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はじめに
　ASEAN 各国の経済発展が進む中、所得の向上、ライフスタイルの変化とともに、糖尿病など生活習慣病が
拡大し、健康に対する意識も高まっている。また、高齢化の度合は国ごとに差があるが、平均寿命が上昇し、
高齢化への対応は国にとっても、個人にとっても重要な課題となってきた。特にフィリピンは ASEAN の中でも
出生率が高く人口ボーナスが長期に続き、経済成長に伴って健康への意識も高まることが予想される。

　「ヘルシー・ライフスタイル」は、こうした健康や高齢化に係るフィリピンの市場に対して関心を持つ日本企業
の皆様へ、ヘルスケア分野でのビジネス展開に必要な情報エッセンスをわかりやすく提供することを目的に
作成した。健康や高齢化に係る事情から社会保障政策・制度、医療や介護、スポーツ、食などの幅広い健康市場
のトレンド、さらにアンケート調査や座談会を通じて浮き彫りとなった消費者の健康や退職後のライフスタイル
に対する意識、健康管理・増進に向けたアクティビティなど多くのトピックスを盛り込んでいる。

　本著がヘルスケア産業で活躍される皆様にとり、今後のフィリピンでのビジネス展開の一助となれば幸甚で
ある。さらに、日本発の製品・サービスがフィリピンをはじめ、広くASEAN が直面する健康課題の解決に
つながることを祈念している。

2019 年 2月

日本貿易振興機構（ジェトロ）
マニラ事務所

サービス産業部
 



Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved

HEALTHY 
LIFESTYLE

         -Manila Edition- 

フィリピンの基本情報　　　　　　　　　　　　　　　　 04

01ヘルスケア基本データ　　　　　　　　07

02ヘルスケア関連政策・制度　　　　　　 11

03ヘルスケア分野の特徴と傾向　　　　　19

04 健康や老後に対する意識・活動調査　　 33

【免責事項】本リポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、
できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本調査リポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益
等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。



フィリピンの基本情報
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多数の島国からなるASEAN第二の人口大国
　2014 年に人口 1 億人を突破したフィリピンは、ASEANでは
インドネシアに次ぐ人口大国である。2017 年の経済成長率は、
6.7％を記録し、急速に発展を遂げている。国土面積は 30 万
平方キロメートルと日本の約 8 割で、7,109 の島から構成
されている。全就業人口のうち約 27％が農林水産業に従事

している一方で、サービス産業には約56％が従事している。サー
ビス産業の比率が比較的高い理由としては、公用語の一つが
英語であるため、欧米を中心とした英語圏の企業のコールセン
ター事業等のビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）産業
が発展していることが挙げられる。

マニラの概況
全人口の約13％が集結する
都市
　マニラ首都圏は、フィリピン北部の
ルソン島に位置する政治、経済の中心
である。人口は、2015 年時点で 1,288
万人であり、2010 年の 1,186 万人から
年率 1.58％で増加している。面積は
619 平方キロメートルで、17の市・町
から構成されている。毎年、世界の都市
人口ランキングを発表する米民間調査
機関 Demographia（2018年）によると、
マニラ首都圏は、日本の東京・横浜、
インドネシアのジャカルタ、インドの
デリーに次ぐ世界第4位の人口を誇る。

宗教
ASEAN唯一のキリスト教国
　フィリピン国民の約 80％がカトリックを信仰し、その他キリスト教を約 5％が信仰
している。イスラム教徒は全体の約 6％を占める。南部のミンダナオ島では、スペイン
統治下時代にキリスト教への改宗に抵抗した者が多く残った結果、イスラム教徒が
島の人口の 2 割以上に及ぶ。16 世紀、スペイン人によってもたらされたカトリックは、
スペイン統治下時代を経てフィリピン全土へ普及していった。ルソン島に位置する
マニラでは、カトリック教会を代表に、その他のキリスト教派の教会もいたるところで
見かけることができる。毎週日曜日には多くの教会でミサが開かれ、人々で賑わい
を見せる光景は、フィリピン人の生活にキリスト教が深く根付いていることを象徴
している。

フィリピンの宗教分布

出所：セントアンドリューアポソル教会
（PwC 撮影）

カトリック教会

出所：2015 年フィリピン国勢調査

■カトリック　　　　　■イスラム教
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ASEAN各国の経済指標（2017年）

経済成長率
　フィリピンの GDPは約 3,136 億米ドル（世界銀行、2017年）
であり、ASEANでは、インドネシア、タイ、シンガポール、マレー
シアに次いで第5位である。2015年のフィリピンGDP約 3,000
億米ドルを基準にすると、過去10年間で経済規模が約3倍拡大

している。一人当たりの GDPは 2,989 米ドル（2017年）で、 
ASEAN では、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアに
次ぐ第 5 位の規模である。

フィリピンの物価、経済成長率推移

2013 年

2.6

7.1

消費者物価上昇率（％）

実質 GDP 成長率（％）

2014 年

3.6

6.1

2015 年

0.7

6.1

2016 年

1.3

6.9

2017 年

2.9

6.7

出所：フィリピン統計局（2017 年）、フィリピン中央銀行（2017年）

為替レート（1 米ドルにつき、フィリピンペソ、期中平均）

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

出所：世界銀行（2017 年）
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インフラ事情
活発なインフラ投資
　2016年に就任したロドリゴ・ドゥテルテ大統領が、大規模な
インフラ整備計画「Build，Build，Build」プログラムを策定し、
国を挙げてインフラ投資を推進している。2018 年度のイン
フラ関連予算は前年比 27.9％増の約 1.1 兆ペソであり、
これは同年 GDP 総額の 6.3％に相当する。ロドリゴ・ドゥテ
ルテ大統領は任期満了の2022年までに、インフラ支出の
対 GDP比を 7.4％へ引き上げる目標を掲げており、今後 5年間
で 8兆 ペソ～9兆 ペソの資金が割り当てられる計画である。

気候
　フィリピンは熱帯海洋性気候で、高温、多湿多雨が特徴で
ある。季節は、6 月から11月の雨季と12月から5月までの乾季
に分けられる。年間平均気温は 26.6℃で、最も低い月は 1月で
25.5℃、最も高い月は5月で 28.3℃である。
　湿度は一年を通して 70％～ 80％と多湿であり、特に気温の
高い 3月から5月は体感温度がさらに高くなる。台風はフィリピ
ンの気候に大きな影響を与える要因で、多くの場合マリアナ・
カロリン諸島付近で発生した台風がフィリピンに上陸し、多量
の雨をもたらす。　　　　　　　　　　　　　　　

44.4 45.5 47.5 50.4

出所：フィリピン統計局、フィリピン中央銀行のデータをもとにJETRO 作成（2018年）
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マニラの鉄道地図

交通事情
　鉄道は、フィリピン運輸省の管理下で 4 本の路線がマニラに
敷設されている。パサイからケソンまでの南北を結ぶ LRT1号線、
マニラとマリキナを東西に結ぶ LRT2号線、エドサ通りに沿っ
てパサイとケソンを南北に結ぶ MRT3号線、マニラとビコー
ル州を結ぶ PNR が開通している。今後、2022年の部分開通
を目標に、フィリピン政府と国際協力機構（JICA）での円借款
による地下鉄建設が予定されている。道路は、人口密度の高い
マニラにおいて、ジープニーや UV Express といった乗合

日本との関係
堅調な日系企業の進出
　2010 年に1,075 社であった日系企業数は 2014年に1,521社
に達した。その後横ばいの状態が続いており、2017年時点で
1,502社となっている。この数字は、ドイツに次ぎ世界第 8位

（2017年）で、この10 年間で進出日系企業数は 2.2 倍になっ
た。特に近年はサービス産業分野の日系企業の進出が顕著
である。ジェトロの「2017 年度アジア・オセアニア進出日系企
業実態調査」によると、日系企業が挙げるフィリピンの投資環
境上のメリットとして、人件費の安さ、言語・コミュニケーショ
ン上の障害の少なさに続いて、市場規模・成長性がトップ 3 に
挙げられている。このことからも、生産・製造拠点としてだけ
ではなく、有望な消費市場としてフィリピンが捉えられている
と言える。また、国内自動車市場は、2017 年の新車販売台数
が 47万4,000 台と、2016年の40 万 5,000 台から17.1％増
加し、過去最高を記録した。また、政府は 2016年に 6 年間で
20 万台以上の現地生産と一定規模以上の投資を条件に

 日本とマニラのコネクティビティ
　日本とマニラとの就航区間は、成田国際空港、羽田空港、
中部国際空港、関西国際空港、福岡空港であり、飛行時間
は、4 時間～ 5 時間である。成田国際空港発マニラ着便は、
1日に9 便、羽田空港発マニラ着便は1日に 3 便となっている　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2018 年 8 月時点）。 　　　　

タクシー、バス、自家用車など様々な交通手段が多く行き交
い、慢性的に渋滞が発生している。高速道路は、北のケソンと
ルソン島北部を結ぶ North Luzon Expressway（NLEX）と、
南のマカティから延びる Skyway 経由でルソン島南部に至る
South Luzon Expressway（SLEX）がある。2018年 8月時点で
マニラ首都圏を東西、南北に繋ぐ高速道路はないが、ケソンと
マカティを繋ぐ建設計画（2019 年完工予定）が進行している。

計 270 億ペソを支 援する「 包 括 的自動 車 産 業 振 興 戦 略
（CA R S）プログラム」を策定し、トヨタ自動車および三菱自動
車が認定を受けるなど、今後、国内の自動車市場・産業の発
展が期待される。

PwC 作成



01

ヘルスケア
基礎データ

・人口構成
・出生率と平均寿命

07



Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved08

ヘルスケア
基礎データ

人口構成

若年層の厚い人口構成
　フィリピン統計局によると、フィリピン全国の人口は 1.0 億人

（2015 年）で、人口増加率は 1.7％、年換算で 173 万人増加し
ている。マニラ首都圏は、人口 1,288 万人（2015 年）で全国の
13％を占める。マニラ首都圏の 15 歳未満の人口は 350 万人で、
これは首都圏の人口の 27.2％を占め、全国平均の 31.8％よりも
4.6 ポイント低い。

マニラ首都圏の人口構成（2015 年）

出所：フィリピン国勢調査（2015 年）

　一方、マニラ首都圏の 60 歳以上の人口は 85 万人で首都圏の
人口の 6.6％を占め、全国平均の 7.5％よりも 0.9 ポイント低い。
また、65歳以上の人口もマニラ首都圏の人口の 3.9％に過ぎず、
全国平均（4.7％）に比べて低いことから、マニラ首都圏は生産
年齢人口が厚いといえる。
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平均寿命の推移

平均寿命
　世界銀行（2016 年）によると、フィリピンの平均寿命は 69.1
歳（ 男性 65.8 歳、女性 72.7 歳）である。経済成長が進む中、
政府の社会保障も改善され、平均寿命も延びてきている。

出所：世界銀行（2016 年）

合計特殊出生率比較の推移

比較的高い合計特殊出生率
　ASEAN のうち、シンガポール以外で GDP が大きい国（イン
ドネシア、 タイ、 フィリピン、 マレーシア、 ベトナム） の中で比較す
ると、フィリピンは合計特殊出生率が高い傾向が続いている。

1990年に4.3人であったフィリピンの合計特殊出生率は他国
同様低下しているものの、2016年は2.9人で依然として5 か国中
トップである。

出生率と平均寿命

出所：世界銀行（2016 年）
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死因と生活習慣病のリスク
　フィリピン人の死亡原因は、虚血性心疾患が 12.7％で 1 位、
がんが10.4％で 2 位、肺炎が 9.9％で 3 位と続く（2016 年）。上位
二つの死亡原因に加え、脳血管疾患、高血圧性疾患、糖尿病が
死亡原因の上位に名を連ねており、生活習慣に起因した死因も
多いことがうかがえる。フィリピンではタバコが比較的安価で
手に入るが、2017 年に公共の場所での喫煙を禁止する大統領令
が発令された。また、肥満や糖尿病など生活習慣病の予防を
目的として、2018年1月には加糖飲料税が導入されるなど、政府
による健康対策が講じられている。

フィリピンの死因上位 10 位（2016 年）

出所：フィリピン統計局（2016年）

生活習慣病関連指標

高血圧人口の割合（％）

出所：WHO（2016年）

過体重・肥満人口の割合（％）

出所：WHO（2016 年）

健康指標 周辺ASEAN諸国との比較

出所：JETRO「主要国・地域の健康長寿関連市場の動向調査」（2016年3月）
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ヘルスケア
関連政策
　 ・制度

フ ィ リ ピ ン の 社 会 保 障 制 度
　フィリピンの社会保障制度には、政府関係機関によって
運営されている公的医療保険、年金がある。高齢者、児童、
障害者等を対象とした福祉サービスは主に地方自治体を通じ
て提供されている。なお、日本の介護保険制度のような仕組
みは存在しない。公的医療保険は保健省（DOH）大臣の監督
の下、DOH の付属 機関である Philippine Health Insurance 

