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来日第１陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を
受け入れた全国の病院・介護施設に対する追跡調査 (第１報)

受け入れの現状と課題を中心に
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１. はじめに
日本と東南アジアとの経済連携協定 (���)

に基づき､ これまでにインドネシアから2008年

度は208名､ 2009年度は362名､ フィリピンから

は2009年度は283名､ 2010年度には118名の看護

師・介護福祉士候補者 (以下 ｢候補者｣) が来

日し､ 半年間の日本語研修を終了後､ 全国の病

院・介護施設で漸次就労を開始している｡ 日本

の病院や介護施設においては､ 政府間協定に基

づいて外国人看護・介護職を雇用するのは初め

ての試みである｡

���による自然人の移動の枠組みでは､ 候

補者たちは日本人と同様の看護師・介護福祉士

の国家試験に合格することが求められているた

め､ 就労と研修が混在したシステムとなってい

る｡ そのため､ 候補者たちは就労を開始した後

も､ 国家試験に合格するための勉強を続けなけ

ればならない｡ また､ 候補者を受け入れた病院

や介護施設では､ 候補者に日本人と同等の報酬

を支払いながらも､ 就労時間を短縮したり､ 専

門家を雇用するなどして候補者の日本語学習や

国家試験対策を支援することが義務付けられて

いる｡ しかし､ 就労と研修の時間の配分や国家

試験対策への取り組みは各病院・介護施設に任

されているため､ その状況にはかなりの差があ

るのが現状である｡

そこで､ 九州大学研究班では､ 日本インドネ

シア経済連携協定に基づいて来日した第１陣の

インドネシア人候補者が配属になった病院と介

護施設を対象として､ 受け入れの現状や意識を

明らかにする量的調査を行った｡ 調査は､ 候補

者たちが就労を開始して１年が経過した2010年

１月に行われた｡ 本稿では､ その結果に基づき､

���の枠組みで外国人を看護や介護の現場に

受け入れた病院や介護施設の受け入れ動機､ イ

ンドネシア人候補者に対する評価､ 候補者を受

け入れたことによる職場の変化､ ���に対す

る意見や今後の外国人雇用計画などを明らかに

する｡

２. 調査の目的と方法
本調査の目的は､ 第１陣のインドネシア人候

補者を受け入れた全国の47の病院と53の介護施

設を対象として､ 受け入れ動機､ 候補者に対す

る評価､ 職場の変化や今後の���に対する意

見を明らかにすることである｡ 調査実施時期は､

候補者が配属になってちょうど１年が経過した

2010年１月中旬に調査票を送付した｡ そして､

期日までに返送された28病院 (回答率59％) と

19介護施設 (回答率35％) を分析対象とした｡

第一報においては､ これらの量的記述を中心に

報告する｡ なお､ 本研究は､ 九州大学の倫理審

査委員会の承認を得て行われた｡

３. 結果
� 回答した病院及び介護施設の属性
回答した28病院の病床数は､ 最小が50床､ 最

大が930床であり､ 平均291 (��197) 床であった｡

看護配置基準については､ 一般病床では７対１

が36％､ 10対１が40％､ 13対１が12％､ 療養型

病床においては､ 20対１が23�1％､ 25対１が38�5

％､ 精神病床があると答えた病院は４か所であ

り､ 10対１が25％､ 15対１が75％であった｡

インドネシア人候補者の受け入れ人数と性別
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要 旨

2008年以降､ 日本インドネシア経済連携協定により550名以上のインドネシア人看護師介護福祉士候

補者が来日し､ 半年間の日本語研修の後に日本の病院や介護施設で就労をしている｡ 九州大学研究班で

は､ 第１陣のインドネシア人候補者が就労を開始して１年が経過した2010年１月に､ 候補者が配属になっ

た全国の100の病院と介護施設を対象として､ 受け入れの現状や意識を明らかにする量的調査を行った｡

その結果､ 候補者たちは言語や文化的な差異にもかかわらず､ 患者や入所者との摩擦はほとんどなく､

職場の活性化やコミュニケーションの向上に貢献していることが明らかになった｡ 一方で､ 受け入れた

病院・介護施設は財政的・人的負担を抱えており､ 今後の受け入れを再考する意見も見られた｡ ���

制度の持続可能性が問われつつある現在､ 外国人ケアワーカー導入によるポジティブな変化を評価しつ

つ､ 各病院・介護施設の負担感を緩和するような政策が求められている｡

キーワード：経済連携協定､ インドネシア人､ 看護師・介護福祉士､ 病院・介護施設



については､ 男性１名が21�4％､ ２名が10�7％､

女性１名が17�9％､ ２名が46�4％､ ３名が3�6％､

４名が7�1％､ ５名が7�1％､ ６名が3�6％であっ

た｡ 平均値は男性0�43 (��0�69) 人､ 女性2�07

(��1�53) 人であった｡ なお､ インドネシア人

候補者の他に���の枠組みでフィリピン人看

護師候補者も受け入れていると答えたのは25�0

％であり､ ホームヘルパー等の在日外国人スタッ

フを受け入れたことがあると答えたのは35�7％

であった｡ 本調査表の回答者は､ 看護師長が

28�6％､ 事務長が17�9％､ 理事長が3�6％､ 病院

長が3�6％であった｡

回答した19の介護施設のうち特別養護老人ホー

ムは73�7％､ 介護老人保健施設は26�3％であっ

た｡ インドネシア人候補者の受け入れ人数と性

別については､ 男性１名が15�8％､ ２名が31�6

％であった｡ また､ 女性１名が31�6％､ ２名が

36�8％であった｡ 平均値は男性0�95 (��1�02)

