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韓国における保健・医療・福祉の連携の現状
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論文要旨　日本と韓国は同じ東アジアに位置し，地理的条件，歴史，文化，宗教など関わりの深い国である。

韓国は日本と同様に，欧米諸国に比べ非常に速い速度で高齢化が進行している。

　このたび韓国全羅南道光州市東区の老人福祉会館，保健所及び保健師の在宅訪問事業の現状を研修する機会が

得られた。韓国全羅南道光州市東区の保健・医療・福祉の連携の現状を学ぶことには，日本の保健・医療・福祉

の連携を再考するうえでの示唆を与えてくれるのではないかと考える。
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■　韓国高齢化社会の現状

　韓国と日本は同じ東アジアに位置し，地理的条

件，歴史，文化，宗教など関わりの深い国である。

韓国は，欧米諸国に比べ非常に早い速度で高齢化

が進行し，国連のいう65歳人口が総人口の7％か

ら14％に達するまでの時間は，日本の経験よりも

短いだろうという推計がある。韓国の人口構造は，

1970年頃には急激な人口増加を迎え，日本と類似

した社会構造変化を呈し非常に共通した点が多い

国といえる。

　戦後韓国ではなによりも経済発展が優先され，

産業化や都市化によって生じた社会的問題，福祉

対策は国家政策の周辺領域の問題として扱われて

きた。韓国政府は福祉財政の拡充を課題としなが

らも，まず民間活力の導入，地方自治制の推進，

ボランティアの活用によって福祉財政の制約的状

況に対処し，さらに伝統的家族倫理や地域の共同

体意識を強化することで，家族や住民の相互扶助

に基づいた問題解決の在り方を国民に求めてきた。

しかし，韓国工業化の影響は，農村部の都市への

人口流出を促進させ，家族の離散を招いている1）。

日本が経験した高齢化社会の問題をさけて通れな

い状態をみせている。

　OECD（Healthdata1998）の調査によると，韓

国における1996年の男性平均寿命は69．6歳，女性

の平均寿命は77．4歳である。これが1997年には男

性70．56歳，女性78．12歳と年々延長している。

　また痴呆性老人推計（韓国統計庁1996）によ

ると，2000年には痴果老人比率が5．0％になると

推定していたが1年後の韓国保健社会研究院“痴

呆管理マッピング開発研究”（1997）では，痴呆

老人比率（2000）は8．3％に修正されおり，急速

な高齢化に伴い痴呆性高齢者が増加している。

　韓国の人口は2001年7月現在，総人口47，904，370

人（人口増加率0．89％），65歳以上高齢者3，483，417

人（男性1，352，312人／女性2，131，105人），高齢化

率7．27％である。

■　韓国高齢者の健康状況

　韓国の「全国老人生活実態・福祉欲求調査」（1998）

の性別慢性疾患有病率によると，高齢者は，神経

痛，関節炎や高血圧の既往をもつ人が多い2）。

　日刊紙「中央日報」（1999．04．15）韓国農漁村

地域調査報告は，ソウル大学呉教授チームと大韓
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公衆保健協議会が農漁村成人男女5，567人（1996

