
【セッション２（基調講演）】 

      「ベトナムにおける介護士育成の今後と現状」               

ファム デュック ムック氏（ベトナム看護協会会長） 

 

ベトナム看護協会会長を務めておりますファム デュック ムックと申します。この度は貴重なセミナーに登

壇させていただきありがとうございます。関係者各位に御礼申し上げます。 

私も EPA 候補者来日の交渉団メンバーとして参加させていただきました。今日は「ベトナムにおける介護士

看護師育成の今後と現状」をテーマにお話しさせていただきます。 

 

 

 

 本来、ベトナム語では介護士にあたる人

のことを HoLy（ホーリー）呼んでいます

が、ここではNhan vien cham soc(介護士）

という言葉をあえて使わせていただきま

す。 

 今回話すテーマは３つあります。一つは、

現在の高齢者の現状。次に今後の課題。そ

して３つ目がベトナム人介護士育成の現

状についてです。 

  

 

 

 

 まずは「ベトナムの高齢者基礎情報」についてお話しさせていただきます。2019 年の国勢調査によりますと、

ベトナムの人口は約 9600 万人。世界では 15 番目で、東南アジアではインドネシアやフィリピンに次いで３番目

に多い数になります。 

 ベトナムの高齢者保護

法では高齢者は 60 歳以

上と定義されております。

これに基づくと、2019 年

の時点で高齢者は 1100

万人以上、総人口の

11.8％を占めています。

世界の基準に合わせて

65 歳以上と定義すると、

740 万人ほど。総人口の

7.7％となります。 

 平均寿命は 73.6 歳で、

男性が 71歳、女性が 76.3



歳です。世界の平均寿命より、1.6 歳ほど高くなっています。ベトナムは、“世界で最も高齢化が加速している 10

カ国”のうちの一つに数えられています。専門家によると、「高齢化社会」（高齢化率が７％の社会）から、「高齢

社会」（高齢化率が 14％の社会）に突入するまでおよそ 100 年かかると言われていますが、ベトナムの場合はわ

ずか 20 年で「高齢社会」になってしまいました。 

 ベトナム人はまだお金持ちになっていないのに高齢化社会に突入してしまっている、とも言われます。また都

市化も全国的に急速に進んでいます。都市部の人口は現在、34.4％を占めています。農村部の人口は 65.6％。そ

して高齢者の 68％が農村部に住んでいます。さまざまな統計がありますが、およそ 72.3％の高齢者が家族と住

んでいます。注目すべきは、そのうち 22.4％が貧困家庭であることです。 

 

 

 

 

 

 

 ベトナムの人口は、2011年から

2019 年まで年平均 100 万人増え

ています。平均増加率は 1.14％で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、ベトナムにおける高齢者

（60歳以上）の割合はおよそ12％

ですが、2038 年には 20％以上に

なると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 



 次に、ベトナムの高齢

者介護の課題についてで

す。 

 慢性疾患の増加につい

てですが、2016 年にソッ

クソン地方において 610

人の高齢者からアンケー

トを取ったところ、多く

の方が高血圧や糖尿病、

COPD（慢性閉塞性肺疾

患。気管支炎や肺気腫な

どの呼吸器系の疾患）、栄

養失調、うつ、白内障な

どなんらかの疾患にかか

っていました。高齢者一

人平均、６から７の疾病

を抱えていました。 

 

 

 高齢者の多重疾病は、

高齢者の自立と ADL（日

常生活動作）を低下させ

るため、介護や介助が必

要となります。 

 また医療費も増加して

います。高齢者は若者の

７～10 倍の医療費がか

かっています。特に高齢

者の投薬量は、国内で消

費する 50％を占めてい

ます。 

 しかしベトナムの高齢

者施設は不十分です。数

が非常に少なく、施設入

居の費用負担額も大きい

です。文化、習慣的な問

題から利用者数が少ない、という面もあります。 

 ベトナムは日本と違い介護士はおらず、看護師しかいません。またその数も少なく、看護師は人口１万人に１

人しかいません。そのため、看護師の負担も非常に大きくなっています。東南アジアエリアでは、１万人に 12人

ほど看護師がいると言われるので、この問題はベトナムにおける非常に大きな課題となっています。 

タイと比較するとベトナムの看護師数は半分ほど、日本と比較すると 7分の１か 8 分の１ほどです。職業の認

知度も低いのが現状です。 



 高齢者介護士育成の現状を

お話しします。 

 介護職は英語ではCaregiver

ですが、2009 年の EPA 構想

を導入した際には、ベトナム

にはまったくその概念があり

ませんでした。一番近い職業

は何かという話題になり、そ

の時に「ホーリー」が近いとさ

れたため、「介護士＝ホーリ

ー」となっています。 

 上の表は、一般教育や教育

カリキュラムなど９つの内容

で、ホーリーと今後導入して

いきたい介護職（Caregiver、

Nhan vien cham soc）を比較し

たものです。一般教育で見ると、ホーリーには規定がありません。介護士は 12 年課程、高校卒業が求められて

います。職業訓練、教育カリキュラムはホーリーにはなく、介護職には２年間あります。職場は、ホーリーの場

合は病院ですが、介護職は病院も介護施設もあります。主な仕事は、ホーリーは病院の掃除ですが、介護士は高

齢者の介護・介助業務になります。 

 仕事の性質も、ホーリーは一般労働と考えられていますが、介護士は技術や知恵、心が必要な仕事となります。

またホーリーの上司は看護師になりますが、介護士の場合は介護管理者、日本におけるケアマネージャーがあた

ります。またホーリーの需要は少なくなっておりリストラもありますが、介護職は今後、病院だけでなく介護施

設などで需要が増えています。 

 

