
海外研修　報告会 
17回生 



研修目的
(1)異国の文化や生活が保健医療福祉に 
　どのような影響を与えているのか、 
　日本と比較し、看護職者としての在り方 
　を考える。 

(2)集団生活を通して、協調性を養い、 
　それぞれの役割を意識して行動することにより、　　 
　自分自身を見つめ直し、人間性を磨く。



①その土地の環境、文化、習慣などの 
　ライフスタイルに合わせた生活ができる。 

②生活者の視点から、起こりうる健康問題を 
　推測でき、そこから日本の医療保健福祉と 
　関連づけ、方策を考えることができる。 

③個々の違いを理解し、相手を尊重した 
　行動がとれることに加え、自ら進んで行動できる。

〈 海外研修の目標 〉



老人ホーム 
WESLEY GARDENS



施設

• 認知症ケアのエキスパートとして定評が　　
ある。 

• ノーリフティングポリシーに基づいた　　
スタッフトレーニング 

スタッフ数

285名 
→看護師30名、チームリーダー20名、 
　理学療法士3名、作業療法士1名、 
　アクティビティーオフィサー6名、 
　管理職5名、事務5名、介護職、他 
　

入居者数 300名以上 

施設の概要

レクリエーションを専門に行う



ノーリフティングポリシーとは？
オーストラリア看護連盟が看護師の腰痛予防対策の　
ために1998年頃から提言したもの。 

危険や苦痛の伴う、人力のみの移乗を禁止し、　　　
患者の自立度を考慮した福祉用具使用による介護を　　　
義務付けている。

成人3人に1人、 
子供4人に1人が病的肥満！！



スタンディングリフタースリングシート

リフトが必要な入居者：150～180名 
1つの部屋に対し1リフト

175Kgまで対応 

250Kgまで対応 

良いケアをするにはまず 
自分の身体を守って！！ 

週に4日はエクササイズをして 
体型をキープ！



入所前と同じ様に過ごせる様にペットが飼える 
   ex)犬、猫

施設の特徴



• ホームモデルの導入：残存機能を活かし自らの　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　役割を全うする

施設の特徴

毎日Bさんに読書をする

施設内での役割の獲得 
⬇ 

帰宅願望軽減、入居者同士の交流

リアリティーオリエンテーション

家の中に入り静かに見守る



施設内をループ型（8の字）にすることで行き止まり
がない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
→徘徊時の不安・不満の軽減 
廊下のいたるところに椅子が用意されている。　　　　　　　　
→徘徊時の休息場所 
壁画がたくさん描かれている　　　　　　　　　　　　　　　　
→壁への衝突防止 
部屋のドアに入居者の写真やプロフィールを表示　　　　　　　　
→自分の部屋がわかりやすい

施設の特徴
重度の認知症入居者の閉鎖施設



学び
①日本との認知症ケアの違いを見つけ、 
　認知症患者との関わり方・技術を学ぶ 

➡認知症だからといってスタッフが判断する 
　のではなく入居者に尋ねることを大切にする 
➡リアリティオリエンテーションの活用 
➡ホームモデルの活用 
➡アクティビティオフィサーによる 
　アクティビティの実施



対象を一人の「人」として認め接することや 
入居者のニーズを尊重し、できる限り 
希望にそったケアを提供する 

⬇ 
国は違えど対象の個別性を考慮し 
意思を尊重したケアが重要



学び
　②高齢者に対する身体ケアにおいて、 
　日本人との体型の違いからケアの方法や工夫を学ぶ 
　 
　◉病的肥満の入居者が多い　 
　→スタッフの身体を守るために必ずリフトを使って 
　　入居者の移乗を行う 
　　　　　⬇ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リフトを用いることで、安全に移乗やケアを行える 