年）を対象に高血圧について調査し，農漁村地域

では高血圧等の慢性疾患が非常に深刻な問題になっ

ていると指摘し，今後の慢性疾患の管理の必要性

を訴えている。

　また，韓国保健福祉白書（1998）の概要では，

65歳以上高齢者の80％以上（1995年度）の人が，

義歯に依存する状態であり，義歯の定着率は38．5

％であった。

　日刊紙「文化日報」（1999．10。14）では，韓国

福祉財団がソウル・京畿地域に居住する65歳以上

の高齢者に行なった調査で、125人のうち一人暮

らし老人の42％が国家から受けている医療サービ

スに満足していないと回答している。また88％の

高齢者が病気を持っていると答え，その内訳は神

経痛・関節炎55．5％，高血圧10．9％，慢性頭痛7．2

％の順であった。彼らが必要とする補助器は眼鏡

25．6％，入れ歯18．8％，補聴器18．8％の順であった。

　韓国全羅南道光州市東区の健康状況について筆

者は，広島修大論集第42巻第1号（人文編）にお

いて報告しているが，高齢者の自己申告による慢

性疾患の既往は，第1位腰痛，第2位歯周病，第

3位高血圧であった3）。

■　韓国の老人福祉

　韓国の老人福祉対策は，「老人福祉法」（1981年）

が制定されるまで，独自の法的根拠をもたないま

ま，1961年に制定された「生活保護法」によって

実施されていた。その後「老人福祉法」（1989年）

が全面的に改定され，老人福祉サービスとして老

齢手当の支給・老人亭，敬老堂等老人共同作業所

の設置，老人能力銀行，シルバー銀行の支援，無

料診察制度の改善，療護施設の増設，一時保護示

範事業，鉄道の市内敬老優待制，在宅老人のホー

ムヘルパー制などが進められた4）。

　1991年に「高齢者雇用促進法」（内閣労働部）

が制定され，1993年には在宅老人福祉サービスが

制度化された。ホームヘルプサービス事業，ショー

トスティ事業，デイサービス事業がある。サービ

スの費用は，受益者負担を原則とし，生活保護対

象者は無料である。しかしながら，高齢化社会に

突入したばかりの韓国の在宅老人福祉サービスは

日本と比べると，まだ緒についたばかりの段階と

いえる。この社会福祉サービスを担う社会福祉施

設職員の総数は，保健福祉部（1996）の集計によ

ると1万888人である。この社会福祉士登録制度

は，日本より4年早い1984年から施行され、登録

者数（1996）21，244人になっている。1998年末に

は，社会福祉士である社会福祉専門委員3，000人

が邑，面，洞の事務所に配置され，老人，障害者，

低所得者層などに専門的福祉サービスを提供して
いる5）。

1．光州市東区の概要と福祉現況

1）光州市東区の概要

　光州市は，全羅南道に所属し光州市以外に務安

郡・長興郡・康津郡・霊厳郡からなっている。光

州市の行政組織（1999．12）は，東，西，南，北，

光山区の5区と85洞に分割され，人口（1999．12

月現在）は，1，359，646人（男性675，703人／女

性683，943人）である。前年に比べると1．3％の

増加率である。総世帯数は，420，898世帯，昨年

より8，942世帯増加し，1世帯当たりの人口は3．2

人，世帯増加率は人口増加率より高く2．2％になっ

ている。東区，南区は人口が減少し，西区で7．6

％，光山区で2．9％，北区で0．8％増加している。

65歳以上の高齢者人口は73，511人，高齢化率5．4

％である。老人福祉会館は，本庁，東区，西区，

南区，北区の5ヶ所にあり，老人大学をはじめと

する趣味生活，一般教養，図書室，会議室など高

齢者の福祉活動に活用されている。また，光州市

には敬老堂が684ヶ所ある。農村地域人口の都市

流入と，郊外周辺地域の大規模な共同住宅建設に

よる新都市化が，都市の広域化と農村部の過疎化

現象を起こしている。

　光州市東区の人口動態（2000）は，人口123，647

人（光州市の9％），42，237世帯，65歳以上人口

は10，084人（男性4，015人／女性6，069人），高齢

化率8．2％である。東区は，行政，金融，商業，

交通など湖南の核心的な役割を担い，ホテル，総

合病院，大学など大都市の主要機関及び施設が密

集している。

2）光州市東区の福祉状況

　東区の福祉事業には，老人福祉会館，敬老堂

（活性化事業・伝統文化教室・無料昼食提供），

愛の食堂運営などがある。

　この老人福祉会館は，高齢者達の健康と老後生

活支援のために，1997年5月建立された。財団法

人韓国大学生宣教会が東区より依託され運営して

いる。老人福祉会館には，現在600～700人の高齢

者が登録し，昨年からモデル事業として，5～6ヶ
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所の敬老堂を選び老人福祉会館の老人レクリーショ

