
― 47 ―

■　はじめに

　韓国 Chodang University の前看護学科長である Yoo Hyang Cho 教授が，2011年５月23日から26日ま
で本学との協定のために来訪されました。協定式は，５月24日（木）に無事に終えました（写真１）。
　来訪されている間の５月24日（木）「Chodang University 看護学部の紹介説明」（写真２），５月25日（金）

「韓国における地域ケアと在宅ケアのシステム」の講義を，教員による逐次通訳をつけて公開講座で２回
行っていただきました。
　この２回の公開講座での講義を聴き日本が先に始めた介護保険による在宅ケアではありますが，今の
時点では在宅ケアのシステムについて韓国の方がはるかに進んでいると感じました。
　その後，是非，韓国 Chodang University 看護学部に来てくださいといわれ，とても感激しました。
また，大学側も快く海外出張させてくれました。韓国の高齢者の生活，高齢者
施設，在宅ケアの実際を知りたく，韓国の看護学生にも興味がありました。

あんどう　じゅんこ
〒737-0004 広島県呉市阿賀南2-10-3　広島文化学園大学大学院看護学研究科

協定校 Chodang University での 
講義のための訪問記

広島文化学園大学大学院看護学研究科

安　藤　純　子，島　内　　　節

資 料資 料

写真１　協定式（於：広島文化学園大学） 写真２　公開講座会場
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■　Chodang University への行き方

　2012年８月１日，協定校 Chodang University からの招聘を受けました。その後，2012年10月16日に
出発し，看護学部の学生と修士課程の学生に講義をしてきました（表１）。10月21日に帰国しました。
　ソウル（INCHEON）空港から約40分シャトルバスに乗って GIMPO 空港（国内線）に行き，そこか
ら GWANGJU 空港（光州）まで飛行機で約50分かけて行きました。広島空港出発から約６時間かけて
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GWANGJU 空港へ行きました。なんと６時間と思われるかもしれませんが，シャトルバスに乗って終点
まで行くと，全く知らないホテルの前まで行き大変なことになりました。日本語はもちろん英語もわか
らない人たちで，光州空港に行きたいことを文字で説明して初めて行き先を理解していただきました。
　どこの国にも親切な人はいるもので，同じシャトルバスに乗っていた乗客の二人は，ハングル語で運
転手に事情を説明し（状況判断より），私たち二人を乗せ，国内線の GIMPO 空港行のバス停まで，移送
してくれました。お互いに共通の言語ではないものの，GIMPO 空港に行きたいことだけを理解して対
処していただきました。その時の親切な二人が居なかったら，GIMPO 空港から GWANGJU 空港行きの
飛行機には間に合わなかったと思います。しかし，急いで食べる時間しか残されていませんでしたが， 
何とか私たちは昼食をとることができました。その二人のおかげで， 定刻に GWANGJU 空港まで行け，
無 事，Chodang University の Prof. Yoo Hyang Cho に お 会 い で き ま し た。 そ の 日 か ら，Chodang 
University から車で約１時間の木浦にある Shanglia Hotel に宿泊しました。旅の中での親切は，心を温
めるものでした。

表１：Chodang University の経路

　地図を見ても確かに，韓国と言っても多くの方が知っているのはソウルで，そこからかなり南に行き
ます（図１）。

■　Chodang University の紹介

　10月16日に日本を出発し，初めて Chodang University のゲートを入ってすぐの場所で写真を撮りま
した（写真３）。とても広い敷地で，このあたりの丘はこの大学の所有地でした。大学の建物全体は，広
すぎて１枚の写真には入れることはできません。大学内の敷地にある記念館（写真４）と図書館（写真５）
です。看護学科，社会福祉学科，建築学科など20以上の学科があります。

図１　韓国の地図

時刻 場所

10月16日 9：40 ― 11：10 広島空港 ― ソウル（INCHEON国際空港）

12：09 ― 12：49 INCHEON国際空港 ―シャトルバス― GIMPO(D)  
14：50 ― 15：40 GIMPO(D) ― GWANGJU（光州）

10月21日 13：50 ― 14：40 GWANGJU（光州）― GIMPO(D) 
15：02 ― 15：42 GIMPO(D)  ―シャトルバス― INCHEON国際空港

