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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でオーストラ

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。しかしセミナー、ワークショップは

シドニーで開催されているためにどうしても参加できる方が限られてしまいます。また高齢の方はイ

ンターネットを苦手としている方も多いかと思います。 

今回ウィロビーカウンシル (Willoughby Council) の助成を受けオーストラリアの医療情報を冊子と

してまとめました。これまで行ってきたセミナーの内容に加え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。 NSW 州の情報がもとになっていますので、他の州にお住まい

の方は各州の情報を再確認してください。また今回はインターネットで情報を手に入れることが難し

い日本人高齢者の方を対象に作成していますので、妊娠、出産、小児疾患、小児の予防接種

などに関する情報は含まれていません。 

公立病院は「パブリック病院」 

私立病院は「プライベート病院」 

かかりつけ医＝GP (General Practitioner)  

で記載を統一しています。 

読んだあとにちょっと安心できる読み物になるように心がけました。 

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。 

 

2017年 4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資金提供している 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 

 (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 

URL : HTTP://WWW.JASIC.ORG.AU 

mailto:info@jasic.org.au
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1. オーストラリアの医療保険としくみ 

オーストラリアでは、滞在形態によって利用できる医療保険の種類も違います。  

短期滞在者向けには 来豪前に日本で加入する海外旅行保険に医療保険が含まれており、掛

け金やオプションによってこちらでの受けられる医療サービスの料金の支払い額が変わってきます。留

学生は, オーストラリア連邦政府から認可されたいくつかの民間保険会社が扱っている海外留学生

向け医療保険に加入することが義務付けられています。  

オーストラリア永住者の方々ための医療保険には大まかに以下の 2 つ保険があります。  

➢ メディケア  (Medicare) ：永住権を取得した際に自動的に加入される公的医療保険 

➢ プライベート医療保険: 民間の保険会社が提供する医療保険。加入は任意ですが、高

額所得者は税制対策上、加入するほうが有利な制度があります (後述) 。選べるオプショ

ンや掛け金が、勤務する会社や家族形態などで、また保険会社によって様々な違いがあ

り、選択にはある程度の知識とともに比較検討が必要となります。  

 (1)  メディケア (Medicare)  

様々な医療サービス (GP や専門医の診察含む) 、薬 (処方箋) を無料

あるいは低価で提供します。パブリック病院でパブリック (メディケア) 患者

として入院治療した場合は入院費、治療費と 

も無料になります。一部の歯科治療、パブリック病院でうけるアライドヘル

ス (Allied Health)  (コメディカル) 治療も無料となります。 (23 ページ参

照) 。 

参考サイト: 

Medicare Services 
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-services 

 (2)  メディケア・レヴィ  (Medicare Levy)  

オーストラリアのメディケアは、雇用主とは関係なく、国と被保険者が医療費を負担する形に

なっています。  

オーストラリアのメディケアはメディケア・レヴィ (Medicare Levy:メディケア税) という国民の課

税対象となる収入の 2% (2015-16会計年度の場合) を税という形で支払っています。タック

ス・リターン時にご自身の支払った金額がわかります。 

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-services
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参考サイト: 

Medicare Levy  
https://www.ato.gov.au/Individuals/Medicare-levy/ 

(3) メディケア・リヴィ・サーチャージ (Medicare Levy Surcharge)  とプライベート医療保険  

メディケア・リヴィ・サーチャージ (Medicare Levy Surcharge) とは、上記メディケア・リヴィとは

別に、所得額が一定以上ある国民を対象に、プライベート医療保険 (11ページ参照) への加

入を促進するために設けられた、「追加課税」です。ある一定額以上の収入がある世帯に対

し、一定の基準を満たしたプライベート保険に加入していない場合、上記の 2%のメディケア・

リヴィに加えて、さらに収入の 1%～1.5%の税が追加で徴収されます (個人や世帯の収入に

よります) 。  

参考サイト: 

Medicare Levy Surcharge 
http://www.privatehealth.gov.au/healthinsurance/incentivessurcharges/mls.htm 

(4) プライベート医療保険料補助制度 (Private Health Insurance Rebate)  

一方で、年収が個人で$140,000、家族で$280,000未満の場合 (TIER 3) 、プライベート医療保

険に加入している個人や世帯に対して、政府から補助金 (Rebate) がでます。補助金額の割

合は年齢、世帯形態、収入によってかわります。 

参考サイト: 

Australian Government Private Health Insurance Rebate 
http://www.privatehealth.gov.au/healthinsurance/incentivessurcharges/insurancerebate.htm 

(5) メディケア・リベート (Medicare Rebate: メディケア払戻制度・給付)  

日本では医療行為 (例えば注射・麻酔・検査等) にはそれぞれ「診療報酬点数」が決められ

ていて、その診療報酬点数をもとに医療費の総額を算出しています。オーストラリアでは、こ

の診療報酬に値するものはメディケア給付一覧 (Medicare Benefit Schedule：MBS)  と呼ば

れ、その詳細はMBSオンライン  (http://www.MBSonline.gov.au)  で随時確認することがで

きます。 (MBSは複雑な番号システムになっています)  

標準的なメディケア給付は、メディケア給付一覧 (MBS) の 85％を超える料金 (専門医の場

合) 、あるいは GPがMBS より高い診察費を設定している場合、残高を患者自らが支払う必

要があります (自己負担)  (プライベート・クリニック (Private Practice：プライベート・プラクティ

ス): 18ページ参照) 。 

https://www.ato.gov.au/Individuals/Medicare-levy/
http://www.privatehealth.gov.au/healthinsurance/incentivessurcharges/insurancerebate.htm
http://www.mbsonline.gov.au/
http://www.mbsonline.gov.au/
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オーストラリアでは医療従事者とコメディカル (Allied Health) は提供するサービスに対して、

料金を自由に設定できます (ここでは詳細は省略しますが、オーストラリア医師会が定める

診療料金を指標としています) 。多くの医療従事者はメディケアが負担する額を超える料金

を請求し、その超過料金は患者が負担しています。MBSにのっていない医療行為 (美容形

成など) はメディケアの対象になりません  (全額自己負担になります) 。 

 

【例 1】GPにみてもらう 

• MBS が設定している診療料金：100 ドル 

• GP が設定している診療料金：100 ドル 

→メディケアが診療費 100％負担するので、自己負担なし 

【例 2】GPにみてもらう 

• MBS が設定している診療料金：100 ドル 

• GP が設定している診療料金：130 ドル 

→メディケアはMBSの 100％、つまり 100 ドルを負担。残りの 30 ドルが自己負担となります 

【例 3】専門医 (スペシャリスト) にみてもらう (外来)  

• MBS が設定している診療料金： 200 ドル 

• スペシャリストが設定している診療料金：200 ドル 

→メディケアはMBSの 85％＝170 ドルを負担。残りの 30 ドルが自己負担となります。 

【例 4】専門医 (スペシャリスト) にみてもらう (外来)  

• MBS が設定している診療料金：200 ドル 

• スペシャリストが設定している診療料金：170 ドル 

→メディケアはMBSの 85％＝170 ドルを負担。自己負担なし  (バルクビル会計のときに使われ

ます)  

【例 5】専門医 (スペシャリスト) にみてもらう (外来)  

• MBS が設定している診療料金：200 ドル 

• スペシャリストが設定している診療料金：300 ドル 

→メディケアは MBSの 85％＝170 ドルを負担。残りの 130 ドルが自己負担となります。 
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GPやその他クリニックがバルクビル (Bulk Billing) サービスを行っている場合、利用者の自己

負担、窓口での支払いはありません (バルクビル：18ページ参照) 。パブリック病院での診

療、治療を受ける場合は、すべてメディケアでカバーされます。  

(6) メディケア・リベート (Medicare Rebate) の受け取りとメディケア・オンラインアカウント 

以前は、医療サービスを受けた後、患者が負担した分に関してはメディケアの窓口に行き、

還付金を受け取っていました。 

現在では医療機関の受付はオンラインでメディケアと接続しており、還付金は自動的にあら

かじめ指定した患者の銀行口座に振り込まれるところが多くなりました。 

メディケア・オンラインアカウントに登録すると、自分の受けた還付金などの詳細を見ることが

できます。メディケア・オンラインアカウントの詳細は人材サービス省 (Department of Huma

n Services) のサイト (https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medic

are-online-accounts) をご覧ください。  

メディケア・オンラインアカウントに関するお問い合わせはメディケア総合案内 (132011) 24

時間対応にご連絡ください。なお、英語の不安な方は Translation and interpreting Service  

(TIS National)  131 450 を経由し日本語通訳者をリクエストした後、上記の番号へお問い合わ

せください。 この際の日本語通訳料は無料です。 

残念ながらこのサイトは日本語には翻訳されておりませんが、ご自分でご登録できる方はこ

の機会にアカウントをお作りになることをお勧めします。 

(7) メディケア・セーフティーネット (Medical Safety Net)  

メディケア・セーフティーネット (Medical Safety Net) とは、仕組みは異なりますが、日本の高

額医療補助制度のようなものです。  

慢性疾患などで定期的に通院、または検査をしている方々は医療費がかさみます。メディケ

ア・セーフティー・ネットは、暦年 (Calendar year) 内である一定金額以上の医療費を自己負担

している場合、その金額に達した以降の出費に関してはメディケアからの補助が増額される

というシステムです。 

メディケア・セーフティー・ネットには、大きく分けてオリジナル・メディケア・セーフティー・ネット 

(Original Medicare Safety Net) とエクステンデッド・メディケア・セーフティー・ネット (Extended  

Medicare Safety Net) があります。オリジナル の閾値上限は 2017年では$453.20です。つまり

自己負担額が$453.20を超えた時点で、それ以降 (その年の 12月末まで) 支払う医療費 (自

己負担額) には、メディケアからの補助が増額されます。この閾値 (Threshold) は毎年変わりま

す。 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-online-accounts
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-online-accounts
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上記の【例 3】でみてみましょう。 

【例 3】専門医 (スペシャリスト) にみてもらう (外来)  

• MBS が設定している診療料金：200 ドル 

• スペシャリストが設定している診療料金：200 ドル 

→メディケアはMBSの 85％＝$170を負担。残りの 30 ドルが自己負担となります。 

この 30 ドル (ギャップ：Gap) の自己負担額が 453.20 ドルに達した時点で、それ以降は (12

月末まで) メディケアがMBSの 100％ (つまり 200 ドル) 負担するので、自己負担は生じま

せん。 

上記の【例 5】も見てみましょう。 

【例 5】専門医 (スペシャリスト) にみてもらう (外来)  

• MBS が設定している診療料金： 200 ドル 

• スペシャリストが設定している診療料金：300 ドル 

→メディケアはMBSの 85％＝170 ドルを負担。残りの 130 ドルが自己負担となります。 

オリジナル・メディケア・セーフティネットでは、ギャップは$30 ($200－$170) として計算され

ます。スペシャリストが設定しているプラス$100は自己負担額 (out of pocket costs) になり

ます。 

セーフティーネットにはその他にも家族、カップルで計算する場合、ペンションカードをもって

いる場合、家族形態、ギャップだけでなく、すべての自己負担額 (out of pocket costs) をもと

に計算する場合などで閾値、補助がかわります。家族 (カップル) で申請する場合はメディケ

アに登録する必要があります (個人の場合は必要なし) 。 

参考サイト: 