ンプログラムの指導を行い，敬老堂の活性化に向

け努力している6）。事業内容として，老人文化セ

ンター，老人全人健康センター，地域福祉センター

が組織化され活動している。

　老人文化センターでは，老人大学・老人自治会

活動・趣味教室・講演及びセミナー，ボランティ

ア団・敬老大祭り・老人慰安祭り・母の日記念老

人愛の祭りが企画され，利用費は無料である。現

在利用登録者は600～700人，日常生活自立度はJ

ランクからAランクのレベルの高齢者達が利用し

ている。

　老人全人健康センターでは，総合相談・無料法

律相談・物療治療室・体力鍛錬室・専門医招待無

料診療・家庭奉仕員派遣事業・挙動不便低所得在

家老人食事配達事業・愛の週間保護センター・愛

のホスピス・美容室・お風呂サービス・愛の食堂・

幸福な人生作りなどの活動を実施している。

　福祉会館にある診療所，リハビリ室には，医師

2名，看護師4人，物理治療師2名の職員が配置

され，診療費は1，500ウオン（美容院の利用は2，000

ウオン）と有料であるが，福祉と医療が連携した

高齢者の福祉サービスが行なわれている注1）。

　地域福祉センターでは，貸与サービス・愛の下

着お配り・愛の杖お配り・大学生実習・副就業及

び斡旋事業・国際文化交流・後援の日・敬老堂活

性化事業・職員教育・施設見学・広報及び出版な

どの活動を実施している。

　この施設を利用する高齢者は，趣味の会や老人

大学に参加すると同時に，診療所に予約しておく

と，診察の順番を知らせてもらうことが出来る。

この趣味の教室は，2回／週開催している。日常

の活動は，高齢者のグループリーダーを中心に運

営し，スタッフはサブリーダーの役割を担ってい

る。高齢者がグループ行事を企画した場合は，1

人500ウオン～1，000ウオンの会費を徴収している。

昼食の無料サービスには，ボランティアが3～4

人，盛り付けに協力し，登録ボランティア500人

が高齢者を支えている注2）。

　敬老堂は，老人達の安楽な休息，余暇空間を提

供して寂しさを解消する施設である。敬老堂は居

住生活圏を中心に74ヶ所ある。1995年～2001年8

月までに敬老堂を住宅密集地に9ヵ所の建設し，

47ヶ所を改築・補修し，現在2，750人の高齢者が

利用している。

　伝統文化教室では，老人達が蓄積してきた知識，

経験，技術を活用し青少年に伝統文化を伝承する

地域社会奉仕を実践している。事業内容は夏・冬

休みを利用し，講師として史学家，文人，教師出

身らがボランティアで教えている。これらの伝統

文化教育を通して，高齢者達の社会的役割及び高

齢者イメージを高め，青少年の健全な価値観を養

う効果を期待している。日本においては，従来公

民館活動の一環として実践されているが，近頃は

学校（教育現場）と地域の連携として推進されて

いる。

　また，敬老堂は伝統文化教室以外にも，保健所

の検診などに活用されている。保健所の健康教育

チームには保健婦と栄養士が専属に配置されてお

り，敬老堂を巡回し高齢者の健康を維持するため

に，健康情報の提供や老人性疾患及び食生活につ

いての知識などを中心に老人健康教室を開催して

いるQ
　韓国の老人福祉政策においては，住居生活圏を

中心とした敬老堂の拡充事業が推進されている。

この「敬老堂」は，住民コミュニティー施設とし

て利用され，高齢者の安楽な休息及び余暇用の空

間を提供するための施設である。1969年創立され

た大韓高齢者会の下部組織に入り，親睦や社会奉

仕などの事業などが行われている。敬老堂の利用

状況は，夏季はチョンジャという日本の東屋風の

建物に，高齢者が自発的に涼をとりにくる。冬季

は，敬老堂の男女区別された4～6畳程度の広さ

の部屋に集う。

　この他に敬老堂は，保健所の検診にも利用され，

高齢者の生活の拠点として定着しつつある。今後

は敬老堂における老人大学，趣味など，生涯教育

の内容を充実していくことが課題となっている。

■　光州市東区保健所の活動状況

　韓国においても，生活習慣病や高齢者に特有な

疾患を早期に発見し，健康指導及び保健教育に力

を注ぎ高齢者の健康増進を図っている。高齢者の

社会参加を促進するために，老人余暇施設の拡大，

老人地域奉仕指導員制度の導入，地域社会におい

て高齢者の経験と識見が活用できるような施策を

展開している。

　高齢者を対象に1985年から健康診断を実施して

おり，1998年には健康診断項目も追加された。保

健所では，高齢者の検診率を向上させる為に，敬

老堂を利用した巡回検診を実施している。その他
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にも敬老堂を訪問して，保健教育事業や老人性疾

