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看護師の国家間移動と各国の受入れ状況 

(2015年 11月現在) 

 

近年、看護師の国家間移動が各国の労働状況に影響を与えています。国際看護師協会（International 

Council of Nurses：ICN)は欧米先進国を対象としたワークフォースフォーラム（International 

Workforce Forum: WFF）とアジアを対象としたアジアワークフォースフォーラム(Asia Workforce 

Forum : AWFF)を毎年開催し、参加国は各国の労働力に関する情報を提出しています。以下は各国から

提出された 2008～ 2015年の情報と、本会の収集したものを併せています。各国の外国人看護師の受入

れの状況を概観することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧 州 

○ アイスランド 

・外国人看護師の年間雇用状況（2013年）＊3 

  ポーランド、フィリピン 

・外国人看護師の就労への障壁 

  教育と言語（アイスランド語） 

 

○ アイルランド 

・外国人看護師の新規登録数(2014年)＊4 

EU諸国 367人 

その他 170人 

・外国人看護師の就労への障壁 

  長い勤務時間（39時間／週） 

  不十分な労働条件 

  人員不足 

 

 

 

 

 

 

各国の情報について 

○ 掲載は地域毎に 50音順 

○ 「外国人看護師」とは原文に“foreign nurses”と記載されているもの、「国外で教育を受けた

看護師」は原文に“foreign educated nurses”と記載されているものとします。 

○ 外国人看護師の出身国別人数、合計数は、2008 年～2015 年 ICNWFF 及び AWFF のプロファイル

に記載された情報に基づきますので、年間雇用数、登録者数、試験受験者数など国によって異

なります。 
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○ イギリス 

・1990年初頭は 10人に 1人の看護師が海外で教育を受けた看護師であったが、2001～2002年には新規

登録看護師の半数以上が海外からの看護師であった。 

・外国人看護師の年間登録者数（2009-2010年）＊2 

  約 2,500人 

  大多数が EU諸国の看護師であり、特にアイルランド、ポーランド、ポルトガル、ルーマニアか 

らとなっている。 

・外国人看護師の就労への障壁 

  2006年 7月より看護師は労働者不足のリストから外されたため、イギリスで教育を受け、居住して

いる看護師で空席が補充できない場合でないと、海外からの看護師を雇用することができなくなっ

た。2008年 5月に外国人技術労働者のビザ取得をさらに強化。上記に加えビザ申請前に Job Offer

が必要。 

 

○ スウェーデン 

・外国人看護師の年間登録者数（2009年）*3 

デンマーク 15人 

その他 EU/EES 213人 

その他 15人 

・外国人看護師の就労への障壁 

  言語（スウェーデン語） 

 

○ デンマーク 

・外国人看護師からの推計年間雇用数（2011年）*3 

   約 50人 

・外国人看護師の就労への障壁 

言語（デンマーク語）：職場での言語に関する評価/インタビュー 

   

○ ドイツ 

・看護師数 約 70万人うち約 2万 5,500人が外国人（EU域外出身者 約 1万 6,000 人） 

 年間にドイツに移動する看護職は 1％未満である。*1 

・外国人看護師の就労への障壁 

  言語（ドイツ語） 
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○ ノルウェー 

・2005 年のノルウェーの市民権をもたない外国人看護師数 4085 人（内訳：デンマーク 502 人、フィ

ンランド 551 人、スウェーデン 1128 人、ドイツ 348 人、その他ヨーロッパ 851 人、その他 514 人） 

うち 1245人が 5年未満の就労*1 

・外国人看護師の年間雇用数(2005年)*1 

北欧諸国 1,459人 

EEA諸国 160人 

その他 172人 

・外国人看護師の就労への障壁 

  ノルウェーの看護師資格の取得 

  言語（ノルウェー語） 

  生活費 

・ノルウェーの The Directorate for Health and Social Affairsは保健医療従事者不足の国の保健医

療従事者を採用しないことを提案する報告書を 2007年に発表。＊5 

 