Medicare Safety Net 
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-safety-net 

(8) メディケア制度のまとめ 

医療項目内容、家族構成、個人または世帯収入、プライベート保険加入の有無などでメディ

ケア払い戻し金額や医療費の自己負担額が変わるなど、実際の仕組みは複雑です。 診察

料や検査費用に関して不明なことがあれば、直接診療所の受付で「メディケアはどれぐらい

カバーするのか、自己負担額はどの程度になるのか」を

その都度質問することをお勧めします。 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-safety-net
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また、メディケアを含む医療制度は頻繁に改変されます。メディケアに関する正確な情報は、

 Department of Human Services のMedicare Service (http://www.humanservices.gov.au/cust

omer/subjects/medicare-sesrvices)   を参照、または Translation and interpreting Service  (TIS 

National)  131 450 を経由し日本語通訳者をリクエストした後、メディケア電話番号リスト  (ww

w.humanservices.gov.au/customer/contact-us/phone-us#medicare ) にある該当番号へお問

い合わせください。 この際の日本語通訳料は無料です。 

2．プライベート医療保険  

 一口にプライベート医療保険と言っても、そのシステムはとても複雑です。 

プライベート医療保険の加入率はなかなか伸びませんでしたが、上記で述べたメディケア・リ

ヴィ・サーチャージ (7ページ) やプライベート医療保険料補助制度 (7ページ) によって、2015

年 6月 30日時点でオーストラリア国民のプライベート医療保険加入率は 56%となっていま

す。 

現在、オーストラリアでは 38の医療・健康保険組合 (プライベート保険を提供している会社

や組織) が登録されています (下記参照サイトより) 。 

プライベート医療保険は、オーストラリアで生まれ育った人たちにとっても複雑なシステムで、

保険会社によって保険でカバーできる医療サービスの種類や料金 (割合) はまちまちです。

大手保険会社によっては、大手企業に勤める人専用の保険料金体系などもあり、プライベ

ート医療保険加入を検討する際の保険会社選びや、その内容を検討するのは一苦労です。

また、毎月の保険料も気になるところです。 

この章では、みなさんがプライベート医療保険を選ぶ際の大まかなヒントとなるポイントを述

べていきたいと思います。 

参考サイト: 

Private Health Onbusman  (プライベート・ヘルス・オンブスマン)  
http://www.privatehealth.gov.au/dynamic/insurer 

プライベート医療保険の種類 

プライベート医療保険には大まかに以下のカテゴリーがあります。 

1) Ambulance Cover  (救急車保険)  

2) Hospital Cover  (入院保険)  

3) Extra Cover  (特約保険)  

http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-sesrvices
http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-sesrvices
http://www.humanservices.gov.au/customer/contact-us/phone-us#medicare
http://www.humanservices.gov.au/customer/contact-us/phone-us#medicare


 

JASIC オーストラリアの医療ガイド 

[12] 

 

a) Ambulance Cover (救急車保険)  

オーストラリアでは、救急車は日本のように無料ではありません。NSW州では、緊急度、距

離などによってその額は変わりますが、最低でも$287の費用がかかります (緊急度が低い

移送の場合) 。 (ペンションカードやコンセッションカード保持者は無料です)  

そのための保険がこの Ambulance Cover (アンビューランスカバー：救急車保険) です。 

保険会社によって、独立した保険となっている場合もありますし、後述するエキストラカバー 

(Extra Cover: 12の中に含まれる場合もあります。 

参考サイト: 

Ambulance Service of NSW 
http://www.ambulance.nsw.gov.au/accounts--fees.html 

b) Hospital Cover  (入院保険)  

主にプライベート病院に入院する場合に心強い保険です。オーストラリアでは、パブリック病

院に入院する場合の最低限の費用はメディケアでカバーされますが、それでもこの民間保

険のホスピタルカバーに加入していると、個室を希望することができます (Single room特典

に契約して、個室があいている場合) 。 

ただし、保険会社や掛けている保険のレベルや内容などで、カバーできる入院期間の上限

などが変わってきます。入院時に病院の会計課に、ご自身が加入している保険会社を伝え、

またご自身でご自分の保険の内容を再確認されることをお勧めします。ここでは詳細は省略

しますが、パブリック病院にメディケア患者として入院する場合とプライベート保険を使ってプ

ライベート患者として入院できる場合があります。パブリック病院に入院の際は、医療通訳者 

(Healthcare Interpreter Service) を無料でアレンジしてもらうことができるので、会計課に問い

合わせの際は通訳者を通すこともおすすめします (医療通訳：19ページ参照) 。 

c) Extra Cover (特約保険)  

エキストラ・カバーとは、メディケアがカバーしない、様々な医療サービスにかかる費用負担

に備えるための特約保険のことです。先に述べた救急車保険はその一つです。 

エキストラ・カバーに含まれる医療サービスは、一般的な歯科治療、眼鏡作製、理学療法 (フ

ィジオセラピー) 、カイロプラクティス、ポディアトリー (Podiatry: 足治療士)  やその他の自然療

法 (ナチュラルセラピー) などのコメディカル (Allied Health アライドヘルス) の治療などに適応

されます。  (11．コメディカル  (アライド・ヘルス:Allied Health) サービスの利用 23ページ参

照)  
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色々なオプションの組み合わせることにより、より広い医療サービスをカバーすることができ

ますが、オプションを付ければそれだけ保険料も上がります。 

また保険会社によって、あるいは保険の契約レベルによって、カバーできる条件は違い、例

えばある保険会社では「フィジオセラピー、眼鏡、歯科すべてを含めて年間ｘｘx ドルまでカバ

ーする」となっているのが、ほかの保険会社では 「フィジオセラピーやその他自然治療は年

間△△ドルまで、歯科と眼鏡の作成は年間○○ドルまで別々にカバーする」など、詳細は様々

です。 

ご自分がご加入されている保険内容をよく吟味し、折に触れて特約の内容を見直すことをお

勧めします。 

 

3. メディケアやプライベート保険に関して質問があるとき  (オンブズマン制度)  

公的医療保険であるメディケアに関する質問は、Department of 

Human ServicesのMedicare Service より、日本語通訳者を介して

回答を得ることができます。しかし、プライベート医療保険を提供

している民間保険会社では、残念ながら多言語での質問を受け

付ける制度が整っていないのが現状です。 

プライベート保険を選ぶ際どうしたらよいのかわからない、自分の

加入している保険の内容がよくわからない、保険会社と問題が生

じたなどの問題が発生したときは、オーストラリア連邦政府が運営するプライベート医療保険

オンブズマン (Private Health Insurance Ombudsman (下記)  もしくは平日シドニー時間の午

前 9時から午後 5時までに 1300 737 299にお問い合わせください。日本語でのコミュニケ

ーションをご希望の方は Translation and interpreting Service  (TIS National)  131 450 を経由

し日本語通訳者をリクエストした後、上記電話番号へお問い合わせください。この際の日本

語通訳料は無料です。 

参考サイト: 

Private Health Insurance Ombudsman: http://www.privatehealth.gov.au/ 
Private Healthcare Australia: https://www.privatehealthcareaustralia.org.au/ 

http://www.privatehealth.gov.au/
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4．パブリック医療システムとプライベート医療システム 

メディケア (Medicare) を持っている人は、パブリック病院での医療費用は政府が負担するの

で無料です。ほとんどの救急医療と外来治療はパブリック病院で行われています①。しかし

パブリック病院での予定入院、手術の待ち時間の長さなど色々と問題となっています。 

プライベート病院はパブリック病院よりも比較的待ち時間は短く、希望する主治医、執刀医か

ら治療をうけることができます。ほとんどの病室が個室で設備とサービスもかなりよくなりま

す。プライベート病院での入院基本料 (部屋、食事、看護など) はメディケアでカバーされませ

ん。手術費、麻酔、医師の診察などはメディケアでカバーされる分を差し引いての差額を自

己負担することになります。自己負担額は加入しているプライベート保険 (11ページ参照) の

タイプ・内容によって異なります。入院する前に自分のプライベート保険内容の再確認、また

担当医師に予想される自己負担額を聞いておきましょう。 

日本人の方は遠慮して医療費用 (自己負担額) を確認されない方が多く、あとで請求書がき

てびっくりされることがよくあります。プライベート病院での治療は快適な医療サービスを自

分で選択し購入することになります。医療費 (自己負担額) を担当医師に聞くことはまったく

失礼ではありません。 

メディケアを持たない人はパブリック病院でもプライベート病院でも全額自己負担になりま

す。海外旅行障害保険、長期滞在者用民間保険などを利用の方はその契約内容によって

自己負担額がかわります。 

交通事故補償 (NSW州の場合 Compulsory Third Party Insurance) ,労働災害補償 (workers 

compensation) での治療はメディケアを利用しませんので緊急の場合をのぞき各保険会社

から前もって (治療の) 承認が必要です。担当医師や病院に自分のクレーム番号、保険会社

の担当者 (ケースマネージャー) の連絡先を伝えると治療費見積もりなど保険会社へ直接連

絡をとってくれます。承認が得られるとプライベート病院での治療が可能です。 

退役軍人年金 (Department of Veterans’ Affairs: DVA) を受給し

ている方は DVAヘルスカードの色 (ゴールド、ホワイト、オレン

ジ) によって DVAでカバーされる医療サービスが異なります。ゴ

ールドカード保持者はパブリック病院、プライベート病院の両方

で自己負担なしに治療をうけることができます。 

                                         

① Australian Institute of Health and Welfare 2016. Australia’s health 2016. Australia’s health series no. 15. Cat. 

no. AUS 199. Canberra: AIHW 
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5．かかりつけ医 (General Practitioner: GP)  

かかりつけ医 (以下 GP)  は全ての医療サービスの窓口で、赤ちゃん

から高齢者まで、広範囲な分野にわたって診療しています。オーストラ

リアでは GP を選択する際、地域制限はありません。風邪、喘息、高血

圧などの治療から、婦人科検診 (子宮頸がん検診など) や予防接種も

行っています。日本語が話せる GP、または日本人通訳が常勤してい

る GP クリニックもあります。日ごろから自分や家族の健康状態を把握

している GPがいると安心です。転勤、引っ越しなどで別の GPにかわる場合は、いまの GP

にこれまで受けていた治療や検査についての情報を新しい GPへ引き継ぎをお願いすること

もできます (これは本人の同意後に行われます) 。 

GPの診察を受けるには、基本的に電話予約が必要ですが、GPによっては開院時間から受

け付け順に受診できるところもあります。それぞれの医院に確認してください。 

GPでは 75歳以上を対象とした健康チェック (ヘルス・アセスメント：Health assessment for 

people aged 75 years and older：http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Con

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/mbsprimarycare_mbsitem_75andolder
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tent/mbsprimarycare_mbsitem_75andolder) も行っています。これは時間がかかるアセスメ

ントなので前もって予約をしておきましょう。 

6．専門医 (スペシャリスト)  