患管理事業を行い1次予防に努めている。

1．保健所の機能・設備

　保健所の廊下には，多くの人が診療の順番を待っ

ている。診療室，レントゲン室，リハビリセンター，

歯科治療室，健康教育室，痴呆相談室，臨床検査

室などがある。隣接して精神科のディサービスセ

ンターがあった。保健所が持っている医療設備は，

まさに病院の機能そのものである。歯科治療室に

は治療台が3台準備され，子供が歯科受診に来た

ときは，歯磨き教育を同時に行なっているという。

健康教育室には，常勤の保健婦・栄養士がそれぞ

れ1名づつ専属に配置されている。講義ができる

研修室には，食事モデルセットなどが展示され，

図書なども自由に閲覧できるようになっている。

健康教育プログラムは多数準備されていた。リハ

ビリセンターは，保健所以外に2箇所ある。痴呆

相談専門員4人が配置され（研修を終えた保健師），

相談室には相談用パソコンが6台導入されていた。

この保健所には48人の保健師が働いており，保健

師は在宅訪問事業にも積極的に取り組んでいた。

2．保健所の検診状況について

　東区住民の健康検診は40歳以上の者に対して1

回／2年実施し，低所得者に対しては1回／年，老

人保健対象者には1回／年実施している。医療保

険を持っている者との重複が起こらないように留

意している。病院で検診を行った人のデーターは，

情報システムにより保健所でも把握できるように

なっている。さらに，高齢者がこの保健所に検診

に来ることは難しいので，保健所から各地区の敬

老堂に出向き検診を行っている。

　韓国の高齢者は日頃敬老堂を利用しているが，

男女がおなじ席につくことがなかった。敬老堂の

検診に集まる高齢者の男女検診差を確認したとこ

ろ，事前に通知しているので検診率の男女差は起

きていないとのことであった。最近はこの移動バ

ス検診を利用する高齢者が増えてきている。

　定期検診の内容は，胸部レントゲン，血圧測定，

検尿，血液検査（貧血・肝機能・高脂血症），ガ

ン検診（胃ガン・子宮ガン・乳ガン），肺ガンと

大腸ガンは希望者のみ実施している。骨密度測定

も希望すれば受診できるが，光州市に1ヶ所しか

ないのでチケットを発行し，重複検査が起こらな

いように配慮している。

3．保健所保健師の在宅訪問事業の紹介

　光州の保健師は在宅訪問を積極的に行なってい

る。保健師の活動を理解して欲しいと光州市東区

の訪問保健師郭JUNGMIさんの「明るい世の
中が美しいです」と題した訪問ケースを紹介する。

このレポートは姜絃周氏の翻訳により一部筆者が

編集している。韓国の地域社会においては，まだ

まだ保健師の訪問活動を高齢者に理解してもらう

ことは難しい状況である。この事例から現在の韓

国の訪問事業をより理解することができる。

《事例》「明るい世の中が美しいです」

　郭JUNGMIさん
　訪問保健事業という言葉は，その言葉の通りに

地域社会の家庭を訪問して，その家庭の健康問題

を診断し，必要とした保健サービスの提供，家族

の健康を維持・増進させる保健医療サービスのこ

とです。そのためには難しい事も多くあります。

はじめて家庭を訪問すれば外販員や，教会の広報

にやってきた人だと誤解され，門を開けてもらえ

ない場合や詐欺団と誤解され，保健所に確認され

る場合も少なくありませんでした。

　私がこれから紹介する事例は，非常に断片的な

為に，訪問保健事業のあらゆる活動をお見せする

ことにはならないだろうと思います。しかし，世

の中が暗かった一人のおばあさんが，いまは特別

な健康上の問題もなく，楽しく過ごせるようにな

り，援助下さいました皆さまに感謝申し上げます。

多くの区民らが，訪問保健事業の恩恵を受けられ

るようになることを切実に願い，紹介します。

　ある夏日の午後，古くなった韓国式屋根の小さ

な小屋の門を開あけると，額に玉の汗を浮かべな

がら，おばあさんは疲れた声で私を出迎えた。こ

の私が懐かしいお客であることが判ると，明るい

軽快な微笑に変わった。そして私たちは懐かしく

手を握った。

　おばあさんと私は1996年からの訪問保健事業で，

縁を結ぶようになり，いつのまにか4年目になり

ました。お互いに頼る孫娘とおばあさんみたいな

親密な関係になっている。おばあさんは自活でき

ない保護対象独居老人で，子どもはなく養子だけ

が時々立ち寄って，安否を伺う孤独な75才の高血

圧を持つ老人です。

　私は2週に1回程度訪問しながら，おばあさん

が必要とする血圧管理，家事助け，健康相談，友

人の役割など各種保健サービスを提供しています。
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1998年5月頃，おばあさんが視力低下を訴え，管