 ここまで、ベトナムには介護

職（Caregiver、 Nhan vien cham 

soc）がないと申していましたが、

2020 年に首相の決定でベトナ

ムの職業リストに追加されまし

た。これには、中級（レベル４）

と初等（レベル５）の２つの教

育レベルになります。 

 業務内容は、看護師や医療従

事者のサポートや、被介護者へ

の食事のケアや衣服の脱着、運

動のサポートなどです。衛生状

態の維持やマッサージ、担当の

医療者への状況報告なども含ま

れます。 

 これらの具体的な業務を明記

して認めることは、ベトナムにとっては日本の介護職の状況に一歩近づくことになります。大きな前進です。 



 

 しかし現在、ベトナム

においては国家レベル

の統一した教育カリキ

ュラムと教材がありま

せん。各学校や民間企業

がそれぞれ作成したも

のしかなく、「ホーリー

教育」「初等看護」「介護

教育」など、呼称もバラ

バラです。そして、内容

がホーリー教育に偏っ

ていることが多いです。 

 また、介護職を指導す

る専門家も不足してお

り、ほとんどが看護師経

験者から抜擢してシフ

トチェンジしている状

況です。メリットもありますが、そのために、介護士は看護師の下で働くものであるという誤解も生まれていま

す。 

 

 

 

 

 現状として、ベトナムの介護士（ホーリー）は高齢者介護の知識も技術も不足しており、離職率も高いです。

看護師を雇って高齢者介

護を任せるところがほと

んどで、職業観の違いから

離職する理由にもなって

います。看護師として教育

された業務と介護業務は

異なるためです。結婚を理

由に転職する人もいます。 

 早急に介護士（Nhan 

vien cham soc）としての職

業認定書を発行すること

が、ベトナムにとって今後

の重要な政策と言えるで

しょう。 

 



 

 最後に、ベトナム看護協

会が高齢者介護にどのよ

うに関わっていくかにつ

いてお話しします。 

 看護協会には、看護師の

ため、職業のため、地域社

会の健康のため、という３

つの使命があります。また

介護職が誕生することで

看護師の役割を軽減でき

ると考えています。ベトナ

ムは高齢化社会に突入し

ているので、介護士も看護

師と同じく重要な役割が

あると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 看護協会の役割として、

さまざまな普及活動も行

なっています。諮問機関

としてベトナム・日本

EPA 交渉団への参加、国

に対し介護士の仕事を認

定してもらうための提

案・提言、また日本の介

護専門家から知識を得る

ために国際会議やセミナ

ーを開催してきました。

高齢者介護の教育カリキ

ュラムや教材も、日本の

パートナーと一緒に作成

に向けて模索しています。

労働 傷病兵 社会省と保

健省に提出し、2022 年に

は全国に普及されるよう

期待しています。日本のみなさまにもご協力いただければ幸いです。 

 



 

これは労働 傷病兵 社会省職業教育総局との協力協定の写真です。右側の写真は日本側のパートナーとの写真

です。看護師、介護士に関する国際的なシンポジウムも開催してきました。 

ベトナムの看護師・介護士に関する広報は日本でもさせていただいています。EPA は今後のベトナムにおける

看護師、介護士として貴重な人材となります。 

今回はこのような場でお話しさせていただきありがとうございます。日本側の協力を期待しておりますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

【質疑】 

Q．ベトナムに民間の高齢介護施設はどれだけあるのでしょうか？ 

A．具体的な民間の高齢者施設数は把握していませんが、今後需要が増えてくるだろうと思われます。費用はさ

まざまなレベルがありますが、平均して月に 700 万ドンから 900 万ドン（日本円で 35,000 円から 45,000 円）く

らい費用がかかります。高級なところでは、月に 1500 万ドンかかります。 

 一般の方にこの費用は払えません。40 年間勤務して年金は 600 万ドンから 700 万ドンくらいなので、高齢者

施設に入れる状況にはありません。 

Q．介護という職業が認定されたのでしょうか？ また職業が認定されてどのような教育を受ければいいか、と

いうところまで決まったのでしょうか？ 

A．まだベトナムの職業項目の中に名前が挙げられているだけで、具体的にはこれからです。具体的な役割責任

や処遇、位置付けはこれからになります。これから整備に入ります。 

 

Q．ムックさんを中心に内容をつめていくということですね？ 

A．その通りです。医療省と協力して展開していきます。 


