりますの
で、大切に保管しておいてください。プリンターがない場合は登録番号を必ず控えてください。
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在宅ケア：二つのプログラム
在宅ケアサービスには下記のように大きく二種類のプログラムに分かれています。サービ
スの利用者のニーズにより 2 つあるプログラムの中から一つを利用します。
1. Commonwealth Home Support Program (CHSP)
2. Home Care Packages Program (HCPP)
どちらのプログラムが適しているかは、「My Aged Care」との電話による簡易アセスメ
ント (スクリーニング) により判断されます。

1．Commonwealth Home Support Program (CHSP)
軽度で簡単なちょっとした補助サービスのみ必要な場合にご利用いただけます。
自宅訪問によるアセスメントは Regional Assessment Service (RAS:10 ページで説明) によって行
われます。アセスメントの所要時間は約 30 分程度です (実際どのようなサービスがあるかは 14 ページ参
照) 。認定後、どの事業者*からサービスを受けるかはご本人が選ぶことができます。
*注意：政府から認定された事業者を利用する場合のみ政府からの補助金を利用できま
す。
RAS (Regional Assessment Service)って何？
RAS とは REGIONAL ASSESSMENT SERVICE といい、CHSP を使った在宅ケア (軽度
のニーズでかつ単純なもの) でどのサービスが必要かのアセスメントを行います。My
Aged Care へ連絡時に CHSP の対象になると判断された場合には、RAS より連絡が来る
ことになります。RAS によるアセスメント後、CHSP の対象になるクライアントには郵
送にて CHSP のどのサービスが利用可能かお知らせの手紙が届きます。
2．Home Care Packages Program (HCPP)
生活の一部でより複雑な介護や補助を必要とし、複数のサービスの組み合わせ、調整が必
要な場合。介護度別に四つのレベルに分かれています。
⚫ Level 1 - basic care needs (軽度)
⚫ Level 2 - low level care needs
⚫ Level 3 - intermediate care needs
⚫ Level 4 – high level care needs (重度)
自宅訪問によるアセスメントは Aged Care Assessment Teat (ACAT:11 ページで説明) より行わ
れ、介護度によりレベルが決定・認定されます。アセスメントの所要時間は約 1 時間程度です。
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認定後、どの事業者*からサービスパッケージを受けるかはご本人が選ぶことができます。
*注意：政府から認定された事業者を利用する場合のみ政府からの補助金を利用できます。
ACAT (Aged Care Assessment Team) って何？
ACAT*とは AGED CARE ASSESSMENT TEAM とい
い、HCPP を使った在宅ケア (より複雑で重度の介護や
補助が必要) でどのサービスが必要かのアセスメント
(状況の聞き取りと必要と思われるサービスの選択と判
断) を行います。My Aged Care へ連絡時に HCPP の対
象になると判断された場合には、ACAT より連絡が来
ることになります。ACAT によるアセスメント後、HCPP の対象になるクライアントには
郵送にて HCPP のどのレベルのサービス (LEVEL1 から LEVEL4 まで) が利用可能かの認
定通知書が ACAT より届きます。認定通知書が来た後に、クライアントが認定されたレベ
ルの補助金枠 (パッケージ) のウェイティングリスト(:空き待ちリス:Waiting list または
National Queue) に載せられ、その枠がクライアントに対して下りた後にサービスが実際
に使える事になります。また、アセスメント時に Waiting List に載せてもらう事を確認す
る事が重要です。
＊ビクトリア州では ACAS (AGED CARE ASSESSMENT SERVICES) とよばれていま
す。

3．費用 (自己負担額) はどのくらいかかりますか？
費用は介護を受けるご本人の収入 (CHSP の場合) や、収入と資産のレベル (HCPP の場合) によりま
す。
CHSP の認定レベル
一般的に CHSP の場合、1 回のサービスで＄10－15 程度、HCPP の場合は 2017 年
9 月現在で、すべての人が以下を払う必要があります。

⚫

BASIC DAILY FEE (PENSION の 17.5%)

1 日あたり＄10.10 もしくは 2 週間あたり＄141.10

さらに資産や収入が一定以上の場合は以下を追加で払う必要があります。
⚫

INCOME TESTED CARE FEE
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INCOME TESTED FEE はクライアントの資産や収入に
より異なり My Aged Care のホームページにある FEE
CALCULATOR で試算する事が出来ます。
リンク:https://www.myagedcare.gov.au/estimate-feesfor-aged-care-services
また、HCPP の範囲外・対象外のサービスは実費で払う必要が
あります。サービス料金は事業者や希望するサービスにより異な
り、政府から出るお金の 1 日あたりの上限は以下の通りです。ク
ライアントの経済状況や健康状況によりさらに補助金が必要な
場合は、更なる補助を申請する事も可能です。
HPCC の認定レベル
1 日あたりの政府からの補助金の上限 (2017 年 9 月現在)

・LEVEL 1

$22.35

・LEVEL 2

$40.65

・LEVEL 3

$89.37

・LEVEL 4

$135.87

4. どうやってサービスを提供してくれる人 (事業者、プロバイダー) をみつけることができますか？
サービスを提供する人 (事業者、プロバイダー、APPROVED PROVIDER といいます) は
「My Aged Care」のウェブサイトのトップページにある“FIND A SERVICE”というボタン
をクリックして、そのページへ行き、自分が認定されたレベルやサービス入力し、自分の
住んでいる地域の POSTCODE を入れると、その地域でサービスを提供している事業者の
連絡先が出てきます。インターネットがない場合は My Aged Care へ電話で問い合わせる
ことができます。利用したサービスが気に入らなかった場合には、別の事業者に変更する
ことができます (自分で手続きを行います) 。ただし、他の事業者に変更する場合、今利
用している事業者に退出費 (解約費) (Exit fee) の支払いを求められることがあります。
注意：認定された事業者 (APPROVED PROVIDER) でないと政府からの補助金は受けら
れません。
参考サイト

英語のみですが、Department of Health が、My Aged Care サイトでのサービスプロバイ
ダー(事業者) の探し方を提供しています。
リンク：https://www.youtube.com/watch?v=fvwg8lb4-Io
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5. どのようにして費用を支払うのですか？
クライアントが支払う必要のある費用 (実際に受けたサービスの料金と政府から出る補助
金との差額) は毎月事業者より明細が記された請求書 (INVOICE) が送られてくるので、そ
の請求書に対して銀行振り込みなどで支払います。

