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パースにおける出産事情 

 前回の「私の出産体験」には多くの方から反響をいただ

きましたが、今回も最近第２子目を出産された正会員の高

野優子さんに、ご自身の体験を交えながら、「パースの出

産事情」をまとめいただきました。これから妊娠出産を控

えている方にお役に立てれば幸いです。 

  

パースにおける出産事情 

 

まず妊娠したら 
 妊娠かな！？と思ったら、まずはかかりつけのGP

に行きましょう。 

 血液検査を行い、妊娠を確認します。妊娠が判明

したら、希望の出産場所に応じた紹介状をGPから出

してもらいます。 

 

出産の選択肢 
 パースでの出産は主に、公立病院、私立病院、助

産院、自宅出産と４つの選択肢があります。 

 

 出産を取り扱う公立病院（Public Hospital）と私

立病院（Private Hospital）についてはWA州Dept. 

of Healthウェブサイトに一覧が掲載されています。 

 

「Having a Baby in WA」 

http://www.kemh.health.wa.gov.au/

having_a_baby_in_WA/  

 

郵便番号による公立病院の区分けは以下のサイトで

閲覧可能です。 

http://www.kemh.health.wa.gov.au/

having_a_baby_in_WA/referral_for_care.htm  

 

 助産院と自宅出産についてはWA州が運営する

Community Midwifery Programでサポートされていま

す。具体的に出産可能な助産院はFamily Birth Centre

とKalamunda Birth Unitです。ここではFamily 

Birth Centreでの出産について紹介します。 

 

「Community Midwifery Program」 

http://cmp.thebumpwa.org.au/ 

 

１、公立病院での出産 

住所により地域の公立病院が決まっています。 

かかりつけのGPから紹介状を出してもらい、約

２０週目頃に初診にかかります。 

２０週目の初診前はGPで定期健診を受けます。

定期健診、出産とも公立病院のドクターは選ぶ

ことが出来ず、その日当番のドクターに診ても

らいます。定期健診の待ち時間は長いことが多

いようです。 

Medicareを持っている場合、費用はカバーされ

ます。 

産後は経腟分娩の場合、１－２日の入院が一般

的です。（個人の希望次第で入院せずに帰宅も

可能。ベッドが空いている場合は２日以上の入

院も可能。）母子同室です。個室か相部屋かは

病院により、また部屋の空き状況により変わり

ます。 

２、私立病院での出産 

出産を希望するドクターにまず予約を取りま

す。日本と異なる大きな特徴ですが、病院との

契約というより、診察を希望するドクターを予

約した上で、さらにそのドクターが勤務する病
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ドクターによる相談受付日にアポイントメント

を手配してもらえます。 

血液検査、超音波検診についてはKings Edward 

Memorial Hospital（以下、KEMH）に準じま

す。 

分娩時、医療行為が必要だと判断された場合に

は、廊下で繋がっているKEMHに緊急搬送されま

す。 

費用は公立病院に順じ、Medicareを持っている

場合、費用はカバーされます。 

宿泊施設がないので、出産後24時間以内に帰宅

します。施設内滞在中は食事の提供がありま

す。 

産後１週間、助産師さんの自宅訪問サービスで

新生児のケアをしてもらえます。 

 

公立病院、私立病院、Family Birth Centre問わ

ず、どの施設でも施設内を案内してもらえるOpen 

Dayがあります。実際に人や設備を見、雰囲気を感

じるにはぴったりの機会です。直接質問も出来るの

で、行ってみることをお勧めします。基本的に要予

約です。 

 

 

院に出産予約をすることになります。 

ドクターの予約を取ると、書面で初診日（大体

１０週目頃）や出産までの流れ、料金、支払方

法、また医師の方針等々が書かれた通知が届き

ます。 

基本的には定期健診から出産まで一貫して予約

したドクターに診てもらうことになります。定

期健診の待ち時間は通常ほとんどありません。 

Medicareを持っている場合、公立病院費用との

差額が個人負担となります。 

産後の入院はベッドが空いている限り希望日数

入院できます。母子同室、個室です。 

 

３、助産院（Family Birth Centre）での出産 

http://www.kemh.health.wa.gov.au/services/

fbc/index.htm  

 

まずFamily Birth Centreに予約を入れます。出

産予定日に空きがあれば受け入れてもらえます。 

基本的に定期健診から出産まで、決まった助産師

さんに担当してもらうことになります。定期健診

での待ち時間は通常ほとんどありません。 

助産院なのでドクターによる健診はありません

が、気になることがあれば助産師さんに相談し、

http://www.kemh.health.wa.gov.au/services/fbc/index.htm
http://www.kemh.health.wa.gov.au/services/fbc/index.htm
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出産までの検診・定期健診スケジュール 
妊娠初期： 