人､ 女性1�05 (��0�85) 人であった｡ なお､

���の枠組みでフィリピン人介護福祉士候補

者も受け入れていると答えたのは21�1％､ ホー

ムヘルパー等の在日外国人スタッフを受け入れ

たことがあると答えたのは47�4％であった｡ 本

調査表の回答者は､ 事務長が36�8％､ 介護施設

長が26�3％であった｡

� インドネシア人看護師・介護福祉士候補者
の受け入れ理由

表１によれば､ 現在の看護・介護の労働力不

足を解消するために受け入れたという回答は30

～40％であり､ ｢職場の活性化｣ や ｢国際交流

の一環として｣ がいずれも80％以上となってい

る｡ 実際､ ���による外国人看護師・介護福

祉士候補者の受け入れは､ 国内の労働市場に配

慮したため､ 労働力不足を解消するのが目的で

はなく､ あくまで ｢特例的｣ に行うというのが

政府の公式な立場である (厚労省､ 2008)｡ さ

らに､ 受け入れ介護施設の資格要件として､ 病

院や介護施設は斡旋料を含む約60万円の費用負

担に加え､ 職員の人員配置基準等の要件を満た

していなければならず､ 研修計画の作成､ 研修

責任者の配属､ 候補者の宿泊施設の確保などを

行う必要がある｡ そのため､ 第１陣を受け入れ

た病院・介護施設は､ 厳しい受け入れ要件を満

たすことのできる比較的余裕のある病院・介護

施設であると考えられる｡

なお､ 2009年１月に候補者が配属される直前

に同じ病院・介護施設を対象として行われた九

州大学研究班の調査では１､ 病院の47�8％､ 介

護施設の65％が ｢看護・介護労働力の不足を少

しでも解消したいから｣ と答えている｡ また､

同じ病院・介護施設を対象とした厚生労働省

(2010) による調査 ｢インドネシア人看護師候

補者受入実態調査の結果について｣､ ｢インドネ

シア人介護福祉士候補者受入実態調査の結果に

ついて｣ においても､ 病院の57�6％､ 介護施設

の48�6％が ｢看護補助者の人員不足の解消のた

め｣､ ｢人手不足解消のため｣ と答えていること

から､ 将来的な看護師・介護職の国際移動を考

える際に､ 労働力としての導入という側面は無

視できないと考えられる｡ ���が少子高齢社

会における人材確保戦略になっていくのかどう

か､ 今後は労働力の需給バランスに関する分析

も必要であろう｡

� インドネシア人候補者を受け入れての職場
の変化

候補者たちの受け入れに先立って行われた全

国病院調査によれば､ 外国人看護師を採用した

くない理由としては､ コミュニケーション能力

に対する不安や教育の負担､ 患者や家族に受け

入れられない等の理由があげられていた (川口

他､ 2009)｡ しかし､ 実際に配属になってみる

と､ 病院の78�6％､ 介護施設の89�5％がインド

ネシア人候補者を受け入れて ｢職場が活性化し

た｣ ことについて ｢あてはまる・どちらかとい

えばあてはまる｣ と答えており､ 病院の92�8％､

介護施設の78�9％が ｢日本人スタッフが異なる

文化を理解するきっかけとなった｣ ことについ

て ｢あてはまる・どちらかといえばあてはまる｣

と回答している｡ また､ 病院の67�9％が ｢日本

人スタッフが明確な表現でコミュニケーション

を取るようになった｣ と答えており､ 施設の

52�7％が ｢入所者が以前よりもいきいきとして