6. My Aged Care の受給資格にあてはまりません。でも福祉サービスを利用したいです。
全額自己負担で福祉サービスを利用することができ
ます。この場合は APPROVED PROVIDER だけでな
く、認定されていない事業者も利用できます。メデ
ィケアを持っていない長期滞在ビザの方も利用可能
です。料金、サービス内容に関してはそれぞれの事
業者にお問い合わせください。
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どのような在宅ケア (種類) がありますか？
主な在宅ケアの種類
My Aged Care では、主に以下の種類の在宅ケアが提供されています。
Personal Care
(1)

シャワーや着がえ、おむつ交換など身のまわり
のお世話。ベッドから車イスなどへの移乗動作
の手伝い

Transport
(2)

ス
Meals

(3)

(4)

(5)

買い物、ＧＰや病院に通う時など送迎サービ

食事の準備や配食サービス。糖尿病など特

15 ページ参照

別食への対応も可能
Domestic help

掃除機がけ、床のモップがけ、お風呂場、トイ

Household
duties

レの掃除、洗濯、ベッドメイキング、買い物手

Equipment
(福祉器具、

シャワーチェアー、歩行器などの自立を促すた

伝い、庭の手入れなどの生活援助など。

めの器具

歩行器)
Social activities
(6)

言葉や文化が同じグループが開催するイベン

社会的孤立をなくす

トへの参加などを含みます。各自治体のカウ

ため

ンシルでも時々開催されています。

(7)

(8)

Allied Health
Support

Case
management

Respite
(9)

理学療法士 (Physio) などによる自宅での

日本語ではコメディ

訓練。あるいは転倒防止、バランスクラスなど

カルスタッフに相当し

のグループ訓練もあります。

ます

どのようなサービスが必要か事業者との連絡、 日本の介護保険で
医療関係機関とのやりとりなど、連絡、調整

いうケアーマネージャ

などをおこないます。

ーに似ています

介護をしている家族 (ケアラー) が一時的に

31 ページ参照

介護から解放されて自分の時間や休息をと
れるようにする支援のこと
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その他在宅ケアの種類
緊急通報装置
防水仕様のペンダントもしくは腕時計式のボタンを身につけて、急に体調が悪くなった時や転倒した時に
ボタンを押すことで助けを呼べるものです。
ボタンを押した時にオペレーターにつながるサービスと、そのサービス
がないものとの二つに分かれます。オペレーター付きのサービスは、
初期費用と別に継続的に料金を払う必要があります。オペレータ
ーサービスのないものは機器だけの購入になるので、ボタンを押した
時に誰につなげるのか (子供、あるいは 000 など) の設定を自分
で行う必要があります。
オペレーター付きのサービスで有名なのは、Vital Call、機器だけの
購入は Care Alert, Oricom Care Phones などがあります。
参考サイト

Vital call:
Care Alert:
Oricom Care Phones:

http://www.vitalcall.com.au/
http://www.carealert.com.au/
https://www.oricom.com.au/categories/oricom-care-phones

食事配食サービス (Meals on wheels: MOW)
恵美: 「最近、私のお友達がご飯を作るのが面倒らしいのよ。一人暮らしだし、つい簡単

なものをつまんで終わりってことも多いみたい。彼女は少し離れたところに住んでいるか
ら、私が定期的に食事を届けてあげることも出来ないのよね。」
真紀子: 「あらあら、それは大変よね。でも毎回友達に頼むのも気が引けるしね。この前

テレビでやっていたけどタンパク質を食事できちんと摂ることが大事らしいわよ。私の知
り合いは外部から食事を届けてもらってるわよ。それなら最低一日一食は栄養がきちん摂
れるからって。」
恵美:「届けてくれるサービスがあるの？」
真紀子: 「配食サービスで有名なのは Meals on Wheels (MOW) か

な。温かい食事 (hot meal) だと、大体の MOW が週 1 回～5 回、
平日の昼前に届けてくれるわよ。ただ MOW によっては、hot meal
だと言っても冷蔵 (chilled meal) の場合があるから温め直しが必要
な事もあるらしいわね。 」
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恵美:「でもそのお友達は、よく病院通いしているみたいだから、昼前に受け取れない場合

もあるかも。どんなメニューか前もってわかるの？」
真紀子: 「それいう場合は、冷凍の食事 (frozen meal)

だったら週一回まとめて配達してくれて、メニュー表
がある場合も多いから、好きなメニューだけ注文すれ
ばいいのよ。実は私の義理の両親も使っていて、冷凍
の配食サービスを利用しているみたい。毎日夕飯作る
のが大変になって週に数回 MOW の食事を食べている

City of Sydney の Meals on Wheel Service

みたいね、チンするだけでいいし。」
恵美: 「へぇーそうなの。一食お値段はいくらぐらいするの？それにあんまり美味しくな

いんじゃない？」
真紀子: 「一食 大体 7~10 ドル前後じゃないかしら？政府 (My Aged Care) ＊からの補助を

受けることもできるみたい。 義理の両親は色々試して、おいしかったメニューを頼んで
いるみたいね。MＯW は糖尿病食やベジタリアン用、グルテンフリーなどの特別食もある
し、また嚥下障害の人のために飲み込みやすい特別な形態の食事を提供できるところもあ
るみたいよ。
他の知り合いは Tender Loving Cuisine (TLC) とか Lite & Easy っていうところで冷凍食
事を利用しているけど、届けてもらうには結構まとめて注文する必要があるのよね。ただ
メニューは豊富よね。」
恵美: 「そういえば、最近スーパーにも一人用の冷凍食品おいているわよね。」
真紀子: 「そうよね、定期的に買いに行けるのならそれ

でもいいわよね。MOW だと、配達の人が定期的に来
てくれるから、高齢者の安否確認にいいって選んでい
る人もいるわね。すべての MOW でやっているわけで
はないみたいだけど、MOW によってはパンと牛乳と
かのごく簡単な買い物も一緒に届けてくれる場合もあ
るわよ。」
恵美: 「 一人暮らしの人には定期的に誰か来てくれると安心かもね。」

*My Aged Care: https://www.myagedcare.gov.au/service-finder?tab=help-at-home
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「Find a service」のところで、Location を選択し、ご自宅のポストコードを入力して、
ご希望するサービスで「Meals」を選択すると、ご自宅近辺の配食サービスを提供してい
る事業者のリストがでます。
参考サイト

