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少子高齢化を迎える韓国の老人長期療養保険制度と

高齢者介護意識の変化

The Changing of People’s Mind for Caring Elderly Persons and the Long-Term

Insurance of Nursing in Republic of Korea in the Era of Progress of

Aging and Decrease in the Birthrate

姜 太卿 1) 漆原 克文 1)

抄 録

日本と同じように韓国においても少子高齢化による社会の変化が起きている。韓国では、2007 年現在の高齢

化率は、10%程度であるが、今後日本以上に急速な高齢化が進むものと予測されており、増大する高齢者への介

護需要に対する社会的対応として 2008 年 7 月から日本の介護保険制度にあたる老人長期療養保険制度が全国的

に施行された。しかし、韓国の高齢者介護問題の根底には、核家族化、女性の社会進出等を背景とする高齢者介

護意識の変化という従来のような家庭における高齢者介護が困難となる問題があり、家庭での介護から社会的な

介護への転換が必要とされており、社会の変化に応じた新たな高齢者介護への対応が求められている。
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はじめに

日本ではあまり知られていないが、韓国においても

医療技術の発達、生活水準の向上、栄養及び食生活の

改善等により、平均寿命は延びつつあり、全人口に占

める高齢者人口比率が急激に増大している。日本では、

人口の高齢化が社会経済の大きな問題とされている

が、韓国は日本以上に急速に高齢化社会になることが

予想されており、高齢者の問題が大きな社会問題にな

ると考えられている。この問題は、単に社会における

高齢者の割合が増えるだけでなく、韓国における市民

の暮らし方の変化と関連し、韓国社会のあり方の変化

を伴うライフスタイルの大きな変化の要因の一つと

して考えることができる。

すなわち今日の韓国の家族構成は大家族から核家

族に移行しており、一方女性の社会進出で個々の家庭

内での高齢者介護が困難となる状況が差し迫った問

題となっている。このような状況への対応として韓国

では、2008 年 7 月から老人長期療養保険制度が全国

で施行された。本稿では、老人長期療養保険制度の概

要を紹介するとともに、社会状況の変化が高齢者介護

に及ぼす影響を韓国の女性を中心にしたアンケート

による意識調査からとらえ、今後の韓国の高齢者介護

の問題を考えた。また、高齢者介護における今後の問

題点を指摘し、さらに今後の高齢者介護の問題の改善

方策を提言することとした。

1 高齢化する韓国社会

(1) 韓国の人口構成と高齢化

韓国の高齢化率（全人口に占める 65 歳以上人口の

割合。65 歳以上人口実数は 459 万人）は 2006 年末現

在 9.5％で、日本に比べて低いが人口の高齢化の進展

は急速に進行している。

1960 年以降医療技術の発展や生活水準の向上、公

衆衛生の改善等により死亡率が低下し、平均寿命は延

びつつある。また、出生率も下がる一方で、総人口に

対する高齢者の人口の割合は増加し続けている。

韓国の『統計庁将来人口推計』によると、「韓国は

2000 年において、65 歳以上の人口は 7.2％であった

が、2018 年は高齢化率が 14.3％となり高齢社会に入

り、2026 年には高齢化率 20.8％」1)に到達するとされ

ている。その後、高齢化が進むと 2040 年以降は高齢

化率が 33％に達し、全人口の 3 人に１人が高齢者に

なると予測されている。

1) KANG Taekyung URUSHIBARA Katsufumi