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１ 2009年１月に第１陣のインドネシア人候補者を受け入れることが決定している全国の病院・介護施設を対象に量的調査を行った｡ 有効回収率

は病院が49％､ 介護施設が37�7％であった｡ その結果は九州大学アジア理解講座 ｢インドネシア人ケアワーカーを日本に迎えて 問題点と

その克服策を考える｣ (2009年５月23日､ 福岡市) で報告されたほか､ 介護施設調査に関しては (小川､ 2009) にまとめられている｡



きた｣ と答えている (表２)｡

表３は否定的な職場の変化についての回答を

集約しているが､ ｢教育担当者の仕事量が増え

た｣ ｢財政的負担が大きくなった｣ が高いのは､

受け入れ介護施設の人的・物的負担感を端的に

表している｡ 国家試験対策に対する政府の対応

が遅れたこともあり､ 各病院・介護施設では候

補者を国家試験に合格させるためのノウハウが

ないまま､ 個別に試行錯誤を重ねてきた｡

宗教面での配慮については､ 国際厚生事業団
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表１ インドネシア人候補者の受け入れ理由
��28

��19

病 院

施 設



(2008) が配布した手引きを参考に病院・介護

施設が個別に対応をしてきたが､ ムスリム女性

のベールの着用､ 勤務時間中の礼拝､ 食事や断

食については大きな摩擦とはなっていない

(���� ����	���
���2010)｡ また､ 言語や文

化が異なる外国人がケアの現場で働けるのかと

いう当初の予想とは反対に､ 就労開始後１年を

経て患者や入所者とのトラブルについて ｢あて

はまる・どちらかといえばあてはまる｣ と回答

したのは､ 介護施設では皆無あり､ 病院でも
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表２ インドネシア人候補者を受け入れての職場の変化１

病 院

施 設



10�7％である｡ なお､ 30％程度の病院・介護施

設で日本人スタッフとの人間関係で調整が必要

になったという点についてはさらなる調査が必

要であるが､ 調査票の自由回答には ｢候補者を

特別扱いせざるを得ないことから､ 他の職員か

ら不満が出るのではないかと思われる｣ という

意見があった｡

� インドネシア人候補者の評価
インドネシア人候補者の雇用に先立って､ 在

九州大学アジア総合政策センター【紀要】第５号

ケア特集

90

表３ インドネシア人候補者を受け入れての職場の変化２

病 院

施 設



日外国人を雇用したことがあると答えた病院は

35�7％､ 介護施設は47�4％に上るが､ ���以外

の在日外国人の場合､ 日本での滞在が比較的長

く､ 国家試験に合格しなければならないという

ハードルはない｡ その点､ ���による受け入

れは､ 日本語の学習と国家試験という２重の意

味で病院・介護施設にとっては負担である｡ に

もかかわらず､ 表４に見られるとおり､ 候補者

個人に対する評価は全般的に高い｡ 特に介護施

設においては､ 回答者の100％が､ 候補者に対

して ｢敬老精神がある｣ という設問に対して

｢あてはまる・どちらかといえばあてはまる｣

と答えている｡

なお､ 候補者が ｢辛抱強く業務にあたる｣ こ
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表４ インドネシア人候補者の評価