Meals on Wheels ：
http://nswmealsonwheels.org.au
Tender Loving Cuisine: https://www.tlc.org.au/
Lite and Easy:
http://www.liteneasy.com.au/healthy/index.aspx

往診が可能な GP (かかりつけ医) はいますか？
(1) 緊急の場合
「000」で救急車を呼んでください。または大きな病院の救急外来
(Emergency Department) を受診してください。

(2) 緊急でない場合
体が不自由なため外出が困難な方のために自宅まで定期的に往診して
くれる GP もいます。現在かかっている GP に相談してみましょう。またかかりつけの GP ではないけれど、
夜間、休日/祝日に往診可能な GP もいます。往診料金については各クリニックに直接おたずねくださ
い。

(3) 夜間、休日/祝日の往診が可能な GP
すべて英語になります。医療通訳の手配が可能かどうか、また診察料については直接下記機関までお
問い合わせください。
DoctorDoctor
電話: 13 26 60
Web: https://www.doctordoctor.com.au/
ブリスベン、メルボルン、パース、シドニーで往診可能。
オンライン予約も可能。
National Home Doctor Service
電話: 13 74 25
Web: https://www.homedoctor.com.au/
(オンライン予約も可能)
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Sydney Medical Service – 1300 HOME GP
電話: 02 8724 6300
Web: http://www.sydmed.com.au/
(オンライン予約も可能)

薬局まで処方された薬を取りに行けません。自宅まで持ってきてくれ
ますか？
定期的に飲んでいる薬があり、症状も安定している場合は GP が直接かかりつ
けの薬局に連絡をし、薬局に処方せんを渡して薬を処方してもらえる場合があ
ります。また薬局によってもお薬を自宅まで届けてくれるところもあります。かかり
つけの薬局、そして GP に相談してみてください。

自宅訪問してくれる看護師はいますか？
（1） 訪問看護 (community nursing) とは？
“住み慣れた自宅や地域で自分の生活スタイルに合った医療・看護を受けるサービス”
訪問看護とは看護師がご自宅を訪問し、包括的な看護ケ
アを提供することにより、慢性疾患をお持ちの方や急性の
病気を発症された方でも、住み慣れた自宅や地域で、そ
の人の生活スタイルに合わせて在宅医療を支援するケアサ
ービスです。
訪問看護は通常、病院を退院してから受ける訪問看護
ケア、もしくはかかりつけ医 (GP) からの紹介による訪問看
護ケアがあります。 サービスを受ける場所に関しても、ご自
宅、もしくはコミュニティーヘルスセンターなどがあります。
訪問看護スタッフ
訪問看護師は、病院の訪問看護部門に所属、地域のコミュニティーヘルスセンターに所属、あるいはプラ
イベート事業所の看護師がサービスの提供を行います。
訪問看護ケアの内容：
主な訪問看護ケアの内容は以下となります (例外もあります) 。
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•

利用者 (患者) のバイタルサインの観察 (血圧、脈拍、体温など)

•

緩和ケア (癌による痛みなど)

•

創傷ケア・管理

•

ストーマ療法 (人工肛門など) のケア

•

抗生剤などの静脈注射や皮下注射

•

内服薬の管理

訪問看護ケアは、基本的に週 7 日、午前 8 時より午後 4 時 30 分まで受けることが可能です。尚、週
末・祝日等にはサービスが制限されることがありますので事前にご確認ください (プライベートで利用する場
合、夜間祝日料金として料金が高めに設定されていることがあります) 。

(2) アキュートポスト・アキュートケア (APAC) とは？
アキュートポスト・アキュートケアとは、本来であれば入院治療が必要な急性の病気を、住み慣れたご自
宅や地域で訪問看護師、あるいは他の医療スタッフがご自宅を訪問し治療を受けるサービスです。 (訪
問看護師のみのこともあれば、理学療法士 (Physio) などがチームに入っている場合もあります。) このサ
ービスは救急外来受診や入院を避ける、もしくは減らす事を目的としており、通常かかりつけ医が治療の
プランを立てることができるようになっています (つまり、かかりつけ医が医療の責任者となります) 。
APAC がケアを提供する対象者は、すでに病院に入院している場合が多いですが、APAC チームによる
自宅での継続的治療が可能となるので早期退院が可能です。
お住いの地区によってサービス提供内容、時間が異なる場合がありますので、各自でご確認ください。
APAC チームによるケア開始までの流れ
かかりつけ医、もしくは専門医による紹介状が必要となります。
APAC チームの利用条件
APAC チームが安全に対象者のケアを行えるよう、下記の利用条件が適応されます。
⚫ APAC チームのケアの提供にあたり清潔で安全な環境を用意する事。
⚫ APAC チームがご自宅に訪問する時間を事前に確認できるように連絡 (電話や携帯電
話) がとれること。
⚫ 対象者、もしくは対象者の保護者がケアに同意できること。
⚫ 対象者の状態が安定している事。
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⚫ APAC チームの医療管轄区域に住んでいる事。
APAC チームのケア料金は？
APAC が提供するケアはバルクビルとなり無料です。しかしながら、かかりつけ医や専門医に処方されたお
薬については他のお薬と同じように利用者の負担となります。
利用回数や時間数は？
APAC チームは治療内容にもよりますが、通常、一日一回もしくは二回ご自宅にうかがいます。時間は
治療内容によってことなります。
注意：お住まいの地区、病院によりサービスの名称が異なったり (Hospital in the Home とよばれ
たりもします) 、またこのようなサービスが存在しない場合もあります。かかりつけ医に相談してみましょ
う。
パブリック病院からの派遣とならない場合、自己負担の可能性もあります。利用する前に各自で料
金を確認してください。
また「My Aged Care」からもお住まいの地区の訪問看護師を探すこともできます。
My Aged Care: https://www.myagedcare.gov.au/service-finder?tab=help-at-home
「Find a service」のところで、Location を選択し、ご自宅のポストコードを入力、そしてご希望する
サービスで「Nursing」を選択すると、ご自宅近辺の訪問看護ケアを提供している事業者のリストが
でます。