Corporation（ 以下、フィル ヘ ルス）が 運 営して いる。年 金
制度は政労使 3 者から構成される社会保障委員会（Social 
Security Commission）が監督しており、その運営機関として
社会保険機構（Social Security System。以下、SSS）が国民に
対して年金を提供している。医療保険および年金制度の対象者
は、海外労働者なども含むすべての国民である。

各制度の概要

公的医療保険
　フィルヘルスは、ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジの実現に向けて、全国民を
公的医療保険でカバーすることを目指し
ている。政府管轄下の機関であるフィル
ヘルスが医療保険の運営を行っており、
2017 年のフィルヘルスの統計データに
よると全国民の 93％が公的医療 保険
に加入している。給付額は傷病の程度や
受診する医療施設のレベルによって異な
るが、2011年 9月より特定の疾病や手
術・治療に対して一定額を給付するケー
スレート制度が採用された。この制度に
より、予 め定められた一定額が、フィル
ヘルスより医師や医療機関に対して償還
され、償還額を超える部分が被保険者の
自己負担額となる。なお、DOH の認可を
受けていない医療機関では同制度の利用
はできない。財源は労使双方の負担に
よる社会保険料、フィルヘルスによる投
資 活 動 および公的支出から成り立って
いる。

年金保険制度
　フィリピンの年金 制度を司るSSS は
政府管轄下の機関であり、退職年金、死亡
年金、障害年金といった年金給付サービ
スを提供している。その他、加入者に対して
傷病等による休業給付、労働災害補償
プログラム、生活資金、教育資金などに対
するローンサービスも提供している。財源
は、労使双方負担による社会保険料、SSS
による基金の運用や貸付等の資産運用の
収 益から成り立っている。退 職年金の
給付は被保険者が 60歳、鉱山労働者の
場合は55歳から開始される。また、SSS
の他に公務員が加入する年金機構である
GSIS（Government Service Insurance 
System）や軍人、警察関係者等職域別に
個別の年金制度が存在する。

　2017年 2月 22 日、フィリピン政 府は
SSS 受給者への支給額を月額 1,000 ペソ
引き上げる法律を制定した。増額支給分
の財源は、社会保険料率を上げて確保す
る予定だ。法律制定時の社会保険料率は

標準報酬月額の11％であるが、当初これを
毎年1.5％前後引き上げて、2020年まで
に社会保険料を17％まで引き上げる方針
であった。しかしながら、2018 年 3 月に予
定通り支給額は改訂された一方で、社会
保険料率の毎年 1.5％前後の引き上げは
2018 年10月時点で未だ実施されていな
い。2018 年10月の地元紙ビジネスワール
ドによると、2019 年より社会保険料の
事業者負担分を 8%、従業員負担分を 4％
に引き上げ、計12％まで保険料を引き上
げる法案（Senate Bill 1753）が上院を通
過した。この法案には、2019 年から 2 年
ごとに1％ずつ社会保険料率を引き上げ、
2025 年までに15％まで引き上げると
いう新たなスケジュールが盛り込まれて
おり、大統領の署名を以て、正式に法律
が制定される見込みだ。
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民間医療保険
　フィリピンには 31社の民間生命保険
会社（保 険 委員会、2018 年）が 存 在 す
る。主要な保険会社の種類は下表のとお
り。民間保険への加入率は、国家人口保
険調査（2013 年）によると、フィリピン全

体で 1.6％、マニラ首都圏で 2.8％である。
加入率は民間保険（生命、非生命保険、
健 康 維 持 機 構（Health Maintenance　
Organization:HMO）など）の中で、1 つ
以上加入している国民の割合を示す。

ビジネス・モニター・インターナショナル
のレポート（2018年）によると、堅調な
経済成長と生命保険の認知向上により、
フィリピンの生命保険市場は拡大してい
る。2017年は年 2,028 億ペソの保険料
収 入であったが、2023 年には 4,404億

ペソまで拡大し、年平均成長率は13.8％
と見 込まれている。2017 年 の 保 険 料
収入金額をみると、Sun Life が 15.8％で
最も高い市場シェアを占めており、次いで
AXA Philippines が12.9％、 BPI Philam 
Life が10％となっている。

上の国民に対して公共・民間サービスの
利用に対する割引、生活手当、医療 費
控除等のサービスが提供されている。

医療・介護にかかる公的扶助制度
　貧困の世代間連鎖を断ち切ることを
目的に2007年より条件付現金給付政策

（Conditional Cash Transfer。別名：Pantawid 
Pamilyang Pilipino Program/4Ps) が実施さ
れている。同政策では、人口の約 20％を
占める貧困層のうち、金銭的支援が必要な
0 歳から18 歳までの児童に対して現金を
給付するプログラムを実施している。対象
世帯の子ども一人に対して①児童の健康
向上のための費用として子ども一人当たり
月額 500 ペソ、②教育費用として月額 300
ペソ（ただし、最大一世帯 3 人の子ども
まで）が政府系銀行（Land Bank of the 
Philippines）の窓口または携帯電話の
送 金機 能を通じて現 金 が給付される。
また、2018 年1月に政府が実施した税制
改革に伴う物品税等の増税による物価
上昇の貧困層への影響を考慮し、同月、
社会福祉開発省は、貧困層約 1,000万人
に対して一人当たり月額 200 ペソを支払
うことを発表した。2019 年、2020年は
一人当たり月額 300 ペソの給付が予定
されている。

生活習慣病対策
　2017年 12月、ドゥテル テ 政 権 は「 包
括的な税制改革法（共和国法第 10963
号。Tax Reform for Acceleration and 
Inclusion、通称「TRAIN」）」を成立させ
た。その中で、国内で増加し続ける肥満
や糖尿病対策を目的に、加糖飲料（Sugar 
Sweetened Beverages）への課税が盛り
込まれた。加糖飲料への課税は、加糖飲
料を米やフルーツの代替食品として日常
的に摂取している貧困層に対する救済
プログラムの運営財源やフィルヘルスの
財源として使用される予定である。賦課
額は果糖ぶどう糖液糖（異性化糖）を
含む飲料 1リットル当たり12 ペソ、それ以
外の飲料（炭酸飲料、スポーツドリンク、
エナジードリンク等）は 1リットル当たり
6 ペソである。同法は 2018 年 1月1日
より施行された。地元紙のデイリー・イン
クワイアーによると、2018年1月～ 3 月の
加糖飲料税は78 億ペソの計画に対し、77
億ペソを徴税した。物品税の中でも4 番目
に大きい税収として、2018 年度の徴税額
は520 億ペソを計画しており、国民の健康
対策を名目に掲げている税制度である
が、政府の収入面でも大きな役割が期待
される。

出所：JETRO「ASEAN におけるヘルスケア制度・政策調査」（2018 年）

主要な民間保険の種類

高齢者への福祉サービス
　高齢者に対する福祉政策として、2010
年に高齢者法（共和国法 9994号、通称：
Senior Citizen Act）が施行され、60 歳以

出所：JETRO「ASEAN におけるヘルスケア制度・政策調査」（2018 年）

主な福祉サービスの種類
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児童の健康増進対策　　
　児童の健康増進を目的とした国家的な取り組みとして、以下 4 つのプログラムが挙げられる。

中年の健康増進対策
　中年層に特化した健康増進対策はほと
んどないが、保健省（DOH）傘下の研究機
関である国立食品栄養研究所（Food and 
Nutrition Research Institute：FNRI）
は 科 学 技術 省（Department of Science 
and Technology：DOST）と連携し、各年
齢層にとって理想とされる食事量や食材
を紹介するガイドラインを定期的に公
表している（ガイドライン名：Pinggang 
Pinoy）。ま た 2017 年 7 月、大 統 領 令

（Executive Order 26）によりタバコの取り
締まりが強化され、指定された喫煙所以
外の場所での喫煙が禁止された。またタ
バコ販売店以外の場所でのタバコ広告が
禁止され、新たに建設される建物では喫
煙所の設置は一箇所のみと限定された。
指定喫煙場所には、喫煙による健康への
影響を示す写真やポスター等の表示が
義務付けられている。さらに 2018 年 6 月
には、フィリピン人の精神的健康を確立す
る目的で、最小の地方自治体単位である
バランガイの保健所等にて精神的健康に
関するサービスを提供することを定めた
共和国法11036号が制定された。 心理学、
精神医学、神経学など関連する理論に基づ
く心理療法で、例えば、統合失調症の外来
患者には、精神安定剤、抗うつ薬、抗精神
病薬を提供する。その他、大衆向けに精神
的健康についての啓発や教育活動も行っ
ている。また、精神的健康の医療施設の
充実や精神的健康に関する教育を学校や
職場で普及する規定も含まれている。

女性の健康増進対策
　女性に対する健康増進政策に関連するものとして、2012 年に「責任ある育児とリプロ
ダクティブ・ヘルス法（共和国法 10354号）」が施行された。同法は主に貧困世帯の女性
を対象としており、望まない妊娠や出産時における死亡のリスクから女性を保護する
こと、および健康な家族計画を推進することを目的としている。同法は以下 3 つの柱で
成り立つ。

　2003 年、大統領府宣言第 368 号（Proclamation No.368, s.2003）によって、毎年
5月が子宮頸がん啓発月と定められ、同年 5 月に子宮頸がんの無料検診サービスが保健
省管轄の病院で始まった。地元紙のビジネスミラーによると、2017年、政府は 6.5 億
ペソの予算でマニラ首都圏の学生約 72万人にワクチン接種を無料提供した。子宮頸が
んはフィリピン人のがんによる死亡要因第 3 位で、適切な治療や予防により発症を防げ
る病気として政府も力を入れている。また、2018 年 9 月、母親が妊娠してから子どもが
2 歳の誕生日を迎えるまでの 1,000日間にわたり、母子の健康を支援するための「母子
の健康と栄養摂取に関する法律（Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act）」が制定
された。出産前の母親への定期健診やサプリメント提供による栄養状態の改善、フィル
ヘルスの登録、出産後の授乳支援、母子経過観察、栄養価の高い食事の提供等を規定
する。また、2018 年10月には、出産休暇の延長に関する法律が制定された。従来は
自然分娩 60 日、帝王切開 78 日の出産休暇が定められていたが、公務員・民間企業
勤務者を対象に有給の出産休暇を105日まで、希望すれば追加で無給の出産休暇を
30日延長できるようになった。

出所：JETRO「ASEAN におけるヘルスケア制度・政策調査」（2018 年）

主なリプロダクティブ・ヘルス法の3つの柱

出所：JETRO「ASEAN におけるヘルスケア制度・政策調査」（2018 年）
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フ ィ リ ピ ン の 医 施 設療

　フィリピンの医療機関は、保健省の監督のもと全国医療施設
登録簿（National Health Facility Registry v2.0 ）によって管理
されている。1990 年代初頭に、全国の医療機関を一括で管理す
る目的で医療機関管理システムが作られたが、新たに設立された
病院のシステムへの登録作業に遅延が発生し、システムが機能し
ていなかった。2011 年にシステムを刷新し、誰でもオンライン上

で全国の医療機関の最新情報を閲覧できるようになった。閲覧
可能な情報は、医療施設名、医療施設の種類、公立・私立の
運営主体、所在地、電話番号、代表者である。保健省が一般に
公開するフィリピン最大の医療機関データベースとして、病院、
診療所、バランガイ保健所等の詳細な情報を調べるために活用
されている。 

医療施設の管理

医療施設の種類

出所：全国医療施設登録簿 ( National Health Facility Registry v2.0)（2018年9月）

マニラ首都圏の種類別医療施設数（2018 年 9月時点）

■ 地方保健所　　　　　
■ 病院
■ 助産所
■ 診療所　
■ バランガイ保健所
■ 社会衛生クリニック　
■ 薬物乱用治療・リハビリセンター

495205

85

26
21 10 8
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マニラ首都圏の健康長寿関連施設マップ

注：フィリピン統計局（2015 年国勢調査）の地域別
人口密度を基に地図を作成し、スポーツ関連施設の
所在地にピンを立てた。

地域別人口密度
< 10,000
10,001 〜 20,000
20,001 〜 30,000
> 30,001
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ヘルスケア分野の
特徴と傾向

医 療

　ビジネス・モニター・インターナショナル
のレポート（2018 年 8 月現在、以下、ビー
エムアイ）によると、フィリピンのヘルスケ
ア市場は 2017 年には GDP の4.6％に当
たる155 億米ドルで、2022年には 221 億
米ドルに到達すると予想される。一人当
たりの年間ヘルスケア関連支出は、2017
年 の 147.7 米ドルに対し、2022 年には
186.8 米ドルに増加する見込みだ。2017
年の民間のヘルスケア関連支出は102 億
米ドルで全体の 65.5％を占め、一方で
政府のヘルスケア関連支出は 53 億米ド
ルで全体の 34.5％を占めた。2020 年まで
に全国民を公的医療保険でカバーする
ことを目指すユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジの導入を目標に、政府のヘルスケア
関連支出も着実に増えている。2016 年時
点で、フィリピン全土の病院数は1,885で
ベッド数は108,875。公立の 病 院 数 が
776であるのに対し、民 間病院数は1,109
となっている。 

