
11月ちょっと為になる話

「介護の現場から」
佐々木みゆき PCW（Personal Care Worker）訪問介護士
川西尚子 AIN（Assistant in Nursing） 施設介護士



オーストラリアの
高齢者福祉システム

在宅介護
CHSP
– Commonwealth Home Support Program

HCP - Home Care Package

施設入所
Residential Care Package

レジデンシャルエイジドケア
（老人ホーム）
グループホーム
レスパイト（短期）入所

自宅
リタイヤメントビレッジ
シニア用マンション
介護付き住宅 など



高齢者入所施設
CPSM Care

Vision
Through delivery of the highest standard of service, our vision is to be the leading provider of residential care in our community.
Mission
The well-being, comfort and happiness of our residents, and their families, is central to all that we do.

Brisbane市内: Holland Park(102室),  Aspley(119室),  Kippa Ring(132室) 
開設予定: Camp Hill(141室,2023 Open),  Kedron(2023 Open予定)

Gold Coast: Upper Coomera

Aspley Aged Care
119室 (6区に分けられ、各区約20室、1区はmemory wing)
全室個室(19-22㎡）オンスイート
24時間看護師、介護士常駐
平日フィジオセラピスト常駐
美容室併設(毎月曜オープン）
中庭、図書室、ダイニングルーム、プライベートファンクションルーム



CPSM Aspley Aged Careホームページより



1日の生活

06:00-07:30 起床 シャワー、洗面、着替え
08:00 朝食
09:15-11:30 アクティビティ又は、自由
10:00 モーニングティー
12:30 昼食
13:30‐16:00 アクティビティ
15:00 アフタヌーンティー
17:30 夕食

就寝準備
20:00 サパー
*******************************
アクティビティ：Ex:映画鑑賞、散歩、椅子ヨガ、コンサート、ビンゴ、クラフト、パズル

イタリアンクラブ、ハッピーアワー、お誕生会、バスツアー、お買い物ツアー





食事の介助

できるだけ自分で食べてもらう→見守り
食べこぼしがある場合はエプロンを用意
マヒ等で自分で食べる事が出来ない時はお手伝い
姿勢の確認
嚥下障害に程度によって、ピューレ状食、
柔らかく一口サイズの食事、普通食
→ Speech Therapistが判断

食事だけで十分栄養が摂れない場合は、サプリメント
→栄養士が判断



排泄の介助

トイレへの案内（立ち上がり、腰かけ、下着の脱着介助）
トイレへ行く事への案内
定期的なpad(Incontinence aid)のチェック、交換
尿道カテーテル、ストーマー → 貯まった排泄物の廃棄



移動の介助

立ち座り
移動

補助器具：電動昇降式リクライニングチェア、杖、
4ww、車椅子、立位補助器、介助リフト



電動昇降式リクライニングチェア

この写真の作成者不明な作成者は CC BY-NC-ND のライセンスを許諾されています
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介助リフト



Personal Hygiene（整容）の介助

 着替え （圧縮ストッキング, hip protector, limb protector)
 洗面
 歯磨き （義歯の手入れ）
 髭剃り
 入浴
 爪切り
 補聴器の装着
 シャワー介助
 床ずれ予防



シャワー用介助器具



在宅ケア（訪問介護）
ーどのようなサービスを受けられるか？ー

家事援助（掃除・洗濯・食事準備・ベッドメイクなど）
身体介護（シャワー、着替え、おむつ交換等のお世話・移乗援助）
送迎（買い物や通院などの付き添い）
社会活動の援助（趣味・文化イベントなど外出時の付き添い）
レスパイトケア（家族ケアラーの休息）

その他（介護士以外） ケースマネージメント・リハビリ・福祉器具等



訪問介護士ができる事・できない事

クイズ１

爪切り
耳そうじ
ひげそり
白髪染め
きざみ食・とろみ食など
特別食を作る

クイズ２

投薬
リハビリの介助
ベッドから起こす・立たせる
マッサージ
庭仕事、芝刈り



答 え

ひげそり

特別食を作る

手の爪切り

足の爪切り
（Podiatrist)
耳そうじ
白髪染め
マッサージ

庭仕事・芝刈り

投 薬 （要トレーニング）

リハビリの介助
（要PTの指示）

ベッドから起こす・立たせる
（移乗器具が必要な事も）



ちょっと気になる？

時間は？
家族と一緒に住んでるんだけど？
家は土足厳禁なんだけど？
通院の時はどうやって行くの？
通訳はしてもらえる？
日本人の介護士はお願いできる？



すべての介護サービスの窓口

My Aged Care

https://www.myagedcare.gov.au/

1800 200 422

about:blank
about:blank


ちょっと為になるサービス

Seniors Enquiry Line
1300 135 500

Seniors Enquiry Line: linking seniors with community information

• Home help
• Concessions
• Financial services
• Legal services
• Social and leisure activities
• Health

• Technology
• Transport
• Housing options
• Scams
• Consumer issues
• No question is too big or too small!

about:blank


JTCS (JTケア）

ジャパントータルケアサービス
日本人介護士派遣事務所

Japan Total Care Service｜ジャパン・トータルケア・サービス
(jtcare.com.au)

about:blank
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