オーストラリアの医療では医師の役割分担がはっきりしています。 

医師はかかりつけ医 (GP) と専門医 (スペシャリスト) に大きく分かれていて、専門性も細分化

されています。専門医による診察、治療が必要な場合は、GPからの紹介状が必要です。GP

からの紹介状は 1年間有効です。専門医から別の専門医への紹介も可能ですが、この場合

の紹介状は 3 カ月間有効です。専門医によっては予約が 2-3 カ月先になることもあります。

GPから紹介状をもらう時、自分で専門医に診察予約の連絡をしないといけないのか、それと

も GPが紹介状を郵送 (または FAX) するのか確認しましょう。もし日本語通訳が必要な場

合、紹介状に一言その旨を書いてもらうようにしましょう。 

ほとんどの場合、専門医は診察後、紹介してもらった GPに診察結果、治療プランの返事の

手紙を書きます。この治療プランにそって GPが継続的に薬を処方したり経過を観察したりし

ます。 

専門医はパブリック病院内の外来、プライベート病院内の外来、あるいはルーム (Rooms) と

呼ばれる診察室を持っています (Suites と表示される場合もあります) 。専門医または診察場

所によって診察費がかわることがありますので、予約時に診察費 (自己負担額) を確認しま

しょう。 

専門医による診察や診断 (または説明) に不満があり、別の専門医の診察を希望する場合 

(セカンドオピニオン) は GPに事情を説明して別の専門医を紹介してもらいましょう。 

7．病気やケガをしたら 

(1) 緊急の場合 

「000」で救急車を呼んでください。「000」は救急、消防、警察

をかねていますので「アンビュランス プリーズ  (Ambulance 

please) 」と言いましょう。あるいは、大きな病院の救急外来 

(Emergency Department)  を受診してください。救急外来でも

「トリアージ」といって医療の緊急性 (重症度) に基づいて診療

の優先順位が決まります。緊急性が低いと判断された場合は

救急外来で長く待つことになったり、GPに行くことをすすめら

れることもあります。 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/mbsprimarycare_mbsitem_75andolder
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持病で薬を飲んでいる方、アレルギーがある方、過去に大きな病気や手術をしたことがある

方など、ご自身の医療情報を日ごろから英語でまとめておき、コピーをお財布にいれておく

と、もしものときに安心です (「私の医療情報」46ページを参照) 。 

ほとんどの GP クリニックはコンピューター化され、電子カルテを使っていますので、ご自分の

医療情報サマリー (Health summary)  をプリントしてもらえば既往症、アレルギー、現在の治

療薬リスト、過去の予防接種歴などの情報を得ることができます。GPにご相談ください。 

急な病気やケガによる痛みや不安でいっぱいな時に英語で会話するのは誰でも大変なもの

です。パブリック病院 (救急外来含む) では病院側が無料で医療通訳を手配することができ

ます。詳しくは「9．医療通訳制度について」 (19ページ)をご参照ください。適切な診断、治療

がスムーズに行われるために医療通訳の利用をおすすめします。 

(2) 緊急ではない場合 

まずはかかりつけ医 (GP) を受診します。夜遅くまで、また休日・祝日も開いている、あるいは

往診可能な GPサービスもあります。(「夜間、休日/祝日の往診が可能な GP」17ページ参

照) 。 

GPは歯科を除くすべての診療を行っています。一般的な症状の場合は GPで処方箋をもら

い、薬局で薬を購入します。レントゲン、血液検査などが必要な場合も GPが指示書 (リクエ

スト・フォーム) をだします。大きな GP クリニックでは放射線科 (Radiology) 、採血 

(Pathology) 、心電図 (ECG: Electrocardiogram) などの検査が同じ施設内でできるところもあり

ます。 

GPから検査の指示がでた場合、検査の場所、検査前に必要な準備 (絶食など) など確認し

ましょう。検査結果と一緒に後日 GP再診となります。検査によっては、予約が必要なことも

あります。 

GPは簡単な外科的縫合、切開処置などもできます。結膜炎などの眼科疾患も GPで治療で

きます。専門的な治療が必要とされた場合、GPが専門医に紹介します。 

(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： http://www.doctordoctor.com.au 

 (NSW州以外にも同様のサービスあり)  
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National Home Doctor Service 

 電話：137425 

Web：http://www.homedoctor.com.au/section/Locations/Sydney 

 (NSW州以外にも同様のサービスあり)  
 
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)  

8．バルクビル  (Bulk Billing)  

バルクビルとはメディケアを持っている人が利用できるキャッシュレスサービスのことです。

病院 (あるいはクリニック) が利用者のかわりに直接メディケアへ医療費を請求するので、自

己負担額はありません。病院 (あるいはクリニック) がかわりに請求するので、その同意とし

て利用者が書類にサインすることを求められます。パブリック病院での検査や治療は、ほと

んどバルクビルになります。 

これに対してプライベートクリニック (private clinic, private practice) での診察は自己負担が

生じます。GPや専門医 (スペシャリスト) は自分の提供する医療サービスに対して自由に価

格を設定できます。この場合、利用者はまず全額をクリニックに支払い、その後メディケアに

医療費を請求することになります  (Medicare rebate) 。メディケアでは支払った金額のすべて

がもどってくるわけではありません。医師によって設定して

いる料金が違うので、診察の前に料金 (自己負担額はいくら

か、メディケアから戻ってくる額はいくらか) を確認しましょ

う。プライベートクリニックでも 20．ペンションカード 

(Concession and health care cards)  (37ページ参照) を持っ

ている人はバルクビルになることもあります。予約時に確認

しましょう。 

参考サイト: 

Medicare Bulk Billing 
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-bulk-billing 
 
Submit a Medicare claim online 
https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/submit-medicare-claim-online 
 
 
 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-bulk-billing
https://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/submit-medicare-claim-online
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWlKKIjrzSAhVFy7wKHQJCAu4QjRwIBw&url=http://drlug.org/articles/medical-care/bulk-billing-doctors.php&psig=AFQjCNHEyPK3wtNS9pgR_jxvYwWFolHykA&ust=1488691475050125
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9．医療通訳制度について 

ＮＳＷ州のパブリック病院や、公共医療関係機関 (コミュニティヘルスセンター、乳幼児保健

センター等) での診療時の英会話に不安のある方は、医療通訳制度を利用することができま

す。メディケアがあれば全て無料ですが、クリニックによっては、メディケアを持っていなくても 

無料のところもあります。 

パブリック病院や公共医療関係機関での予約時に医療通訳を依頼すると、医療通訳サービ

スセンター  (ヘルスケア・インタープリター・サービス (HICS) ：Heatlh Care Interpreter Service) 

を通して通訳者を手配してくれます。予約日時 は、ご希望に添えないこともありますので、そ

のあたりの融通をきかせられるよう心づもりをしておいてください。 

通訳者には守秘義務があるので、診療中の 内容が外部に漏れる心配はありません。第三

者である通訳者でなければ、 患者のプライバシーを守ることや、中立 の立場で通訳すること

は難しいため、公共医療機関での家族や知人による通訳は許可されていません。 

通訳者は、診療中の会話が 全員に平等に通じるよう通訳するため、話してほしくない内容を

「これは話さないでください。」と前置きしてもそのまま通訳します。これは、話された内容を全

てもらさず通訳することによりのみ、 会話の内容の正確さを保つことができるからです。 

相手の言っていることは理解できるけれども自分で話すのには自信がないという方、わから

ないところだけの通訳をしてほしいという方、全て通訳してほしいという方等それぞれです

が、通訳してほしい時とほしくない時の境界線を明確に通訳者に伝えておくと、効率よく会話

を進めることができます。 

緊急や遠隔地の場合、対面での通訳を手配できない場合、予約の取り付け等の短時間で簡

単な通訳の場合は、電話で通訳を してもらうこともできます。 

10．薬局を利用する        

オーストラリアも日本と同様に、高齢化社会に突入しています。

今後、OTC  (Over The Counter) と呼ばれる処方箋なしで購入でき

る一般用医薬品の販売や処方せん調剤という業務以外にも、コ

ミュニティにおける薬局の重要性が高まると考えられています。 

今回は薬局にて提供されるサービス及び医薬品購入における公

的システムについて簡単に解説していきます。 

 

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv7cu18rnSAhWDEpQKHfY4B6oQjRwIBw&url=https://independentaustralia.net/business/business-display/chemists-price-gouging-at-the-local-shopping-centre,3199&psig=AFQjCNGVl4toKvFoz1UGvJV9HFvYCt4FFg&ust=1488615337926748
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(1) 一包化サービス  (DAAs: Dose Administration Aids)  

DAAs: Dose Administration Aids  (Webster Pak, Medico-Pak, Blister-Pack 等)  とは日本では一

包化と呼ばれるサービスです。朝・昼・夕など服用するタイミングが同じ

で、且つ 1回に複数個服用する薬  (5種類以上等)  を、1袋ずつにまと

めて調剤する方法です (写真参照) 。 

薬の飲み間違いや飲み忘れを防ぐ事が最大のメリットですが、手の力

が弱く薬をシートから取り出す事が困難な高齢者やリウマチ患者等にも

適しており、必ずしも複数個服用である必要はありません。また、飲み

忘れを防ぐ観点から医療費の節約にも貢献出来ると期待されていま

す。ご希望の方は薬局にご相談ください。 

参考サイト: 

ウェブスター･パック（英文） 
http://www.webstercare.com.au/shop/item/disposable-webster-pak 

 (2) 薬剤給付制度 (Pharmaceutical Benefits Scheme：ＰＢＳ)  

メディケア (Medicare) はパブリック病院であれば入院費や治療費は無料となりますが、全て

の医療費が全額カバーされる訳ではありません。処方せん医薬品が一つの例で、メディケア

カード保持者は PBS  (Pharmaceutical Benefits Scheme)  と呼ばれる薬剤給付制度を受ける

ことができます。制度は比較的分かりやすく、処方せん医薬品費用が一定額以上になると、

その部分が PBSで負担され、また一定額以下では PBSによる補助はなく全額自己負担とな

ります。この PBSは、メディケア同様、政府により運用されている補助制度です。なお、2017

年の一定額は$38.80であり、毎年 1月 1日に改定がありますがこの額は年々上昇傾向に

あります。20．ペンションカード (Concession and health care cards) ：37ページ参照) をお持ち

の方は$6.30 と安く設定されています。 

例を見てみましょう。 

血圧を下げる薬 Aが$50であると仮定します。2017年の一定額は$38.80ですので、患者負

担額は$38.80、PBSで支払われる金額は$12.20 ($50-$38.80) となります。また$15 と設定さ

れた抗生物質 Bを処方された場合、PBSからの補助はなく、$15全てが患者の自己負担とな

ります。ジェネリック医薬品を選ばないと追加費用が生じる等例外もありますが、今回は省略

させて頂きます。 

なお、全ての処方せん医薬品が PBSによりカバーされる訳ではありません。リストに収載さ

れている医薬品のみが対象 (年に 1回改訂あり) とされていますが、需要が多く国民が必要

http://www.webstercare.com.au/shop/item/disposable-webster-pak
http://www.heartonline.org.au/articles/medications/medication-adherence
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としている医薬品のほとんどはリストに収載されています。例えば、上記の血圧降下剤 Aが