医療市場
　死因上位に虚血性心疾患（1 位）、高血
圧性 疾 患（5 位 ）、糖尿病（6 位 ）など
生活習慣病が挙がるフィリピンにおいて、
医薬品市場も拡大している。ビーエムアイ
によると、2017年の医薬品市場は 34億
米ドルで、ヘルスケア市場全体の 22.2％
を占めた。2017 年の一人当たりの医薬品
支出は 32.7 米ドルである。ジェネリック
医薬品が医薬品市場の45.4％を占め、17
億米ドルの規模を誇る。ファイザー、ノバル
ティスファーマ、グラクソ・スミスクライン
など欧米の大手製薬メーカーがブランド
を活かして市場を席巻している。一方、
フィリピンの地場企業はジェネリック医
薬品に注力しており、地場企業ユニラボ 

（Unilab）の製品は、ジェネリック医薬品
市場の8 割を占める。

医薬品市場
　2020 年までに国民皆保険を目指す
フィリピン政府の計画が追い風となり、
フィリピンの医療機器市場は堅調に伸
びると予想される。ビーエムアイによる
と、2017 年の医療機器市場は 5 億米ド
ルだが、今後 5 年間は年率 8.5％で成長
し、2022 年には 7.6 億米ドルに到達する
と予想されている。公立病院を中心に、
老朽化した医療設備の近代化、民間医療
機関の発展、メディカルツーリズムの勃
興も、医療機器市場の成長を支えていく
と予想される。医療機器は 90％を輸入に
頼っており、フィリピンへの医療機器輸
出の上位 3 ヶ国は順に中国、米国、シンガ
ポールである。市場に参入するためには、
現地の販売代理店との繋がりが不可欠
で、医療機器を扱う販売代理店は食品薬
品管理局（FDA）への登録が必要である。
医療機器の生産拠点としてフィリピンは
発達しておらず、歯科材料や医療用品の
メーカーが 21社登録されているだけであ
る。

医療機器市場
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フィリピンにおける事業について
　リポビタンに代表されるエナジードリン
クと、OTC（一般用）医薬品を中心とした
医薬品事業を展開しています。2018 年1月
にフィリピン政 府は、エナジードリンク
1リットル当たり6ペソの加糖飲料税を導
入しました。こうした健康意識が高まる中
で、製薬メーカーの当社は栄養補給、疲労
回復のコンセプトを掲げ、フィリピンにおけ
るビン容器エナジードリンク市場で 4 割の
シェアを有しています。医薬品事業では、
小児性解熱鎮痛剤として長年親しまれて
いるTEMPRA、子ども向け経口補水液の
VIVALYTE、さらに、リウマチによる関節
炎の鎮痛剤の Flanaxという製品がありま
す。また、乗り物酔い止めのBonamineは、
フィリピン市場で 90％以上のマーケット
シェアを占めています。

フィリピンの市場動向について
　5 年前まではエナジードリンク市場は
年率 15％～ 20％で伸びていました。し
かし直近 5年間でほとんど伸びておらず、
年間成長率は平均 1％～ 2％程度です。
最近のフィリピン人は健康志向の高まりも
あり、砂糖を多く含むエナジードリンクよ
りもビタミン入りの飲料を好む傾向があ
ります。美容目的のコラーゲンドリンクや、
腸内環境の健康を考えた乳酸菌飲料が
流行っているのも同様の背景があります。
OTC 医薬品市場は、経済成長率の伸び
に伴い、数量、金額共に増加しています。

医薬品市場は GDP 成長率を上回るペー
スで伸びていて、過去 5 年間の平均成長
率は年率 7％～ 8％です。

フィリピンでの製品の反応について
　小児性解熱鎮痛剤 TEMPRA は、市場
価格より高いプレミアム価格で販売して
います。競合品の中にはその価格の 3 分
の1、ないし 4 分の1の値段で販売されて
いるものもありますが、価格競争に陥る
ことなく、 低所得層からも購入されていま
す。TEMPRAは幅広い消費者層に信頼さ
れており、子どもが病気の時に信頼できる
製品を使いたいという母親の想いもあって、
高いマーケットシェアを獲得しています。
ノーシェイクフォーミュラという均一に
溶ける技術を使用しており、質が良いこと
も市場から受け入れられている理由の一つ
です。

製品の宣伝について
　製品ごとの販売量や顧客層によって、
宣伝方法を変えています。例えば、乗り
物酔いの薬の Bonamine は、バスの利用
者をターゲットとし、バス停に広告を掲載
しています。またフィリピンの特徴として、
医者が OTC 医薬品を患者に紹介する場
合もあるので、当社の MR が小児科医に
営業を行い、小児科医からTEMPRAを
患者の母親に説明してもらうようにしてい
ます。

フィリピンでのビジネスの課題や
難しい点について　
　医薬品に関しては、新薬販売に必要な
手続きに時間がかかることが課題に挙げ
られます。また、大手地場企業が、ほぼ全て
の医薬品カテゴリーに製品を揃えていて
市場を席巻しています。法律上日本の医
薬品をそのままフィリピンに導入すること
はできません。当社もリポビタンの輸入販
売からフィリピンの事業を始めて、インド
ネシアでの OTC 事業の買収を経て東南
アジアでの医薬品事業を築き上げ、現在
エナジードリンクと医薬品の両輪でビジ
ネスをするまでになりました。今後は、
ローカライゼーションが必要だと考えて
おり、駐在員を中心に現地法人を運営する
のではなく、文化や商習慣に精通した現地
の社員を育てて事業を進めることが大切
だと考えています。

フィリピンへの進出を考えている
企業へのアドバイス　
　フィリピン人の価値観や文化を理解し
た上で、それに合致する製品を提供するこ
とが大切です。地場企業も力を付けブラ
ンド力も向上しており、もはや日本製品だ
からと言って売れる時代ではありません。
現在はフィリピン人の価値観も細分化さ
れているので、時間はかかりますが、現地
で色々な経験を積みフィリピン人の価値
観や文化を理解することが必要です。
また、GDP 等経済指標を見て、フィリピン
の現在を日本の過去と比較して発展過程
を歴史に照らし合わせて物事を判断する
人もいますが、過去の事例が当てはまらな
い場合もあります。例えば、携帯電話の普
及度合いを例にとっても、現在のフィリピ
ンと同程度の経済水準にあった当時の日
本とは異なり、　現在はSNSの普及が著しく、
宣伝方法も異なります。そのような異なる
部分をしっかりと理解した上で、事業を推
進することが大切です。

インタビューに応じる姜社長
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介 護
フィリピンにおける介護市場

フィリピンの介護市場
　フィリピンの介護士資格保有者数など、介護士に関わる公
式なデータは公表されておらず、介護市場の規制も整備されて
いないのが現状である。介護士の資格は、技術教育技能開発
庁（Technical Education and Skills Development Authority, 
TESDA）が管理する国家資格の介護士 NC Ⅱで、TESDA 認定の
教育機関で一定期間の研修を受け、試験に合格した場合に授与
される。2017 年から国会で審議中の介護福祉法（Caregivers 
Welfare Act）が制定されれば、介護市場の最低賃金が保証され
るなど介護士の権利も保証され状況は変わると予想される。
家族の繋がりの強いフィリピンでは、第三者の介護士より血縁関

係のある家族が高齢者の世話をするのが一般的である。特に地
方では大家族で生活することも多く、その傾向が顕著である。
しかし、都市部は経済的に余裕があり労働時間の自由度が低い
ため第三者に助けを求める風土が形成されつつあり、介護施
設や介護士派遣サービスなどが増えている。Facebook などの
ソーシャルメディアを通してフリーランス介護士が、対応可能な
時間、時給を設定して活動する場面も見受けられる。日本など
海外からのフィリピン人介護士派遣の需要も増えており、今後
介護士の需給バランスの動向に注視が必要だ。

代表的な民間介護サービス提供者と利用料金



INTERVIEW
Nightingale Nursing Services
について
　看護師、介護士、助産師の人材派遣会
社です。当社の登録者とは雇用契約があ
りません。例えるならば、巡業公演をする
有名人のマネージャーです。登録者のため
にマーケティングを行い、サービスを必要
とする人を探し、その人のもとへ派遣しま
す。休日出勤時の割り増し賃金は提供し
ますが、登録者とはフリーランス契約をし
ています。例えば、富裕層が多く住むマニ
ラ首都圏南部のアラバンの患者さんへの
派遣の仕事を紹介しても、介護士が自分
の都合により断ることができるということ
です。その場合、当社は別の仕事をその
介護士に紹介します。当社は介護施設を
持たず、自宅か病院への派遣業を行って
います。オフィスはマニラ支社に加えて、
3年目になるセブ支社があります。

設立経緯について
　 創 業 メ ン バ ー は Makati Medical 
Centerの看護師で、当初はその病院の
一部署として派遣事業を行っていました。
他の病院とも連携してサービスの規模を
拡げるため、当時のディレクターから起業
のアドバイスを受けながら、2004年に証
券取引委員会（SEC） への登録を経て独立
し、株式会社となりました。創業メンバー
は看護師のみでコンドミニアムの一室を
借りて仕事をしていましたが、一歩ずつ事業
を継続してきた結果、現在の事務所を構
えるまでになりました。2018 年より創業
者で看護師の代表取締役社長から代表
権を引き継ぐ形で、ファイナンスや企業経
営の経験のあるベニス社長が就任しまし
た。看護師や介護士の管理はバンジ副社
長が担当し、それ以外のオペレーション
をベニス社長が管理する組織体制です。

登録介護士等について
　マニラ支店、セブ支店を合わせて、介護
士を 250 人、看護師を 220 人抱えてい
ます。介護士は、介護士 NCⅡ という資格
を保持している人を指します。介護士は 6カ
月の研修と試験に合格すれば資格を取得
できます。看護師になるには4年～5年、
助産師には2年の勉強が必要です。

どのように介護士を集めますか
　口コミと医者や病院からの紹介が中心
です。口コミによって、オンラインでの登
録も最近は増えています。一方で、最近 5
年間は各病院が看護師派遣のための部
署を設立したり、他の代理店が立ち上がっ
たりと人材獲得競争が激しくなっていま

す。当社はマニラでは Asian Hospital
と Chinese General Hospital、セブでは
Chong Hua hospital から認定されて
いる団体です。病院以外にもパートナー
先の製薬会社からの要請に応えて、看護
師を派遣するケースもあります。

介護士の在籍状況について
　介護士の登録者は増えています。就業
経験がある介護士ではなく、6カ月の勉強
を経て試験に合格した新卒の介護士登録
が大半です。彼らは就業経験を求めて当
社に登録する場合が多く、平均在籍期間
は 2 年程度です。よって、もっと長く働い
てもらえるように、在籍期間 5年～ 6 年
の登録者と経営者で人材確保戦略を練っ
ています。フィリピンの看護師は英語が堪
能で、高い賃金を求めて海外に出稼ぎに
出る傾向が強く、短期在籍者は、人材派
遣会社を海外の職探しの準備期間として
利用することが多いです。一方で長期の
在籍者は、家族と一緒に生活することを
優先して国内就労を希望する方が多く、
海外に出て行く心配も少ないです。また、
賃金も重要な要素です。病院でもらえる
給料より当社が支払う給料が高いことを
理由に登録する人たちもいます。

介護士の勤務形態について　　
　派遣登録した介護士には、一年間を基
本契約期間として登録をお願いしていま
すが、雇用契約ではなく柔軟な派遣契約
を結んでいるので、一年以内に離れてし
まっても問題ありません。介護士の勤務
形態は多様で、最短で1日～ 2日だけの
短期勤務の場合もあれば、週単位で数日
勤務、午前午後でシフトを組んで3人で交代
する勤務など実に様々です。

サービスの利用者について　
サービス利用者の男女比は、男性 4 割、

女性6割です。利用者の中には当社のサー
ビスを10年以上利用いただいている方も
います。新規の利用者は、Facebook や
Google などオンラインでの申し込みも
多く、当社の繋がりのある病院の医者や
主任看護師から紹介してもらう場合も
あります。

介護市場の状況について　
　介護市場は成長しています。6カ月で
介護士になれることもあり、人材の不足し
ている看護師市場とは異なり新卒の介
護士を集めやすいです。しかし、新卒の介
護士を派遣してクレームをいただくことが
多くなり、当社も昨年より実務経験のある
介護士のみ募集する方針に転換しまし

た。その結果、応募してくる介護士がいな
くなり、月に1件～ 2 件程度就業経験の
ある介護士が、当社を尋ねる程度になっ
ています。介護サービスを受ける方との関係
も当社の事業には大切なので、必要とされ
る人材を確保することが重要です。

成功要因について
　手ごろなサービスに加えて、実務経験の
ある看護師によって事業運営されている
ことだと思います。企業理念も従業員の
士気向上には大切で、日々人を救い、助け
ることに重きを置いてきたことで、何年も
事業が続いています。さらに、看護師のみ
で事業運営されていた頃には手薄になっ
ていたカスタマーサービスをベニス社長
直轄で管理している点に加え、バンジ副社
長の携帯番号を介護士に伝えてあり、何か
あった際にすぐに連絡を取れる体制を
取ることで、サービスの質向上を図ってい
ます。