病院での通訳は？
恵美「もしもし、あっ、真紀子さん？ ちょっとお願いがあるんだけど。今度、白内障のことで病院にいかなけ

ればならないのよ。来月五日の水曜日、一緒に来てくれないかしら？ 何しろ英語が苦手だからどうもおっ
くうで。わからなければ、困るし、尋ねたい事もたくさんあるのよ。」
真紀子「来月は確か、三日から旅行に行く予定がはいっていて、無理だ

わ。でも大丈夫よ。パブリック病院では、頼めば医療通訳者が来てくれる
んだって。それに、家族や友達が通訳するのは、だめらしいわよ。心配しな
いで。私が病院に電話して頼んであげるわ。」
恵美「本当？ 有り難う。助かるわ。」
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診察当日
山田:「こんにちは。今日通訳をさせていただく山田です。よろしくお願

いします。」
恵美:「有り難うございます。助かります。」
山田::「クリニック内では、全て通訳しましょうかそれともわからないところ

だけとか、話しにくいところだけにしましょうか。」
恵美「全てお願いします。」
山田:「わかりました。ひとつだけ気をつけていただきたい事があるのですが、クリニック内では、『これは通訳

しないでください。』と前置きしても全て通訳しなければいけないので、通訳してほしくない事は、話さない
でください。よろしくお願いします。」
恵美:「はい、わかりました。よろしくお願いします。」

診察が終わって
恵美:「先生のおっしゃることもはっきりわかったし、自分の言いたいことがきちんと伝わって、本当に助かりま

した。次の予約が二週間後ですが、次回もまた、お願いできますか？」
山田:「はいと言いたいところですが、通訳者を指名することはできない規則です。でも、他にも通訳者は

何人かいますから心配しなくても大丈夫ですよ。」
恵美:「そうですか。わかりました。 あの〜っ、近所のプライベートの糖尿病専門医や GP の診察時には通

訳の方に来ていただけるんでしょうか。これまでＧＰの先生とはがんばって英語で会話してきたんですけど、
聞きたいことも限られてしまうし。今日の診察では 100%先生が言っていることが理解できたし、なんでも
質問できたので、とても安心しました。」
山田:「ＧＰやプライベート専門医の診察時は TIS という移民局の通訳サービスを通して、通訳者を派遣

してもらうことができます。診察の予約を入れる時に、頼んでみてください。メディケアをお持ちなら無料のは
ずです。」
恵美:「そうですか。頼んでみます。」
山田:「無料と言えば、税務所や移民局等の公共機関や電話会社や電力会社等の、大きな会社に電

話する時に TIS を通せば、電話通訳を無料で提供してくれます。まず、131450 に電話して、『ジャパニ
ーズ プリーズ』と言えば、日本語通訳者を探してくれるので、後は、日本語で話せばいい訳です。それか

JASIC オーストラリアの高齢者在宅ケアガイド
- 21 -

ら、もし TIS で、ご自分のアカウントを作れば、通訳料は自費ですが、どこにでも通訳者を通して、話す
事ができますよ。」
恵美:「そうなんですか。知らなかったわ。何だか心まで軽くなったような気がします。ありがとうございました。

又よろしくお願いします。」
山田:「こちらこそ、よろしくお願いします。」

TIS (Translation and Interpreting Service)
移民局による通訳サービス
電話：131 450
山 田 :「こちらこそ、よろしくお願いします 。」
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認知症になっても自宅で過ごすことができますか？
1) はじめに
「認知症になっても自宅で過ごすことはできますか？」その問いに答えるためには、認知症を取り巻くさまざ
まな側面について理解する必要があります。認知症になる前から、あるいはなるべく早い時期に認知症と
いう病気について正しく知り、予防に努めることが大切ですが、認知症を発症した後も、その進行を予防
のするために注意すべき点がいくつかあります。今回は、認知症の背景や症状について説明を行い、認
知症の在宅生活について考えてみます。

2) 認知症とは
日本では、65 歳以上の高齢者における認知症の有病率は 15%程度とされ、2025 年には、65 歳以
上の認知症の患者数は 700 万人を超えると推計されています (厚生労働省推計) 。オーストラリアでは
これほどの患者数はいませんが、認知症は、高齢になればなるほど (長生きすればするほど) 発症率が
高くなるので、今後、高齢化が進むにつれて、患者数が増加することが予想されます。
認知症は、一つの病気の名前を指すのでなく、通常、慢性あるいは
進行性の脳の病気によって生じ、記憶、思考、見当識 (自分を取
り巻く状況《例えば、自分が誰か、今がいつか、ここがどこかなど》を
把握する能力) 、理解、計算、学習、言語、判断など、多数の脳
機能の低下を示す症候群のことを言います。このような状態を来す
原因によって、認知症は、アルツハイマー型認知症 (アルツハイマー
病) 、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症
などに分類されます。
認知症でも、その原因やタイプによって異なる症状や経過を示します。また、治療や対処法も違いますの
で、認知症の詳しい診断を受けることが大切です。認知症を来す病気の中には、ホルモン異常や特定
のビタミン不足、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など、治療が可能な場合もあるため、認知機能の明らかな
低下をきたしている場合には、早いうちにかかりつけ医 (ＧＰ) に相談して専門医 (神経内科医、あるいは
老年科医) を受診することをお勧めします。

3) 認知症とその症状
前の段落でも触れましたが、認知症では記憶 (もの忘れ、置き忘れなど) 、見当識、視空間認知 (目で
見て判断する能力。距離感、立体視、視覚的な類推能力など) 、言語、注意、行為 (道具の使用な
ど) 、遂行機能 (あるもの事を行うために、適切な計画を立て、それを実行しながら、周囲の状況に応じ
て柔軟に計画を変更し、最終的に、時間内にもの事を達成する能力) などが障害されます。これらの症
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状は、認知症の“中核症状”と呼ばれています。この中核症状によっ
て、自分を取り巻く世界のことがうまく認識できないところに環境の悪
さが重なると、認知症の“周辺症状”が出現します。周辺症状には、
興奮や暴言、暴力、妄想 (根拠なくあれこれと誤った想像をするこ
と) 、徘徊 (あてもなくさまよい歩くこと) 、意欲低下、抑うつ、不眠、
幻覚 (実際にない音や声が聞こえること) 、幻視 (実際にないものが
見えること) などが含まれます。このような周辺症状が出現、悪化し
た場合には、自宅で過ごすことが困難となります。したがって、周辺
症状を、なるべく出現させないような対応と工夫をいかに行うかが、
認知症になっても家で生活できるかのカギになると言えます。