病 院

施 設



とについて ｢あてはまる・どちらかといえばあ

てはまる｣ と92�9％の病院が回答しているが､

�������	
������(2010) や��������(2010)

に報告されているとおり､ 本国では第一線の看

護師として働いていた候補者たちが､ 日本では

看護補助者としてしか働くことができないとい

う精神的なストレスについての配慮とモラルサ

ポートが必要であろう２｡

また､ 病院において ｢身体や病気に対する知

識がある｣ ｢身体介助の技術が高い｣ が他の項

目に比べて低く出ている理由については､ 今後､

インドネシアと日本の看護教育カリキュラムや

看護師の業務内容に関するより詳しい比較研究

を待ちたい｡

表５は､ ｢総合的に判断して､ 今般､ インド

ネシア人候補者を受け入れてみて､ 良かったと

思いますか｣ という設問に対する回答であり､

病院の75％､ 介護施設の77�7％が ｢受け入れて

良かった・どちらかといえば良かった｣ と回答

している｡ しかし､ 一方で20～25％の病院・介

護施設は ｢受け入れて良くなかった・どちらか

といえば良くなかった｣ と考えている点は見過

ごすことが出来ない｡ その理由については､ 候

補者個々人に対する評価もさることながら､

���のもとでの受け入れという制度に対する

批判も含まれていると考えられる (後述)｡

なお､ スピアマンの順位相関係数を用いて､

総合的な評価と候補者個人の評価との相関を明

らかにしたところ､ 看護師候補者を ｢身体介助

の技術が高い｣ (���386���0�05)､ ｢身体や病

気に対する知識がある｣ (���412���0�05)､

｢学習意欲が高い｣ (���492���0�01)､ ｢接遇態

度が良い｣ (���450���0�05)と評価している病

院ほど､ 総合的に判断して､ 看護師候補者を

｢受け入れて良かった｣ と回答する傾向がある

ことが明らかになった｡ また､ 介護福祉士候補

者を ｢性格が明るい｣ (���645���0�01)､ ｢辛

抱強く業務にあたる｣ (���494���0�05)､ ｢協

調性がある｣ (���887���0�01) と評価してい

る介護施設ほど､ 総合的に判断して ｢受け入れ

て良かった｣ と回答する傾向があることが明ら

かになった｡ このような病院と介護施設におけ

る候補者の資質に対する評価の差は､ 看護と介

護という仕事内容の差を反映しているものと思

われる｡

� 職場での日本語能力
本研究で回答を寄せた病院・介護施設のうち､
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表５ 総合的に判断したインドネシア人候補者の評価

２ 国際厚生事業団 (���	���) によれば､ 2010年度のインドネシア人候補者には､ 面接の際に日本の看護補助者はどのような業務が出来るのか

をインドネシア語によるパワーポイントで解説しているという｡ (2010年４月28日､ インタビュー)



候補者に日本語能力試験 (����) を受けさせ

たことがあると答えた病院は14�8％､ 介護施設

は52�6％であった｡ 看護師候補者のうち､ ����

の２級を取得しているのは２名､ ３級は６名で

あった｡ 介護福祉士候補者のうち､ ����の２

級を取得しているのは２名､ ３級は９名であっ

た｡ なお､ 日本語能力については就労を開始し

てから１年が経過した現在､ 70～80％の病院・

介護施設が日本人スタッフや患者・利用者との

会話は ｢できる・だいたいできる｣ と答えてい

るが､ 看護・介護記録作成については達成度が

低く､ 会話能力と読み書き能力の間には大きな

開きが見られる (表６)｡

� ���に対する意見
表７は���に対する意見を示している｡ 第

来日第１陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護施設に対する追跡調査 (第１報)
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表６ 職場での日本語能力