介護サービスの展望について
　セブでは親戚や子どもの数が多く家族
の規模も大きい上に、家族間の繋がりも
都会のマニラに比べると強いので介護士
はあまり必要とされません。一方、マニラ
では多くの高齢者が介護士のサービスを
受けています。介護ビジネスは、一見家族
の繋がりが強いフィリピンにおいては合
わないと考えられますが、経済的に比較
的豊かなマニラ首都圏では、共働きで
高齢者を抱えた世帯からの需要があり、
持続可能だと考えています。
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Nightingale Nursing Services
介護士派遣事業を担うリーディングカンパニー

会社のロゴ

（左）バンジ副社長 /（右）ベニス社長
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予防・健康管理に関する政府の方針

糖尿病対策としての加糖
飲料への課税
　2018 年 1 月 1 日より、国内で増加し
続ける肥満や糖尿病対策を目的に、果糖
ぶどう糖液糖（異性化糖）を含む飲料に
は 1リットル当たり12 ペソ、それ以外の
飲料（炭酸飲料、スポーツドリンク、エナ
ジードリンク等）は1リットル当たり 6 ペソ
加糖飲料税が導入された。これによって
国民の健康増進の観点から一定の成果
が期待される。

課税によるビジネス上の
影響
　一方で加糖飲料税の課税対象となった
製品を販売する飲料メーカーにとっては
大きな打撃だ。フィリピンの飲料メーカー
大手のコカ・コーラ FEMSA・フィリピンは
新税制が導入された翌月の 2018 年2月に
は従業員のリストラを表明。その後 8 月に
は親会社で51％の株式を所有するコカ・
コーラ FEMSAが所有している全株式を
米コカ・コーラへ売却することを表明し
た。大手飲料メーカーによると、ミネラル
ウォーターを除いて 2018 年の飲料市場
の販売量は前年比割れで、課税の影響に
より負の影響が出ているのは明らかとの
ことである。課税の正式発表が 2017年12
月になされ、翌月2018 年1月には法律が
施行されたが、課税対象の適用時期、税
金の納入手続きの発表が遅れたことで
実務の面でも混乱が生じた。

学校における健康な
食生活の推進
　教育省は 2017 年 3 月、「学校や教育
省内における健康な食料品に関する指針

（POLICY AND GUIDELINES ON HEALTHY 
FOOD AND BEVERAGE CHOICES IN 
SCHOOLS AND IN DEPED OFFICES）」を
発 表した。高脂肪、高砂 糖、高塩 分の
飲食物の提供を避け、体に良い飲食物を
提供することで学生の食生活を改善する
試みだ。こうした国の政策に加え、ケソン
市では、学校内やその近辺での栄養価の
バランスを欠く調理済み食品と砂糖飲料
の提供を禁止する「2017 ケソン市低栄養
価・高糖分食品禁止法令（QC Anti-Junk 
Food and Sugary Drinks Ordinance of 
2017）」を制定した。学校のカフェテリア
と学校から100 メートル圏にある店では、
加工されていない飲食物のみ販売を許可
し、違反すると罰金が課される。初めての
違反の場合 1,000 ペソ、2 回目は 2,000
ペソ、3 回目は 5,000 ペソが課せられ、
最悪の場合は営業停止になることもある。
地元紙のデイリー・インクワイアーによる
と、2018 年 6月の時点で 2 件の学校が
条例違反として罰金を課せられている。

予 防 ・ 健 康 管 理
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Aramesh Wellness について
　一つの店舗でデンタルケア、スパ、スキ
ンケアまで提供するワンストップの健康
施設です。2010年にデンタルクリニック
として事業を開始しました。翌年、治療だ
けでなく予防医学の観点から体をケアす
る新しいサービスがあれば良いと考え、
スパ事業も開始。さらに2018 年初めに
は、スキンケアサービスも新たに開始しま
した。デンタル事業では一般的な治療
から、矯正、インプラントなどを提供し、
スパ事業では指圧やスウェディッシュマッ
サージ などのマッサージを提供していま
す。スキンケアでは、美容、脱毛、レーザー
治療など手術を伴わないスキンケアサー
ビスを提供しています。早ければ 2018年
内に、2 店舗目を開店予定です。

ワンストップサービスを
提供することについて
　デンタルケアは怖いイメージを持たれ
がちですが、快適な空間と心地よいイメー
ジを持つスパを同じ店舗に組み入れるこ
とでその怖いイメージを払拭し、多くの顧
客を獲得することに成功しました。受付を
同じにすることで、リラックスした雰囲気
を提供しています。二つの一見全く異なる
サービスがこのマニラで受け入れられてい
る理由の一つは、マニラの交通渋滞が酷い
点もあると思います。デンタルケアとフェ
イシャルエステを同時に受けようと思って
も、マニラでは二つの場所を渋滞のため長
い時間をかけて移動しなければなりませ
ん。しかし、当社であれば一度に両方の
サービスを受けることが可能です。

顧客層について
　性別は男女同じくらいの割合、年齢は
25歳～45歳の方が大部分で、予想以上
に男性の顧客が多く訪れています。顧客
の中には、デンタルケアとスキンケアの両
方を受ける人もいます。顧客の生活圏に
できるだけ近い場所でビジネスをするこ
とが大切です。フィリピン人は歯の治療を
するのに、わざわざ遠出しようとはせず、
近所で済ませる傾向があります。また、

フィリピンで唯一ペルシャをモチーフにし
ているので、その珍しさからか旅行者も
多く訪れます。旅行者の国籍としては、
中東の人が多いわけではなく、もっぱら
中国や韓国などアジア人の旅行者が多数
を占めます。さらに、在フィリピンの海外
駐在員も多く訪れています。

ペルシャをモチーフとした独自性
　恐らくペルシャをモチーフにしたスパは
当社以外になく、2014年の上半期に多く
のテレビや新聞に取り上げられ、顧客認
知度が高まり、顧客数が増えました。ペル
シャをモチーフにした理由は、創業者であ
る私がペルシャ人とフィリピン人のハーフ
だからです。

どのように広告をしているか？
　フィリピンを訪れる海外旅行者への広
告としてトリップアドバイザーを、フィリピ
ンで生活する人への広告として Google
を使用しています。共に高い口コミ評価を
得ていて、トリップアドバイザーのスパラ
ンキングでも1 位か 2 位となっています。
WEB検索の上位に食い込むことで、他者
の評価を参考にする旅行者層の獲得に
つながっています。

成功している要因　
　まずはペルシャをモチーフにした独自の
サービスを提供していることです。また、
様々なサービスを提供することで、わざ
わざ色々な場所に出向かなくて済む利便
性を顧客に提供しています。さらに、サー
ビスの質を維持するため、顧客のフィード
バックを確認し、もし不満などがあればす
ぐに解決するようにしています。セラピス
トのトレーニングも欠かせません。実際、
すべてのスタッフがテストを受け、セラピ
ストの資格を持っています。

市場の成長率について　
　業界全体や個々の分野別データはあり
ませんが、自社で行った調査では、デンタル
ケアとスパの事業に関して、年率 10％～
15％で成長しています。経済水準も上が
り人々の健康関連支出が増えてきたこと

で、今後更なるビジネスチャンスもあると
思います。

サービス料金について　
　サービス料金は、業界平均より高いと
思います。自社の調査では、業界平均より
高い値段でも、マッサージの質、寛げる空
間等、価格に見合った質の高いサービスと
いう評価を市場から受けています。デンタ
ルケアについては、まだ値段を上げられる
余地があると認識しています。

従業員の確保について
　従業員の定着率としては、就職後 6カ月
から1 年以内に半数程度辞める傾向が
あります。一方で、創業以来、スパ事業に
携わり続け、現在ジェネラルマネージャーに
までなっている人もいます。十分な給料と
福利厚生があれば、会社に残ることを好む
人もいます。

事業許可書の取得手続きについて
　私の経験に基づくと、マカティ市では
デンタル事業、スキンケア事業、スパ事業
とそれぞれ許可書が異なります。デンタル
クリニックであれば歯科医師が、スキンケ
アクリニックであれば皮膚科医が、地方政
府より事業許可書を取得する必要があり
ます。必要書類が揃っていれば、マカティ
市の地方政府への申請手続きはスムーズ
に行われます。建物のオーナーによって
建物の使用許可書が準備されていない
場合、事業許可書を得るのに時間がかか
ります。水回りや害虫駆除など様々なテス
トを経て建物の使用許可書が発行される
からです。マカティ市の地方政府は平日に
加え土曜日も事業許可書の手続き処理の
対応をしているので、公共サービスもかな
り良くなってきていると思います。

Aramesh Wellness
ペルシャをモチーフにした新しいタイプの総合スパ

受付を背景に（右）ファーハッド COO /（左）ファー CFO
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デンタルクリニック スパルーム スキンケアルーム
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サージに集中したことで他社と差別化を
図り、整体・骨盤調整という独自のサービ
スで体の状態の回復、改善を強調しブラン
ドを強化してきました。施術の際は着替え
も提供し、店舗内の照明を明るくして、外
からも店舗の施術の様子が見えるよう開
かれた空間を提供するように工夫してい
ます。施術の前後で体の調子の違いを実
感できるので、そのサービスに納得いただ
いたお客様はリピーターとなってくださり、
中には毎週お越しいただくお客様もい
らっしゃいます。こうした整体師の技術を
維持できているのは、日本人スタッフが
トレーニングに加えて店舗に出す前の
最終試験まで行っているからです。

価格について　
　施術内容と時間によって複数の価格帯
を設定しています。一般的なスパが提供
するマッサージとは異なるサービスを提
供していますが、似ているサービスをあげ
るならばカイロプラクティックです。カイ
ロプラクティックは一般的に時間当たり
4,000 ペソしますが、当社は一時間 1,695
ペソで整体・骨盤調整を提供しています。
一般的なマッサージと値段を比べると高く、
カイロプラクティックよりお手頃な中間レ
ンジに価格を設定しています。

ビジネスの成功要因について　
　良きビジネスパートナーを探すことが
一番大切です。現在、フィリピンのマネジ
メントはパートナーのジェネラルマネー
ジャーに任せ、現地に駐在している日本
人は、新店舗出店の場所や人員配置につ
いての意思決定、整体師の教育に注力し、
役割分担を図っています。フランチャイズ
契約と言うと、ブランドを提供して契約に
基づいてフィーをいただくのが一般的かも
しれませんが、当社は現地に日本人を派
遣して、サービスの肝となる施術の質まで
担保し、パートナーと一緒にフィリピンの
ビジネスを作り上げています。

カ・ラ・ダ ファクトリーについて
　カ・ラ・ダ ファクトリーフィリピンは、
ボディマッサージ、足裏・足つぼのマッサー
ジをするフットトリートメント、そしてAP
バランスという整体・骨盤調整の 3 つの
サービスを一つの店舗で提供できる総合
整体サロンです。2018 年9月時点で17 店
舗を構え、年内に更なる新規出店を予定
しています。店舗はマニラ首都圏にあり、
お客様が徒歩で立ち寄れる場所でありた
いと考え、ほぼ全ての店舗がショッピング
モール内に位置しています。

進出の経緯は？
　2010 年、フランチャイズパートナーの
フィリピン人オーナーの知人が、台湾で
受けたカ・ラ・ダ ファクトリーの施術に
感銘し、オーナーに感想を伝えたところ、
フィリピンにもサービスを導入したいとい
う提案が日本のカ・ラ・ダ ファクトリー
に入ったのが始まりです。オーナーは、フィ
リピンには同様のサービスがなく、フィリ
ピン人も整体・骨盤調整のニーズがある
と考えていました。翌年の 2011年には、
カ・ラ・ダ  ファクトリーとしても初めての
海外フランチャイズ契約を締結し、2012
年にフィリピンで最初の店舗を開きまし
た。当時、フィリピンで日本のサービスを
提供するために、フィリピン人を日本に呼
び、2 カ月間かけて施術の技術に加え日本
式のホスピタリティまで教育し、フィリピ
ン事業の礎を築きました。

どのように事業を拡大して
きましたか？
　最近のフィリピン人の中には、運動や
正しい食事を通して健康的な生活を送り、
寿命を長くしたいという意識が浸透しつつ

あります。そうした流れの中で、体調を良
くしたり、姿勢を整えたり、筋肉のバラン
スを取ったりするサービスはフィリピン人
にとって必要なはずです。新しいものが
あれば試してみたいというフィリピン人の
特徴も、私たちのサービスが受け入れら
れるきっかけになっているかもしれませ
ん。オフィスでずっとパソコンを使ってい
る人が肩こりの解消を目的に来店された
り、ハイヒールをずっと履いている女性が
脚のむくみを取るためにお越しいただい
たりするように、お客様からのニーズに耳
を傾け、需要がありそうな場所を推定し
て店舗を構え事業を拡げてきました。さらに
日本人スタッフが、施術をするフィリピン人
整体師をしっかり訓練し、サービスの質を
維持してきたことも事業拡大に大きく貢
献しています。

顧客層について
　顧客層は12歳から60歳以上まで様々
な世代に広がっていますが、主要なお客
様は働き盛りの 30代です。開店当初は
男性のお客様が多かったですが、美容意
識、健康意識の高まりに伴い女性のお客
様も増えて、現在は 54％が女性です。お客
様の利用時間も様々で、午前中の場合も
あれば、昼食の休憩時間にお越しいた
だくこともあります。オイルを使わないの
で、施術後にシャワーを浴びる必要がな
いことも時間を気にせずお越しいただけて
いる理由です。店舗によって中国人や日本
人、フィリピン人など色々な国籍のお客様
にお越しいただいています。

