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国際交流事業報告

―韓国慶南大学校看護学科視察―
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*1　県立広島大学保健福祉学部看護学科
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抄　録

　2014 年 7 月より韓国にある慶南大学校 (Kyungnam University) と本学理学療法学科の学生交流が開始された。

慶南大学校にある看護学科，社会福祉学科との交流拡大を視野に入れ，2016 年 3 月 2-4 日に慶南大学校看護学科，

社会福祉学科の施設見学および教員，学生との交流を行った。今後，両大学の今後の交流発展を視野に入れ，相

互理解を深めるために，本稿では視察を行った慶南大学校看護学科の紹介，韓国の保健医療および看護教育の現

状について報告する。
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１　交流事業の概要

　韓国馬山市にある慶南大学校（図 1）と本学との国

際交流は平成 26 年 7 月より開始された。当初は慶南

大学校と本学の理学療法学科の学生交流から始まった

事業であったが，今後の事業拡大を視野に入れ，慶南

大学校が有する看護学科と社会福祉学科の施設見学お

よび教員，学生との交流も行うことになった（表 1）。

　大学訪問・視察のため , 本学人間福祉学科田中聡子

教授，理学療法学科梅井凡子准教授，看護学科永井庸

央講師３名で平成 28 年 3 月 2-4 日に訪韓した（写真

1）。韓国語の通訳を広島研修特任李政樹教授に行って

もらったため，現地での意思疎通に苦労することはな

かった。本稿では主に韓国慶南大学校看護学科の紹介

と，韓国における保健医療および看護教育の現状につ

いて紹介したい。

２　慶南大学校・慶南大学校看護学科の概要

　慶南大学校は 1946 年開学以来，変遷を経て，現在

6 学部 46 学科，修士・博士課程 6 領域で構成される

総合私立大学である（写真 2）。教育理念は，人間，

自然，社会，文化，科学理論とその応用に関するアイ

デアの創造と発見に学生を導くことである。そのため

に教育された専門家，地域社会のリーダーと真の世界

市民を育てることとしている。教職員は 1,100 人，学

生人数は 14,000 人を誇り，国際交流事業に力を入れ，

現在 23 か国 83 大学と協定を締結している。日本国内

の大学では山口県立大学をはじめ 12 大学と交流事業

を深めている。

　今回，視察した看護学科は 2009 年に設立され，

2013 年にはじめての卒業生を出している。在籍する

学生人数は 1 学年 90 人。教員は 30 人である。目標と

する教育は慶南大学教育理念の基，全人的な看護実践

を行える以下の人材を育成することである．すなわち

革新的な研究を基盤とした専門的看護により様々な臨

床フィールドや地域のヘルスケアの専門家をリードで

きる人材の育成 , および看護のアイデンティを確立し

た国際看護を担う優れたコミュニケーションスキルを

もったナースの育成である 1)。カリキュラムは春（3-7

図１　馬山市の位置

表１　日程プログラム

写真 1
左より看護学科学科長 Jang, Eun Sil 教授，本学田中
聡子教授，李鐘鵬対外副総長，本学梅井凡子准教授，
広島研修特任李政樹教授（通訳），本学永井庸央講師，
社会福祉学科学科長 Yang, Yeung Ja 教授 写真 2　慶南大学校キャンパスの様子
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月），秋（9-2 月）の 2 期セメスター制であり（表 2），