・血液検査。通常GPが手配。血液型、風疹、HIV、B

型肝炎、C型肝炎等。 

・子宮頸がん検診（Pap Smear Test）。過去２年以

内に検査を受けていない場合。 

・超音波検査。出産予定日確認のためで、GPにより

行う場合も行わない場合もある模様。 

 

１０－１４週： 

First Trimester Screenと呼ばれるダウン症検査 

・血液検査（１０－１２週） 

・超音波検査（１２週―１４週） 

この二つの検査結果を総合してダウン症の可能性を

判断します。 

この検査を受けるか受けないかについては、担当ド

クターないしはGPから確認されます。 

日本では一般化されていない検査です。 

 

１５週－１７週： 

Anatomy Scanと呼ばれる超音波検査 

背骨、心臓、腎臓など胎児の発達状態を調べるため

の検査で、場合によっては性別の判定も可能。 

 

２８週：糖尿病検査（Testing for Gestational 

Diabetes Mellitus） 

 

３５－３７週：膣分泌物の培養検査（Group B 

Streptococcus）。胎児への産道感染予防のため。 

 

日本の産院の場合、血液検査や超音波検診は定期健

診の一環として行われるのが一般的ですが、ここで

は血液検査や超音波検査などあらゆる検査は

Clinical Pathology（血液検査）やRadiological 

Clinic（超音波検査）といった、検査を扱う専門機

関で行います。GPもしくは担当ドクターに紹介状を

書いてもらい、自分で予約をして、検査を受けま

す。検査結果は数日後に電子カルテで担当GPもしく

はドクターに送られます。ですので、検査結果を受

け取りに出向く必要はなく、次の検診時にはGPもし

くはドクターに結果が届いていることになります。 

 

定期健診はドクターや施設により若干バラつきがあ

りますが、３６週目まで約４週間ごと、３６週を過

ぎたら２週間ごと、４０週を過ぎたら１週間ごとに

受けます。 

 

上記の検査や定期健診のスケジュールはほぼ日本と

同じです。 

超音波検査のみ日本と異なり２－３回が一般的で

す（私立病院の場合はドクターによって大きく異

なり、頻繁に超音波をあてるドクターもいるよう

です。） 
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日本祭り体験記 
虹の会：田崎 稔   

今まで日本人学校で行われていた文化祭が無く

なり、代わりにパース駅前のフォレスト・プレー

スで日本祭りが開始されて今年は2年目です。昨年

は虹の会は恒例のお好み焼きを販売しました。お

好み焼きはとても好評だったのですが、焼き上が

るまでに時間がかかり、お客様が長蛇の列を作り

お待ち頂く時間が長くなりがちでした。と言う事

で今年は有機肥料栽培の焼きトウモロコシと、焼

きおにぎりにチャレンジです。 焼きトウモロコ

シは日本の縁日やお祭りの定番商品ですが、果た

してオージーに通用するのかちょっと心配でし

た。 

日本では「くりからモンモン」のちょっと目つ

きの鋭いおっかないオニイさんが「焼きモロコ

シ！美味しいよ！安いよ！一個百円、百円」など

と言いながら売っていました。昔、本当に美味し

そうなので思わず百円を出したら、「オニイサ

ン、一個百円、百円と言ったんだよ、合計二百

円！」と怖いオニイさんに凄まれた事がありま

す。テキヤとか香具師（やし）と呼ばれる、

Japanese Hospitality（お・も・て・な・し）と

は縁遠い方々が売っていました。料理経験ゼロの

私は、今年の日本祭りではトウモロコシを焼く役

を仰せつかり、殆どフーテンの寅さんの気分で

す。 

当日は販売開始は１時からだったのですが、昼

過ぎからお客さんが集まりはじめたので、当局の

衛生検査が完了した12時半ごろから時間を繰り上

げて販売しました。お昼時だったせいもあり、焼

きおにぎりが飛ぶように売れ、販売開始から１時

間半で、準備した三百個のおにぎりが完売。用意

したホットプレートだけではとても間に合わず、

焼きトウモロコシ屋さんも商売をほったらかして

焼きおにぎり屋に「へんしーん！！」、おにぎり

焼きに没頭しました。虹の会結成以来、継ぎ足

し、継ぎ足しで使われて綿々と受け継がれてきて

トウモロコシの味がしみ込んだ秘伝のタ

レ・・・・・・があれば良いのですが、そんなも

ん有る訳ないですね、とにかく美味しい特製テリ

ヤキタレをたっぷり使った焼きトウモロコシもそ

の後順調に売れ、営業時間中に五百個のトウモロ

コシを完売しました。 

「駕籠に乗る人、担ぐ人、その又草鞋を作る

人」と良く言いますが、私は単に用意された駕籠

を担いだだけ、催しを企画し、関連組織との折衝

や打ち合わせを行ってこられた方々もおられます

し、又具体的に材料を用意し、下ごしらえをして

調理した人達が大勢おられます。建設業界の用語

で、現場では「段取り八分（はちぶ）」という言

い方をします。これは段取りが完璧に成されれば

仕事は八割方終わったと同じという意味で使われ

ます。八分なら残りは九割二分ではないの？？で

はありません、残りは二分なのです。日本人の特

徴として、この段取りの良さが挙げられますが、

Photo by Ze Yein Wong 
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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  