病 院

施 設



１陣のインドネシア人を受け入れた病院・介護

施設では､ 外国人のケアワーカーに対して門戸

を開放し､ 永住権を付与することについては全

般的に肯定的な意見を持っていることが明らか

になった｡ さらに､ 斡旋業務を民間に開放する

ことについては､ 介護施設の78�9％､ 病院の

82�1％が ｢反対・どちらかといえば反対｣ と答

えていることから､ 外国人看護師・介護福祉士

候補生の導入が政府間協定の一環であり､ 斡旋

等が政府機関によって行われることに対する一

定の評価を示しているものと考えられる｡

また､ 多くの病院・介護施設は半年間の日本

語研修では不十分であると感じており､ ｢ある

一定の日本語能力を候補者の応募条件にするこ

と｣ という質問に対して､ ｢賛成・どちらかと

いえば賛成｣ と答えたのは､ 介護施設では89�5
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表７ EPAに対する意見

病 院

施 設



％､ 病院では89�3％であった｡

� ���に基づく今後の外国人看護師・介護
福祉士の雇用について

2009年１月に行った調査では､ インドネシア

人候補者の配属が決まっている病院・介護施設

のうち ｢���枠組みで入国するフィリピン人

看護師候補者も受け入れる｣ と答えた病院は

73�9％であり､ ｢���枠組みで入国するフィリ

ピン人介護福祉士候補者も受け入れる｣ と答え

た施設は80％であった｡ しかし､ 表８によれば､

どのような形であれ ｢受け入れる｣ と答えたの

は最大で50％となり､ 受け入れ後１年を経て､

今後の受け入れについては再考する施設・病院

が相当数出てきていることを示している｡

なお､ スピアマンの順位相関係数を用いて､

受け入れた候補者に対する評価 (表５) と今後

の外国人看護師・介護福祉士候補者の雇用計画

(表８) を明らかにしたところ､ 第１陣のイン

ドネシア人候補者を ｢受け入れて良かった｣ と

答えた病院ほど ｢日本人看護師が不足している

かどうかにかかわらず受け入れる｣ (���641�

	
0�01)､ ｢今後も���枠組みでインドネシア

人看護師候補者も受け入れる｣ (���680�

	
0�01) と答えた傾向が高かった｡

また､ 同様に ｢受け入れて良かった｣ と答え

た介護施設ほど､ ｢日本人介護スタッフが不足

しているかどうかにかかわらず受け入れる｣

(���664�	
0�01)､ ｢今後も���枠組みでイン

ドネシア人介護福祉士候補者を受け入れる｣

(���626�	
0�01)､ ｢���枠組みで入国するイ

ンドネシア人看護師候補者も受け入れる｣

(���483�	
0�05)､ ｢���枠組みで入国するフィ

リピン人看護師候補者も受け入れる｣ (���463�

	
0�05)､ ｢���枠組みで入国する介護福祉士

候補者以外に､ 外国人の介護職も受け入れる｣

(���536�	
0�05)と答えた傾向が高かった｡ つ

まり､ 第１陣の候補者の受け入れに対して満足

度が高かった病院においては､ 今後も引き続き

インドネシア人看護師を雇用したいと考えてお

り､ 満足度が高かった施設においては､ 今後も

インドネシア人､ フィリピン人､ 在日外国人の

看護・介護職を雇用したいと希望しているとい

うことが明らかになった｡

来日第１陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護施設に対する追跡調査 (第１報)
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表８ EPAに基づく今後の外国人看護師・介護福祉士の雇用について

病 院



� 自由回答
回答をした介護施設や病院の多くが､ 日本語

学習と国家試験合格に対する現場の負担感を指

摘し､ 国からの支援を要望している｡ また､ 現

行の制度では今後の受け入れは困難であること

も述べられている｡

・インドネシアの審査時点で日本語能力をある

一定レベル確保してほしいです｡ 日本語の壁

は非常に大きく､ また教育する側にとっても

日本語・国家試験・就労や生活習慣について

など教えることが多すぎるため､ とても苦労

しています｡ ハードルを高くするというわけ

ではありませんが､ 来日してから困難さを知

ることとなり､ ３年で帰国を余儀なくされて

しまうと､ インドネシアでの看護師としての

キャリアをおいてきた候補者にとっても受け

入れ施設にとっても､ この協定に対するマイ

ナスイメージが膨らんでしまうような気がし

ています｡ (病院､ 看護副部長)