山野美容芸術短期大学

連絡先:〒192-0396 東京都八王子市鑓水 530



山野研究紀要 第 18 号 2010 2

表 1 全人口に占める 65 歳以上人口割合の到達年次及び速度

国 名 7％に到達年 14％に到達年 20％に到達年 ７%→14％ 14％→20％

韓 国 2000 年 2018 年 2026 年 18 年 8 年

日 本 1970 年 1994 年 2006 年 24 年 12 年

アメリカ 1942 年 2014 年 2030 年 72 年 16 年

フランス 1864 年 1979 年 2019 年 115 年 40 年

イギリス 1929 年 1976 年 2020 年 47 年 44 年

イタリア 1927 年 1988 年 2008 年 61 年 20 年

ドイツ 1932 年 1972 年 2010 年 40 年 38 年

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（2009）（日本）

表 2 年齢別出生率及び合計特殊出生率

年齢別出産率（当該年齢女性人口千人当たり総出産数）
年度

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

合計特殊

出生率

1970 19.3 193.1 320.6 205.7 105.9 46.0 13.1 4.53

1980 12.4 135.9 242.7 114.0 40.2 15.1 5.6 2.83

1990 4.2 83.2 169.4 50.5 9.6 1.5 0.2 1.59

2000 2.5 39.0 150.6 84.2 17.4 2.6 0.2 1.47

2003 2.5 23.7 112.3 79.9 17.3 2.5 02 1.19

2005 2.1 17.9 92.3 82.4 19.0 2.5 0.2 1.08

2006 2.2 17.7 89.9 90.2 21.5 2.6 0.2 1.13

表 1 に示すように韓国は 7 か国中で最も速く高齢人

口割合が増大すると予想されている。特に、朝鮮戦争

後のベビーブーム世代（1955～1963 年生まれ）が高

齢になると生産年齢人口の減少、高齢者のための社会

福祉費用支出の増加、社会的扶養負担増加等の大きな

社会への影響が予想されており、また急激な高齢化に

伴い高齢者に対する十分な対策が必要となるものと

考えられている。

(2) 韓国の少子化の現状

少子高齢化の問題は、日本も韓国も同様である。韓

国統計庁の資料によって韓国の出生指標を見てみる

と、2005 年の合計特殊出生率（1 人の女性が妊娠可能

15～49 才の間、産むと予想される平均出生児数）は

1.08 人で、2004 年の 1.16 人に比べて 0.08 人減少し

ており、韓国の少子化は日本より深刻な状況である。

韓国では戦後人口の急増による失業者増大などの

おそれから出産抑制政策をとっていたが、21 世紀に入

って急激な少子化を抑えるため出産奨励に政策を変

更した。

韓国の少子化の原因は、女性の社会進出に伴う晩婚

化の進展や未婚女性の増加、保守的な家庭観（男尊女

卑に基づく男児優先など）に由来する出産意識が若い

世代に忌避されたことによるといわれている。また、

韓国の私的教育費の家計に占める割合は OECD 加盟

国中で最高という状態にあり、激しい受験競争や高学

歴化による家庭の経済及び精神的な負担がさらに韓

国の少子化を高める結果となった。自分の子どもを大

切に、かつ立派に育てたいという両親の気持ちが、子

どもにかかる費用を増大させ家計への大きな負担と

なり、さらに少子化が進むこととなった。

資料：통계청 「인구동태계연보」（ 韓国統計庁「人口動態統計年報」）
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2 韓国社会の変化