今回の催しに参加してこれらの段取りがとても良

く行われている事を知り、嬉しくなりました。役

員の方々や、世話役の方々のご苦労に対し、心か

ら敬意を表したいと思います。 

日本人学校の文化祭と大きく変わったのは、若

者の日本文化マニアが多く参加して居た事です。

海外の若者に人気の日本文化をご存じでしょう

か？コスチューム・プレイ、即ちコスプレです。

出店もコスプレ関連の店が多く出店していました

し、思い思いのアニメの主人公みたいな恰好をし

た若いオージーが目につきました。 

なんて格好をしているの？と思われる方は明ら

かに時代遅れ、今や日本文化で若い人達に最も人

気でクールなのは、日本のアニメの主人公をモデ

ルにしたコスプレ・・・・・・なんだそうです。 

日本祭りの翌日、友人達に日本祭りの話をした

ところ、中国系をはじめとしたアジア系の人達は

口コミ等で結構知っていましたが、オージーは誰

もこの催しを知りませんでした。 無機質のハイ

テクや工業製品だけが日本文化ではない事を知っ

てもらう良いチャンスなので、とても勿体ないと

思います。今後の広報活動の更なる充実を期待し

ます。 

Photo by Clem Bailey 

Photo by Clem Bailey 
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  メンバーズコーナー 

福島 ちひろ 

 

私が初めてノースパースプレイグループ（PG）に参加

したのは、長女が、1歳の頃でした。南へ引っ越してか

らは、次女も一緒におおきにPGにも参加し、今年の1月

末まで約7年間、2つのPGに通い続けました。私自身、PG

に入り、新しい日本人ママのお友達が増え、友達の輪が

広がりました。海外に住んでいて、日本語で子供や家族

についての話が出来て、分かって貰えるのは、本当に嬉

しい事です。たまたま、虹の会さんがおおきにPGを訪問

されていた際に、「今年度で、PGは卒業なんですよ。長

い間、週に2回、通い続けたプレイグループに行かなく

なるのは寂しいです。」というお話をしましたら、「そ

れなら、虹の会に入って、PG支援をして下さい。」と声

をかけて頂きました。年に一度でも、私がお世話になっ

たPGに参加でき、懐かしい顔を見れて、皆様に喜んで頂

けるのであれば、こんな嬉しい事はありません。虹の会

やPGの皆さんと色々なお話が出来ればいいなと思ってい

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

2015年ネパール地震救援金 

 ４月２５日、ネパールの首都カトマンズ付近を震源とするマグニチュード7.8の地震が発生し、多くの

方が犠牲となりましたが、虹の会では今回５月１７日に行われますサンデーマーケットの売上金を全額

救援金として、赤十字に送ることを理事会で決定いたしました。物品をご寄付していただいた駐在の方

がた、プレイグループの方がた、虹の会に電話やメールを下さった方がた、ありがとうございました。 

衣食住が極端に限られている被災者に微力ながら虹の会の救援金が早急に使われることを願ってやみま

せん。 

  

 ニュースレター3月号では妊娠出産を取り上げ，大変多くの反響をいただきました。引き続き、今月号

でも取り上げましたので、少しでも皆様のお役に立てればと思います。 又、今年に入り、3月7日に行わ

れました日本祭りの準備に追われていました

が、今年のファンドレージング活動も成功裏に

終わり、多くの会員の参加で楽しい親睦のひと

時を過ごしました。  

  

 虹の会では講習会や討論会などの企画を考え

ておりますが、取り上げて欲しいテーマがあり

ましたら、虹の会事務局までご連絡ください。

又、会員は随時募集しておりますので、ホーム

ページの入会申し込みからお申し込みくださ

い。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 
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聖書の学び会 
    火曜日 １１時から１２時まで 
 

無料英会話教室 
       月曜日－金曜日 

       １、１０時から１２時４５分まで 

       ２、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。） 

 

                                    日曜集会 
                                日曜日 １３時から  

 

          プレイグループ 
          火曜日と水曜日 １０時から１２時まで 

 

                                        

 

     

                            連絡先：0413 243 065 （日本語可）  

       住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

           Facebook: West Leederville Presbyterian Church 

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 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

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 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 
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編集だより 

日本では、お花見のシーズンに海外からの観光客であふれていたと聞きました。

パースはこれから雨の季節で、四季折々の自然を楽しめる日本が、少し恋しくなり

ますね。 

さて、虹の会も日本祭りに出店し、会員の力を合わせて楽しい一日となりました。

又、ニュースレターは前回に引き続き妊娠出産をテーマにしましたが、少しでも多

くの方のお役に立てれば幸いです。                 (裕子） 

 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 