18：30 ― 20：00 ソウル（INCHEON国際空港） ― 広島空港

仁川●
●ソウル

●光州

木浦●

済州島

●プサン

仁川国際空港

Chodang University

金浦国内空港
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　大学内にある食堂は，１つの建物になっていました（写真６）。食堂は，設備を見ることは可能ですが，
学生と教員は食事をするエリアを分けておられました（写真７）。食事は，バイキングでいくら取って食
べても同一料金で，大学側からの援助もあり日本円で約280円でした。写真８は，安藤のトレイに入れた
昼食用の写真です。味付けは，香辛料が効いて辛くて食べられないといったこともなく，とても美味しかっ
たです。とにかく Chodang University のスケールの大きさには，驚かされました。大学周辺には，大
きな建物はほとんどなく都会とは言い難い環境でした。しかし，学生の中には，昼食にデリバリーを注
文して，大学内で食べるといったこともしていました。

写真３　Chodang University 正面玄関 写真４　記念館 写真５　図書館

写真６　Chodang University の一部 写真７　大学の食堂（学生側） 写真８　昼食

■　学生への講義

　日本の高齢者看護として，病院・在宅ケア・公衆衛生看護について説明しました。安藤は，病院・施
設を利用している高齢者を担当しました。また島内は，地域・在宅看護，ケアシステムを担当しました。
講義のなかでハングル語は，「アニハセヨ（안녕하세요）」から始め，終了時に「カムサムニダ（감사합
니다）」だけ話しました。
　大学院生は修士課程の学生で，学部生とは同じテーマですが内容を変えて説明してきました。10月18
日（木）は看護学部の学生（写真９），10月20日（土）は大学院生に講義を行いました（写真10）。
　学生への説明は，安藤の高齢者を対象にした説明から始めました。内容は，まず日本の制度から始め，
日本の医療の動向，病院を利用している高齢者，施設を利用している高齢者，国が負担する医療費増加
の問題，老年看護学領域の学習について説明しました。韓国に来てから施設への訪問をする中で，介護
保険制度，核家族が進んでいるなどの違いもあり，韓国の学生にとっては制度の違いに驚いたり，お互
いに交流ができました。
　また，島内の場合，大学院生は修士課程の学生で，在宅ケア（島内作成），公衆衛生看護（岡平作成）
のパワーポイントに従って，わが国の制度と課題，看護職の役割，世界における日本の看護研究と活動
の特徴を話しました。質問が多く出て討論になりました。
　学部生には上記のうち，わが国の制度と看護職の役割について実際の場面をパワーポイントで見せ話
をしました。制度と看護職の役割について質問が出ました。
　学生は，全体的に活気があり，学習への意欲を強く感じました。質問も，システムの違いからの質問
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もありましたが，日本での看護師初任給を聴かれたのは予想外でした。学生は看護学科３年生というこ
ともあり就職のことを考えていると話していました。こんにちは，ありがとう等の言葉はすぐ覚えて実
践していました。廊下ですれ違う学生は，明るく表情豊かで，とても良い印象が残っています。

■　施設見学

１）保健所と訪問看護
　保健所に行き，保健所長，保健係長，訪問看護ステーションの責任者とお会いいたしました。写真11は，
保健所の玄関です。建物がゴシック建築のような安定感のある建物でした。韓国は，保健所の中に訪問
看護ステーションがあり，保健所が訪問看護ステーションを管轄しています。訪れた保健所には訪問ス
タッフは９人で，そのうち一人は理学療法士です。一方，病院内にある訪問看護部をもっているところ，
例えば，ソウル市 The Catholic University of Korea Seoul St. Mary’s Hospital には訪問看護師が70～80
名います。保健所には内科医と歯科医による診療も毎日行っています。また施設内にトレーニングのた
めの運動機器の整備が充実していました（写真12）。訪問看護ステーションの責任者の方と，２事例の独
居老人の家庭訪問（女性）に同行しました（写真13）。写真14は，訪問先の家屋周辺です。今でも，日本
で地方に行けば見る光景です。写真15は，血糖チェックをしているところです。訪問した事例は日本の

写真11　保健所玄関

写真14　地方の家屋周辺

写真12　保健所内の運動機器

写真15　独居老人の家庭訪問

写真13　訪問用の車

写真16　独居老人の家庭訪問

写真９　看護学部学生への講義 写真10　修士課程の学生への講義
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場合，要支援，要介護１レベルの高齢者ですが，韓国では介護認定されない対象となります。写真16は，
日常生活が可能なように行われているか洗濯もの，食事について確認をされていました。また，保健所
から物質支給で鶏卵30個，キムチ，米が支給されていました。

２）老人養療施設
　プロテスタント教会運営の老人養療施設（木浦市　Diakonia）を見学しました（写真17，18，19，
20）。この施設については，プロテスタント教会運営ということもあり世界的な規模で行われているとい
うことでした。勿論，日本にもあるそうです。ここでは，ターミナルケアでの看取りはしないそうです。