・インドネシア人介護福祉士候補者２人共に人

柄もよく､ 熱心であるが､ 今の介護現場で人

員ぎりぎりの中､ 国家試験対策や日本語学習

を支援するのは厳しく､ もう少し現場での勉

強等の負担をなくしてほしい｡ 国でもう少し

フォロー態勢を作り､ 国家試験への取り組み

がスムーズに行くくらいの日本語能力にして

もらいたい｡ (介護施設､ 介護係長)

・やはり一番心配なのは､ 介護福祉士国家試験

のことです｡ 現在､ 介護施設内に教育研修部

を立上げ試行錯誤やっておりますが､ 一発勝

負のプレッシャーがとても大きいです｡ (介

護施設､ 責任担当者)

・現在､ 当院では２名のインドネシア人看護師

候補者を受け入れ､ 指導しています｡ 模擬試

験を３回受けましたが､ 日本語の読解力が充

分ではなく､ 問題が多く､ 最後まで回答する

ことは出来ない様です｡ (中略) 実際は週に

２回午前中の勤務にして実務はしていません｡

週３回通学､ 午後からは日本語の勉強､ 教育

師長による国家試験問題の説明をしています

ので､ 病棟ではシーツ交換､ 入浴介助､ オム

ツ交換の業務以外携わる事ができない位､ 勉

強させています！！ 是非国家試験に合格し

てほしいと時間をさいていますが､ 当の本人

はのんびりしていますので､ 少し理解に苦し

んでいます｡ 私たちの期待を裏切らないでほ
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施 設



しいと思います｡ (病院､ 看護師長)

・���の内容を見直さない限り今後の受け入

れは難しいと思います｡ 将来の日本を考える

制度として検討してほしいです｡ 候補者か労

働者か曖昧なので､ マスコミ等も様々な角度

で報道するので誤解を招くこともありました｡

同時に介護職の専門性､ 地位を高める必要が

あります｡ 日本人で支えていければ一番いい

ですが｡ (介護施設､ 介護施設長)

・モデルとなるカリキュラムに沿って計画的に

出来れば少し楽になる｡ 今後のことは２人が

合格してから考えたい｡ (記録に関する以外

は) 実際､ 看護補助者としては病棟勤務でき

ている｡ 緊急時の判断､ 習慣の違いなど不安

は残るが､ 国家試験問題で問題を読んであげ

れば80～90点の範囲内になっている｡ コミュ

ニケーション場面で､ 老人の方言が難関を示

している｡ スタッフは意識できるが､ 利用者

は難しい｡ (病院､ 看護部長)

・国立病院などは受け入れを義務づけて､ 国と

して研修のモデル等を作ってほしい｡ ただで

さえ民間の医療機関は看護師不足になってい

るのに国立等が看護基準を上げると人は流れ

てしまう｡ 10年後はこの地区の高卒者の人数

は今年の３／４になる｡ こうなった時の看護､

介護の担い手が不足してくるのは予想がつく｡

今のうちに､ しっかりしたシステム作りをし

てほしい｡ (病院､ 人事課長)

・我が国の看護師､ 介護福祉士の専門性は世界

に誇れるものであると考えております｡ しか

し､ その専門性を追求するばかりに外国の方

をただその専門性に近づけていくことだけを

現在のプログラムでは考えているような気が

します｡ やはり将来の人材不足を見据えて受

ける側としてもう少し柔軟に対応していくべ

きだと思います｡ 各国の教育状況等をふくめ

最初に在留期間をふくめたプログラムの再編

を期待します｡ 揺るぐことない軸をしっかり

と作り､ 将来性を感じることが���には必

要だと思います｡ (病院､ 事務長)