(1) 家族構成の変化に伴う扶養機能の衰退

儒教思想を重視してきた韓国では、儒教の徳目であ

る「孝」により家族内で高齢者は大切にされ、高齢者

の扶養問題はないとされてきたが、国民の高齢化によ

って、若年層の高齢者扶養の負担が年々増加し、近年

では深刻な社会問題の一つとなっている。今までの韓

国において、親の家族扶養は当然のことであり、多く

の人が親孝行として親を扶養するのが一般的であっ

た。さらに、公的な高齢者扶養の制度が整っていなか

った韓国においては、両親を長男や扶養能力のある子

どもたちが老後の扶養や生活の面倒をみるのはごく

自然なことであり、韓国では美徳とされる風習であっ

た。しかし、現在では、核家族化、都市化、少子化、

女性の社会進出、経済的不安等により家族扶養から年

金、生活保護等による社会的扶養へと扶養意識が変化

している。

韓国の家族構成を見ると、「1960 年は一家平均 5.7

人であったものが、1980 年では 4.5 人、1990 年では

3.7 人、1998 年では 3.2 人、2004 年では 2.9 人と夫婦

２人もしくは、子どもが 1 人という核家族が一般的に

なっている。」2)更に、高齢者の同居率を見ると既婚子

女との同居率 43.5％であり、その他の高齢者は夫婦の

み 51.2％、または１人暮らしといった状況となってい

る。家族観の意識も変わっており、親との同居を希望

する既婚者は 21.1％と以前より低い水準となってい

る。その理由として、心理的負担、介護などでの肉体

疲労、経済的な負担があげられている。その中でもっ

とも深刻なのは経済的負担であり、韓国の高齢者の多

くは、年金制度の導入及び整備が遅れたため退職後の

収入も少なく、多くの高齢者が収入を子どもに頼らざ

るを得ない状況におかれている。高齢者の経済的自立

ができず、家族の負担が増加し、そのことが同居家族

の減少の要因につながっているとする見方がある。高

齢者になると長期療養などの医療費の問題もあり、扶

養する家族は経済的な負担に追われる場合がある。そ

の結果、親の扶養を重んじてきた伝統的な意識が崩れ

始めた。それに伴い、高齢者側の意識も変化しており、

平均寿命が延びるにつれ、老後の生活費の確保のため、

退職後の再就職を希望するなど働けるうちに経済的

な自立を目指すといった意見も多くなっている。親は

経済的に自立できない状況での子どもとの同居に遠

慮や窮屈さなどの精神的負担を感じることから子ど

もと同居せず夫婦 2 人の生活や、自ら老人ホームなど

の施設入居を望むケースも増えている。その結果、扶

養の負担が徐々に家族から社会へと移る状況にある。

(2) 女性の社会進出

一方韓国では女性の経済活動参加率が毎年増加し

ており、韓国女性政策研究院の調査によると 1965 年

には 36.5％であったものが 2006 年には 50.3％へと増

加している。これらのことを背景に、出生率が低下し

少子高齢化が進むにつれて伝統的な家族構成が変化

しつつある。2004 年の調査によると、家庭での高齢

者介護の担い手は 80％が女性であったが、今日におい

ては女性の社会進出により年々介護をする女性が少

なくなり、深刻な社会問題となりつつある。

3 韓国の老人長期療養保険制度

(1) 老人長期療養保険の導入

少子・高齢化現象は先進国において主に現れるが、

韓国の高齢化はイギリス、ドイツなどの福祉先進国よ

りも急速に進み、その対策は一刻を争う国の政策課題

となった。韓国政府はこの問題の重要性を認識し、

2000 年から高齢者長期療養保険政策の検討を始め、

2008 年７月から「老人長期療養保険制度」を全国で

実施することとなった。長期療養を行っている高齢者

の身体機能の回復と生活の質の向上を目的としてい

るこの制度は高齢者だけではなく、これまで高齢者の

介護を行わなければならなかった人々、特に親の介護

を行っている中年層にも役立つと考えられ、彼らの高

齢者の介護による精神的・身体的・経済的な負担を軽

減し、彼ら自身の経済・社会活動に専念させることが

できると考えられている。

(2) 老人長期療養保険の目的及び意義

老人長期療養保険法の目的は同法第 1 条によると

「老人長期療養保険制度は高齢や老人性疾病等の事

由により日常生活を一人で行えない高齢者などに提

供する身体活動及び家事のサポートなど長期療養給

付に関する事項を規定し、老後の健康増進と生活安定

をはかり、家族の負担を減らすことにより国民生活が

向上することを目的とする。」3)とされている

老人長期療養保険制度は高齢や老人性疾病により
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日常生活を行えない人々に身体活動及び家事のサポ