学び
③オーストラリアの高齢者を支える医療福祉制度
について学ぶ 

➡メディケアと民間医療保険の二本立て 
➡ACATによる介護認定 



施設入居希望者の 
身体的、医学的、心理学的、社会的ニーズを 

総合的かつ正確に把握し、 
アセスメント・施設との情報共有を行う

ACATの役割

在宅医療を推進

➡在宅看護が困難となってから 
　　施設入居となる

ACAT介入により利用者が適切な 
サービスを受けられるシステムが整っている



General Practitioner



GPの概要
• GP：General Practitionerの略。一般開業医。 

• 内科、外科、耳鼻科、婦人科など広い分野を診察。 

▶専門的な知識が必要な場合、患者を専門医に紹介。 

• 一般的にＧＰからの紹介状がなければ専門医の診察
は受けられない。



PEC City Clinicの概要
• シドニー市内のワールドスクエアに位置する日本語医療　
を提供するクリニック。 

• オーストラリア人ドクターと日本人スタッフで構築される
医療チームとなっている。 

• 一般医療だけでなく救急医療にも携わっており、迅速かつ
的確に治療をすることができる。 

• 40年のキャリアを持つ看護師は看護業務だけでなく医療
通訳にも携わる。 

• 医療通訳者が常勤し、難しい医療用語もわかりやすく伝え
る。



GPの活動の実際
• GP・専門医との連携により、統一した患者情報の
管理ができている。 

• 経済面を考慮して専門医を紹介している。 

• 夜間診療に対応したクリニックもある。 

• 1人の患者を生涯にわたり同じGPが診る。



日本の医療との比較

• GPの紹介状がないと専門医に診てもらえない。 

• 完全予約制となっている。 

• 看護師の役割が多い。



学び・考察
① ＧＰの活動の実際を学び、日本の医療と比較する。

• オーストラリアは多民族国家であり宗教による違
いも大きい。

• 生涯にわたり同じＧＰに診てもらえる。

自由に選択できるGP制度が 
成り立っている

信頼関係の構築／安心感



予約 来院 看護師の問診

医師の診察 専門医へ紹介

診察の流れ

メールで患者の診断結果や治療
の方針などの情報共有を行なう



診察室

15～20人/日の患者を
診察している



学び・考察

• 専門医への紹介後も情報を共有する。

②ＧＰによる診察の流れを学ぶ。

• 日本のクリニック：一般的に医師が問診を行う。 

• オーストラリア：看護師が問診を行う。

診察時間の効率化 
リラックス効果

一貫した医療を受けられる



GPのメリット
• 自分の全てを理解している人がそばにいることで安心
感が生まれる。(夜間対応も充実している) 

• GPを自由に選べて、国籍や自分の意思で選択できる。 

• 地域住民との繋がりが強い。 

• 大規模なＧＰクリニック内では、医師の一人ひとりに
専門分野を持たせることができる。 

• E-healthに登録することで、メディケアによる情報を
共有することができる。



GPのデメリット
• 専門医にかかるまで時間がかかる。 

• 予約制のため、すぐに診てもらえない。 

•  小さいＧＰクリニックだと、不在時の対応が
困難である。 

• 全てのＧＰが同じ料金ではないこと、患者の
経済状況 によって紹介される専門医が異なる。



学び・考察

学び
• ＧＰによって料金が異なる。 

• 患者の経済状況によって紹介される専門医が異なる。

健康格差が生じやすい

考察

• 患者の疾患が変わると同じクリニック内で別の医師
の診察を受けることができる。

心理的負担の軽減 安心感のある環境

③メリット・デメリットからの学び



看護師の役割
• 保健師が居ないため、教育・指導もする 

• 初診時の患者の情報収集 

• 予防接種に使用するワクチンの管理 

• 創傷管理(Wound care) 

• 医療機器の滅菌、感染予防 

• 介護プランの作成など 

• 高齢者のE-health登録のサポート



学び・考察

• 日本に比べ看護師の役割は大きく、看護師の
主体性が求められる。

④クリニックにおける看護師の役割を学ぶ。
看護師の責任は大きくなるが、 
やりがいや熱意を持って 
仕事に取り組める



信頼関係構築の工夫点
• コミュニケーション時に経済面や生活状況などの
情報収集を行う。 

• 先住民(アボリジニ)の方は、同じ民族のスタッフ
で対応できるようにする。



学び・考察

• 言葉の背景から想いを読み取る、日常会話から
情報収集する。

⑤ＧＰが患者と信頼関係を築くために工夫して
いることを学ぶ

コミュニケーション技法は日本と同様

・先住民への対応

多民族国家ならではの取り組み



訪問看護師 
Nurturing On Wheels



NOWの概要
・様々な訪問看護を提供している民間団体 
・チャリティー団体として登録されている 
・NSW州保健省と連邦政府保健省により支援されて      
   いる 
・365日活動 
・スタッフ数…正看護師21名、准看護師1名 
                     事務8名 
・利用者数…205名 
・訪問件数…１人あたり8～12件／日 



【看護サービス】 
創処置、血圧・血糖値測定、医薬品の管理、注射、
カテーテル管理、清潔ケア、皮膚排泄ケア、緩和ケア、
ヘルスチェック、インフルエンザ予防接種 
【ソーシャルサポート】 
デイトリッパー、コミュニティヘルスチェック