PBS リスト対象外であった場合、患者自己負担額は$50 となります。 

 (3) PBS safety net 

高額医療補助制度 (メディケア・セーフティーネット (Medical Safety Net) :9ページ参照) のよ

うに、処方薬でも補助制度があります。 

PBS Safety Net とは、薬局での処方せん医薬品に対する還元制度であり、Medicare Safety 

Net とは別に換算されます。PBS Safety Net では、薬局で支払った保険適用分の処方せん医

薬品の費用をカウントしていき、支払総額が一定額に達したら (Threshold) その年のそれ以

降 (12月末まで) の医薬品代が減額となるか、若しくは全額免除になるという制度です。この

一定額に達するまでの支払い総額は、個人だけではなく家族単位でも合算できるので、家

族として薬局に登録しておくことが必要です。 

一般の患者 (General Patients) の場合、2017年の PBS Safety Net Threshold (規定額) は

$1,494.90であり、一年間の世帯自己負担額合計が$1,494.90に達すると、その年のそれ以

降の支払額は 1回 $6.30 となります。 

またペンションカード (年金受給者や低所得者等)  (37ページ参照) の場合の規定額は$378

となり、その後のその年の医薬品代は無料となります。 

上記の血圧を下げる薬 A を例にとってみましょう。 

薬の金額は$50でしたが、PBSで支払われる金額は$12.20で、患者負担が$38.80でし

た。2017年の規定額は$1,494.90ですので、1494.90÷38.80＝38.5 

故に世帯で 39回この薬を購入すると (または同額の他の薬) 、その後の支払額が 1回

$6.3になるという事です。 

頻繁に薬局を利用する方は、かかりつけ薬局を一つ決めておくと一定額に達する時に連絡

をくれるので、自分で計算し薬局に申告する必要もないので便利です。 

The PBS Safety Net をまとめた表が以下となります。 

Rates for 2017 General patients Concession card holders 

Patient contribution  Up to $38.80   $6.30   

PBS Safety Net threshold  $1,494.90   $378   

When PBS Safety Net threshold is reached $6.30   Free   
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参考サイト: 

Medicare Phrmaceutical Benefits Scheme, PBS, Safty Net 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/pharmaceutical-benefits-

scheme-pbs-safety-net 

 (4) 薬についての相談 

オーストラリアでの薬局の位置づけは日本のそれとは若干異なり、比較的気軽に利用しや

すい環境にあります。処方された薬の飲み方、副作用の説明はもちろん、処方箋がいらない

薬 (Over the counter: OTC 後述 (6) ) についてもアドバイスがもらえます。薬局の薬剤師に気

軽に相談してみましょう。 

 (5) リピート処方せん制度 

このリピート処方せん制度とは、医師を受診せずに、1枚の処方せんを複数回使用できる 

(最大 5回まで) 制度で、主に症状の安定している慢性疾患患者に処方されます。例えば、

上記の血圧を下げる薬 Aの処方日数が 1 ヶ月でリピート回数が 5回の処方せんの場合

は、初回分とリピート 5回分を合わせて、6 ヶ月間は医師を受診することなく、薬局で調剤を

してもらうことができます。その際、薬局薬剤師は患者の体調や血圧の状態を確認したり、

必要に応じて医師へ連絡したり等、患者と医師との間で重要な役割を担っています。 (薬や

患者の症状によってリピートできる回数が決まっており、医師との相談になります。)  

 (6) スイッチ OTC 

スイッチ OTC ( Over The Counter) とは、医師の処方でのみ使用していた処方せん医薬品を、

医師を通さず薬局で購入できるように一般用に切り替えた医薬品の事を指します。このスイ

ッチ OTC薬の種類が日本と比べると多く、またこちらも医師の受診なく薬局薬剤師の判断で

薬が購入できるので薬局へ足を運ぶ機会が多くなります。薬の飲み方、副作用などについ

ても薬剤師からアドバイスをうけることができます。 

薬局にて相談できる内容は多岐に渡るので、薬局薬剤師の薬のカウンセリング技術及び知

識は豊富です。また、国をあげて OTC薬を利用したセルフメディケーションのサポートにも力

を入れており、薬剤師はもとより他の薬局従業員にも医薬品販売についての研修を実施す

る等質の高いサービスの提供に努め、国民の健康維持及び向上のために常日頃より取り組

んでいます。 

 

 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/pharmaceutical-benefits-scheme-pbs-safety-net
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/pharmaceutical-benefits-scheme-pbs-safety-net
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11．コメディカル  (アライド・ヘルス:Allied Health) サービスの利用  

 (1) 概要 

Allied Health Professional と呼ばれるコメディカルスタッフサービスは、パブリック病院の外

来、プライベート病院の外来または、それぞれが開院しているプライベートクリニック等で受

けることができます。一般にパブリック病院の外来でサービスを受ける場合は、かかりつけ

医 (GP) やスペシャリストからの紹介が必要です。費用はパブリック病院の場合、無料 (メディ

ケアがカバー) のことがほとんどです (多少の実費負担がある場合もあります) 。パブリック病

院のコメディカルサービスを利用する場合は、その地区に住んでいる人が優先されます。ま

た、数は限られていますが病院によっては送迎バスを利用できる場合もあります。 

プライベートクリニックは、基本的に自己負担となります。地域制限はありません。紹介状も

基本的に必要ありません。プライベート医療保険加入者 (12ページ参照) は、契約している

プランによって費用の一部がカバーされる場合があります。ただしカバーされる割合や年間

支払いの制限などありますので、利用に際しては各自でご自身の保険内容をお確かめくだ

さい。 

慢性疾患をお持ちの方は、GPから Chronic disease management plan  (以前の EPC: Enhance 

Primary Care)  という紹介状 (ケアプラン) があれば、年間 5回まで (1月～12月) Allied 

Healthサービスをメディケア (Medicare) で受けることができます。費用はコメディカルのクリ

ニックによって、バルクビルの場合 (18ページ参照) と追加料金 (自己負担) が発生する場合

があります。ペンションカードやヘルスケアカード (37ページ参照) を持っているかたは、一般

の方より安い料金設定の場合があります。治療をうける前に費用を確認しましょう。 

 (2) コメディカルクリニックの探し方 

My aged careのホームページ (http://www.myagedcare.gov.au/) からも探すことができま

す。 

My aged care のメインページ 
↓ 

「Find a service」を選択 
↓ 

Step 1で「Search by」 のところで「Location」を選択 

 (ご自宅の近くがよければ自宅のポストコードを入れます)  
↓ 

Step2で「Allied Health and Therapy Services」を選択 

Physiotherapy (フィジオ)  など自分が必要とするものがすでにわかっている場合は、

physiotherapy を選択します。 

http://www.myagedcare.gov.au/
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自分が必要とするコメディカルや治療がわからない場合は、GPに相談するとよいでしょう。 

 (3)  コメディカル 職種紹介 (一部)   

＜Physiotherapist 理学療法士 (フィジオ) ＞ 

ケガや病気により立つことや、歩くことなどの基本的な動作能力に障害が

ある方に、訓練や治療を行います。腰痛、捻挫、関節痛、スポーツによる

ケガなどへも治療を行っています。 

＜Dietitian 栄養士＞ 

栄養相談、食事指導等。糖尿病、腎臓病など慢性疾患をお持ちの方、または病気やケガか

ら回復中の方への栄養指導も行います。胃ろうなどチューブ栄養に頼っている方へも専門的

なアドバイスを行います。 

＜Occupational Therapist 作業療法士＞        

疾患や障害を持った方の日常生活に対してアドバイス、訓練、また

家族への指導等を行います。福祉機器・用具や、手すりなどの住宅

改修に関するアドバイス等も可能です。また労働災害で休職中の方

への復職にむけてのアドバイス、ケガや病気で自動車運転を中断し

ていた方への安全な自動車運転再開にむけての評価とアドバイス

なども行っています。 

 ＜Podiatrist 足病医、足治療士＞ 

日本ではあまり馴染みのない職業ですが、足の巻き爪、魚の目やタコ

など足に関する様々なフットケアを行う専門家です。糖尿病や足の血

行障害等ある方は、足に傷をつくりやすいので、Podiatrist に定期的に

診てもらうといいでしょう。外反母趾などの足や趾に変形がある人へは

インソール作製も行います。クリニックによっては家庭訪問をしてくれ

る場合もあります。 

＜ Clinical Psychologist 臨床心理士＞ 

 うつや不安など心の病気 (メンタルヘルス) の診断や治療を行います。 (心の健康：25ペー

ジを参照) 症状が重度であると判断された場合は、GP受診、または精神科医受診をアドバイ

スされる場合もあります。 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG34jhgrrSAhVIF5QKHT5WCtAQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_896.html&psig=AFQjCNHiri4su4Ph_DtsxRo5mk61sW-a3Q&ust=1488619723568254
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9vvW2hLrSAhWIfbwKHSdVD34QjRwIBw&url=http://otoba.ame-zaiku.com/ot/ot008.htm&psig=AFQjCNEtId21l4A5xh5G_CDpeFzFdzhywA&ust=1488620171054639
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr5LudhbrSAhXJFpQKHUNYAnYQjRwIBw&url=http://jp.depositphotos.com/7477898/stock-photo-podiatrist.html&psig=AFQjCNGJN7eoekQLglZ-bkukLAgOsPAGCQ&ust=1488620386479684
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＜Optometrist 検眼士：32 ページ参照＞ 

上記の他にも Speech pathologist  (言語嚥下療法士) 、 social worker (ソーシャルワーカー、

社会福祉士) もコメディカルスタッフです。  

12．Mental Health  (心の健康)  

複雑な社会の中で私たちは色々なストレスにさらされながら生活をしています。大変な事が

起きたり、家族や友人が病気になれば心が憂鬱になったり、夜なかなか眠れなかったりとい

う事もあるでしょう。これは人間として自然に起こる現象であり、健康な人であればストレスが

減るに従って元の健康な精神状態に戻る力があります。しかしながら、日常生活に大きな支

障をきたし、症状が長く続きなかなか治らない事により、とても辛く苦しいという場合には心の

病にかかっている可能性があります。 

心の病の可能性を探るには症状が大きな手がかりになりますが、症状が出ているからといっ

て心の病であるとは限りません。しかしながら、心の病に関する症状を知っておく事はあなた

自身や、ご家族、お友達の事が心配な時に役に立ちます。 

心の病には様々な症状があり、あなた自身が気づく事ができる症状もあれば、気づきにくい

症状もあり、ご家族やお友達が先に気づく変化もあります。 

心の病にある様々な症状の一例： 

疲労・全身倦怠感 憂鬱・不安 生活リズムや服装の乱れ 

動悸・めまい 緊張・怒り 行動の変化 

頭痛・不眠・食欲不振 幻聴・幻覚 自傷行為・引きこもり 

体の中で起こっている病気の場合は医師による診察や採血などの検査により診断がつくケースが多

いですが、心の病の場合は当事者本人の主観的経験も考慮し、症状並びにその経過を医師が総

合的に判断して診断をする事になります。心の病にはどのような症状があるのか知っておく事ができ

れば、あなた自身やご家族、お友達の方の状態の変化にいち早く気づき適切な対応をする事が可

能となるでしょう。そして病院、かかりつけ医 (GP) で受診をされた時に状態の変化をより正確に伝え

ることもできるでしょう。心の病にある様々の症状に気づいたら、まずは GP にご相談ください。GP の

総合的な判断のもとに専門医 (精神科医) 、サイコロジークリニック、コミュニティーメンタルヘルスサー

ビス (Community Mental Health Service) への紹介、もしくは病院での受診が必要になる場合もあ

ります。精神状態が急に悪化し救急を要する場合は、「000」で救急車を呼んでください。「000」は

救急、消防、警察をかねていますので「アンビュランス プリーズ  (Ambulance please) 」と伝えましょ

う。 
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ストレスや悩み事に関して以下のような問い合わせ先が 24 時間体制でカウンセリングを行っておりま