ートを行うなど、長期療養給付を社会の連帯負担によ

って提供する社会保険制度である。老人長期療養保険

制度は受給者に食事、入浴、排泄、調理、洗濯、掃除、

看護、診療の補助または療養に関する相談に応ずるな

ど、いろいろな方法で長期療養給付を行っている。

(3) 対象者とサービス体系

老人長期療養保険は、受給権者を 65 歳以上の高齢

者とし、65 歳未満の者は認知症、脳血管性疾患など大

統領令で定めた老人性疾病を患った者のみを対象と

するという制限を設けている。老人長期療養保険は、

加入者または被扶養者が「医療給付法」に基づいた受

給権者の要件を満たし、6 か月以上一人で日常生活を

行えないと認定され、心身ともに長期療養が必要など

大統領令で定めた等級判定基準により長期療養給付

に該当する者を給付対象者とする。

老人長期療養保険は 6か月以上一人で生活を行えな

いと認定された者に対し、身体活動及び家事のサポー

ト、看護などのサービスまたは現金支給等を行う。

(4) 長期療養給付の種類及び利用手順

長期療養給付は、在宅給付、施設給付及び特別現金

給付となっている。

在宅給付は、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、デイ

サービス、ショートステイの５種類が基本で、その他

に福祉用具支援やリハビリ支援など大統領令で定め

る給付がある。

施設給付は、長期療養機関（介護施設）に入所して

受けるサービスであり、長期療養機関とは、老人療養

施設や老人専門療養施設、グループホーム等である。

老人専門病院は除外されている。

特別現金給付は、島・へき地等、施設が極端に不足

している地域における場合に介護を行う家族に現金

が支給されるもので特例療養費、老人専門病院等に入

院した場合の療養病院看護費（つきそい看護費）、家

族療養費がある。

家族療養費は、上記の地理的な条件以外に、認知症

の要介護者であって本人が外部のサービスを拒み家

族の介護を希望するなど、身体・精神上の理由から在

宅サービスの利用が不可能な場合も対象となる。

申請から利用までのプロセスは、被保険者本人ある

いは家族や親戚などが国民健康保険公団に申請を行

い、申請を受けた公団の職員（社会福祉士や看護師）

が申請者の心身状態を訪問調査する。公団はコンピュ

ーターによる 1 次判定の後、調査結果と医師の所見な

どを市郡区の地域単位に設置される等級判定委員会

に提出する。等級判定委員会は等級判定基準に従って

２次判定を行い、要否と等級を判定する。

(5) 長期療養給付の月利用限度額

長期療養給付は月利用限度額内で給付され、これを

超える費用は全額本人の負担となる。

月利用限度額は長期療養等級及び療養給付の種類

等を考慮し算定する。

表 3 「等級別月利用限度額」 （単位：ウォン₩）

「在宅給付月利用限度額は訪問療養、訪問、訪問看

護、昼、夜間看護サービスを提供された場合に適用さ

れる。短期看護サービス費用と訪問療養サービスの交

通費加算金は含まない。また、月利用限度額の適用期

間は毎月初日から末日までとし、新規長期療養認定ま

たは、施設給付より在宅給付に変更などの事由により、

月中から在宅給付を開始する場合にも 1ヵ月分の限度

額が認定され、月中に療養等級が変更される場合には

高い療養等級の限度額を適用する。」4)

老人長期療養保険法は純粋な社会保険形態でなく、

国庫補助（租税）と社会保険加入者の保険料が含まれ

た混合型といえる。すなわち、療養保険制度は療養給

付及び運営に必要とされる政府負担（租税）＋加入者

保険料＋本人負担金で充当される。療養サービスにか

かる費用の一部は本人負担となる。本人負担率は施設

給付 20％、在宅給付 15％である。ただし、医療給付

受給権者、所得・資産が保健福祉部令で定める事由に

よって生計が困難である者は、自己負担分の半額を負

担する。国民生活基礎保障受給者は全額免除となる。

(6) サービス提供機関及び専門人材

長期療養機関を設置・運営するためには、設置者が

長期療養に必要な施設と人材を確保し、市長・郡長・

区長の指定を受ける。在宅給付のなかで長期療養給付

を１以上提供する場合には施設と人材を確保し、在宅

区 分 月限度額

長期療養１等級 1,097,000

長期療養２等級 879,000

長期療養３等級 760,000
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長期療養機関を設置して、市長・郡長・区長に届け出

る。医療機関以外の在宅長期療養機関も訪問看護を提

供することができる。ただし、訪問看護の管理責任者

として看護師を置かなければならない。市長・郡長・

区長は、指定（申告）明細を国民健康保険公団に届け

出る。

長期療養機関は、受給者の意思で長期療養給付を選

択できるようにし、長期療養機関が提供する給付の質

を維持するために、長期療養機関別給付の内容、施

設・人材などの現況資料を国民健康保険公団が運営す

るホームページに掲示しなければならない。

高齢者施設については「2006 年度老人福祉施設現

況をみれば、老人住居福祉施設 59,121 カ所、老人医

療福祉施設898カ所、老人余暇福祉施設 56,789カ所、

在宅老人福祉施設 1,049 カ所、老人保護専門院 19 カ

所が運営されている。」5)

高齢者介護人材については「専門人材が不足し、専

門人材の専門技術知識が十分ではない。2005 年老人

福祉施設で従事している職員は生活施設の従事者

15,500 人、利用施設従事者 5,770 人で計 21,270 人で

ある。」6)