内にある連携病院光州眼科に診療した結果，両眼

とも白内障という診断を受けた。手術をしなけれ

ばならないという状況でした。

　当時おばあさんは，韓国の金融危機（IMF事

態）で収入がなくなった養子の経済的援助を受け

られなくなり，困り果てていました。手術費の用

意から手術後の看病までも心配でした。幸い光州

眼科では，おばあさんの事情を知り，まず状態が

より悪い右側の目の検査及び手術と外来診察など

をとても低価で提供して下さいました。手術後は

毎日外来治療と看病問題を公共勤労事業で推進し

ました。家事コンパニオンの助けを受けて無事に

終えることができました。…略…

　最近保健所を訪問なさる方達は一様に保健所が

変わったことに驚かれます。「多くの区民がこの

ことを知ると，助けを必要とする人達で一杯だね」

といって下さいます。そうです。保健所はこれか

ら区民が必要とする，なくてはならない保健機関

になりました。そのなかでも訪問保健事業は，す

でにお話ししたように保健所事業の中核事業になっ

ています。私達保健師が保健所の顔です。東区役

所の顔です。しかし，どんなに親切な態度や笑顔

であっても，相手が必要とする保健行政サービス

が提供できないのであれば，それは中身のない親

切にしかならない。

■　高齢社会における保健・医療・福祉の連携

　21世紀の健康政策において，疾病の1次予防に

取り組む，健康づくり対策が重要となってくるが，

これらは医療・保健・福祉の連携があって初めて

効果を発揮してくる。

　高齢社会が引き起こす様々な問題を解決してい

く為に，従来の行政指導優先型から市町村行政の

役割を強化した地域密着型福祉へと変換している。

　折茂肇は，21世紀の高齢者医療において必要な

ことは，地域連携システムを構築し「長期療養の

必要な高齢者の面倒は地域全体でみる」という基

本的な立場にたち，開業医・病院・福祉施設がそ

れぞれの役割分担を明確にし，お互いが連携して

いくことであると述べている7〉。また，遠藤英俊・

三浦久幸らは，21世紀における在宅医療の今後に

おいて，在宅リハビリ，通所リハビリの重要性，

地域連携，ネットワークの形成，病診，検診連携

の必要性をあげ，医療は福祉サービスとの連携が

重要であり，今後はこれら医療・福祉サービスが

有機的に連携をとり，いまの医療体制が福祉医療

体制へと大きく変革する必要を訴えている8〉。

　これまで経済を優先としてきた日本と韓国は，

よく似た戦後を送ってきているので，韓国の保健・

医療・福祉の連携がどのように営まれているか学

ぶことは意義深いものであった。

　折茂肇のいう「福祉医療体制」とは，韓国光州

東区の老人福祉会館の組織と活動状況が比較的近

いのではないだろうか。光州市東区にある老人全

人健康センターの活動がこれにあたる。

　老人福祉会館には，短期保護，在宅訪問24時間

サービスを実施する通称Aタイプとデイサービス

を中心とするBタイプの2通りある。この福祉会

館はBタイプであったが，地域の二一ズに応える

為にAタイプの活動を附加している。在宅訪問ポ

スピスには，家庭ホスピスの専門員としての教育

を受けた約30人のスタッフを配置している。

　老人福祉会館の職員は，このような施設サービ

スを知らない，1人暮らし高齢者や低所得高齢者

の掘り起こし作業の為に60歳に達した高齢者の自

宅を訪問し，老人福祉会館利用の登録意志を確認

している。

　韓国の老人福祉会館は，行政からの委託事業と

施設独自の活動を組み合わせて，福祉と医療の連

携を積極的に行なっており，この連携のマネージ

メントを看護職の副館長が担っていた。この施設

の館長は，今後の高齢社会を見通した在宅看護サー