すのでお早めに悩み事などご相談ください。 

Life line 13 11 14  (24/7)  

Suicide CallBack Service 1300 659 467  (24/7)  

Beyond Blue 1300 22 4636  (24/7)  

Mens Line Australia 1300 78 99 78  (24/7)  

通訳サービスが必要な方は、13 14 50  (TIS:オーストラリア通訳サービス) に電話をし「ジャ

パニーズ プリーズ」とまず伝えて通訳者をとおして話したい所に電話をしてもらいましょう。

TISの通訳者をとおして電話通訳料が有料か無料かを尋ねてもらいましょう。 

参考サイト 

Beyondblue 
https://www.beyondblue.org.au/home 
厚生労働省：心の病気を知る 

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/symptom.html 

13．Drug and Alcohol problems  (薬物とアルコールに関する問題)  

 (𝟏) 薬物と依存 

薬物依存症とは、麻薬やシンナー、コカイン、大麻などの薬物を止めたいと思っているのに

止める事ができない、もしくは「合法薬なら安全だ」と、市販薬や病院からの処方薬を乱用し

使い続ける状態です。薬物を使用することにより起こるラッシュ (多幸感) が依存状態を促進

し、この心地よさ故に繰り返し使用し止められなくなります。知覚がより鮮明になり感覚刺激

が強められるため、幻覚や幻聴が出ることもあります。また、体が薬物に徐々に慣れていく

ため、同じ効果を求めるために薬物の摂取量が増えてしまいます。 

薬物依存症にある様々な症状や行動の一例： 

不眠・過眠 嘔吐・脱力 筋肉や関節の痛み 

抑うつ・不安 下痢・発汗 焦燥 

幻覚・幻聴 けいれん発作 食欲亢進 

薬物入手のために、いくつもの病院、薬局を回る 

薬物入手のために、万引き、強盗、売春などの犯罪を犯してしまう 

依存状態になってしまうと日常生活に大きな影響を起こし、そして離脱症状 (幻覚・不眠・落

ち込み・) などを避けるため、なりふり構わなく薬物入手のために犯罪に手を染めるということ

https://www.beyondblue.org.au/home
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/symptom.html
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も出てきます。一度だけという気持ちで試してしまっても、気がつくと薬物に依存した状態に

なってしまう事があります。また、薬物を一度やめる事ができても、また繰り返し手を出してし

まうこともあります。 

現時点で薬物依存症に対する特効薬はありません。しかしながら、家族や周囲の方々のサ

ポート、そして専門家による適切な指導を受け、薬物を根絶した生活を送る事ができれば、

何も問題のない社会人として生活を送る事ができるようになります。 

まずはかかりつけ医 (GP) にご相談ください。かかりつけ医の総合的な判断のもとに専門医、

もしくは病院、施設での受診、治療が必要になる場合もあります。状態が急に悪化し救急を

要する場合は、「000」で救急車を呼んでください。「000」は救急、消防、警察をかねています

ので「アンビュランス プリーズ  (Ambulance please) 」と伝えましょう。 

薬物依存症に関して以下のような問い合わせ先が 24時間体制でカウンセリングを行ってお

りますのでお早めに悩み事などご相談ください。 

Narcotics Anonymous 1300 652 820 

Drug Info 1300 858 584 

Family Drug Helpline 1300 660 068 

Youth Substance Abuse Service 1800 014 446 

Counselling Online 1800 888 236 

通訳サービスが必要な方は、13 14 50  (TIS:オーストラリア通訳サービス) に電話をし「ジャ

パニーズ プリーズ」とまず伝えて通訳者をとおして話したい所に電話をしてもらいましょう。

TISの通訳者をとおして電話通訳料が有料か無料かをたずねてもらいましょう。 

参考サイト 

Healthdirect : Drug Abuse 
https://www.healthdirect.gov.au/drug-abuse 
厚生労働省：薬物依存症 

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_drug.html 

  (2) アルコールと依存 

アルコールに対する依存は皆さんもご存知の通り飲んだその日に発症することはありませ

ん。しかしながら、お酒を習慣的に飲み始めることによりいつしか進行していく病気なので

す。長期にわたり大量のお酒を飲酒することによって、お酒を飲んでいないといられなくなる

状態がアルコール依存症と呼ばれ、依存症薬物の一種とされています。 

https://www.healthdirect.gov.au/drug-abuse
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_drug.html


 

JASIC オーストラリアの医療ガイド 

[28] 

 

アルコール依存症になることによって引き起こされる影響は様々ですが身体的、精神的に大

きな支障を起こし、家族や仕事、社会的信用を失い最後には命までも脅かす可能性があり

ます。また体からアルコールが抜けることにより、以下のような離脱症状が出る事がありま

す。 

アルコール依存症にある様々な症状の一例： 

手の震えや痺れ•動悸 発汗 (特に寝汗)  高血圧・頻脈 

イライラ・落ち着かない 嘔気・嘔吐 下痢・神経過敏 

体温上昇・さむけ 睡眠障害・頭痛 不安感・うつ状態 

重症の場合：けいれん発作・一過性の幻聴・振戦せん妄 (意識障害と幻覚)  

アルコール依存症は本人が病気自体を認めることを拒む傾向にあり、一般的に「否認の病」

とも呼ばれています。従って、当事者本人から治療や断酒を求めない典型的な病気です。 

早期発見・早期治療が“鍵”です。早期治療により、本人に対する身体的、精神的な影響を最

小限にとどめ、社会的信頼の損失や家族崩壊も未然に防ぐ事が可能となります。お酒をや

めることに成功しても、その後にまた飲んでしまうと元の状態に戻ってしまうので、本人の断

酒に対する強い意思が必要となります。早期に治療を行えば回復も容易ですので、本人が

積極的に断酒に取り組む事ができるように家族を始め周りの方々の継続的なサポートがと

ても重要となります。まずは GPに、相談して、適切なアドバイスをもらってください。 

以下のような問い合わせ先が 24時間体制でカウンセリングを行っておりますのでお早めに

アルコールに対する悩み事などご相談ください。 

Alcoholics Anonymous  1300 222 222 

Alcohol Drug Information Service  

(ADIS)  

02 9361 8000  (Sydney)  or  

1800 422 599  (NSW regional and rural area)  

Counselling Online 1800 888 236 

依存症のひとつに「ギャンブル依存症」もあります。経済的・社会的に大きな問題が生じてい

るにもかかわらず、ギャンブルを止めることができない状態をいいます。うつなどの心の病気

を伴うことが多くあります。以下のような問い合わせ先が 24時間体制でカウンセリングを行

っておりますのでご相談ください。 

Gambling Help Online 1800 858 858 

Life line 131114 



 

JASIC オーストラリアの医療ガイド 

[29] 

 

通訳サービスが必要な方は、13 14 50  (TIS:オーストラリア通訳サービス) に電話をし「ジャ

パニーズ プリーズ」とまず伝えて通訳者をとおして話したい所に電話をしてもらいましょう。

TISの通訳者をとおして電話通訳料が有料か無料かをたずねてもらいましょう。 

14．がん検診 

 (1) 大腸がん  (スクリーニング検査)  

厚生労働省の人口動態統計 (2015年) によると日本人の死亡数の死因順位第 1位は悪性

新生物 (がん) で部位別にみると男性では「肺」がもっとも高く、女性では「大腸」が (乳がんよ

りも) 高くなっています。大腸がんの死亡率は男女とも年々増加しています。 (オーストラリア

の死因の第 1位は虚血性心疾患)  

2017年 1月現在、オーストラリアではメディケアカードを持っている 50歳から 74歳の方を

対象に大腸がんスクリーニング検査を無料で行っています。2017年は 50歳、54歳、55

歳、58歳、60歳、64歳、68歳、70歳、72歳、74歳が対象です。2020年までには 50～74

歳の方に 2年ごとの検査を予定しています。該当者には誕生日ごろに「大腸がんスクリーニ

ングキット (National Bowel Cancer Screening Program Kit) 」 (便潜血検査キットと説明書) が

自宅宛に送られてきます。引っ越しで住所が変更になった人はMedicareに新しい住所を登

録しておきましょう。 

便潜血検査結果が陽性だった場合、大腸内視鏡検査 (colonoscopy) による精密検査②が必

要となります。 (大腸がん以外でも便潜血検査が陽性となることがあります。) 便潜血検査の

結果、また日常で血便に気付いた方はかかりつけ医 (GP) にご相談してください。 

参考サイト: 

http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/bowel-

screening-1 

 (2) 乳がん検診について 

オーストラリア政府は 50-74歳の女性を対象に 2年ごとのマンモグラム (マンモグラフィー) 

検査を無料で行っています。 対象の方には検診のおしらせが届きます。 

40-49歳、また 75歳以上の方も (検診のお知らせは届きませんが) 無料でマンモグラム検査

をうけることができます。 

                                         

②大腸内視鏡検査は消化器内科の専門医 (スペシャリスト) が行いますので、GPからの紹介状が必要となりま

す。 
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40歳以下のかた、家族に乳がんの既往歴がある方、マンモグラム検査のメリット・デメリット

について知りたい方はかかりつけ医 (GP) に相談してください。 

参考サイト: 

 
Breast Screen Australia  

13 20 50  (どこで検査を受けられるか調べるとき。検査の予約をするとき)  
http://www.cancer.org.au/…/scr…/breast-cancer-screening.html 
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/useful-links-2  

(州別のホームページにリンクします)  
 
Breast Cancer Screening  (Cancer Council Australia)   
http://www.cancer.org.au/about-cancer/early-detection/screening-programs/breast-cancer-
screening.html 
 

 (3) 子宮頸がん  (スクリーニング検査)  

これまでオーストラリアでは 18－69歳の女性を対象に 2年ごとのパップテスト (Pap smear 

test) 行っています。2017年 12月 1日からこのプログラムに変更があります。 

変更後は 25歳～74歳を対象に 5年ごとの検査になるようです。該当者には National 

Cervical Screening Register から検診のお知らせが届きます。検査内容もパップテストから子

宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス (HPV) を検出する検査に変更されるそうです 

(検査手順は一緒) 。70歳～74歳の方は最後の検査 (exit test) を受けることをすすめられて

います。不正出血などいつもと違う症状に気付いたら、検診のお知らせをまたずに GPにご

相談ください。12月の変更までは、これまで通り 2年ごとのパップテストを受けて下さい。 

参考サイト: 

National Cervical Screening Program 
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/future-
changes-cervical 