無料で血糖値、　 
血圧を測定 

住民への指導・教育

30ドル/日でバスで　
ショッピングモールや 
レストランへ送迎 

（対象：精神疾患患者）



学び
　①訪問看護師の活動システムを知る 

⑴病院、GP、専門医、家族、本人から紹介を受け　 
　早期にサービスを導入するため24時間以内に訪問 
⑵地区の分担 
⑶ケアプランの作成 
⑷経験豊かな正看護師のみを雇用 
⑸ケアプランに基づいた時間決定



　② 日本との違いと共通点を比較し、 
日本にない視点、考えを見つけ、視野を広げる。 

⑴同じ看護師が同じ利用者を担当する 
→看護ケアの一貫性を図る 
⑵看護技術の提供に専門の資格が必要 
⑶緊急時は利用者自身で救急車を呼ぶ 
(4)多職種連携が少ない 
→情報共有や、多職種とのケアの統一が困難 

学び



日本の多職種連携

利用者の情報共有や
ケアの統一

医療 介護



オーストラリアの多職種連携

  情報共有やサービス利用、ケアの統一が困難

介護医療



③オーストラリアでの在宅医療ならではの工夫を学ぶ。

⑴肥満や重度浮腫、精神疾患(暴力リスク)のある 
　利用者への訪問は２人以上で行う 

⑵利用者の生活に合わせ、自宅以外にも訪問する

学び



考察1　　　　　

日本では医療機関か
らの紹介でサービス
利用を開始

NOWは地域とより
密着しているため、
近所の人や家族など、
どこからでも依頼が
くる。

訪問看護を必要としているより多くの人に、 
サービスが提供できるのではないか。



　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　 

考察2
オーストラリアでは、多職種連携が少ないことから 
情報共有やケアの統一が困難。 

それぞれの職種が利用者を一方向の視点からしか 
見れず、小さな変化に気づきにくい

改めて日本の多職種連携の
重要性に気づくことができた



考察3 
NOWでは、１人の対象に同じ看護師が継続して訪問看護
する。メリットとしてケアを統一できる。また、利用者と
の関係も密になる。

１人の対象にさまざまな看護師が関わることのメリットと
しては、緊急時に誰でも対応ができることがある。 
 また、様々な看護師の視点で対象を見ることができ、ケア
の幅が広がる。

それぞれにメリットがある



小児病院 
ROYAL ALEXANDRIA HOSPITAL 

for CHILDREN



細目標
①施設の工夫点(造りなど)を見学し、効果を学ぶ 

②医療職者が小児とその家族との関わりの中で工夫し
ている点を学ぶ 

③小児に対し、不安や恐怖などのストレスを与えない
為の治療の工夫について学ぶ 

④クラウンドクターによるプレイを見学し、小児実習
に生かす



概要

理念 医療看護だけでなく、患者を囲む環境
全体で治療していく 

スタッフ数
Dr.530名  Ns.1400名   
ボランティア300名以上 

患者数 年間 3万9千人 

病室
312床(2人、4人、6人部屋)　 
病棟はL字型になっている 

平均在院日数 3.5日

州立急性期病院…州を代表する小児病院 



• 小児にストレスを与え
ないためのプレイを取
り入れた治療でも有名
で、海外からの視察も
多い。 

外観

・美術館のライセンスを取得しており、視覚的なイン
パクトが強い。 
・1,000点以上のアート、35個の庭があり、全ての病
室から庭が見えるようになっている。 
・122種の異なった色を使い、小児に病院であること
を忘れさせる効果を目的としている。 

診察室



ラグビー選手からの
寄付で作られた庭 
車椅子でも来ることが 
できるように 
工夫されている

中国から石などの寄付
を受け作られた庭



図書館

・病院に図書館を設立したのはこの病院が 
　世界初。 
・本は全て寄付であり、他民族国家のため 
　様々な言語に対応している。 
・患者全員が利用できる。



学校
・5日以上入院している患者が利用できる。                                            
・小学校から高校まである。 

プレイルーム ・ゲーム、シアター、TV番組が作れる。 
プロのエンタテイナーが常勤している。

スターライト 
エクスプレスルーム 

生中継のTV番組を 
作っているところです



クラウンドクター

・ニューサウスウェールズ州にいる8人の 
　クラウンドクターが入れ替わりで来ている。 
・常勤のクラウンドクターもいる。 

プレパレーション

・MRIの模型を用いてDr.になってもらい、 
　実際使っていないMRI機械で慣れてもらう。 
・MRIの中で映画を見たり音楽を聞いたり 
　できるため、小児の恐怖心を減らすことが 
　できる。 