(7) 老人長期療養保険制度による効果の予測

韓国保健福祉部は老人長期療養保険制度による効

果として次のような予測を行っている。

①老人長期療養保健制度が導入され、ケアが必要な高

齢者の暮らしが大きく向上されることとなる。高齢者

は非専門的家族ケアまたは放置から逃れ計画的な専

門ケアを受けられる。

②家族の扶養負担が軽減される。現在一般高齢者の療

養施設入所費用は 70～250 万ウォン（韓国の貨幣₩）

から 30～40 万ウォンで利用できる、在宅療養サービ

スではより低価格で同じサービスが利用できる。

③家庭内女性等の非公式介護者が介護労働から解放

され、経済活動が増加され、経済的な利益につながる。

④老人長期療養保険制度の導入により、社会サービス

の仕事が増え、2010年ころは療養管理要員が2400人、

長期療養要員は 52000 人などの雇用需要が創出され

ることとなる。

⑤福祉用具製造・販売・レンタル業など高齢者対象福

祉産業も活性化し、地域療養施設の拡充により地域経

済が活性化されることとなる。

⑥急増する老人医療費使用が効率化され、高齢者の入

院が減り、急性病床から療養病院、療養施設に療養サ

ービスの体系が転換されれば、老人医療費の効率化が

見込まれる。

4 韓国市民の高齢者介護意識

このように老人長期療養保険は、韓国の少子高齢化

の進展と核家族化、女性の社会進出という現在の韓国

社会変化の状況をふまえ、家族による高齢者介護とい

う従来の韓国社会の慣習を転換し、高齢者の介護を社

会全体で受け止めようとするものである。このような

高齢者の介護に関わる社会保険制度の創設は、1995

年のドイツ、2000 年の日本についで、2008 年の韓国

と世界で 3 番目の実例となる。人口の少子高齢化は、

韓国ばかりの問題ではなく、イタリア、北欧などヨー

ロッパ諸国のほかシンガポール、タイなど全世界的に

見られる現象である。なぜ韓国が世界で 3 番目の介護

に関する社会保険制度を創設することになったのか。

そこには韓国の客観的な現実として 1に述べた他に例

を見ない急速な少子高齢化の進展と 2に述べた家庭の

高齢者扶養機能の低下及び女性の社会進出という事

実だけでなく、市民の高齢者介護意識の変化があり、

市民の支持を受けて老人長期療養保険制度が成立し

たという社会的背景の存在が見逃せない。

そこで韓国で現在働いている世代の人々は、高齢者

介護についてどのような意識を持っているのだろう

か。ソウル市及び近郊で 20 代～60 代の人を対象に高

齢者介護に関してアンケート調査を2008年11月に行

った。アンケート調査の回答者は化粧品会社及び情報

関係会社に勤めている人々である。アンケートの回答

者総数は 171 名で、このうち 4 分の 3 に当たる 129

名は女性である。したがってこのアンケート調査結果

には現在の韓国女性の考え方がかなり色濃く反映さ

れている。このアンケート調査をもとにこれからの高

齢化する韓国社会の高齢者介護の課題を考えていく

こととしたい。

(1) 高齢者介護に関する意識調査

（親の介護への意識）

アンケート調査では、まず回答者の両親の介護につ

いての考え方を聞いた。
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設問 2－1 の回答では、全体の 2/3 程度の人が両親