ビスとして「ホスピス」に重点をおいていること

を強調している。福祉と医療の連携施設として，

老人福祉会館は地域のキーマンとなり，高齢者の

活動性を高める社会的活動と健康管理を同時に実

践しているのである。韓国のこのような実践活動

は，日本の保健・医療・福祉の連携を再考するう

えでの示唆を充分提供してくれる。

注

注1）韓国医療保険制度の動向

　　　2000年1月から医療保険の統合が推進され，2001年7月には，年金，医療，労災，雇用などの
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　　　社会保険制度が確立した。韓国の医療保険制度には職場保険，地域保険，公務員・教員・軍人な

　　　どが加入する公務員・教員保険の3種類がある。保険料の算出方法は三者三様であるが，本人負

　　　担額の割合は共通している。自己負担額率は，総合病院・病院の外来では55％～40％，入院では

　　　20％とかなり高負担率である。医院では12，000ウォン，70歳以上高齢者は，2，100ウォンの負担に

　　　なっている。保険給付期問は，1997年270日，1998年300日，2000年以降は制限枠が撤廃されている。

　　　　医療費高負担と給付期間の制約によって，診療件数の増加を抑えているが，医療保険制度の分

　　　立運営の非効率性と非合理性により医療保険制度は赤字の危機にある。とくに，地域保険に加入

　　　している農漁村地域の被保険者には，低所得者と診療利用度の高い高齢者が多いからといわれて

　　　いる。政府は保険間の不均衡を是正するために，保険財政の50％を占める国庫負担額から，97年

　　　度は20％，98年度には25％をそれぞれの地域の所得水準と高齢化率を勘案して金額を支給してい

　　　る（株本1998＝130－31）。

　　　　1963年制定された医療保険法は，1970年に一部改正，1976年には全文改正，以後5次改正を経

　　　ている・1998年10月1日に公務員及び私立学校教職員医療保険を統合（改正，1999年，法律第6093

　　　号）し，2002年1月には職場医療保険を統合し，一元化された国民健康保険法を施行する予定で

　　　ある。（慎墜重2000二214－15）

注2）この福祉会館は，日本のデイサービス・デイケアセンターに，診療所，ホスピス，在宅支援事業

　　　所の機能を持たせた，医療と福祉が合体した施設である。老人福祉会館にあった老人物療治療室

　　　は東区の他に2ヶ所あり，65歳以上高齢者を対象として無料診療である。超音波治療器25種，理

　　　学療法士が2名配置され，温シップ，電気療法，深部温熱療法，運動療法などである。物療治療

　　　の効果により，高齢者の社会活動参加を可能にすること。老人性疾患の早期治療と予防で健康な

　　　老後生活を支援していくことである。

　　　　東区の無料昼食提供は，1996年7月から開始されている福祉サービスである。74ヶ所の敬老堂

　　　（1日平均1，112名）で毎週2～3回実施され，外食業者から愛の弁当が届けられている。事業効

　　　果として，高齢者の健康推進，敬老孝行の社会雰囲気の高揚，無料昼食会を契機にして敬老堂活

　　　動の活性化をはかっている。

　　　　東区老人福祉会館においても低所得者を対象とした「愛の食堂」がある。教会，老人福祉会館

　　　を利用し，1日4ヶ所340人に毎日昼食を無料提供している。低所得住民密集地域を対象に，昼食

　　　を食べない高齢者に無料で昼食を提供している。この活動にはボランティアが参加している。事

　　　業効果としては，低所得高齢者の疎外感の解消，老人健康維持などをあげている。
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