 (4) 皮膚がん 

ご存じのようにオーストラリアは皮膚がんの発生率が高い国です。皮膚がんの発症リスク要

因に紫外線 (UV) があり、紫外線対策により皮膚がん発症のリスクを下げることができます。 

• 日焼け止めクリーム 

• サングラス 

• 帽子 

• 長袖のシャツ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cancer.org.au%2Fabout-cancer%2Fearly-detection%2Fscreening-programs%2Fbreast-cancer-screening.html&h=ATN8pSYTCQhnD1Bp85yvcZMn41eTWZr6jDy00bvHq0J4yDD8oQAkUtXgGapBGY4mGWUR9dBEPvOb8NbJ7_yR2vIcVdtxAC2n6yjwCtN2lPIajyg9ys0OUkrUEbw&enc=AZN5uv2xhIArEsfALsgNVSG92pdWTP8E97hru3n6YU8zZDKfggMGQlOI1F2w8L8gR4jFi2-EiD9IBbyDvnba_mVzzalIMIj6hjP0yC8V_DPRr_oWrGSbOLeN7NRF_wYW_n1j6Q4DM0bpKa4snbA_nwHyYKSE2QF8rcsQrCve2F7RnsAQocj0djgXYVIFg9LvMVTgQP4zNf8RQnHiLooDKXbu&s=1
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/useful-links-2
http://www.cancer.org.au/about-cancer/early-detection/screening-programs/breast-cancer-screening.html
http://www.cancer.org.au/about-cancer/early-detection/screening-programs/breast-cancer-screening.html
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/future-changes-cervical
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/future-changes-cervical
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などで皮膚と目を紫外線から守りましょう。 

皮膚がんの原因には紫外線だけでなく、外傷後や火傷の瘢痕 (けがのあと) 、放射線治療後

の慢性皮膚炎、長期にわたる外的刺激、イボのウイルスなどもあります。不整な形や盛り上

がった発疹、また徐々に大きくなっていくイボやほくろを見つけた場合は、GPか skin cancer 

clinicにご相談してください。日本人は手のひらや足の裏にも皮膚がんを発症することが多

いとの報告もあります。日頃からご自身やご家族の皮膚の状態をチェックするように心がけ

ましょう。 

参考サイト: 

Cancer Australia 
http://www.cancer.org.au/about-cancer/types-of-cancer/skin-cancer.html 

日本皮膚悪性腫瘍学会 
http://www.skincancer.jp/citizens.html 

15．成人の予防接種 

予防接種の効果、副作用などは個人によって異なります。必ず担当医師と相談してくださ

い。 

 (1) インフルエンザの予防接種  (Influenza, Flu)  

オーストラリアでは毎年 4月ごろからインフルエンザの予防接種が開始されます。 (下記参

照サイト①)  

65歳以上でメディケアを持っている人はインフルエンザのワクチンが無料です (妊婦の人も

無料です) 。ただし GPによっては診察料 (Consultation fee) を別に請求する場合もあります

ので確認してください。65歳以下、メディケアを持っていない人も有料でワクチン接種が可能

です。 

 (2) 肺炎球菌ワクチン接種 (Pneumococcal polysaccharide: 23vPPV)   

高齢者で肺炎球菌感染 (肺炎) のリスクが高い人は肺炎球菌ワクチンの接種をすすめられ

ることがあります。65歳以上でメディケアをもっている人はワクチンが無料です (下記参照サ

イト①と②) 。ただし GPによっては診察料 (Consultation fee) を別に請求する場合もあります

ので確認してください。 

 (3) 帯状疱疹ワクチン接種 (Herpes-zoster/ Shingles)  

帯状疱疹は身体の左右どちらか一方にピリピリと刺すような痛みと赤い斑点、水泡が帯状に

あらわれる病気です。人によってはこの激しい痛みが数カ月以上続くこともあります (帯状疱

http://www.cancer.org.au/about-cancer/types-of-cancer/skin-cancer.html
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疹後神経痛：post herpetic neuralgia) 。70歳でメディケアを持っている人は帯状疱疹ワクチ

ン接種 (下記参考サイト①) が無料です。ただし GPによっては診察料 (Consultation fee) を

別に請求する場合もありますので確認してください。71歳から 79歳までの人はキャッチアッ

プ (catch-up) プログラムといって 2021年 10月 31日まではワクチンが無料です。70歳以

下、メディケアを持っていない人も有料でワクチン接種が可能です。GP にご相談ください。 

 (4) 海外渡航のための予防接種 (ワクチン)  

オーストラリア以外の他国へ旅行する場合、国によって入国時に予防接種証明証の提示が

求められることがあります。また海外で感染症にかからないように自分自身を守るための予

防接種もあります。これらは Travel vaccinations といいます。GPやトラベルクリニック (Travel 

Clinic) の医師と必要なワクチンを相談してください。自己負担額も予防接種の種類によって

かわります。 

参考サイト: 

① Immunise Australia Program. 
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/older-
australians  
 

② 日本感染症学会. 65歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方 
http://www.kansensho.or.jp/guidelines/o65haienV.html 

16．めがね、コンタクトをつくる 

オーストラリアでめがねやコンタクトレンズ、 老眼鏡を作る

場合、GPの紹介状は必要ありません。直接めがね販売店

や検眼士 (Optometrist) で検眼を行い、作成します。メディ

ケアに加入していれば、”スタンダート”と呼ばれる基本検眼

はバルクビル (Bulk Bill)  (18ページ参照) が可能です。尚、

めがねとコンタクトレンズでは検眼方法が異なります。検眼

を行った際、緑内障や白内障などによりめがねやコンタクト

レンズによる視力矯正が難しい場合は、検眼士から専門医

師へ紹介状が発行される場合があります。 

17．補聴器をつくる 

補聴器を作る場合も、オーストラリアでは GPの紹介状は必要ありません。補聴器販売店等

で聴力検査を行い、作成します。聴力検査は多くの販売店で予約制となっています。 

http://www.kansensho.or.jp/guidelines/o65haienV.html
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ただし、補聴器メーカーが経営している Hearing Clinicでは必要もなく高額な補聴器を薦めら

れることもあるようなので要注意です。 

18．歯科治療 

人生の中で一度は歯医者さんに行った事がある方は多いのではないでしょうか？ 日本の

歯科治療の場合は国民健康保険や社会保険などが適用され、公費で負担される額が多くな

っています。しかしながら、オーストラリアで歯科治療を受ける場合は、一定の条件を満たす

者以外はメディケアが適用されず 100％自己負担で歯科治療をするというシステムになって

います。 

高額な歯科治療費のためにプライベート医療保険に加入しているオーストラリア人や永住権

保持者の方も多くいるのが現状です。しかしながら、プライベート医療保険は加入後に歯科

治療に関して一定の非適用期間 (Waiting periods) を設けている会社が多く、緊急時であっ

てもその期間内に歯科治療を受ける必要があった場合は治療費がカバーされないので気を

つけましょう。 

なお、よくある歯科処置：被せ物・詰め物・レントゲン写真・クリーニング・根管治療なども、

個々の歯医者によって治療費の値段設定が違い、そしてプライベート医療保険でカバーされ

る割合もそれぞれの会社によって違ってきます。従って、オーストラリアでは治療を行う前

に、予測される費用やどれくらいプライベート医療保険で希望の歯科処置がカバーされるの

か、しっかりと相談しましょう。プライベート保険の種類によっては年に 1～2回の無料の歯

科検診が含まれている場合もあります。 

注意事項： 

• 薬物等でアレルギーのある方は必ず事前に申し出てください。 

• 妊娠の可能性がある方・妊娠をされている方は大切なお子様のために必ず事前に申し出てく

ださい。胎児への影響のため、歯科治療時に使用可能な麻酔薬等が制限されています。歯

科医師と事前に十分にご相談いただき、ご本人が納得した上で治療を受けてください。 

 

19．食生活 

みなさんは、日本とオーストラリアの平均寿命はどれくらい違うかご存知でしょうか？ 

2016年 5月 19日に世界保健機構 (WHO) が発表した世界保健統計 2016 によりますと、日

本は世界一の長寿国で男女平均が 83.7歳、一方、オーストラリアは、4位で 82．8歳でし
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た。男女別で男性の日本は、6位で 80.5歳でオーストラリアは 3位で 80．9歳でした。女性

は 1位が日本で 86.8歳、オーストラリアは 7位で 84.8歳です。そうなんです、オーストラリ

アも日本も、世界長寿国なんです。 

さて、日本が世界長寿国である理由は何だと思いますか？日本人の食事が理由の一つだと

思われる方がほとんどじゃないんでしょうか。そこで、「日本型食生活」を考えてみましょう。 

 (1) 日本型食生活 

一汁三菜と昔から言われるように、汁が一種にお菜が三種で、三種のお菜は、その中に主

菜と副菜に分かれます。もし、主菜を焼き魚や天婦羅などにすると、副菜として、野菜やキノ

コ、海藻類などより軽い料理が 2種つくようになります。汁物のだしも、日本の大切な食文化

です。食材やだしの旨味を生かすことで、過剰な塩分の摂取を抑えることができます。みなさ

んは、オーストラリアにいらっしゃっても、この一汁三菜という食事形態をとられてますでしょ

うか？ 

しかし、実際、朝食にパン、お昼はパスタ、夜はステーキという方も

多いのではないでしょうか？食の欧米化により、近年、野菜、果物

や魚介類の消費量の減少がみられるなか、肉類の消費量が増加

している傾向にあります。野菜や果物の働きとして、体重を維持す

るのに重要な役割があります。そのほかに、循環器疾患、2型糖尿

病、消化器系のがんの予防効果があると言われています。魚介類

は、良質なたんぱく質が豊富で、血管障害の予防や、アレルギー

反応を抑止する作用がある DHA (ドコサヘキサン酸) などの人の健

康に有益な成分を含んでいます。肉類の過剰摂取は、結腸がん等の危険因子の動物性脂

肪を多く含むことになります。生活習慣病の発症と重症化を防ぐためには、過剰な塩分や脂

肪の摂取量を減少させ、野菜や果物の摂取量を増やすことが重要です。 

野菜の 1日の摂取目安量は 350g となっています。毎日、プラス 1皿野菜を摂取するなどの

心がけが大切です。1食分 (120g程度) は、生野菜なら両手 1杯分、または温野菜なら片手

1杯分が理想的です。そのうち 3分の 1は切り口の色の濃い野菜 (緑黄野菜) を選ぶと、よ

りバランスがよくなります。 

ここで野菜、海藻類、きのこ類の上手な食べ方を紹介しましょう。 

1．野菜やきのこなど、時間があるときにまとめて切り、1回分ずつ冷凍することで手軽に食

材を増やしましょう。きのこ類は、冷凍すると旨味がでやすかったり栄養成分が体に効率よく

摂りこまれやすくなるといったメリットもあります。 

2、野菜は洗ってから食べやすい大きさに切り分けましょう。 
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野菜は切ってから洗うと、水に溶けやすいカリウムやビタミン Cはどんどん損失してしまいま