4) 中核症状とその対応
同じ中核症状があっても、周囲の対応によって、周辺症状が
出現するか、あるいは悪化するかは異なります。大切なことは、
家族や介護者が、認知症の人が持つ問題点を十分に理解し、
その部分を責め立てないようにすることです。例えば、認知症で
は、昔のことは比較的よく覚えているのに対して、新しい事柄や
約束などを覚えることができません。そのために、何度も同じこと
を聞くという症状がよく見られます。その際、「何度も同じことを
言わせないで」「何度聞いたら気がすむの」「さっきも言ったでしょう」などと答えてしまいがちですが、認知症
の人にとっては、全く記憶にないことであり、「何度も同じことを言わせないで」という言葉は、言いがかりの
ように聞こえ怒りを感じたり、“自分はおかしくなってしまったのではないか”と強い不安を感じたりします。この
ようなことが毎日繰り返されると、前者では興奮や暴言、妄想、徘徊などにつながり、後者では不安や抑
うつ、不眠などが引き起こされます。本人の文字でメモを残す、誰もが確認できるように一目でわかる場
所に大きく予定を書いておくなどの対策が可能ですが、もの忘れの症状そのものをなくすことはできないの
で、周囲の人にうまく対応する能力が要求されます。他にも、よくなくすからといって、財布を取り上げてし
まうと、“家族や近所の人にお金を取られた”などという妄想につながりかねません。家族でよく相談をして、
なくしても良いくらいの額 (本人が必要とするちょっとした買い物やタクシーに乗れるくらいの額：人にもよりま
すが 10-50 ドル程度) を入れた財布を本人に預け、自由にできるお金を少しでも持たせておくことで、安
心につながることが多いです。
また、注意障害により、長時間集中することや複数のことに同時に注意を向けることが難しくなります。物
事に取り組む際には、複数のことを同時には行わせず、今何をすべきかを定めてください。本人によく納得
してもらった上で作業の目標を一つしっかり決め、15-30 分程度で休憩や声かけを行いながら、作業を継
続してもらうよう、努めて下さい。また、うるさい環境は避け、なるべくテレビや音楽なども消して、作業に集
中できるように心がけて下さい。加えて、遂行機能障害の影響で、効率の良い段取りを立てたり、複数
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のプランを考え、その中から適切なプランを選び出し実行したりすることが難
しくなります。不測の事態にもうまく対応できません。自由に行動させるほど
影響が強く出るため、二択にするなど、あらかじめ、選択肢を少なく設定して
おくと、本人の思考の混乱を避けることができます。また、なるべく行動をパタ
ーン化し、毎回バリエーション（変化）をつけることはやめましょう。
失行という行為の障害により、道具を使うことも困難となります。特に電子
機器や新しく覚えた機械の操作などが難しくなり、症状が進むと、ハサミやひげそり、包丁、水道の蛇口
など日常的な道具の操作も難しくなります。この点に関してはなかなか対策が困難ですが、火の取り扱
いが最も危険性が高いので、可能であれば、消し忘れ防止の高温ストッパー機能を有するコンロへの買
い替えや、勝手にガスがつけられないようなチャイルドロックのついたコンロ、電気コンロなどへの買い替えが
おすすめです。
「失語症」という言語の障害から発症する特殊な認知症もありますが、そうでなくても、症状が進行する
とともにコミュニケーションが難しくなります。複数の人と話しても、それぞれの発言を覚えておくことや、話の
筋が追えなくなります。また、普段あまり使わないような言葉は忘れてしまい、ぱっと言葉が出てこない場
合もあります。たくさんのことを話されると、話の全てを覚えておくことができず、何を話されたのか、理解で
きません。このような特徴を理解し、話し手は、認知症の人の顔をしっかり見て、話についていけているか、
表情を読み取りながら話す習慣をつけて下さい。また、早口でまくしたてず、なるべく丁寧に、短い文章に
区切って、確認しながら話すよう心がけて下さい。

5) 周辺症状とその対応
先ほど述べたように、周辺症状の出現はなるべく避け
たいものですが、初期のアルツハイマー病の半数以上
で周辺症状があり、3 年の経過で全く症状を示さなか
った患者は 10%未満というデータもあります。したがって、
興奮、暴言、暴力、妄想、徘徊、意欲低下、抑うつ、
不眠、幻覚、幻視などの周辺症状は、ある程度、認
知症という病態そのものに伴う場合もあります。ただし、
不適切な声かけや環境によって悪化することは明らか
であるため、認知症による症状であることを周囲が理
解し、対応することが大切です。興奮や暴言、暴力などは、その対象となっている特定の個人と一緒に
いると悪化する場合があるため、その場を離れるなども一つの方法です。しばらく様子を見ていると落ち着
くことが多いので、気分が落ち着いた頃に、お茶を飲んだり、音楽をかけたりするなど、本人が好むような
活動を一緒に行いましょう。その頃には、怒りの原因や興奮したこと自体を本人が忘れていることが多い
ので、後から蒸し返さないようにして下さい。妄想や徘徊、幻視などとは少しお付き合いする必要がありま
す。「近所の人にお金を盗られた」「ここは私の家じゃないから実家に帰る」「あそこに子供がいるから食事
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させてやらないと」などと何度も繰り返し、介護者を辟易させることがありますが、「そんなはずはない」と頭
ごなしに否定をしたり、論理的に説明しようとしても、本人は納得しません。介護者は状況を理解させ納
得してもらいたくて一生懸命言い募ってしまいますが、やり過ぎると逆効果です。認知症の人に“この人は
私の話を聞いてくれない”“怒ってばかりいる”などと誤解され、興奮や暴力などの周辺症状を引き起こすば
かりか、互いの関係も壊れてしまいます。基本的には一旦壊れた関係は修復が困難であり、このようなこ
とを起こさないよう、相手の主張を傾聴し、「それは大変だったね」「明日近所の人に聞いてみるね」「今
度から来ないようにしっかり戸締りしよう」「あの子達はさっきご飯を食べてお腹いっぱいだから大丈夫だよ」
など、適切に相槌を打つことで、信頼関係を構築することができます。「実家に帰る」とどうしても納得せ
ず徘徊する場合には、「じゃあ、一緒に行こうか」と一旦一緒に出かけることも有効です。近所を散歩した
り車でドライブしたりしているうちに気持ちが落ち着き、実家に帰ろうとしていたことを忘れることも多いです
し、「今日はだいぶん歩いたから明日にしようね」「暗くなったからちょっとご飯を食べてから帰ろうか」などと、
興奮がひと段落してから一緒に家に戻ると機嫌が回復することも多いです。