クラウンドクターのポールさん 
病院内の案内をしていただきました



学び・考察
①施設の工夫点(造りなど)を見学し、効果を学ぶ 

・日常生活に近い環境が整えられている。                                                    
・小児の家族のための宿泊施設があり、 
　家族で治療に参加できる。 

➡恐怖心を抱かずに治療することに繋がる。 
➡家族がそばにいることで安心感や 
　闘病意欲の向上につながる。

学び

考察



学び・考察
②医療職者が小児とその家族との関わりの中で工夫し
ている点を学ぶ 

嘘をつかないこと、正直であることを第一に小児に 
関わっている。 

➡小児だけではなく、人と関わる上で正直であること、
嘘をつかないことは信頼関係を築くために改めて重要
な事である。

学び

考察



　③小児に対し、不安や恐怖などのストレスを 
　　与えないの治療の工夫について学ぶ 

小児を不安にさせないためにプレパレーションの中で
人形を使って検査の練習をしている。 

➡小児の発達段階に合わせて、治療や検査の準備を 
　すること不安や恐怖が軽減され、小児が治療に 
　主体的に参加できる。 

学び・考察

考察

学び



　④クラウンドクターによるプレイを見学し、 
　　小児実習に活かす 

クラウンドクターが小児の恐怖を軽減できるように、 
ウクレレを奏でたり、ディスポーザブル手袋で魚の形の 
風船を作るなど、気晴らしができるよう関わっている。 

➡今後の実習の中で、このクラウンドクターの関わりを 
　活かし、処置や治療中の小児の不安や恐怖を 
　軽減できるような関わりを行っていきたい。 

学び・考察

考察

学び



ホームステイ
での学び



食事面

夕食前の軽食 アルコールの多飲 甘い物の摂取過多

食の質よりも食の回数や量に肥満の 
原因があると推測できる

夕食前の軽食やアルコール量を 
減らすことで肥満の解消に繋がる！ 



食品を選ぶ時は 
食品ピラミッドを 
参考にしているよ

オーストラリアにも日本と 
同じように食品ピラミッドがある！



乳児のミルクは2歳以降は
Low Fat Milkを飲ませる 
という指導がありました。 
幼少期から肥満予防が
なされている！ 



地域交流面

友人が少ないかつ遠方にいる場合は、助けを求
めることが困難であり、緊急時の対応に遅れが
生じる 

町内会がある地域が少ない町内会のような近所同士の 
つながる機会を設けることで 
インフォーマルサポートの 

強化ができる！ 



キリスト教を信仰しているホス
トファミリーは、日曜日に協会
に行く習慣がある

近隣住民との交流に 
つながっている！



運動面

広大な土地が多く、近くにビーチもあるため 
歩いたり走ったりする人が多い

運動する環境が整っており、 
健康意識が高い！



皮膚癌の罹患率が高い
環境による影響だけではなく 
外での活動を好む国民性も 

関係している！



喫煙
たばこに対してのイメージが悪いと定着している 

20代のホストシスターがたばこにどのような害
があるのかを理解していた 
幼い時からの教育がある！ 
（ドラッグも含む）



育児
家族が多く、それぞれが 
育児に協力してくれます。

育児は楽しいです。

家族関係が良好で、 
育児の協力も得られている

両親の育児負担の軽減！



子育てを楽しくないと感じている方もおり 
少子化の進行に繋がる母親が育児を楽しいと 

思えるようなサポートや 
ママ友サークルなどが必要！



・他民族国家 

GPを選ぶときには言語が通じるか、 
宗教に理解はあるか、などを 
基準に選んでいます。

医療面
外国人患者にとっても安心できる医療の提供のためには 

外国の言語・文化・宗教について 
学んでいく必要がある！



肥満児の増加に関する新聞記事を子供に提示

健康について 
親から子への教育がされている！



医療費が無料なので 
満足しています！ 

オーストラリアの医療には 
満足していますか？ 



オーストラリアの医療には満足していますか？ 

待ち時間が 
長い！

私立病院だと 
お金がかかる…

有料になるのではないか 
さらに高くならないか 

不安…。



オーストラリアの医療は 
緊急時の対応に欠けるわ…

オーストラリアの医療の 
メリット・デメリットを 
知ることができた！



尊重

協調

創造



ご清聴ありがとうございました