す。 

3、生野菜と温野菜、どちらも食べるように心がけましょう。 

生野菜は、熱に弱いビタミン Cなどを効率よくとれるだけでなく、噛む回数も増え、満足感を

増やす効果があります。しかし野菜の種類が偏ることより、栄養が不足したり身体を冷やし

てしまう可能性があります。一方、温野菜は、熱に弱いビタミン Cなどが十分にとれない可能

性がありますが、野菜を加熱調理するとかさが減る分、量をたくさん食べる事ができます。野

菜が柔らかくなり消化がよく栄養が吸収されやすくなります。 

 (2) 生活習慣病、メタボ対策 

生活習慣病とよく耳にしますが、生活習慣病とは一体何でしょうか？食事や運動、喫煙、飲

酒、ストレスなどの生活習慣が発症の原因となる疾患です。以前は「成人病」と呼ばれてい

ましたが、成人でなくても発症の可能性があるだけでなく、成人であっても生活習慣の改善

により予防が可能な事から、1996年に厚生省が「生活習慣病」と改称しました。日本人の三

大死因である「がん」「脳血管疾患」「心疾患」だけでなく、動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、

脂質異常症なども生活習慣病と言われています。これらの生活習慣病は症状に気づかずに

進行してしまう事が多いですが、しかし、発症前の身体には、必ず何らかの変化があらわれ

ます。その一つが内蔵脂肪の蓄積を示すウエストサイズの増大であり、さらにそれが引き金

となった中性脂肪の増加や HDL コレステロール (善玉コレステロール) の低下の変化、血糖

値、血圧値の上昇、つまり、俗に言われるメタボです。 

では、メタボとは何でしょうか？英語で「メタボリックシンドローム」と言

い、日本語に訳すと代謝症候群やメタボと言われています。日本で

は、ウエスト周囲径 (おへその高さの腹囲) が男性 85㎝、女性 90㎝を

超えて、高血圧、高血糖、脂質代謝異常の 3つのうち 2つに当てはま

るとメタボリックシンドロームと診断されます。メタボリックシンドローム

は自覚症状がほとんどありませんが、検診を受けることがで、メタボリ

ックシンドロームを早期発見することが出来ます。日本では、メタボリッ

クシンドロームに伴う肥満の多くが軽度〜中等度 (BMI25以上 30未満) ＊です。その改善に

は、カロリー摂取量と消費量のバランスを意識するだけでなく、栄養バランスが整っている事

が必須です。そのためには、食事バランスガイドなどが参考になります。早食い、間食、夜食

などの内臓脂肪をためる食生活はやめましょう。脂肪を効率よく燃やすために、また身体の

調子を整えるためにも、野菜やきのこ、海藻類などを充分に摂ることが大切です。 

＊BMI (Body Mass Index: 肥満指数)  

BMI=体重 (ｋｇ) ÷ ｛身長 (ｍ)  ×身長 (ｍ) ｝ 
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(3) 糖尿病 

糖尿病とは一体、どういう状態なのでしょうか？ 

糖尿病とは食物として取り入れられた栄養素が身体の中でうまく利用されないために、血液

中に含まれるブドウ糖の量 (血糖値) が以上に多い状態です。インスリンは膵臓で作りだされ

るホルモンで細胞が血液の中からブドウ糖を取り込んで、エネルギーとして利用するのを助

ける働きをしています。インスリンの作用が低下すると、ブドウ糖を利用できなくなり、血液中

のブドウ糖濃度 (血糖値) が高くなります。これを高血糖といい、この状態が継続するのが糖

尿病です。食事療法は、糖尿病治療の大切な柱です。適切なエネルギー量を摂取したぼう

が、血糖をより楽にコントロールできます。 

食事療法を行うツールとして「糖尿病のための食品交換表」を活用します。特別な食事があ

るわけではありません。1日の摂取エネルギー量を守るだけです。あとは炭水化物、たんぱ

く質、脂質の三大栄養素の必要量をバランスよく摂り、ビタミンやミネラル、食物繊維を欠か

さずに摂ることが治療です。食事の偏りを改めて、健康的な食事に変えることが重要です。

食物繊維は、食後の高血糖を抑えたり、コレステロールを低下させる働きが期待できます。

また満足感を得やすくして、食べ過ぎを防いだり、腸のぜん動運動を促進してスムーズな排

便を促します。1日の 1000Kcalあたり 10g以上の摂取を目指しましょう。具体的には、野菜

や海藻類、きのこ類のおかずを毎食、小鉢 2杯程度必要です。 

 (4) 高血圧 

高血圧は特別な症状がでないことが多く、サイレントキラーと呼ばれる

ほどです。原因となる食塩の取りすぎ、肥満、アルコールの飲み過ぎな

どを改善することが一番の治療です。肉類や乳製品などに多く含まれ

ている飽和脂肪酸 (Saturated Fat) は取りすぎると動脈硬化を促進しま

す。一方、植物油や魚に含まれている不飽和脂肪酸 (Unsaturated Fat) 

は動脈硬化を予防します。特にオリーブ油などに多く含まれる一価不

飽和脂肪酸は LDL コレステロール (悪玉コレステロール) を減らし、青

魚の油に多い DHA (ドコサヘキサエン酸) や EPA (エイコサペンダエン酸) などの多価不飽和

脂肪酸は中性脂肪を低下させ、生活習慣病の予防や改善に役立ちます。 

食事療法が必要な時は、管理栄養士 (Dietitian) や GPに必ず相談しましょう。 

参考サイト: 

Heart Foundation https://www.heartfoundation.org.au/ 

厚生労働省：食事バランスガイド http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html 

https://www.heartfoundation.org.au/
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiou6Hs27vSAhUFHZQKHR5mA8MQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2013/01/blog-post_474.html&psig=AFQjCNEJarK4AIpXtusHxIPYHZmvwztZkQ&ust=1488677858462698
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20．ペンションカード (Concession and health care cards)  

様々なタイプのペンションカードがありますが、ここでは主なカードの特徴を簡単にご紹介し

ます。詳細は下記ウェブサイト、あるいは Centrelinkにご相談ください。

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/concession-and-health-care-cards 

 (1)  Commonwealth Seniors Health Card 

高齢のオーストラリア人が低価格で薬を購入したり、オーストラリア政府が提供する医療サ

ービスや、政府関連の割引を受けるためのカード。 

基本対象者: 

• 年金受給年齢に達した方 

• Centerlink または Department of Veterans’ からのサポート対象に該当せず、かつ、収入

テストに適合する方。 

特典: 

Medicare safety net (高額医療補助)  (9ページ参照) による医療費や処方せん薬の補助。 

参考サイト: 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/commonwealth-seniors-

health-card 

 (2)  Concession cards from the Department of Veterans’Affairs  (DVA)  

オーストラリア退役軍人省は独自のペンションカードを発行しています。 (14ページ参照)  

基本対象者: 

退役軍人、オーストラリア国防軍の元職員とその扶養家族 

参考サイト: 

http://www.dva.gov.au/ 

 (3)  Health Care Card 

処方せん薬 (PBS:20ページ参照) を低価格で購入できるなど、オーストラリア政府からの

様々な割引を受けるためのカード。 

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/concession-and-health-care-cards
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基本対象者: 

低所得者や年金受給年齢前の求職者、未亡人など、様々な方を対象にしています。詳しくは

下記参考サイト:あるいはセンターリンク (Centrelink) にご相談してください。 

参考サイト: 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/health-care-card  

 (4)  Pensioner Concession Card 

オーストラリア政府が提供する医療や薬の割

引、物品やサービスを低価格で入手することに

より生活費を抑えるサポート用カード。 

基本対象者: 

老年年金 (Age Pension) や障害者年金 (Disability support pension) 受給者、求職者や傷病

者など様々な方を対象にしています。詳しくは下記参考サイト:あるいはセンターリンクにご相

談ください。 

参考サイト: 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/pensioner-concession-card 

21．車の運転 

 (1) 病気やケガと自動車運転 

車の運転には運動能力に加え、判断力、空間認識力、視力、聴力など様々な能力が必要と

されています。また近年、高齢者による自動車事故も増えています。 

ここでは車の運転 (プライベート用) における安全とドライバーの責任についてご説明しま

す。NSW州の場合でご説明しますが、他の州にも似たようなルールがあります。 

以下のような様々な症状、病気・ケガや薬が運転能力に影響を及ぼします。 

• めまい、一過性意識消失 (気絶)  

• 視力、聴覚障害 

• てんかん発作 

• 心臓疾患 
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• 睡眠障害 (睡眠時無呼吸症候群など)  

• 糖尿病 

• 精神疾患 

• 神経疾患 (認知症含む)  

• 身体障害 (麻痺や四肢の切断など)  

• 薬 (強力な痛み止めなど) 、アルコール、違法ドラッグ 

もし長期または永続的に上記の病気や症状があり、運転能力に支障をきたす場合は運転免

許保持者が運転免許発行元 (Driver Licensing Authority)  (NSW州では Roads and Maritime 

Services) に報告する義務があります。まずは GPにご相談ください。症状によっては一定期

間状態が安定していれば、自動車運転を再開できる場合があります。また「日中のみの運

転」、「半径〇km以内のみ」など制限はつきますが、運転再開可能な場合もあります。GPは

必要に応じて、運転能力判断について専門医 (あるいは専門機関) に紹介することもありま

す。 

かかりつけ医や専門医はあくまでも医学的観点から運転能力についてアドバイスを行いま

す。免許の停止、取り消しなど行いません。ただし、医師のアドバイスに従わずに危険である

のに車の運転を続けた場合は、医師が Driver Licensing Authority (Roads and Maritime 

Services：RMS) に報告する場合があります。  

 (2) 高齢と安全運転 

75歳以上の運転免許保持者は毎年メディカルチェックを受ける必要があります。誕生日の 

8週間ぐらい前に通知の手紙が郵送されてきます。これを持って GPでメディカルチェックを

受けて下さい。診察費は予約時に各 GPに確認してください。 

 (3) 認知症と自動車運転 

認知症の疑いがある方、または認知症予備軍は本人よりも家族やまわりの方が気づくこと

があります。運転中に行先を忘れる、運転中にぼーっとする、駐車が下手になる、ハンドル

やブレーキの操作が遅くなる、交通ルールを無視するなど、まわりの人が気づいたら、GPに

ご相談ください。 

参考サイト: 

Roads &Maritime Services. Are you fit to drive? 
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/licence/health/fit-to-drive.html 
 

Austroads. Assessing Fitness to Drive  (主に GPや専門医が症状判断時に利用します)  
http://www.austroads.com.au/drivers-vehicles/assessing-fitness-to-drive 

http://www.rms.nsw.gov.au/roads/licence/health/fit-to-drive.html
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22．タクシー交通費助成制度  (The Taxi Transport Subsidy Scheme) 

ここでは NSW州の場合をご説明します。他の州にも似たようなサービスがあります。 

概要: 

タクシー交通費助成制度は、NSW州の居住者で、重度かつ永続的な障害により公共交通

機関の利用が困難な方のための支援です。認定されるとタクシー券が支給され、一枚のタク

シー券でタクシー料金の半額 (最大$60) が割引されます。 

対象となる方: 