6) 認知症の人と暮らすための工夫
健常の人から考えると、認知症の人の言葉や行動は理
解しがたいものがあります。しかし、多くの場合、それらの
いずれにも理由があることがほとんどです。頭ごなしに非
難や否定をせず、どうしてこのような行動をしているのかを
よく考えて下さい。原因となるものを除去できる場合には
除去するのが原則ですが、昔の思い出など除去できな
い場合は、目を見ながら、認知症の人の話しにしっかりと
耳を向け、「しんどかったね」「大変だったね」「すごいね」
「苦労したんだね」「頑張ったんだね」「また教えてね」な
ど、労いの言葉をかけるとよいです。親しい関係であれば、腕や肩、足、背中などを軽く触れて、安心し
てもらうのも一つの方法です。
今回紹介した対策方法は薬を使わない心理社会的療法といい、非薬物療法の一つですが、あまりに
症状がひどい場合は、専門医の指示により薬の服用 (薬物療法) が行われることもあります。ただし大切
なことは、薬物療法も、非薬物療法も、認知症の人の苦痛を緩和するために行うという原則を忘れない
ことです。これらの治療は、実質的には、介護者の介護を楽にすることにつながりますが、認知症の人に
対して「うるさいから薬で抑えてしまおう」という気持ちではなく、「あなたが楽になると私も嬉しい」という気
持ちで接するよう心がけて下さい。
日常的な活動に関しては、失敗を恐れるあまり、先回りして手伝いすぎないことが大切です。認知症の
人は、遂行機能障害のため段取りを立てたり、複数のプランの中から最適な方法を選んだり、状況に応
じて行動することが困難です。また、道具をうまく使えなかったり、手足を上手に動かせない失行症や、集
中して物事に取り組んだり、複数のことに注意を向けることが苦手になるといった注意障害の合併を認め
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ることも多いため、素早く適切に物事をこなすことは困難です。しかし、時間がかかればできる場合や、一
部は失敗しても試行錯誤の末、概ね正しく行動を実行できることもあります。時間的な余裕がある場合
は、なるべく本人のペースに任せ、どうしても前に進めず、うまくできない部分だけを手助けします。その場
合も「こんなこともできないの？」「簡単なのにどうしてわからないの？」「私がやるからもういい」などという声
かけをしたり、黙って仕事を奪ったりするのではなく、「ここだけやるから、後、お願いね」「すごくいいけど、こ
こは危ないから少し手伝うね」などと、相手の仕事を尊重し、うまく役目を果たしてもらうよう工夫してくださ
い。褒めることも大切です。“あなたのおかげでうまくいった“、”やってくれてありがとう“という感謝の気持ちを
忘れず、接して下さい。
認知症の進行予防には、なるべく活動を行い、脳を刺激することが大切です。認知症だからといって何も
やらせず閉じこもりきりにすることが進行を早めると考えられますので、適切にリードして、なるべく活動を行
わせるよう誘導して下さい。

7) 最後に
今回は、認知症の人と共にどのように生活するかということについて述べました。しかし、理屈ではわかって
いてもなかなかうまく対応できないのが普通です。人それぞれ、みんな症状は異なっていますので、よく観
察を行い、症状や行動パターンを十分に把握して、何か改善できることはないか考えましょう。社会的に
隔絶し、孤立することが最も大きな問題です。介護者だけが、大変な気持ちを抱え込むことがないよう、
生活が破綻する前に、なるべく早い時期から専門家や友人などに相談するようにしましょう。
コメント：
大人になってから英語を習得した人たちの中には、これまで英語でのコミュニケーションにまったく問題
がなかった人でも、英語での会話、理解が難しくなってくることがあります。ただ、これが語学の問題
(英語力) として扱われれることがあるため、認知症の症状として見落とされることがあります。かかりつ
け医、専門医に認知症疑いで診察してもらうときは、母国語 (日本語) での診察をおすすめします。
(医療通訳 20 ページ参照)
また昔の記憶は比較的保たれていることがありますので、昔の思い出 (歌手、映画、日本文学など)
を一緒に話し合える同世代のお友達がいることも心強いと思います。これは回想法と言って、日本
でも認知症の専門的な治療として用いられる方法です。他の人と一緒に、昔の楽しかった思い出や
悲しかった思い出に共感したり、自分が輝いていた時代の話をしたりすることで心が満たされ、活動
意欲の向上や周辺症状の改善などが見込まれます。
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家族の在宅介護で疲れています。
介護者 (ケアラー) が利用できるサービスはありますか？
1) Support group: サポートグループ (患者の会)
高齢者介護と一口に言っても、どのような方を介護するのかは人それぞれです。
認知症の方の介護、その他の慢性の病気、癌 (悪性腫瘍) 、あるいはケガや病気による身体障害、心
の病気 (mental illness) をお持ちの方の介護など、また他の家族からの協力の有無によっても状況は
かわってきます。
まずは、介護を受ける方の病気 (症状) を扱う
患者の会へ問い合わせをされてみてはいかが
でしょうか。
認知症、パーキンソン病、脳卒中など高齢に
なるにつれて、かかりやすくなる病気には「患者
の会 (サポートグループ) 」があり、そこでは患者
さん本人だけでなく、ケアラー達の為の催し物
やカウンセリングなどのサービスを提供しています。
たとえば、認知症に関してのサポートグループは、アルツハイマー・オーストラリアが提供しているケアラーサ
ポートグループ https://www.fightdementia.org.au/national/support-and-services/services-andprograms/carer-support-groups や、パーキンソン病の方々のサポートグループは、
http://www.parkinsonsnsw.org.au/services/support-groups/です。後述する Carers Australia
のサイトでもいろいろなサポートグループの連絡先を探すことができます。
人口の多い中国語圏や、ある地域に多く住んでいるコミュニティー (例えばベトナム人など) では、その言
語を話す人達からなる患者の会もありますが、残念ながら日本語での患者の会は現在ありません。英語
で話すことが前提なので、ハードルが高く感じるかもしれませんが、患者の会に参加する人たちはそれぞれ
困難な状況にありながら明るく寛容な人たちが多いので、英語力に自信がなくても気軽に参加できま
す。孤立しがちなケアラーの人たちにとっては、同じ境遇に置かれているひとたちと交流し、コミュニケーショ
ンを図り情報交換することが最も大切なことの一つなのです。