サービスについて
　フィリピンのマッサージ店で一般的に
使われるオイルを使用せず、ドライマッ

カ・ラ・ダ ファクトリー
日本発のカラダと健康の総合サロン

（左）成瀬様（フィリピン地区責任者）/（中央）ハナジェネラルマネージャー /（右）西尾様

整体師を養成するための研修所の風景

INTERVIEW
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予防・健康管理関連の消費市場

サプリメント市場の動向
　経済成長に伴いフィリピンの国民の購買力が上昇している中、
サプリメントの消費も旺盛だ。ドラッグストア等の店頭販売に
加え、オンライン販売も増えているが、特にネットワーク販売が
市場の成長を牽引している。ユーロモニターの調べでは、フィリ
ピンのサプリメント市場において 2017 年に USANA が 32.8％の
シェアを占めており、2 位にはドラッグストア等のリテール販売を

中心とする MX3 が 8.0％の市場シェアを獲得。3 位のアムウェイ
と4 位のニュースキンは、それぞれ 6.3％と4.5％のシェアを確保
した。サプリメント市場規模は、2017年時点で 92 億ペソであり、
2022 年までに117 億ペソまで拡大すると予想されている。

健 康 食 品 ・ サ プ メ ンリ ト
国民の健康意識向上で市場拡大

ドラッグストア

サプリメント専門店
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メントとして人気を博している MX3 は、
東南アジアの有名なフルーツ、マンゴスチ
ンを原料にしておりフィリピン人に親しま
れています。よく知られている原材料が
使われていれば、消費者も受け入れやす
く、実際に試すところまで繋がるかもしれ
ません。当社も乳酸菌のサプリメントを
2016 年に発売開始しましたが、最初は宣
伝するのにも販売するのも大変苦労しま
した。少しずつ乳酸菌の認知度も上がり、
2018 年には前年比で 150％以上の売上
を記録しています。対象とする所得層の
選定も大切です。低所得者層は基本的な
食べ物を買う余裕しかなく、健康関連の
製品を買う人は多くありません。可処分所
得が増える中で、健康に気を遣うことの
大切さを人々に教え込み、フィリピン人の
健康に対する考え方を変えていく必要が
あります。

政府の政策について　
　現在の政府の政策は、プライマリーケア
がほとんどで、病気予防としては加糖飲料
税や学校のカフェテリアにおける健康的
な飲食物の促進を除いてはありません。
2014年～ 2015年に、健康促進、病気予
防について政府と民間企業の対話の場が
設けられましたが、政策には結びついてい
ません。健康意識を高めるために、政府の
協力は不可欠です。2003 年に政府がジェ
ネリック医薬品の法律を導入した当初は、
ジェネリック医薬品のイメージはとても
悪く、大半がインドから入ってくる質の悪
い薬というイメージでした。そのため政府
がジェネリック医薬品の効果や手ごろな
値段で利用できることを広報して、数年間
かけてイメージを向上させた結果、現在の
ジェネリック医薬品市場が築かれました。
このように、国全体の健康意識を改善で
きるかどうかは、フィリピン人が健康に配慮
した生活を送るよう促す政府の啓蒙活動
にかかっています。

ターゲット顧客について
　人々を啓蒙して健康的な生活を送るよ
う生活習慣を変える必要があります。フィ
リピン人は食べることが大好きです。友人
の家に遊びに行けば、いつも食べ物でもて
なします。つい食べ過ぎてしまうことも
多く、コレステロール値の高い人や糖尿病
の人の中には、本来は食事制限をしなけ
ればならないにも関わらず、薬があるから
食べすぎても問題ないと考える人も多い
です。こうした意識を変える必要がありま
す。

INTERVIEW
創業から今に至るまで
　30 年以上働いたアヤラコーポレーショ
ンを退職した創業者が、友人と地方でマ
イクロファイナンスの活動に精を出してい
ました。その活動を通して、多くのフィリピ
ン人が薬を買う余裕すらない状況を目の
当たりにしたことがきっかけで、2003 年
にドラッグストアを立ち上げました。当時の
理念は、所得によらず誰もが手の届く価
格の薬を提供することでした。16 の直営
店を運営していた 2008 年、更なる事業
拡大を目的にフランチャイズビジネスを
開始しました。2011年、サプリメントメー
カーが新市場を開拓する様子を見て、病気
を防ぐための健康関連製品を販売するド
ラッグストアへと理念を変えることにしま
した。2014 年にはジェネリック医薬品の
Actimed と、サプリメントや機能性食品
の Nutrawell の二種類の自社ブランドを
市場に送り出しました。2015 年にアヤラ
コーポレーションの傘下に入り、医薬品だ
けでなくヘルスケア関連のサービス全体
を網羅するドラッグストアという理念を作
り上げました。2017 年からはバランガイ
を対象としたズンバのコンテストや健康
関連の講演も実施し、健康増進活動を始
めました。初年度は 30 件ほどでしたが、
2018 年は既に9 月の時点で 50 件以上の
イベントをフィリピン全土で開催し、参加
者に健康的な生活を送るよう啓蒙活動を
展開しています。

フィリピン人の健康意識の
変化について
　2011年に当社が健康関連商品を扱い
始めてから現在までの7 年間でフィリピン

人の健康意識もかなり変化してきました。
特に、2014 年～2015 年はランニング大会、
トライアスロン、サイクリングのイベント
など各種スポーツイベントを様々な団体
が開催し始め、その傾向は現在も続いて
います。また 24 時間 365 日利用できる
Anytime Fitness に代表するフィットネ
スジムの店舗もここ数年で飛躍的に増え
ています。GDPを上回るペースで成長し
ている医薬品市場に対し、健康関連分野
の市場はまだ若く規模も小さく、成長率
についてもGDPを僅かに下回る程度だ
と思います。しかし健康関連分野の代表
例のサプリメント市場は継続的に伸びて
おり、MX3など急速に普及し人気を集め
ている製品も登場しているので、その市場
の拡大に期待しています。

ターゲット顧客について
　最近は男性のお客様も増えて45％が
男性、55％が女性です。年齢層は25歳～
35歳の利用が多いですが、主要ターゲッ
トは母親に据えています。一般的なフィリ
ピン人の女性は、家計管理に加え、購買
の意思決定の役割も担います。妻が夫を
導いて物事を進める場面も多いので、家族
全体を顧客に取り入れるために、妻を主要
ターゲットとしています。2017 年に当社
が行ったジェネリック医薬品の使用を促す
イベントでは、ジェネリック医薬品の効果
や節約できる金額を妻に説明しつつ、夫に
も情報が入るよう工夫し、家族全体の需要
を取り込めるよう努めました。

日本企業へのアドバイスについて
　フィリピン人にとって馴染みのある製品
を提供することが必要です。例えばサプリ

Generika
健康維持・病気予防市場開拓に挑戦するドラッグストア

インタビューに応じるジェイ副社長

会社のロゴと共にジェイ副社長
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スポーツに関する政策

レクリエーション
スポーツ用品市場

フィリピンスポーツ委員会
　フィリピンスポーツ委員会は、1990 年
制定のThe Philippine Sports Commission 
Act に基づき設立された大統領府直轄
の政府機関である。主な役割は、フィリピ
ンのアスリートの育成やフィリピンオリン
ピック委員会と協力した国際大会への
アスリート派遣である。一般大衆向けに
は、「Laro't saya sa parke」（タガログ語で

「公園で家族と楽しめるスポーツ」　）を合言
葉に、スポーツ推進活動を行っている。具
体的には、毎週土曜日の午前 5 時半～ 8
時までケソンメモリアルパークでエアロ
ビクスやズンバ等ダンスクラスを開催し、
スポーツを学べる機会を無料で提供して
いる。子どもから高齢者まであらゆる世代
が朝早くから汗を流しており、ケソン市
に留まらずダバオ市など全土に普及してい
る。フィリピンスポーツ委員会の予算は少
ないが、少しずつ活動の幅を広げている。

米スポーツの影響大
　20 世紀初めから現在に至るまで様々
なスポーツがフィリピンに導入されたが、
特に米国のスポーツの影響を強く受けて

いる。その中でもバスケットボールは
多くのフィリピン人を魅了し、フィリピン
バスケットボールリーグのプロバスケット
ボール選手への憧れに加え、狭いスペース
でもゴールとボールがあれば楽しめる
利便性の高さが人気を生み出している。
その他にも、ボクシング、ボーリング、ビリ
ヤードも人気が高く、ボクサーのマニー・
パッキ ャオ、プ ロ ボ ー ラ ー の パ エ ン・
ネポ ムセ オ、プロのビリヤード選手の
エフレン・レイズは国民の英雄である。
スポーツリーグは、大学の学生リーグとプ
ロフェッショナルリーグの両方が人気だ。
大学の学生リーグは、2018年9月時点で
10 大学が加盟するフィリピン大学体育協
会によって、様々なスポーツリーグが運
営されている。プロフェッショナルリーグ
は、男性に人気のあるフィリピンバスケッ
トボールリーグや、女性に人気のあるプ
レミアバレーボールリーグなどがある。
企業のスポンサー活動も活発で、レストラ
ンチェーンのシェイキーズがバレーボール
リーグのスポンサーに、またエナジードリ
ンクのコブラがアイアンマン 70.3 フィリ
ピン大会というトライアスロン大会のスポ
ンサーになった事例がある。その他、最近
のレクリエーション活動として人気の高い
ズンバは、2018 年 7 月に 13,350 人の
ダンサーが参加したクラスが歴代最高の
ズンバクラス規模を誇るとしてギネス記
録に認定された。

スポーツ用品市場の動向
　フィリピンのスポーツ用品の市場は、

海外ブランドの進出や、フィリピンの地場
企業が営むスポーツ用品販売店の発達に
より拡大している。健康意識の高まりを背
景に、フィットネス産業の発展、トライアス
ロンやハイキングの人気も相まって、今後
もさらに市場拡大が予想される。ナイキ、
アディダスなどの海外ブランドは、ブラン
ドショップを構えて自社製品を販売するこ
とに加え、複数ブランドを取り扱うスポー
ツ用品販売店にも製品を流通させること
で市場の成長を牽引している。ユーロモ
ニターによると、2016年のスポーツ用品
の市場規模は 235億ペソだったが、2018
年には 263億ペソ、2021年には 311億
ペソまで伸びると予想されている。複数
のブランドを扱う Toby’s Sports、Planet 
Sports、Chris Sports などフィリピンの
地場企業のスポーツ用品店は、店舗販売
だけでなく、オンラインショップを立ち上げ
スポーツ用品の販売ルートを多角化して
いる。オンライン販売が与える今後の市場
動向への影響は気になるところだ。

ス ポ ー ツ ・ レ ク エ ーリ ョ ンシ

高齢者向けスポーツ活動
ズンバ教室
　毎週木曜日夕方 17 時～18 時半の1 時
間半、マカティスポーツクラブで開催され
るズンバ教室。ベルエア バランガイ の
高齢者女性を対象として始まった活動は
もう2 年以上続いている。料金は一クラ
スあたりインストラクターに支払われる
1,500 ペソで、費用は各クラスに参加した
人が均等に負担する。施設利用料はバラ
ンガイから支給されており、ズンバ教室の
インストラクター曰く運動を通して体を
鍛えるだけでなく、人との交流を目当てに
毎週参加する人も多いとのことだ。

ある一日のズンバ教室参加者 レッスン後の憩い

参加者の声



Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved30

初心者から上級者まで集う
マカティランナーズクラブ
　毎週木曜日と土曜日の早朝にマカティ
市のアヤラトライアングルで開催されてい
るランニングクラブで、2018 年 9 月末で
活動開始から 4 年となる。体重を減らし
たいという目的で参加する人から、大会に
参加するためのトレーニングとして参加
する人まで様々な人を受け入れている。
マカティランナーズクラブの Meetup の
グループ登録人数は 1,000 人を超えてい
る。土曜日の活動では 5 キロ走った後に
近くのマーケットまで参加者と朝食を
食べに行くことが恒例だ。運動だけでなく
人と人の交流の場にもなっている。

ある日の活動風景 ランニング前にストレッチをするメンバー

クラブ参加者の声
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フィットネス市場

欧米系中心に拡大
　フィリピンのフィットネス市場は、有名
ブランドのフィットネスチェーンと小さな
フィットネスジムが共存している。大手
チェーンでは、欧米のフィットネス会社が
市場を席巻しており、Anytime Fitness、
Slimmers World、Gold's Gym、Fitness 
First が 有 名であ る。中 でも 米 国 発 の
Anytime Fitness は 2014 年にフィリピ
ン市場に参入したばかりだが、2018 年 9
月現在で既に 70 店舗を展開する最大手
であり、フランチャイズビジネスで急速に
店舗を拡大している。また、その他の各社
も続 と々店舗数を拡大していることから、
フィットネス市場の見通しは今後も明る
い。背景には、所得の向上に伴い健康関