○ フィンランド 

・外国人看護師の年間雇用状況（2015年）＊4 

 スウェーデン、ロシア、エストニア、その他ヨーロッパ諸国、フィリピンなど 

・外国人看護師の就労への障壁 

  言語（フィンランド語） 

気候 

賃金レベル 

文化 
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北 米 

○ アメリカ合衆国 

・外国で教育を受けた看護師の RN NCLEX受験者数（2011年）*3   9,722人 

 合格率 34％ 

 初回受験の国別合格者数（上位 5カ国） 

フィリピン 1,587人 

カナダ 388人 

韓国 336人 

インド 203人 

プエルトリコ 101人 

・外国人看護師の就労への障壁 

   ビザの数の制限 

     言語 

   看護師免許試験の合格能力 

 

○ カナダ 

・外国人看護師の年間雇用数推計（2012年）*3 

インド 331人 

フィリピン 265人 

アメリカ 85人 

・外国人看護師の就労への障壁 

言語要件 

教育要件 

正職員としての雇用の機会 
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オセアニア 

○ ニュージーランド 

・国外で資格を取得した看護師の登録数（2013-2014年）*6 

インド 509人 

フィリピン 339人 

英国 128人 

オーストラリア 84人 

アメリカ合衆国 27人 

アイルランド 27人 

カナダ 13人 

南アフリカ 11人 

シンガポール 10人 

その他 49人 

合計 1,197人 

  2013-2014年に看護師登録をした看護師の 43％が国外で資格を取得した看護師である。 

  ニュージーランドの看護労働力の 25.5％は、海外で資格を取得した看護師である。 

・外国人看護師の就労への障壁 

  IELTS及びの他の登録要件 

  コンピテンス・アセスメント・プログラムへのアクセス 

 

○ オーストラリア 

・外国人看護師の年間雇用状況（2014年）＊4 

 インド、イギリス、フィリピン、中国、ネパール、アフリカ、太平洋地域 

・外国人看護師の就労への障壁 

  海外の資格の認証の不足 

  申請者の英語力 
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アジア 

○ インドネシア 

・外国人看護師の年間雇用＊7 

フィリピン 30人 

オーストラリア 20人 

マレーシア 20人 

・外国人看護師就労への障壁 

 低賃金 

 

○ 韓国 

・外国人看護師の年間雇用 19人（0.2％）*8 

・保健大臣の認可校（フィリピン 2校、ドイツ 4校、アメリカ 4校、イタリア 2校、オーストラリア 1

校、カナダ 1校）の卒業生については、韓国の大学の卒業者と同等の資格で国家試験受験の申請をす

ることが可能。 

・外国人看護師の就労への障壁 

  韓国語 

  韓国での十分な数の新卒者 

 

○ シンガポール 

・外国人看護師の年間雇用*9 

 中国、フィリピン、インド、マレーシア、ミャンマー 

・外国人看護師の新規登録数（2014年）*10 

 看護師 1268人、Enrolled Nurse492人、助産師 2人 

・シンガポールで働く外国人看護師は、雇用契約が終了すると、シンガポールを出ていく。 

 

○ タイ 

・外国人看護師の年間雇用（2013年）*9 

   アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、ドイツ、ニュージーランド 

・外国人看護師の就労への障壁 

  言語（タイ語） 

  タイの看護師国家試験 

 

○ 台湾 

・外国人看護師の雇用数（2012 年）81人＊7 

・外国人看護師の就労への障壁 

   就労許可 

国家試験 
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○ 香港 

・中国本土、オーストラリア及び英国などの看護職が少数就労している。＊8 

・外国人看護師は＞1-2％である。 

・外国人看護師の就労への障壁 

  言語（広東語） 

 

○ フィリピン 

・外国での新規年間雇用(2011年)*9 

サウジアラビア 12,922人 

シンガポール 775人 

アラブ首長国連邦 739人 

クウェート 607人 

オマーン 562人 

カタール 523人 

台湾 294人 

ヨルダン 154人 

スーダン 139人 

英国 59人 

 ・外国で就労することが難しくなった理由 

・互恵主義における課題 

・その他の送り出し国との競合 

・教育制度の違い、資格要件の認証がない 

 

○ マカオ 

・外国人看護師年間雇用数推計＊9 

  中国本土・フィリピン  155-200人 

・外国人看護師の就労への障壁 

看護師登録法の制約 

  

○ マレーシア 

・外国人看護師の年間雇用＊10 

インド、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、台湾、ジンバブエ、ベトナム、

シンガポール、オーストラリア、イギリス 
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