に対する現実の介護の可能性について考えたことが

あるということである。

また別の設問 3－4 では、介護問題が家族にとって

重要かとの質問について、「重要」(53.8%)、「ある

程度重要」(38.0%)という回答がある。一般市民のな

かで韓国の高齢化の現実や介護についての認識が高

いことを示している。

設問 2－2 で、介護は誰が行うべきかという質問に

ついては、「自分の両親は子どもが介護すべきだ」

(20.8%)「環境が整えれば、子どもが介護すべきだ」

(14.0%)という家庭内介護を選択する回答が全体の

1/3(34.8%)程度となっている。この質問は、理念とし

て両親の介護の担い手について尋ねたものであるが、

一般的に親への孝行というタテマエが今なお根強い

と考えられている韓国でも 2/3 近くの人が両親の介護

を他人に任せるのは仕方ないとするか、あるいは専門

施設での介護を考えている。設問2－1との関係では、

介護の可能性を考えた人の半分は、他人や施設におけ

る介護を選択したこととなり、介護における儒教的道

徳観が後退していることがうかがわれる。

設問 2－3－1 で、さらに自分の親に対する介護につ

い質問した場合、現実的な質問に対する回答では自分

で介護を行うという人が 17.5％で、一般的な質問の場

合の子どもが介護すべきという回答 34.8％のさらに

半数となった。

しかも親の介護を行う場合、自分に職業がある場合

はどうするかとの設問 2－3－2 では、職業をやめて介

護に専念すると答えた人は 5 名で（回答者総数の

2.9％）で、自分で介護を行うという人のさらに 6 分

の 1 となっている。実際に自分の親の介護が必要にな

ったときに、介護に専念する人がどのくらいになるか

は分からないものの、夫婦共働きが多い韓国の都市生

活の現実では、たとえ親が介護の必要な状態となった

としても職業をやめて介護に専念することが著しく

困難であることを示している。

設問2－3－3で回答者全員に介護に対しての知識は

どのくらいあるかを質問した場合、勉強しながら介護

するという人が 38.6％で、経験も知識も無いので介護

をすることが不安であるという人が 33.3％であり、実

際に介護の経験があるので知識があるという人は

9.9％に過ぎなかった。また、全然分からないという人

も 18.2％いた。このことから一般に市民における介護

の知識が不足していることがわかる。

（老人長期療養保険）

次に老人長期療養保険制度に関する設問で、この保

険制度が始められていることを知っているかという

設問 2－4 では、知っている人 41.5％、知らない人

58.5%で老人長期療養保険制度が 2008 年 7 月から全

国的に施行されたことを知っている人は少なかった。

知っていると回答した人の 59.2%が新聞、テレビまた

はインターネットからの情報で知ったものであり、知

人から聞いた 19.7%、保険事務所などの関係機関から

の広報で知った人は 5.6%と少なかった。

（高齢者施設）

老人療養施設については、設問 2－5 で複数選択回

答により問題点を指摘してもらったが 32.9％が施設

の費用が高いということであった。次は近くに施設が

無い (19.0％ )、施設と病院との違いが分からない

(16.9％)、施設での老人介護が信頼できない（16.3％）、

利用方法が分かりにくい（14.3%）など、それぞれ問

題点の回答があり、特に経済的な負担に関心が高いこ

とが明らかになった。

老人療養施設サービスの必要性についての設問 3－

1 では、施設をとても必要とする回答が 53.2％、必要

という回答が 45.0％で、施設が必要と考えられている

ことが分かった。

老人療養施設への意見についての設問 3－2 では、

家庭の事情により介護が出来ない場合があるので必

要という回答が 27.9％で、介護について専門技術が必

要なので利用すべきという回答が 25.2％で、身寄りの

ない人がいるので必要という回答も 22.8％あった。ま

た、家族介護の負担を減らすために必要という回答も

21.4％あった。

設問 2－3－3 の回答と合わせ考えると、高齢者介護

は専門の人以外では出来ないほどの専門技術である

と難しく考えている人が多いようである。

（在宅介護）

高齢者について介護が必要になった場合、施設介護

と在宅介護のどちらを利用したいかという設問 3－3

については、施設を利用するという回答が 78.9％で、

在宅介護を行うという回答が 21.1%であった。圧倒的

に施設を利用するという回答が多数である。
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この問題で施設介護を選んだ理由をきいた設問 3－