連にお金を回す余裕が生まれ、健康志向
が高まっていることが挙げられる。フィット
ネスジムの形態も多様化しており、従来型
のフィットネスマシーンを提供するジムに

加え、サイクリングジム、ヨガ、クロスフィット
ジム、ボクシングジムなども活発になって
いる。

フ ィ ッ ト ネ ス

フィットネスサービス提供者と利用料金
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「フィリピン人の 
健康長寿意識」調査

アンケート調査は、男女各 200
名（合計 400 名）を対象とし、
2018年9月にPwC Philippines
社が実施。20代、30代、40代、
50 代の各年齢層からそれぞれ
100名（男女各50名）が回答。

年代を問わず、  「とても気をつけている」と「ある程度気をつけている」
が合わせて約 90％以上であることから、健康に対する意識は高い。

「とても気をつけている」人は、20 代、30代に比べて、40代、50代の
方が 14 ポイント以上高く、40 代を機に健康に対する意識はより高まっ
ている。

2 健康に対する意識の高い
40代、50代

健康増進活動をしている人の割合は、年齢が上がるにつれて増加
傾向にある。「ほとんどない」人が 42％も占める 20 代に比べ、50代は

「ほとんどない」および「全くない」人が合わせて15％であり、年齢が上
がるにつれて健康増進活動に取り組む頻度も高くなることが分かる。

3 年齢が上がるにつれ
健康づくりに邁進

健康に対する
意識・活動調査

健 康 管 理 ・ 増 進 意 識の 査調
　JETRO は 2018 年 9 月、フィリピン人の健康増進および退職後の生活等に関する意識調査
を実施した。フィリピン人の健康意識は総じて高く、年齢が上がるにつれて健康への支出も増え
ている。退職後の生活については、世代間によらず総じて楽観的な人が多かった。

1 生活の中で重要度の高い健康、家族、宗教
生活における「健康」の重要度は、どの世代にとっても高いが、世代間
で意識の差は比較的大きくない。また、　カトリック教徒が多く家族の
繋がりの強い土地柄ゆえ、「家族」の重要度が高いことも、どの世代に
も通じる。年齢が上がるにつれて、　「家族」　の重要性は高まる傾向に
あり、20代　と40代では、13ポイントの差がある。

注：n=400

健康

資産形成

自己表現

キャリア　　

家族

宗教

‐ 生活における最重要素 ‐

23%22%

30% 19%

5%
1%20代

12%
26%

43% 10%

8%

1%

32%

9%

34%

13%
8% 4%

16%

42%
6%

31%

3%
2%

30代

50代40代

‐ 健康に対する意識の度合 ‐

20代

30代

40代

50代

43%

42%

60%

57%

46%

54%

37%

35%

10%

4%

8%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とても気をつけている ある程度気をつけている
気をつけていない 全く気をつけていない 注：n=400

‐ 健康に取り組む頻度 ‐

20代

30代

40代

50代

14%

19%

21%

32%

44%

51%

57%

53%

42%

30%

20%

14% 1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いつも 頻繁に
ほとんどない 全くない 注：n=400
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4 健康を意識する理由
すべての年代が、健康を意識する最大の理由として「家族がいること」を
挙げており、年齢が上がるごとにその傾向が強くなっている。また、長生き
したいという人間の根本的な欲求も総じて高い。一方で、慢性疾患の
恐れがあることを理由に健康を意識する人は、50代だと少ないが、40代
以下の年代は30％以上を占める。また20代は体重への関心も高い。

5 健康のためには食事制限
年代を問わず、健康のために「食事制限」に取り組む人が多い。年齢
が上がるにつれて、　「健康診断」、「瞑想」、「早寝早起き」など、日常生
活に組み込める健康増進活動を選択する割合が上昇している。

‐ 健康を意識する理由 ‐
8590%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

65
68

84

65 62

76
71

3638
35

40
35 37

31

18
25

32
19

14

26
22

26
23

28

15 16

8 7 8 6
2 3

14
7 6

家族がいる

長生きしたい

病気を予防したい

慢性疾患の恐れがある

体重を管理したい

医療費を節約したい

体力を維持したい

外見を維持したい

衰えを感じる

20代 30代 40代 50代 注：n=400

‐ 健康増進のために取り組んでいること ‐

21
15 16

90%
80%

70%
60%

50%

40%
30%
20%
10%
0%

79
7072

79
69

57
5048 48

40
32

18

41
31 31

20

3434
2929 33

4141

52

262426

36

262928
38

21
29

44
52

1714 18
26

17

食事制限 散歩
禁酒禁煙

スポーツ
体重管理

健康診断

サプリメント 瞑想

早寝早起き
血圧管理

マッサージ・セラピー

20代 30代 40代 50代 注：n=400
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8 子どもの健康を重要視

‐ 健康イメージの国別比較 ‐

6 韓国の健康的なイメージ拡大
日本は「とても健康」で圧倒

日本を「とても健康」とイメージする人の割合は 69％で圧倒的なトップ
だ。一方で「とても健康」と「健康」を合わせた場合、韓国は 2ポイント
差で日本に次ぐ。近年、フィリピンのドラッグストア等小売店において
韓国製のスキンケア商品が出回っており、健康的なイメージが普及して
いると考えられる。

子どもの健康に対する意識のは、世代によらず総じて高い。子どもに野菜
の摂取を促すことや、塩分・糖分を控えることで食生活の改善が行われて
いる。

7 健康のために、 
3,000ペソ以上支出可能

年代によらず、健康のために 3,000 ペソ以上は支出可能と回答
している。実際に健康のために支出している金額は年齢が高く
なるにつれて増加しており、20 代と50 代では 890 ペソの差が
生じている。

96%

JAPAN94%

KOREA

59%

CHINA

74%

EUROPE

32%

USA

とても健康 健康 不健康 とても不健康 注：n=400

‐ 健康増進に対する支出額と支出可能額（月額平均）‐

20代

2,340

3,166
3,634

3,070

4,079

3,230
3,340

2,977

30代 40代 50代

支
出
額

支
出
可
能
額

支
出
額

支
出
可
能
額

支
出
額

支
出
可
能
額

支
出
額

支
出
可
能
額

注：n=400　　単位：PHP

‐ 子どもの健康を強く意識 ‐

20代

30代

40代

50代

100%

93% 7%

99% 1%

95% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

意識している 意識していない 注：n=194（子どもを持つ対象者）

‐ 子どもの健康増進のために行っていること ‐
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

66%

66%

56%

49%

19%

10%

食生活改善 -
野菜を摂らせる

食生活改善 -
塩分と糖分を控える

運動

睡眠時間・
生活リズム

ワクチンの接種

漢方・サプリメント
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老後に対する
意識・活動実態

退職後の生活については、世代を問わず楽観的な人が極めて多く、
86％の20 代を除いて、30代～ 50 代は90％を超える人が「とても
楽観的」または「楽観的」と回答している。

1 2世代間で異なる退職希望年齢 退職後の生活は総じて楽観的
20 代と30 代の約40％の人が 50歳以下までに退職したいと考えて
いるのに対し、40 代と50 代においては、56 ～ 60 歳での退職を希望
している割合がそれぞれ 34％、40％と、世代間で退職希望年齢に大き
な差がある。若い世代はできるだけ早く退職したいと考えるが、年代が
上がると経済的な観点などを考慮すると推測される。

健康を保てるかを最も懸念
（数字は「とても不安」「不安」と回答した割合）

3

「とても不安」なこととして「健康を保てるか」を挙げた人の
割合は最も高く67％に上った。その次に 14 ポイント差で
多かったのは「医療費負担」。大家族で繋がりの強いフィリ
ピンにおいて、「孤独になること」、「介護者を手配できるか」
といった点についての不安は比較的少ない。

‐ 退職希望年齢 ‐

41%

40%

21%

15%

18%

19%

18%

27%

40%

12%

7%

18%

17%

7%

5%

4%

4%

4%

2%

3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代

30代

40代

50代

20% 34%

20%

50歳以下 71歳以上51～55歳
注：n=400

56～60歳 61～65歳 66～70歳

‐ 退職後の生活へのイメージ ‐

とても楽観的 楽観的 注：n=400悲観的 とても悲観的

20
代

30
代

40
代

50
代

28% 32% 36% 36%

58%
62% 61% 62%

10%
4% 6% 3% 2%

‐ 老後生活に対する不安要素 ‐

96%
健康を保てるか

92%
身体が動かなくなること

95%
医療費負担

93%
生活資金の確保

51%
介護者を手配できるか

88%
住居を手配できるか

80%
認知症を患うこと

63%
孤独になること

62%
やることがないこと

とても不安 不安 不安でない とても不安ではない
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退職後には趣味と家族の時間を
楽しみたい4

年代を問わず、「旅行」、「自己実現」、「レジャー」、「趣味」、「家族と時間を過
ごす」が 90％以上を超えており、積極的に退職後の生活を送ろうという
姿勢が垣間見える。一方で、シニアコミュニティの活動は、すべての
世代で相対的にかなり低い。 ‐ 退職後にやりたいこと ‐

90%

100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

97 100
95 94

75
65

73

98 9696 94

80 80

60

80

96 97 95 97 97 99 95 96

60

旅行

仕事（パートタイムを含む）
自己実現

スポーツ
レジャー 趣味

シニアコミュニティ活動

家族と時間を過ごす

20代 30代 40代 50代 注：n=400

22
28

33

22

96
100 97 99

‐ 退職後の生活への準備状況 ‐

20% 21%

43%
36%

51%

39% 60%

44%

36%

16%

12%10%

5%

3% 1%

3%

20代

40代

30代

50代

かなり準備している
それなりに準備している
あまり準備していない
全く準備していない

注：n=400

30代以上の8割は
老後に備えて準備5

「かなり準備をしている」または「それなりに準備をしている」を選んだ
人は、20 代では 59％だが、30 代以降は 80％を超え、40 代と 50 代
は 87％に至る。具体的な準備内容は、食生活改善が各年代の中で最
も高く、50 代に至っては 80％が取り組んでいる。50 代において、食生
活改善に次いで実施されている取組は、健康診断（68％）、サプリメント
摂取（64％）である。

‐ 退職後に向けて行っている準備 ‐

20代
30代
40代
50代

注：n=314
（退職に向けて準備を
　している対象者）

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
食生活改善 健康診断 医療保険 スポーツ サプリメント摂取 禁酒禁煙 予防医療

73 69 70

80

56 56 56

68
63

54 52 48 51

36 37 34
39

46
40

64

36 36
31

16

29 27
31

45

90%
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各年代の約6割は
必要生活費40,000
　ペソ以下

6
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年代によって退職後に必要な生活費は異な
るが、どの世代においても約 60％は月額
40,000 ペソ以下と回答した。特に50 代は
71％が月額 40,000 ペソ以下と回答した。

‐ 家庭内の要介護者を誰がケアすべきか ‐

90%
100%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 子ども 孫 地域コミュニティ

・近隣住人
・ボランティア

病院スタッフ 公共高齢者
介護施設

民間高齢者
介護サービス

メイド

92 88 89 89

30 29
36 35

4 3 04 1 23 1 14 5 4 8 9 8
16

20
13 13

19

20代
30代
40代
50代

注：n=400

‐ 自身が要介護者になった時、誰にケアして欲しいか ‐
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
子ども 孫 地域コミュニティ

・近隣住人
・ボランティア

病院スタッフ 公共高齢者
介護施設

民間高齢者
介護サービス

メイド

20代
30代
40代
50代

注：n=400

78 81 79
85

34 30
36

41

6 6
2

7 5 3 3 2 3 3

30
22

17
22

11 11 11 10
12

‐ 退職後に必要な生活費（月額）‐

20代 30代 40代 50代

12,000ペソ以下
60,001～100,000ペソ

12,001～20,000ペソ
100,001～250,000ペソ

20,001～ 40,000ペソ
250,000ペソ以上

40,001～ 60,000ペソ
注：n=400
為替ルート：
100 円 =47.96 ペソ

（2018 年 8 月の平均値）
（フィリピン中央銀行）

25% 19% 15% 22%

12% 24%
17%

26%

27% 20%
26%

23%

16% 23% 26%
16%

16% 9% 13% 11%
4% 3% 2% 2%2% 1%

年代によらず、家族内の要介護者をケアするのは「子ども」という回答
がおよそ 90％を占めている。次いで、「孫」、「メイド」、「民間高齢者介
護サービス」と続く。50 代では民間高齢者介護サービスを選択する割
合が上昇する。

7 子どもは介護の担い手としても
最も期待される存在

「自分自身は誰に介護をしてもらいたいか」という質問については、子どもが
一番であるのは同様である。年代が上がるにつれて、孫への期待が高く
なる傾向がある一方、民間高齢者介護サービスを選ぶのは20代で30％
と、他の年代よりも高くなっている。



\質問➊ /
健康維持のために取り組んでいる

活動はありますか？

\ 質問➌ /
老後の生活に向けて準備して
いることはありますか？

\ 質問➋ /
健康維持のために興味のある
活動で、まだ取り組んだことの
ないものはありますか？

【トネッテ】】：Fern C というビタミン C サプ
リメントを摂取しています。日本のサプリメ
ントを使用したことはまだありません。ジム
に行くのは飽きてしまったので、最近はポー
ルダンスをしています。1 回 500 ペソで教室
に参加できます。日本の健康関連製品では、
ロート社の目薬を使用しています。