３）老人養療院
　老人養療院（老人専門病院）（長城：Franchisco’s House）に伺いました（写真21）。韓国の要介護度
１～３のうち，この施設は要介護度２の利用者が多いそうです。要介護度３は，在宅サービスを受けな
がら一人で生活できる人です。要介護度は，要介護度１が最も重く，要介護度２から３へと軽くなりま
すが，日本の要支援，要介護１の人は介護保険の対象にはなりません。在宅訪問施設から養療保護士が
ケア訪問するそうです。認知症の場合，その家族はこの老人養療院が良いといわれているそうです。
　状態が急変すると，更に急性期の対応のできる病院に移ります。写真22ナースステーション，写真23
は老人養療院の居室で，中に入ると複数のベッドがありました。ここでは，日本の老人保健施設で行わ

写真21　老人養療院の玄関前 写真22　ナースステーション 写真23　老人養療院の居室

写真17　老人養療施設の玄関

写真19　老人養療施設の利用者

写真18　老人養療施設のエントランス

写真20　老人養療施設の利用者
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写真24　アクティビティで作成 写真25　理学療法部 写真26　物療部

れているようなアクティビティ活動が行われ，その入所者の作品です（写真24）。理学療法部（写真25），
物療部（写真26），その他に薬局などがありました。

■　食と植物

　この度は，食事について参鶏湯（삼계탕）を食べたのが最も高級な食事だったかもしれません（写真
27）。しかし，何とこの量には驚きで，他のテーブルを見ても一人一羽の鶏を食べていました。日本で食
べるのとは異なりとても美味しく，高麗人参も入っていました。本場は違うのだなと実感しました。料
金は，一人約1,200円でした。
　日本の海苔巻にそっくりですが，韓国に昔からある食べ物でキムパプ（김밥）と言うそうです（写真
28）。キムパプには酢飯が使用されていませんでした。卵焼き，人参などが入り，とても食べやすかった
です。

写真27　参鶏湯

写真29　庭の食用南瓜

写真28　キムパプ

写真30　食用に備蓄している南瓜

　植物を観ると，日本で見慣れた南瓜が訪問先の庭でなっていました（写真29）。また，食用に備蓄して
いる南瓜を観ると，子どもの頃に田舎で見たような気がしました（写真30）。
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　また，野に自然に咲いていた多年草のホタルブクロ（Campanula punctata）は花冠の形が鐘形で葉の
形は心形と日本では６月頃に咲きますが，韓国では10月に咲いていました（写真31）。日本と昔は陸続き
だったと感じさせる一瞬でした。写真32は日本の昼顔と花冠の形が漏斗形で同じでしたが，少し葉の形
は異なっていました。

■　おわりに

　ホテルでレモンティーをオーダーするとレモネードがきたり，一人前のフルーツをオーダーすると大
盛りのフルーツが大皿できたりと驚くことも沢山ありました。しかし，多くの学生，教員と直接会って
交流ができたことが何よりも得難いものでした。韓国と日本では，医療体制，介護保険などの違いがあり，
日本の良いところ，韓国の良いところなどを共有することもできました。韓国では介護保険は３段階で
あり，救急車は病院に設置されているなどです。
　文化の違い，それぞれの国が置かれている事情はあっても，これからの若者は，広い視野で物事を考
えていると実感しました。
　今回の交流の場に参加させていただけたことを，心から感謝しております。

写真31　咲いていたホタルブクロ 写真32　咲いていた花

協定校 Chodang University でのスケジュール

月 日 内 容

10月17日（水） 保健所(保健所長，保健係長) 訪問看護ステーション（責任者）と面談

【保健所が訪問看護ステーションを管轄する】

独居老人の家庭訪問（女性２事例）

（日本では要支援,要介護１レベルの高齢者，韓国では介護認定されない対象）

10月18日（木） 老人養療施設（木浦市 Diakonia プロテスタント教会運営）

Lunch ＆discussion （Prof. Cho，学科長 1 名，基礎看護学教員 1 名，母性

看護学教員1名）

学部生 Lecture（日本の高齢者看護―病院・在宅ケア・公衆衛生看護）

10月19日（金） 老人養療院（老人専門病院）（長城 Franchisco’s House）
 昔はオンドルで，今はベッド使用 9 人部屋・6 人部屋・2 人部屋（Terminal 

Care）
学食でのLunch Time 

10月20日（土） 大学院Lecture（日本の高齢者看護―病院・在宅ケア・公衆衛生看護で学部

Lectureより高度な内容）
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