3－1 の回答の主なものは介護する時間がない 37.0%、

介護する自信がない 33.3%であった。これらの回答か

ら家族に負担がない施設の介護専門員に任せたり、親

が施設に居ると安心だと考える傾向があることが推

察できる。

また、設問 3－3－2 で、在宅介護を選んだ理由に対

する回答の主なものは介護するのが当然である

(69.4％)というもので伝統的な儒教思想の孝の意識が

強く、施設に入所させるのは不孝をすることだと考え

られていることが推察できる。また子どもの介護を望

むから(11.1％)という回答から住み慣れた家、家族か

ら離れたくない高齢者の気持を推察した回答もある

と考えられる。

（自分の介護）

今回のアンケート結果から全体に高齢者介護につ

いて介護する者の負担が大きいことのように思われ

ていることが分かる。自分が介護を受ける場合につい

ての設問 3－5 の回答も施設に入所したいが 81.9％と

いうものであった。

なお、今回のアンケート調査の結果は、参考として

次ページに添付した。

(2) アンケート調査結果への考察

アンケート結果から韓国の今後の高齢者介護につ

いての国民の意識、公的制度に対しての理解の一端を

知ることができた。結論からいうと、介護に対しての

意識は高いものの現実の介護問題については、日本な

どとの比較でいえば、必ずしもよく考えていないこと

が分かる。これは、今後急速に高齢化が高まるものの

現在の高齢化率が、日本の約半分の 10%程度であると

いう事情があり、アンケートの回答者に 20 歳代の人

が 17%、30 歳代の人が 27.4%含まれていて、それら

の人にとってはまだ親の介護問題が現実的な問題と

して考えられないといった事情があるであろう。

韓国では儒教による孝行の実践であるとして両親

の介護は、子どもが行うべきだとの考え方が、今なお

3 分の 1 以上の比率であるものの、現実に子どもであ

る自分が親の介護を行うかと質問されれば半分とな

り、その比率は全回答者の 17.5%となる。さらに自分

の仕事を辞めてまで、親の介護に専念するという人は、

5 名で、全回答者中の 2.9%となる。ここに現在の韓国

で高齢者介護の関する専門社会保険が必要とされる

理由があるように思われる。建前としての儒教的倫理

観は、今なお韓国社会に根付いているものの現実の都

市生活では、共働きが一般化していると、職業を辞め

てまで、親の介護を行うことはできないという判断が

示されている。

介護に関する知識の設問では、多くの人が介護に対

する知識が不足していると考えていることが明らか

になった。

それらのことと関連して施設における介護サービ

スは必要であると社会的介護サービスへの期待は大

きい。しかし、アンケート結果に見るように国民の長

期療養保険制度の認知は半数にも達してない。韓国の

長期療養保険は健康医療保険料に加算されて徴収さ

れるので、当然気がつくはずであるが、保険料の増額

が見過ごされてしまったようである。新たに制度を作

ることも重要だが、その利用促進のための十分な広報

を行うことも大切であるといえる。

施設介護の必要性についての回答は、とても必要と

いうものが 53.2%で、介護について施設や他人への依

存傾向が高いことが明らかとなった。しかし、現実に

は急速に増大する高齢者介護の必要に対する専門的

なサービス供給体制は十分ではない。今までは韓国で

は結婚した女性（嫁）が婚家の両親の介護をするのが

当然であったが、最近の女性は仕事を持っていること

もあり、精神的及び肉体的にも負担が多く、介護の問

題が夫婦間の家庭不和の原因になることもあるとい

われている。夫婦にとっては、両親の介護から逃れた

い気持もあり、夫婦間のトラブルになるから仕方なく

施設に入れることを選択するケースもあるだろう。

アンケートの最後に本人が介護の必要な高齢者と

なった場合、在宅・施設どちらを選択するか。では回

答者の 80％以上が施設を選んだ。その理由としては家

族に負担をかけたくない、家族から介護を受けると自

分も心理的負担があると思う。などの理由が記されて

いた。これまでの韓国では高齢者が家族と同居するこ

とが当然だと思われていたが、それがもう現実ではな

いという事実が示されたものといえる。
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5 韓国における社会的介護サービスの課題