【 ジョリー】：私 は 警 備 員という職 業 柄、
週一度ジョギングをすることが必須です。
時間があれば、週に二度ジムに行きます。
サプリメントは取りませんが、マルンガイと
ショウガを混ぜたハーブ茶を摂取します。
抗酸化作用があって体に良いからです。こう
した知識は Google や YouTube を使って
学びました。日本の食品と言えば日清の
カップヌードルが有名ですが、日本の健康
関連の製品は市場で認知されていません
ね。

【チャーム】】：睡眠を促すので、ブランド名
は忘れましたが米国産のビタミン E サプリ
メントを摂取しています。週に 1、2 回はジム
で水泳をします。日本の健康関連製品は使
用していないです。

【チャーム】】：食事の量を増やしても体重
が増えないので、体重を増やす効果のある
Serious Mass のホエイプロテインに興味が
あります。また、友人がジムでのウエイトト
レーニングを勧めるので、まだ取り組んだ
ことはありませんが、試してみたいと考えて
います。

【ジョリー】】：ラぺリングや登山をやってみ
たいです。ビタミン剤はよく分かりませんが、
体に良いあらゆる種類の成分をまとめて取
れるビタミン剤があれば摂取したいです。
自分で選ぶのは得意でないので、誰かがお
薦めを教えてくれるなら飲んでみたいと思
います。基本的には、しっかり運動して食べ
ることを心がけています。

【トネッテ】】：短時間で行う運 動に関心が
あるので、高強度インターバルトレーニング
をやってみたいです。ヤクルトが好きです
が、他の乳酸菌飲料にも興味があります。
サプリメントであれば、肌の代謝がよくなる
のでビタミン E を取ってみたいです。

【トネッテ】：老後 に向けて準 備している
こととして、医療保険への加入があります。

【バイ】：ビタミン剤は摂取していないです
が、食べ物は偏りなく魚も大丈夫ですし、
野菜も肉も好きです。運動は、ハイキング、
水泳、マラソンが好きです。普段、家と会社
の間約 2 キロを歩いて往復しているのと、
時々プール付きのコンドミニアムに住む友
人を訪れた際には、友人と水泳をすること
が多いです。

【バイ】：肝臓を浄化する作用があると聞い
たことがあるので、グルタチオン（アミノ酸
の 1 種）を摂取してみたいです。しかし高額
なので、まずは野菜を多く食べて肉を減ら
すような正しい食生活と運動に取り組みた
いと思います。BPO ビジネスが盛んになり、
夜勤と日勤を繰り返す体に負担のかかる生
活はマニラの人々に悪影響です。私は 10 年
間夜勤のある仕事についていますが、体力
的にとても大変です。仕事上、日中寝る生活
に体を調整する必要がありますが、できれ
ば昼間活動して夜寝るほうが体に良いと
思うので、そうした規則正しい生活に憧れ
ます。
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\ 質問➎ /
政府の高齢者への政策について

どう思いますか？

\ 質問➍ /
家族の中で既に退職した人は

いますか？

チャームさん

性別 : 女性 
年齢 : 25 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学院卒 
職業 : 監査法人勤務 
月収 : 2 万ペソ以上～
4 万ペソ未満 
既婚・未婚 : 未婚
家族人数 : 6 人以上
同居人 : 友人

バイさん

性別 : 男性
年齢 : 33 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学卒 
職業 : IT 企業勤務 
月収 : 4 万ペソ以上～
6 万ペソ未満
既婚・未婚 : 未婚
家族人数 : 6 人以上 
同居人 : 単身

ジョリー さん

性別 : 男性
年齢 : 35 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学卒 
職業 : 警備員 
月収 : 1.2 万ペソ以上～
2 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚 
家族人数 : 3 人
同居人 : 妻、子ども

トネッテさん

性別 : 女性 
年齢 : 27 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学院卒 
職業 : 金融 
月収 : 4 万ペソ以上～
6 万ペソ未満
既婚・未婚 : 未婚
家族人数 : 4 人
同居人 : 単身

その他、老後のためではありませんが、貯金
はしています。理想の退職年齢は 40 歳で
すが現実的には、45歳～ 50歳が妥当と思
います。

【ジョリー】：年を取ったら働くことが難しく
なるので、経 済 的に安定していなければ
なりません。会社のオーナーになれば不労
所得で生きていけます。理想の退職年齢は
45 歳～ 50 歳ですが、現職では 60 歳で定年
です。歳を取ると病気がちになるので、でき
るだけ早く退職したいです。

【チャーム】：保険と投資の要素を兼ね備え
た変動型ユニバーサル保険に加入していま
す。入院した際にも医療給付を受けられま
す。体のことを考え、現在の仕事は残業が
多く睡眠時間を十分に取れないので、ワー
クライフバランスの取れた会社へ転職する
ことを考えています。

【バイ】：マニラに単身で 21 歳の時に来た
際、当時家賃が 6,000 ペソと安かったので
家と土地を購入することにしました。家を
購入すると土地を持てるので良い投資だと
年上の兄が言っていたからです。私には 6 人
の男兄弟がいて、唯一私だけが大学を卒業
しマニラに住んでいます。大卒で他の兄弟
よりも給与の高い職につけたので、兄弟の
子どもを金銭的に援助もしました。長期投
資の一環として、田舎でココナッツやゴム
の木を育てています。健 康 保険も投 資の
一つですが、私は Philam Life の 保 険に
加入しています。40 歳までにはオフィスで
働くのを辞めて、自分の会社を持つことを
計画しています。コーヒー販売のようなネット
ワークビジネスを学生時代に試したことが
あります。現在の IT 企業勤務のかたわら5 つ
ほど副業を経験したこともあります。

【トネッテ】】：56 歳になる父は早期退職制
度を利用して、母と共に生活をしています。
介護が必要になっても介護施設には頼りま
せん。父は昔軍隊に所属していましたが、
今は農業に夢中で母と助け合いながら生活
をしています。

【ジョリー】：58 歳になる父がちょうど退職
します。父の体の調子が良くないことが見
て取れたので、私たち家族が説得して退職
させました。現在は、母と兄弟が父の面倒
を見ています。母も退職して父と暮らして
います。介護士を雇うことは、家族で高齢者
の面倒を見るフィリピンの文化には合わな
いと思います。

【チャーム】：58 歳の父は私が生まれるとき
には軍隊から退役し、以来農業に従事して
おり退 職の予定はありません。57歳の母
が唯一会社勤めをしていますが、3 年後に退
職予定です。両親の介護が必要になった場
合、私は 6 人兄弟でうち 2 人の妹が両親と
暮らしていることもあり、家族が助けると思
います。現在は母も働きに出ているので、家に
お手伝いさんを呼ぶことがあります。

【バイ】】：私の両親は会社勤めの経験がな
いので、退職という概念は存在しません。
父は農業従事者で 73 歳になりますが、まだ
働いていますし、母も糖尿病のためインス
リン注射を打ってはいますが、体を使うことも
考えサリサリストアを構えています。一度マニ
ラに両親を連れてきましたが、都会の生活
で体調を崩してしまい現在は田舎へ戻って
います。両親は Service Insurance Sy s te m

（以下、SSS）から年金をもらっており、また
私は独身なので、両親を金銭的に援助して
います。兄弟も結婚するまでは援助していま
した。家族で両親の世話をする文化がある
ので、介護士を雇うことはフィリピンの文化
に合わないと思います。

【 トネッテ】】：政 策について詳しくないの
ですが、知っていることは、高齢者のため
の年金保険制度 SSSと、公務員が加 入する
Government  Service  Insurance System

（以下、GSIS）が存在することくらいです。

【ジョリー】】：私が知っているのは、退職し
たらSSSか公務員が加入するGSIS から年金
がもらえることです。高齢者が貰える額は
最 低限です。医療給付はあれば助けには
なりますが、緊急事態のときでなければ病院
に行くこともないです。一般的に公立病院
は私立病院よりかなり安く医療サービスを
提供しています。サービスの種類によっては
無料で提供されている場合もありますが、
公立病院はいつも混んでいて必要なサービ
スをすぐに受けられないことが多いです。

【チャーム】】：SSSや GSIS 以外の社会保障
制度には、公的医療 保険プログラムを運
営するフィルヘルスと住宅ローンを提供す
る PagiBIG があります。私の知る限りでは、
勤続年数が 5 年以上の 60 歳～ 65 歳は、雇用
主から退職金を受け取る権利を有すると定
めた法律があります。大企業ではきちんと
した退職金制度がありますが、残念ながら
政府の目が行き届いていないところもあり
多くの中小企業では対応されていません。

【バイ】：市によっても異なります。地方に
比べて都会は発展のスピードが速いので、
マニラ首都圏は恵まれています。田舎にい
る私の父は目の病気になった際、私のフィ
ルヘルスの扶養範囲だったので医療給付
を使いました。しかし、現在は高齢者全員
が自動的にフィルヘルスの対象になります。
マカティ市在住の高齢者であれば、サービ
ス内容によっては医療を無料で受けられ
ますが、別の市の人は受けられません。



\ 質問➊ /
健康維持のために取り組んでいる

活動はありますか？

\ 質問➌ /
老後の生活に向けて準備して
いることはありますか？

\ 質問➋ /
健康維持のために興味のある
活動で、まだ取り組んだことの
ないものはありますか？

【トリシア】：現在定期的な運動をしていま
せんが、以前はヨガのクラスに通っていまし
た。また、友 人から勧められた USANA の
ビタミン剤と抗酸化サプリメントを摂取し
ています。日本製のビタミン剤を試したこと
はまだありませんが、健康維持のためにサ
プリメント全般に興味があります。

【ビエン】：私は高血圧の治療をしており、
改善するために仕事の後など時間が許す限
りできるだけ散歩をするように心がけてい
ます。サプリメントは Fern-C のビタミン剤
を摂取していますが、日本製のサプリメント
は試したことがありません。お酒は付き合
い程度に嗜みます。

【マリオ】：健康のことを考えてサプリメント
を摂取したりすることはありませんが、友人
と散歩はしています。健康のためにお金を
かけることは特にしていないので、日本製
のサプリメントも試したことがありません。

【ミア】：病気に罹りそうと感じた場合のみ
ビタミン B か C のサプリメントを摂取する
ことがありますが、普段はビタミン剤を飲み
ません。免疫力を高めるためにターメリック

治療に要しますが、信 頼できる医 療サー
ビスの提供者と知り合えたら試してみたい
ですね。

【ビエン】：教会での聖歌隊の活動などが
忙しくて現実的ではありませんが、できる
ことならジムに通いたいです。医者から薬を
飲むほど深刻ではないと言われています
が、高血圧の改善のために運動するように
指導されているからです。

【マリオ】：ビタミン注射に関してはインター
ネット上でも人気だと聞いたことがありま
すが、私は先ほど挙がっていたレモン水な
ど自然由来のものを試してみたいです。

【トリシア】：理想の退職年齢は60歳～ 65
歳ですが、現時点で老後に備えた準備は特
にしていません。娘たちが大学を卒業した
ら退職しようとも考えますが、うち一人の娘
が医学部に進学する可能性があり、その場
合これから 8 年も先のことになります。彼女
たちが自立してくれたら、私たち親は経済
的に楽になるのですが、現時点では退職自
体考えることが難しいですね。

【ビエン】：一人暮らしで 甥や姪 の学費を

のカプセルとレモン水を毎朝飲むようにし
ています。飲み方も決まりがあって、レモン
水はそのまま放置しておくと酸化してしま
うので、レモンを絞って 5 分以内に飲むよ
うにしています。ビタミン剤は消化器官に影
響するかもしれませんし、少し不安を抱い
ています。色々な 物 が溢 れる中で、私の
周りの多くの人は特に自然由来のものに
こだわりを持っているので、私も実践して
います。また週に 1 度はダンスクラスに参加
し運動するようにしています。

【トリシア】：夜 遅くまで 仕事 をしないと
いけないことがあるので現実的には難しい
ですが、ピラティスのクラスに参加するなど
定期的な運動習慣を持ちたいです。サプリ
メントは、美容に効くビタミン剤を試して
みたい気持ちがあります。

【ミア】：最近流行っているビタミン注射を
受けてみたいのと、美しくなるために、美白
と美肌効果のある美容関係の注射にも興
味があります。一本注射するのに 3,000 ペソ
～ 5,000 ペソもかかるうえ、1 時間半ほど
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\ 質問➍ /
家族の中で既に退職した人は

いますか？

\ 質問➎ /
政府の高齢者への政策について

どう思いますか？

工 面するなど他人の経済的な支援をした
ことはありますが、自分の老後の準備は特に
していません。できることなら、自分の会社
を立ち上げ て老後 は 経 済 的 に困らない
状況を作れたらとは思います。