2) Carers Australia と Carers NSW
介護を必要としている方々の症状や状態などを調べるのに必死で、ついつい介護者 (ケアラー) は自分
自身のことについては後回しになりがちです。しかしながら介護はほとんどの場合が長期にわたるもので、
ケアラーご自身の健康や経済的な心配も増えてきます。
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Carers Australia
ケアラーズ オーストラリア http://www.carersaustralia.com.au/ では、介
護者 (ケアラー) が必要とする情報やサポートを提供しています。ケアラーズ・
オーストラリアはオーストラリア国内の州ごとに支部があり、NSW 州にお住い
の方は Carers NSW (https://www.carersnsw.org.au/) にアクセスされて
みてください。
ケアラー向けの情報
2017 年現在、残念ながらこのサイト内には日本語の資料がありません。Google Translate を経由し
て翻訳したものを読んでいただくと (完璧ではありませんが) おおまかなウェブページの内容をご理解いただ
けるかと思います。 (下記参照)
＜元の英語サイトの例：https://www.carersnsw.org.au/how-we-help/support＞

＜Google（グーグル）翻訳を介した場合＞
Google 翻訳サイト https://translate.google.com/へ行き、上記 URL を入力すると、英語ページが
次のように表示されます。
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やはりよくわからないという方は、Translation and Interpreting Service (TIS) (電話 131 450) に
電話をして”Japanese Please (ジャパニーズ プリーズ) ” とオペレーターに伝え、日本語通訳者が出た
ら Carers Australia1800 242 636 につないでもらいましょう。

3) Carer Gateway ケアラー・ゲートウェイ (https://www.carergateway.gov.au/)
上記の Carers Australia が非政府・非営利団体なのに対し、このサイト
は連邦政府主導のサイトで、介護者 (ケアラー) が必要とする情報を電話
(1800 422 737) とオンラインで提供しています。住んでいる地域でのケアラ
ーご自身あるいは介護を受ける人が必要とするサービスを調べることもでき
ます。
またこのサイトにはケアラーの方々が受けることができる Centrelink (センタ
ーリンク：https://www.humanservices.gov.au/individuals/centrelink) からのベネフィット (控除や給
付金) などについてわかりやすい説明があります。
やはり日本語の情報は無いので、必要であれば通訳サービスの TIS (電話 131 450) を通して連絡を
取ってみてください。
参考サイト

Carer Gateway (https://www.carergateway.gov.au/)
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4) ワーキング・ケアラーの方々へ
患者会やその他の団体などがケアラーのためのサービスや催し物を企画していますが、そのほとんどが平
日昼間に行われています。働きながら介護する方々は、残念ながら参加できる機会が限られてしまいま
す。そんな時、職場によっては Carers Support Service の窓口、またはカウンセリングサービスなどがあ
るかもしれません。そのようなサービスがない場合は、お住まいのカウンシルに Carers Support Service
があるかもしれませんので、一度ご相談されてみることをお勧めします。Carers NSW のサイトにもケアラ
ーの為のサポートを提供している団体が記載されています。ウェブページへのリンクはこちら。
https://www.carersnsw.org.au/advice/services-supports/
職場によっては介護のための休暇 (介護休暇) を取得できるところもあります。一人で抱え込む前に GP
や回りの人にも相談してみましょう。

5) レスパイト (Respite)
レスパイトとは、介護者ご自身の時間を確保するために介護が必要な方を一時的に誰かに介護してもら
うサービスです。
ご自宅に専門の介護士がきてもらう場合や (訪問介護) 、施設やセンターで日中数時間すごす (デイサ
ービス) (日本では「通所サービス」に相当) あるいは施設で数日間すごすなど、様々なサービスがありま
す。介護される方が 65 歳以上で、政府からの補助を受ける場合は My Aged Care に登録する必要
があります (「My Aged Care への登録の仕方 1: 電話での登録の仕方」6 ページ参照) 。
ケアラーの方は罪悪感から、なかなかご自身のための時間をとられない方が多くみられます。息抜きをする
ことはとても大事なことですので、このようなサービスを利用してお友達とお食事にでかけたり、一人で映画
をみたり、あるいは泊りがけで旅行にでかけたりと、気分転換することをおすすめします。またケアラーの方
の急な病気やケガのために、ご家族の介護を続けることができない場合もあります。そのためにも介護を
受ける方が他の方からの介護に慣れてもらう必要もあります。
a) デイサービス
週に 1-2 度、おおよそ 10 時から 3 時ぐらいまでの間、介護を必要とされる方をご自宅からセンターへお
連れし、そこで介護してもらうというサービスです。Commonwealth Home Support Program
(CHSP: 10 ページ参照) からですと比較的アクセスしやすいのですが、該当しない場合でも各地域の非
政府・非営利団体もサービスを提供しているところがあります。センターまでの送迎がある場合とない場合
があり、また費用や時間帯もまちまちですので、問い合わせて介護される方にあったデイサービスを見つけ
ることをお勧めします。