日本より 1 か月早く開始される。

３　韓国における保健医療および看護教育
の現状

3-1. 保健医療の現状

　韓国では 65 歳以上人口の高齢化率は 1980 年 3.9% 
（日本 9.1），2000 年 7.3%（日本 17.4），2010 年 11.1% （日

本 23.0）であった。2020 年には 15.8%（日本 29.1），

2030 年には 23.7%（日本 31.6）と超高齢化社会とな

ることが予測され，日本同様に少子高齢化が急速に進

んでいる（図 2）2)。

　OECD（経済協力開発機構）ヘルスデータ 2016 に

よると，2014 年時点で韓国の人口 1000 人当たりの就

業看護師数は 5.6 人，日本は 11.0 人であり，日本同様

に看護師不足が深刻な問題である。また，看護卒業生

（基礎教育）は韓国では人口 100 万人当たり 112 人／

年間（日本では 51 人／年間）であり，看護師が不足

する状況に対応している。

3-2.　看護教育の現状

　韓国で看護師免許を取得するには高等学校卒業後，

主として病院に附属する 3 年生の教育機関を修了し，

国家試験を受験するコースと 4 年生大学の学士学位課

程を経て国家試験を受験するコースの大きく 2 つが

ある 3)。大韓看護協会は 1989 年に「看護教育 1 元化

特別委員会」を設置し，3 年生の教育機関から 4 年生

大学への移行が促進され 2006 年度には 4 年生大学の

数が逆転している。この一連の過程は韓国国民の健康

ニーズへの対応と生活の質の向上，開放化と国際化な

ど保健医療サービスの国際的競争力を高める意味があ

る 4) といわれている。

４　慶南大学校看護学科の取り組み

　このような社会状況のなか，Jang, Eun Sil 学科長に

よれば慶南大学校看護学科は少子高齢化社会に対応す

るために高齢者への看護・在宅看護を強化している。図 2　韓国と日本の高齢化率の推移

表 2　慶南大学校看護学科のカリキュラム
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また，人体モデル人形（本学で使用しているものと同

型の人形），およびシミュレーションセンターを使っ

た教育の充実により，看護安全管理の能力を高めて

いる（写真 3 ～ 5）。そして国際看護師や集中的なグ

ローバルヘルスケアを促進する NCLEX-RN（アメリ

カ合衆国正看護師国家試験）のための講座を開講し，

NCLEX-RN 受験資格に必要な履修単位を取得できる

ようサポートしている。このことで，韓国で働くだけ

でなく，学生が海外へのキャリアの選択肢を得るため

の多くの機会を提供しているとのことであった。

５　慶南大学校看護学科教員・学生との交流

　看護学科 Jee, Young Ju 教授により日本語表記された

パワーポイントで学科紹介をプレゼンテーションして

もらった。学生の年間行事が紹介され，そのなかで 3
年生の 4 月にナイチンゲール宣誓式を行っていること

により，本格的な実習が始まる前の時期に，学生にナ

イチンゲールによる教えを心に留めさせるとのことで

あった。また 5 月に学生が教員に感謝を示す「先生の

日」があることにも日本との違いを感じた。

　学生との交流では看護学科 2 年生 40 名（1 学年の

半数）と対談する時間があった。学生の印象は礼儀正

しく，教員に対し敬意のこもった態度でふるまって

いた。筆者は日本の大学から来た看護教員と紹介さ

れ，質問を促されると多くの学生が挙手することに驚

いた。質問の内容は韓国の学生の印象，日本人は韓国

の若者をどのようにイメージしているのか，日本で看

護師として働くためにどのようにするのかなどであっ

た。韓国の学生が日本に関心を強く持っていること，

また熱意をもって看護を学んでいることを感じた（写

真 6）。

６　おわりに

　最後に，慶南大学校の視察を行い，特に教員・学生

との意見交換が有意義であった。韓国は少子高齢化な

ど日本と同様の課題に直面しているため，教員間の親

睦を深めることで教育・研究について意義ある情報交

換が行えるだろう。また，学生同士の交流に発展させ

ることで，学生の学修意欲を高め，さらに視野も広げ

られると考える。今後，本学と慶南大学校との交流を

深めることは両大学発展のために重要であろう。
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Report of the international exchange project
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Abstract

From July 2014 the student exchange between Kyungnam University in South Korea and the Prefectural University of 
Hiroshima Department of Physical Therapy has been initiated. To promote the exchange of each university, we conducted 
facility tours of the Nursing and Social Welfare Departments and interacted with the faculty members and students of 
Kyungnam University from March 2nd to 4th in 2016.

In the future, the plan is to put a view to the future of the alternate current development of both universities, for mutual 
understanding. In this paper we introduce the Kyungnam University Department of Nursing and report on the health care and 
the current state of nursing education in the South Korea.
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