【マリオ】：現在の仕事は 63 歳で定年退職
となってしまいますが、私も特に老後のため
の準備はしていません。

【ミア】：私は万が一病気になった場合に
備えて医療保険に入っていますが、生命保
険には加入していません。金融機関に勤め
ていた夫から、年老いれば病気になる可能
性が高まるので医療保険には加入すべきだ
が、生命保険を購入するお金は別の投資に
回した方が良いとアドバイスを受けたから
です。余裕資金があれば、不動産にお金を
回したいですね。老後の生活に関しては、
自分の会社を持っており、労働時間を自分
で管理できるので、退職することはないと
思います。

【トリシア】：最年長で 55 歳になる義理の
兄がいますが、彼も含めて家族全員が働いて
おり、介護が必要な扶養家族はいません。
もし彼らが退職して介護が必要になった場
合、家族が面倒を見ることになると思いま
す。介護士は入浴の補助や薬の服用の介助
をしてくれると聞いたことがありますが、
一般的なフィリピン人が子どもや孫を含め
た大家族で生活しているように、私の家族
も介護士は利用せずに家族の誰かが面倒
を見るでしょう。

【ビエン】：既 に 両 親 は 亡くなって おり、
1 歳年上で 54 歳の姉は病気で休職中です
が、彼女の家族が面倒を見ています。その
他、年下の弟や妹は働きに出ていて、介護
が必要な人は家族にいません。もし誰かが
退 職して介 護 が 必 要 になったとしても、
家 族が世話をするため介護士を利用する
ことはないでしょう。フィリピンは家族の
絆 が 強 いので、介護 事業はフィリピンの
文化に合わないと思います。

【マリオ】：両親は既に他界し、妹は日本人
と結婚して日本で暮らしているので、家族
の中に退職者はいません。

【ミア】：私は 6人兄弟の末っ子で、そのうち
2 人は既に退職していますが、家族が面倒
を見ています。ちょうど今年退職する別の兄
は、経済的に余裕があるうえ、子どもたち
が 20 代ですから子どもたちが面倒を見る
と思います。自分の会社を持っている別の
兄は、生涯現役を貫くでしょう。5年後に定年
を迎える兄も、家族が世話をすると思いま
す。

【トリシア】：60 歳以上になると公的医療
保 険 や 年 金 の Social Security System 
( 以下、SSS) の恩恵を受けられます。しかし
前者 の 保 障 範 囲と、後 者 の 受 給 金 額 は
不十分だと思います。

【マリオ】：政府の政策についてはよく分か
りませんが、現行の政策で良いと思ってい
ます。

【ミア】：フィリピンでは、フィルヘルスなど
国から提供されている社会保障について
人々が知らされていないという問題がある
と思います。私の経験に基づくと、去年手
術をした際には夫の扶養範囲として 8 割の
費用を公的医療保険で賄え、息子が湿疹を
発症した際も、公的医療保険で対応できる
と言われました。保障する制度はあるにも
かかわらず、勤め先の会社の人事部が説明
をしないと保障範囲を知ることもないか

もしれません。友達から経験談を聞くなど、
自ら情報収集することが必要ですね。

【ビエン】：病院にいる患者でさえもフィル
ヘルスの存在を知らない人がいると聞い
たことがあります。政府はフィルヘルスの
存在を宣伝してはいますが、それをどう使
うかまで は人々に伝わっていないようで
す。年金政策をとっても公務員が加入する
Government Service Insurance System ( 以
下、GSIS ) とそれ 以外の人 が加入する SSS
があるように、高齢者によって適用される
政策が異なります。私は退職後 GSISを受給
しますが、金 額は老後の生活には不十 分
だと思います。市レベルの地方政府によっ
ても提供している医療保障が異なります。
マカティ市は、他の地 方の市と比べると
医 療 給付が手厚いと思います。

マリオ さん

性別 : 男性
年齢 : 49 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学卒 
職業 : 公務員 
月収 : 2 万ペソ以上～
4 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 6 人以上 
同居人 : 妻、子ども

ミア さん

性別 : 女性 
年齢 : 51 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学卒
職業 : 起業家  
月収 : 6 万ペソ以上～
10 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 4 人
同居人 : 夫、子ども 

ビエンさん

性別 : 男性 
年齢 : 53 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 短大卒業程度
職業 : 公務員  
月収 : 1.2 万ペソ以上～
2 万ペソ未満
既婚・未婚 : 未婚
家族人数 : 6 人以上
同居人 : 無し

トリシアさん

性別 : 女性 
年齢 : 49 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 短大卒業程度 
職業 : 公務員 
月収 : 4 万ペソ以上～
6 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 4 人
同居人 : 両親、夫 
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\ 質問➊ /
健康維持のために取り組んでいる

活動はありますか？

\ 質問➋ /
健康維持のための活動で、

関心がありまだ取り組んだことの
ないものはありますか？

\ 質問➌ /
退職している場合は、

どのような生活を送っていますか？

【 ビッキ ー】：私 は 腸 内 の 健 康 を 考えて、
Healthy Option のマルチビタミンと善玉菌
を摂取しています。運動は、ヨガで呼吸運
動をしています。

【ベラ】：体を動かすことが好きで、家では
オンラインショップで買った運 動機 器を
使っています。ズンバのクラスにも平日の
夜に週 3 回 ～ 4 回参加しています。サプリ
メント等は摂取しません。

【ラミア】：私は高血圧なので、薬を服用し
ています。月曜から土曜まで仕事があるの
で運動はできませんが、体のことを考え毎週
日曜日にジョギングをしています。サプリメ
ントは、マルチビタミンの Enervon を摂取し
ています。

【トニー】：私も高血圧なので、薬を服用し
ています。サプリメントは摂取していません
が、健康を考え毎朝、瞑想と散歩をしてい
ます。

【ジニー】：サプリメントは摂取しませんが、
食生活に気を使い毎日自炊をし、肉類は
鶏肉のみで、野菜や豆を中心に食べます。
週 2、3 回の運動に加えて、家が 10 階にある

いで体にも良いので、田舎に住めたらと思い
ます。

【ジニー】：スキューバダイビングやハイキン
グは既に経験したことがあるので、挑戦し
たことのない活動としてルソン島のスービッ
クでのパラグライダーに興味があります。

【ジャーマン】：糖尿病のため、日をまたいで
の長距離移動は難しいですが、フィリピン
の国内巡りをしたいです。

【ビッキー】：現在も働いていますが、退職
した後は海か山など自然に囲まれたところ
で生活したいです。老後は退屈しないよう
にヨガやズンバ、あるいは絵画などを楽し
めたらと思います。

【ベラ】：医者の仕事を退き、経済面では旅
行や買い物など必要なときにお金が引き出
せるよう投資は止め、節約に努めています。
現在、運動には月に 1,500 ペソ～2,000 ペソ
使っていますが、体重管理と健康維持のた
め、今後もズンバなどの運動は続けたいと
思います。ジムで 1時間～ 2 時間ほど運動
できる体力を維持できていることに加え、
ズンバを通して友人との繋がりも増え人と

ので、階段を使って昇り降りするように心が
けています。

【ジャーマン】：体 調管 理として、毎日スト
レッチ や 美 容 体 操 を 5 分 ～ 10 分行って
います。糖尿病のため約10 種類の薬を飲み、
インスリン注射もしています。サプリメント
は、マルチビタミンを 3 種 類（Neurobion , 
MX3 , Enervon）摂取しています。

【ビッキー】：夫が病気なので、看病に追わ
れて時間が作れませんが、余裕があれば
ヨガをもっとやりたいです。またアウトドア
活動として、ハイキングなどにも興味があり
ます。

【ベラ】：トレッキングは既に経験済ですが、
家族と山登りをしてみたいです。家のスペー
スが限られているので現実的には難しいで
すが、自分の家でランニングマシーンを使い
たいです。

【ラミア】：現在の生活に満足していますが、
もし機会があるなら海外旅行をしてみたい
です。

【トニー】：都会に比べて田舎は空気がきれ



Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved 45

\ 質問➍ /
介護が必要になった際には、
誰を頼りにしますか？

\ 質問➎ /
政府の高齢者への政策について

どう思いますか？

の交流も楽しんでいます。
【ラミア】：現在の警備員の仕事は、3 年後

に私が 65 歳になった時点で辞める予定で
す。しかし、その後も仕事は続け、トライシ
クルを買って運転手をするなどして家計を
支えたいと考えています。

【トニー】：私は体が動く限り退職はしない
つもりですが、田舎に住んで農業にいそし
む生活に興味はあります。

【ジニー】：母が病気になった時に退職する
ように頼まれ、仕事を辞めたので、退職して
から暫く経ちました。親からの遺産と不労
所得もあるので、経済的な問題はありま
せん。

【ジャーマン】：糖尿病など私の健康状態を
考えると、2 年～ 3 年以内には退職せざる
を得ないと思います。退職してからは、私の
故郷の田舎で余生を過ごしたいです。

【ビッキー】：夫の看病があり病気で寝込む
こともできないので、自身の介護について
想像することは難しいです。子どもたちは
自立して各々家族がいるので、もし本当に
病気になった際には、介護施設にお世話に
なると思います。その 際 は、以 前 両 親 が
お 世話になった介護施設かその代理店を
選ぶでしょう。普段から人混みは避けるな
ど健康には細心の注意を払っているので、
介護が必要にならないことを願います。

【ベラ】：フィリピン人の家族の繋がりはと
ても強く、私がもし介護が必要になったら、
田舎の家族のところへ帰って、親戚を含め

た家族に頼ると思います。ただ、仮に介護
施設を利用しなければならなくなった場合
に備えてお金は用意してあります。現時点
では、私が医者の資格を有していることも
あり、自分で健康管理に配慮しています。

【トニー】： 看護師の子どもと住んでいるの
で、介護 が必 要になったら家で子どもに
お願いします。

【ジニー】：看 病して いた 母 が 亡くなって
から、私が中心に看病していたこともあり
財産の大半を引き継ぎました。3 人の兄弟
が亡くなってから甥や姪と生活するのは
気を使うので、現在は一人で暮らしています。
そのため、もし病気になった場合は病院に
一人で行くなど、何ごとも自分で対処しなけ
ればなりません。毎朝 10 時にコンドミニア
ムのスタッフが私のところへ来てくれるの
で、助かっています。

【ジャーマン】：2018 年 6 月に 4 日間ほど
入 院を経 験しました。その際は一番下の
娘に費用を負担してもらいました。私たち
両親が金銭的に困った場合は、娘に助けて
もらっています。

【ビッキー】： 私の場合、医療費の 30％が
フィルヘルスでカバーされるのみで、高齢
者が生活するには保障内容としては不十分
です。保障された金額を受け取る手続きに
時間もかかります。Social Security System 
(SSS) から支給される年金も高齢者が生活
するには不十分です。

【ベラ】：私も国の医療保険は十分でないと

思います。若いころから民間の医療保険に
も加入してきましたが、先 進医 療は保 険
適用外でこちらも保障内容が十分とは言え
ません。老後の生活を考えるならば、できる
だけ若いうちからお金を節約して投 資を
するなど準備が必要です。

【ラミア】：確かに SSS から支給される年金
は少ないかもしれませんが、何も無いより
は良いので満足しています。

【トニー】：私の実体験を紹介すると、妻が
病院にかかった際、合計で 70,000 ペソの
治療費が発生しましたが、フィルヘルスで
保障された金額はたった 12,000 ペソでし
た。

【ジャーマン】：私は時々救命ボランティア
をすることがありますが、患者を公立病院
に連れていく際は複雑な気持ちになりま
す。公立病院は私立病院に比べて確かに
治療費は安いですが、大変混み合っていて
すぐに診療を受けられないからです。一方
で私立病院は、私が血管形成の治療を受
けた際 40 万ペソもかかったように確かに
治療 費は高いですが、しっかりと治療 を
受けられます。SSS から支給されている私の
年金は毎月 3,600 ペソですが、持病の糖尿
病の薬にお金がかかってしまうので十分な
金額ではありません。子どもたちに経済的
に助けてもらっています。

トニー  さん ジャーマンさん

性別 : 男性  
年齢 : 66 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 高校卒 
職業 : 公務員  
月収 : 2 万ペソ以上～
4 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 6 人以上
同居人 : 妻、子ども 

性別 : 男性  
年齢 : 67 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学卒 
職業 : 公務員 
月収 : 2 万ペソ以上～
4 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 4 人
同居人 : 妻、子ども

性別 : 女性 
年齢 : 64 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学院卒 
職業 : 退職  
月収 : 10 万ペソ以上～
25 万ペソ未満
既婚・未婚 : 離別
家族人数 : 1 人
同居人 : 単身 

ラミア さん ジニーさん

性別 : 男性 
年齢 : 62 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 高校卒
職業 : 警備員 
月収 : 1.2 万ペソ以上～
2 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 5 人
同居人 : 妻、子ども 

ベラさん

性別 : 女性 
年齢 : 62 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 大学院卒 
職業 : 非活動中の医師 
月収 : 6 万ペソ以上～
10 万ペソ未満
既婚・未婚 : 死別
家族人数 : 1 人
同居人 : 単身 

ビッキーさん

性別 : 女性 
年齢 : 69 歳
人種 : マレー 
宗教 : カトリック
学歴 : 高校卒 
職業 : 不動産業 
月収 : 10 万ペソ以上～
25 万ペソ未満
既婚・未婚 : 既婚
家族人数 : 2 人
同居人 : 夫 
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