JASIC オーストラリアの高齢者在宅ケアガイド
- 31 -

各州にある日本クラブでも在豪日本人を対象とした様々なサービスがあるようです。ただし身体的条件
(一人でトイレに行くことができるかなど) もありますので、各自でお問い合わせください (資格をもった介護
士がいるかどうかなども、各自で確認してください) 。
なお、日本のように入浴サービスを行うデイサービスはオーストラリアではほとんどありません。在宅サービス
のひとつとして、シャワー介助はあります。（14 ページ参照）
b) 自宅でレスパイト (In-home Day Respite, In-home Overnight Respite)
My Aged Care (5 ページ参照) から事業者 (サービスプロバイダー) を探すことができます。My Aged
Care の受給資格に当てはまらない方 (例えば Medicare を持っていない方) も全額自己負担で利用
することもできます。費用もふくめサービスの内容など各自で事業者にお問い合わせください。日中数時
間から夜間を含む (overnight) 自宅介護サービスまでいろいろあります。
c) 施設でのレスパイト (Residential Respite Care)
高齢者施設では短期 (1 回につき 1 週間以上) のレスパイトを受け入れています。このサービスを利用
するには My Aged Care に登録して、ACAT (11 ページ参照) によるアセスメントを受け、介護の必要
性、レベルの認定が必要です。
このサービスではケアラーの方々がホリデーで留守にするとき、その間、介護を必要とされる方が高齢者施
設に一時的に滞在することができます。
ほとんどの場合、非営利団体もしくは営利団体が運営する高齢者居住施設 (Nursing Home) に滞
在することになります。また、地域を自由に選択できるため、ケアラーの方々が出かける先の高齢者居住
施設を指定することもできます。ただし、クリスマスやスクールホリデー期間中のレスパイトは希望者が多
く、早めの予約が必要です。
レスパイト期間に入居する施設を探すには、My Aged Care の Aged Care Home の検索サイト （リ
ンク：https://servicefinder.myagedcare.gov.au/service-finder?tab=aged-care-homes）で介護
を必要とされる方に合った施設を選んだあと、連絡先を確かめ、直接施設に空室情報などを確認してく
ださい。一度の滞在につき 2 週間以上のレスパイト予約が条件の施設も多いので、その他の条件なども
直接施設に確認してください。
d) Transition Care
このサービスは、My Aged Care のパッケージとは関係ないのですが、My Aged Care のサイトではレス
パイトの一部として紹介されています。これは病院から退院する時のみ利用できるサービスです。通常、
病院側が申請します。
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6) ケアマネジメント
My Aged Care のパッケージで家事手伝いなどのサー
ビスをプロバイダー (事業者) から派遣してもらうと、その
サービスプロバイダーの中で担当者が付きます。しかし
多くの場合、担当者一人で管理するクライアントは数
十人にものぼり、きめの細かいマネジメントを期待するこ
とができないのが実状です。複数のサービスを複数の事
業者から利用する場合には、連携がとれたケアプランが
必要になります。また、もしもケアラーご自身が病気また
は不慮の事故で入院などという状況に陥った際、ほか
にケアラーの代わりがいないとなると、要介護者の日常は途端に混乱します。そんな時のために、My
Aged Care のサービスとして、ケアマネジメントサービスも利用することができます。ケアマネジメントサービ
スは営利団体が運営していることがほとんどで、費用も割高ではありますが、動けないケアラーの代わりに
介護を必要とされる方の通院の予約、他の事業者との連携、また必要であればケアラーの代わりにレス
パイト施設を探すサービスも提供しています。ケアラーご自身の万が一のために、考慮してもよいサービス
です。

7) その他ケアラーに必要な事
自分がもしものときに、ご自身が介護している方の病態の詳細、内服薬、かかりつけ医 (ＧＰ) 、My
Aged Care で利用している事業者 (プロバイダー) の連絡先、また、今回は詳しくのべませんが介護して
いる方の Power of Attorney (法的委任状) 、Guardianship (後見人) などの法的書類の有無と所
在などを記載したメモを、わかりやすいところ (手帖や普段使っているカバンなど) の中に入れておくことをお
勧めします。
ご自身の健康を大切に、たとえ短い時間でも自分の時間を持つよう
心がけて下さい。
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8) 実際に My Aged Care を利用してみて (ケアラーの声)
⚫

My Aged Cara はオーストラリアからの年金受給者でなくても認定を受けることができます。日本か
らの年金のみを受給していても認定を受けられます。

⚫

My Aged Care の自己負担金は、パッケージのレベルや所有財産によっても違い、自己負担金の
最低額も違います。2017 年 9 月現在、 自己負担金最低額は 1 日あたり 11 ドル弱、最高負担
でも 1 日あたり 50 ドル弱程度。 (各自で確認が必要です)

⚫

My Aged Care のサイトは頻繁にまた予告なしに変更されることがあるので、こまめなチェックが必要
です。

9) オーストラリアで福祉サービスをうまく利用するためのヒント (ケアラーの声)
⚫

毎回利用する事業者 (プロバイダー) から同じケアラーがくるとは限らないので、利用者の希望するこ
とやルーティーン(毎回決まって行う作業) などを紙に書きだして、見えるところに貼っておくと役に立ち
ます。例えば、 (食事介助時に) 使用するお皿はこれとか、またシャワー介助のときに髪を洗ってか
ら、体を洗う (順序) など。

⚫

My Aged Care を介して使えるサービスの幅が広がっています。今後も広がる可能性があるかもし
れません。例えばケアマネジメントは去年まではパッケージで使えるサービスの中に入っていませんでし
た。なので こまめにチェックすることをおすすめします。

⚫

レスパイトに行きたがらない要介護者が多いようですが、行ってみると話し相手ができてよかったという
人も多いようです。 (基本的な英会話レベルでもよいようです。)

⚫

レスパイトは、ほとんどの施設では 2 週間以上の滞在期間でないと予約を受け付けてもらえません。
サマーホリデーやスクールホリデーは予約が取りづらいので早めの計画をお勧めします。
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重要な連絡先
緊急時

電話：000

(救急車、警察、消防)

•

「000」にダイヤルし、「Ambulance (アンビュラン
ス) 」と伝える

•

病院の救急部 (Accident & Emergency Department)
に行く

My Aged Care

電話：1800 200 422
ウェブ: https://www.myagedcare.gov.au/

TIS National
(Translation and
Interpreting Service:
政府系通訳無料サービス)

(政府機関、公共医療機関を利用する場合)
電話：131 450
ウェブ：https://www.tisnational.gov.au/en/Non-Englishspeakers
(ジャパニーズ プリーズと言って通訳
に代わってもらい、かけたい電話番号
を伝える)
このロゴを見かけたら、そこは TIS を
通した無料通訳サービスが利用できま
す。

<メモ>
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2017 年 11 月現在の情報です。古い情報あるいは内容の誤りにお気づきの方は、
info@jasic.org.au (郵便の場合：Suite 305, 37 Bligh Street, NSW 2000, Australia) までお
知らせください。

免責事項
JASIC が提供する情報、アドバイス、及び助言は、過失、怠慢、及び欠陥がないことを保
証するものでないことを予めお断りします。JASIC が提供した情報、アドバイス、及び助
言の利用に関連して、万一損失、不利益、及び損害を被る事態が生じたとしても JASIC
は責任を負いません。
本冊子は公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究助成財団の助成を受け
て作成されたものです。
この冊子の全部あるいは一部を無断で複製・転載・配信・送信すること、内容を無断で改
変することを禁止します
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