４. 結論
インドネシア人看護師・介護福祉士候補者が

日本全国の病院・介護施設に配属になって１年

以上が経過した｡ この間､ 候補者たちは日本で

の生活や就労に適応しながら､ 慣れない漢字や

国家試験と格闘してきた｡ また､ 病院・介護施

設では候補者と向き合い､ 試行錯誤を重ねなが

ら､ さまざまな人的・物的・精神的な支援を行っ

てきた｡

本調査で明らかになったのは､ 第１に候補者

たちが医療や福祉の現場に与えたポジティブな

影響である｡ 表２に見られるとおり､ 病院・施

設共に候補者を受け入れたことで ｢職場の活性

化｣ ｢異文化理解｣ ｢コミュニケーション能力の

向上｣ 等の変化があったことを認めており､ 半

数以上の施設では ｢入所者がいきいきとしてき

た｣ ことを指摘している｡ さらに､ 当初心配さ

れていた ｢患者・入所者とのトラブル｣ は介護

施設においては ｢あてはまる・どちらかといえ

ばあてはまる｣ と回答したのは皆無であり､ 病

院でも10�7％という低い結果となった (表３)｡

また､ 今回､ 候補者の受け入れに対して満足度

が高かった病院・介護施設共に､ 労働力が不足

していなくても､ 今後も外国人看護・介護職を

受け入れると答えている｡

しかしながら､ 第２に指摘されるのは､ 受け

入れ側の負担感である｡ 国家試験合格と日本語

教育というこれまで病院や介護施設ではほとん

ど経験したことがない仕事が急増した結果､ 今

後の受け入れに関しては逡巡するケースが見ら

れる (表３､ 表８)｡ 実際､ 2010年度は昨年度

に比べて受け入れを希望する病院・介護施設は

60％になっている(���	
�������2010)｡ 多く

の病院・介護施設では半年間の日本語研修では

不十分であると感じており､ 90％近くが ｢ある

一定の日本語能力を候補者の応募条件にするこ

と｣ を要望している｡

第３に､ 短期的な評価以上により重要なのは､

自由回答で指摘されているとおり､ いかにして

この���の経験を将来の人材確保につなげて

いくのかという長期的なビジョンに基づいた制

度設計の必要性である｡ ケアのグローバル化は

世界的な傾向であり､ 先進国のみならずアジア

����においても少子高齢化の進展と共にケア

人材の確保は大きな課題となっている｡ 急速な

来日第１陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護施設に対する追跡調査 (第１報)
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高齢化と生産労働人口の減少を前に医療・介護

分野における外国人の受け入れに関する議論は

活発化しており､ ���による受け入れの経験

をどのようにして将来の移民政策､ 社会保障政

策､ 労働政策へと展開していくことが出来るの

かが､ 今後の政策的な課題であろう｡ 本調査結

果から指摘できるのは､ 候補者に国家試験合格

を求めるのであれば､ 配属になる前の候補者た

ちの日本語のレベルを一定程度確保する必要が

あるということである｡ さらに､ 送り出し国と

も連携をしながら､ 看護や介護人材を養成する

ためのカリキュラム開発などの長期的な取り組

みも必要となってくる｡ ���による人の移動

を持続可能なものにするためには､ 外国人ケア

ワーカー導入によるポジティブな面を強化し､

ネガティブな点を緩和するような政策が求めら

れており､ 受け入れ側と送り出し側の双方にとっ

てメリットがあるような制度設計がなされなけ

ればならない｡

＊本研究は､ 九州大学教育研究拠点形成プログラ
ム ｢日本の労働市場開放をめぐる国際社会学的
研究 介護・看護分野を中心に｣ (2007～2009
年度) (研究代表：大野俊)､ 科学研究費補助金
基盤研究� ｢経済連携協定に基づく外国人看護
師の国際労働力移動と受け入れシステム構築に
関する研究｣ (研究代表：平野裕子､ 課題番号
21390166) 及び科学研究費補助金基盤研究 �
｢介護労働の国際移動と異文化間介護 東南ア
ジアからの介護労働者の参入をめぐって｣ (2009－
2011年度) (研究代表：小川玲子､ 課題番号
21530534) によって行われた研究成果の一部で
ある｡ 本稿の内容の一部は ｢東南アジアから日
本へのケアワーカー移動をめぐる国際会議
政策担当者と研究者との対話｣ (九州大学アジア
総合政策センター主催､ 2010年２月､ 福岡市)
において報告された｡
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