タクシー助成制度に申請するためには以下の要件を満たす必要があります。 収入・資産審

査はありません。 

• オーストラリア永住者。 

• 通常 NSW に居住している者。 

• オーストラリアの他の州で同様若しくは類似した助成を受けていない方。 

• 学齢期を過ぎた年齢 (学齢期の子どもは障害度合いにかかわらず対象外です) 。 

• 以下のいずれかのカテゴリーに当てはまる障害をお持ちで、それが重度かつ永続的であること： 

o 歩行能力、または移動能力 

o てんかん 

o 知的障害 

o 言語、聴覚、機能 (functional) 障害 

申請方法： 

 Service NSW のホームページから申請用紙の「 The Taxi Transport Subsidy Scheme 

Application Form」を印刷します。申請用紙の送付希望者は、 1800 623 724 に電話を

すれば郵送してもらえます。 

 申請書類の Part A を申請者が記入します。 

 かかりつけ医 (GP) 、または専門医に申請書類の Part B と C を記入してもらう必要があります。 

 ページ 18 に署名と日付を記入。 

 申請書類のページ 8～19 までを以下の住所に郵送、または Service NSW のホームページから

オンラインで申請することも可能です： 
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申請書類 郵送先 

Transport Taxi Subsidy Scheme 
Locked Bag 5067 
Parramatta NSW 2124 

特記事項： 

• 申請方法についての問い合わせは、電話番号 13 77 88 で可能です。 

• Service NSW のカウンターに出向けば、申請手続きの補助を受けることも可能です。 

• 通訳のサービスが必要な方は、131450 (オーストラリア通訳/翻訳サービス) に電話をし、「日本

語通訳 (ジャパニーズ) 」をお願いしてから 13 77 88 に電話をかけてもらってください。このサー

ビスでは、電話での即時通訳を受けることができます。 

• 車いす使用者で車いすタクシーを利用する方は、タクシー券の番号が 08 もしくは 09 で始まる

チケットを使う/交付してもらう必要があります。01 から 07 で始まる番号のタクシー券では、タク

シー運転手が追加の助成を受けられません。 

サービス利用のヒント：診察等の通院の場合、地域の Community Transport Service も利用

でき、タクシーより安い場合があります。事前に登録する必要がありますが、往復予約でき、

片道約$5～10です。区域を越えての通院については問い合わせが必要です。 

参考サイト: 

Service NSW ホームページ 
https://www.service.nsw.gov.au/ 

23．駐車許可証の交付 (The Mobility Parking Scheme)  

ここでは NSW州の場合をご説明します。他の州にも似たようなサービスがあります。 

概要： 

駐車許可証は、歩行・移動能力に障害を持つ方の路上駐車に対し、割引

および時間の拡大等を与えるものです。申請が通れば、Roads & Maritime 

Services  (RMS)  が免許式のカードが発行されます。 

NSW州の駐車許可が下りれば同時にオーストラリア全国の駐車許可証 

(Australian Disability Permit)  (紫色のカード) も同時に発行されます。 

許可証は 2種類で、永続的な障害と認められた方には 5年のカード (青

色のカード) 、また一時的な障害の方には 6 カ月のカード (赤のカード) が交付されます  (最

大合計で 12 カ月まで延長できます) 。 
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割引・拡大の例： 

駐車許可証があれば、所定の障害者用のマークのある駐車スペースに停めることが可能で

す。また以下の駐車割引があります。 

  30分以上の駐車が可能な場所では制限なしに駐車できます。 

 30分可能な駐車場所なら 2時間まで延長して駐車可能です。 

 30 分以内しか駐車が許されない場所では、最大 30 分まで可能

です。 

No Parking  (駐車禁止) の場所でも 5分までなら駐車は可能ですが、運転者は車内に居る

か、車から 3 メートル以内に居る必要があります。 

カウンシルチケットパーキング等の有料駐車エリアは制限時間内であれば、チケットを購入

する必要はありません。 (ただし、私立で運営される駐車場は含まれません) 。 

対象となる方： 

駐車許可証の交付に申請するためには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。  

 永続的または一時的な、片方または両下肢機能を失った方 

 永続的な疾患または身体的な制限がある方      

 100ｍの歩行により身体的な状態が著しく影響を受ける方 

 杖、歩行器、歩行器具、電動四輪車、車椅子等の歩行支援用具を使う必要のある方。 

 永続的な視力障害についてのカテゴリーもあります。 

申請可能な最少年齢は 3歳ですが、酸素ボンベを持ち運びする等の特例的な状況では、そ

れ以下の年齢でも担当医師からの理由書があれば発行が考慮されます。 

  (本人が車を運転しない場合でも、申請することもできます)  

申請方法： 

 RMS のホームページから申請用紙の「Mobility Parking Scheme Application form」を印刷す

る。もしくはお近くの RMS Service NSW に行けば置いてあります。 

 医師により、申請書類中の診断書にサインしてもらう必要があります。あなたが NSW 州の運

転免許を保有し、かつ RMS に疾患、障害について報告をしていない場合は、申請書類中の

診察結果報告部分を記入してもらう必要があります。 
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 個人用の許可証は、医療診断書は医師のサインの日付より 6 ヶ月間、一時的な許可書は

3 ヶ月間が有効です。 

 診断書を含む申請書類がそろったら、直接 RMS に出向いて申請する必要があります。代理

で申請することも可能ですが、諸条件がありますので詳しくは RMS にご確認ください。 

 特記事項： 

 駐車許可証は、本人もしくは介護者の車の左前方 (助手席側) に外からよく見えるように提

示する必要があります。 

 駐車許可証を受けた本人以外が使用したり、介護者の車に本人が乗っていない場合に使

用するのは罰金の対象になりますので気を付けてください。 

 本人に依頼された買い物や、本人の家の訪問の為には使用できません。 

追加：申請条件は厳しくなりますが、家の前の路上に障害者用の駐車スペースを作ってもら

うことも可能です。ただし、他の駐車許可証対象者も無制限に駐車可能となるため、通りによ

っては更に駐車困難なる場合があります。 

参考サイト: 

Service NSW ホームページ 
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-mobility-parking-scheme-permit-
individual-or-temporary 
 
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-mobility-parking-scheme-permit-

individual-or-temporary  (自動言語翻訳による日本語のページ)  

24．僻地に住んでいる方への専門医 (口腔外科含む) による治療に伴う交通費

と宿泊費の補助制度 - Isolated Patients Travel and Accommodation Assistance 

Scheme  (IPTAAS)  

ここでは NSW州の場合をご説明します。他の州にも似たようなサービスがあります。 

概要： 

必要とされる特別な診察や治療 (入院あるいは外来) を住んでいる地区で受けることができ

ず、シドニーなど都市部で受ける必要がある方 (と付き添いの方) への交通費と宿泊費の補

助制度です。 

対象者： 

 NSW 州あるいは Lord Howe Island に住んでいてメディケアカードを持っている方 

https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-mobility-parking-scheme-permit-individual-or-temporary
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-mobility-parking-scheme-permit-individual-or-temporary
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-mobility-parking-scheme-permit-individual-or-temporary
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-mobility-parking-scheme-permit-individual-or-temporary
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 一番近くの専門医まで片道 100 km 以上、あるいは 1 週間の合計移動距離が 200km を超

える方 

 専門的治療が住んでいる地区で受けることができない方 

 他の政府の交通費補助に当てはまらない方 

 労働災害補償や退役軍人年金を受けていない方 

申請方法: 

IPTAAS用紙に記入します。ホームページから申請書を印刷することができます。 

専門医に紹介する人 (通常 GP) 、特別な診察や治療を行う専門医も同じ申請書に記入する

必要があります。ご自身またはご家族がこの補助制度に該当するかどうか、紹介元の GPに

ご相談してみてください。 

IPTAAS: 
 http://www.enable.health.nsw.gov.au/home/iptaas 

電話：1800 478 227  

E メール：Iptaas@health.nsw.gov.au 

25．自分の電子医療記録 My Health Record  

オーストラリア政府は E-Health という電子医療記録システムを推進しています。これは各患

者さんの医療記録をサマリーとして政府が管理する安全なサイトに保存しておくシステムで

す (My Health Record と呼びます) 。主要な緊急病院 (おもにパブリック病院) や専門医 (スペ

シャリスト) はこの情報をコンピューターからダウンロードして見ることができます。希望すれ

ば、患者さん御本人もご自分の電子記録を見ることができます (インターネット環境が必要で

す) 。 

特に慢性疾患を多く持っている患者さんの医療サマリーはアップロードすること (サイトに保

存すること) が薦められています。 

このシステムのメリットは医療記録を共有することにより、その患者さんの現在の治療状況、

既往歴、投薬、検査結果などに 24時間いつでもアクセスできることです。例えばオーストラ

リア内の他の州を旅行中に持病が悪化したり、また突然の病気やケガで知らない街の救急

外来に行くことになった場合も、自分の電子医療記録 (My Health Record) があれば、担当医

療チームは必要な医療情報をすぐに手に入れることができ (時間短縮) 、診断、治療がスム

ーズに行えます。 

http://www.enable.health.nsw.gov.au/home/iptaas
mailto:iptaas@health.nsw.gov.au
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まだ完璧なシステムではなく、GPによってはまだあまりすすんでアップロードしていないよう

です。現在、このシステムは承諾 (同意) 方式なので、アップロードするには患者さんの同意

が必要です。まだこのようなシステムが存在することを知らない患者さんも多いようです。 

参考サイト: 

Welcome to My Health Record  

https://myhealthrecord.gov.au/internet/mhr/publishing.nsf/content/home   
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26．My Medical Information in Case of Emergency 私の救急医療情報 

Date written  (記入年月日) : ＜Date (日)     / Month (月)       / Year (年)        ＞  

My Information  (私の情報)  

My Name  (名前)  
 

My DOB (生年月日)  

 (日  /月   /年     )  
 

Language used at home  

 (家で話す言語)  
English / Japanese 

My Address  (住所)  
 

My Telephone  (電話)  
 

Medicare No (メディケア番号)  
 

Private Fund name and ID 
 (プライベート保険の名前と会員番号)  

 

Pension No 

 (ペンションカードの番号)  

 

Emergency Contacts  (緊急時の連絡先)  

(1) Name  (氏名)  
 

Relationship (続柄)  
 

Telephone (電話)  
 

(2) Name  (氏名)  
 

Relationship (続柄)  
 

Telephone (電話)  
 

 

My GP (かかりつけ医)  

Name  (医師名)  
Dr 

Address  (住所)  Telephone  (電話)  
 

 

My regular medications   (服薬中のくすり)   

Name of Medication  

 (薬の名前)  
Instruction/Indication 

 (投薬方法、病名)  
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Allergies アレルギー：Nilなし・あり (                             )  

Note:  
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27．重要な連絡先 

緊急時 

 (救急車、警察、消防)  

電話：000  

• 「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 

MEDICARE  

(Medicare)  

 

電話：132 011 (総合案内。24時間対応)  

ウェブ：https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-

services 

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-English-speakers 

 (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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mailto:info@jasic.org.au


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JASIC オーストラリアの医療ガイド」 

2017年 5月  第 1版発行 

編集 JASIC 

発行 JASIC 

連絡先 (問い合わせ) 

Suite 305, 37 Bligh Street, NSW 2000, Australia 

Tel: 0456 219 340 

Email: info@jasic.org.au 

Website: www.jasic.org.au 

Facebook: www.facebook.com/jasicinc 

 

©JASIC Inc, Australia 2017 

無断転写を禁ず。 

mailto:info@jasic.org.au
http://www.jasic.org.au/


 

 