現在韓国では急速に増加する高齢者に対応した長

期療養保険制度が整備され、高齢化社会に対応した枠

組みが整ったといえる。アンケート調査の結果に見る

ように市民の施設介護などの社会的介護サービスへ

の期待は大きい。また、介護に対する知識の不足、他

への依存傾向も明らかとなった。しかし、現実の急速

に増大する高齢者介護の必要に対する専門的なサー

ビス供給は十分ではない。

そこでアンケート結果に見られるような韓国市民

の社会的介護サービスへの期待を踏まえ、韓国の老人

長期療養保険制度や社会的介護サービスが今後改善

または充実すべき点を指摘してみたい。

①広報

長期療養保険制度が整備されたが、まだ十分知られ

てない。まず制度を周知させることが必要である。そ

うしなければ、長期療養保険制度が十分に使われない

こととなる。

②施設の増設

夫婦共働きが普通となっている都市の韓国人の生

活では、高齢者の家庭介護に限度があることは確かで

あり、そのため老人長期療養保険ができたともいえる。

重度の長期療養高齢者を介護する施設は今日でも不

足しており、今後高齢者の増大とともにますますその

必要性が高まるものと思われ、施設の整備が急務であ

る。

施設が大幅に不足し、保険料を納付したのにサービ

スを提供されないとなると大きな問題になる。老人長

期療養保険制度の制度定着のためには、高齢者が長期

療養サービスを必要とする時に、いつでも提供される

施設のインフラの構築が重要である。

国民基礎生活保障受給者及び低所得者を対象に療

養サービスを提供してきた韓国は施設インフラが大

幅に不足している。政府は、老人医療福祉施設 10 カ

年拡充計画及び認知症、脳疾患による麻痺の老人のた

め、特別保護対策を立て 2006 年から療養施設を大幅

に拡充しているが、自治体の財政負担問題などがあり、

短期間に施設インフラ拡充を図ることは難しい。韓国

は施設改革、拡充を綿密に検討し、早期に施設インフ

ラを拡大する必要がある。

③介護人材の増員及び専門技術教育の高度化

地域によっては介護サービス供給が偏る傾向があ

り、大都市を離れると専門家による介護が行われない

事例も多発している。高齢化社会である今日、専門的

な介護を必要とする高齢者は増える一方であり、介護

の専門家の供給が追いつかない。市民が制度を正しく

理解していない、そのため制度を利用できていないな

どの現実があり、地域での介護の活性化を多くの市民

が期待し、望んでいる。高齢者介護を的確に行うため

には、施設の増加に伴う介護専門人材の育成、増員が

必要である。また、介護技術も高齢者の QOL を高め、

ADL の回復のためにより高度なものが必要とされる。

介護を行う人の増加とともにその専門技術や知識の

高度化が必要である。

④介護教育の必要性

介護が必要とされる高齢者はその初期の段階から

適切な介護を行うことが要介護度や認知症の進行の

防止に必要とされる。アンケート結果では介護を高度

な専門技術のように考えている人が多い。たしかに重

度な長期療養者に対応する技術及び知識は高いもの

が必要とされる。その一方、介護はその初期の段階で

適切に行われることが介護予防に重要であることが

日本での知見でも明らかであり、一般の人々への初歩

的な正しい介護技術、知識の普及が必要とされる。

高齢化社会とは、高齢者とともに生きる社会である。

高齢者を施設に入所させ、施設に任せればそれで問題

解決ということにはならない。もともと高齢者はこれ

まで社会に貢献し、家庭の尊敬される位置に置かれて

いたが、認知症、高齢期の疾病等により、現在では家

庭の重荷になっている。家族から見れば、施設に任せ

たいと思わざるを得ないのも本音である。しかし、家

族が高齢者の介護の知識、技術等が習得できれば、施

設ばかりを頼らず、在宅サービス等と併用してより良

い介護ができるであろう。 在宅で長期療養をする家

族などへの負担を減らすためにも一般人（家族）への

介護教育が必要とされる。介護に対する知識があれば、

介護予防対策にもつながり、介護への不安が減少し在

宅介護への自信がつくだろうと考えられる。高齢者が

老後をよりすこやかで幸福に送れるような家族や周

りの配慮、理解が必要である。
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⑤ケアマネジメントの導入

韓国の長期療養保険制度に対して現在行われてい

る批判の一つに等級認定への不満がある。これは、等

級認定の範囲の拡大が必要であり、保険財源の強化を

図るなどの対応が必要とされるが、適切なサービスが

必要とする人に供給されているかという問題もある。

このような観点からの改善のために韓国長期療養保

険制度にも他の国々で行われているようなケアマネ

ジメントによって、一人ひとりの人に適切なサービス

が行われるような対応が今後必要と考えられる。

老人長期療養保険制度は施行されたが、良い制度で

あってもサービスの体系が正しく伝わらないと制度

の成果が期待できない。「ケアマネジメントの目的は

サービスの断片化を減らし、利用できる資源を最大化

させケアの質を向上することである。」7)

また、ケアマネジメントが必要な理由は、基本的に

対象高齢者の欲求が多様化され、サービスを供給する

主体が多元化された場合にサービス提供の重複や脱

漏を事前に防止できる利点がある。現在韓国にはケア

マネジメントの実践を担当するケアマネージャーに

ついては関連する法の規定がなく、長期療養要員（療

養管理士、療養保講士）を長期療養機関に所属させ、

高齢者等の身体活動または家事活動支援等の業務の

みを遂行するよう規定されている。ケアマネジメント

実施のためには、ケアマネージャーの役割の専門性と

包括性の程度により、ケアマネジメントの成否が左右

される。ケアマネジメントの導入のためには、ケアマ

ネージャーの育成や現在の老人長期療養保険制度シ

ステム全体の見直しが必要とされる。
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