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はありましたが︑看護婦の養成に

去年の顔合わせから発展して︑活

が登場するのは戦後の大学や高校

の所謂﹁教育史﹂ の中に看護教育

ウム ﹁同時代史としての戦後の看

午後は分科会の報告とシンポジ

を契機に不断の研究活動が触発さ
れますよう期待します︒

発な討議がされました︒大会の時

衛生看護科としてであり︑看護教

護を語る﹂ が行われました︒

っいては病院付属の教育が主流で
あったことから︑村田先生の講演

育の置かれた立場を外側から見る

﹁制度﹂ の面から︑特に昭和二十

過程で︑実際に高山盈とそのゆか

氏は ﹁高山盈の生涯﹂を研究した

っいて述べられました︒吉川龍子

が保健衛生の普及に果した役割に

では赤十字博物館の存在と︑それ

の ﹁赤十字博物館と保健衛生活動﹂

研究報告は二題︒飯鳥美代子氏

人権を獲得してきた看護教育の実

教育の質の向上をはかり︑学生の

教育を軸に︑医療需要に応えつつ

藤美知氏が国立病院における看護

れました︒﹁教育﹂の面からは︑武

議事録の紹介をまじえながら話さ

分法として確立した経過を︑国会

三年の保健婦助産婦看護婦法が身

シンポジウムでは︑都築公民が

ことの大切さを私達に教えられた
ように恩いました︒

りの深い人々の足跡をたどるとい

ー歴史学会発展の礎−

から嬉しく思います︒皆様の厚い

法についての体験を話され︑

山

本

捷

子

う歴史研究・資料収集の方

御協力の賜物と深く感謝申し上げ
ますC

一〇〇年記念の大会開仙惟される

去る八月二〇︑二十一日︑日本
看護歴史学会第二同大会が︑日本
赤十字看護大学で開催されました︒

の参加が目立ちました︒大会当日

東京を中心とした新しいメンバー

数名も多く︑去年の方々に加えて

参加者は九十四名で︑昨年より十

方も多く見受けられたようです︒

めプログラムを選んで参加された

という事もありまして︑あらかじ

な位置づけがされてきたかをつぶ

護﹂がどのように教育され︑どん

での︑女子教育の変遷の中で﹁看

明治初期の学制から現代に至るま

から看護教育を考える﹂ でした︒

村田鈴子氏の ﹁女子教育史の視点

特別講演は群馬県立女子大学の

演︑研究報告と総会が行われました︒

護婦発祥一〇〇年記念﹂ の特別講

どの分科会に所属するかを

は自分のテーマをもって︑

が行われました︒この方式

中心に熱心なグループ活動

会にわかれ︑話題提供者を

二日目は︑午前中各分科

関誌二号に掲載される予定
です︒

講演︑研究報告ともに機

﹁近代看

の入会者を含め︑会員は二百名を
越えました︒本会へ寄せられる関

さにお話し下さいました︒小学校

選択するために︑多少の戸

プログラムは︑初口は

心の深さと︑看護歴史研究に情熱

や女学校で﹁家政﹂ の一部として

惑いはあったようですが︑

今年は土曜日の牛後からの開始

を傾ける向学心溢れる方々が益々

の﹁生理衛生﹂ が教授された経過

二題とも大きな示唆を得る
ことができました︒

増えることの喜びを強く感じ︑心

態の経緯が語られました︒草刈淳
子氏は行政・病院組織を含めた
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金井悦子

第二回大会に参加して

福祉・社会保障制度との関連から
昨年誕生した新しい学会に興味

﹁管理﹂ の変遷を健康政策や社会
述べられました︒

江崎フサ子

第二回総会議事内容

詳細は別項に掲載しますが︑第

二回総会は氏家幸子幹事の司会の

もとに以下の報出口・審議がされま

東京︑名古屋で開いた写宵パ展はい

み写真展﹂を企画しました︒京都︑

ド発売と ﹁看護婦一〇〇年のあゆ

年目でしたが︑記念のテレホンカー

一〇〇年﹂ に当り︑本会は設立一

さて︑今年は ﹁近代看護婦発祥

ていくことに期待をかけて︑閉会
しました︒

今後一つひとつの問題を掘り下げ

時間の短さを残念に思いながら︑

内容が豊富過ぎて︑九〇分という

に選んで参加できるという形式に︑

分科会は︑25のテーマから自由

ことば通りである〃

つことはできない″という先人の

〝過去を忘れた人間は︑未来を持

要があることを考えさせられた︒

えて未来を含む過去を判断する必

歴史を分析し︑看護の本質をふま

女子教育史の視点から述べられ︑

村田鈴子先生の特別講演は広い

機会を得た︒

ウト︒そして考えた︑65日︑自分に

料 に ︑ カ ル チ ャ ー シ ョ ッ ク ︑ ノ ッ ク ア 二︑承認事項

時宜を得た講演・シンポジウム︑
会員による研究発表︑身を乗り出
して話し合った分科会︒
面白かった︑刺激された︑感心
した︑学んだ︑あせっちゃった︒
昨年︑一回大会︑誘われて京都
にくっついて行った︒亀山氏の講
演にみた史実の発掘のあり方︑資

した︒

ずれも多くの万々の来場があり︑関

他にない新鮮さを感じた︒村田先

何が出来るかと︒第二回大会はさ

をおぼえ会員ではないが参加する

心の高さが感じられました︒また︑

生の講演に触発され︑﹁看護教育

さやいた︒〝行動に移しなさい″︒

戦後四〇年の看護史を語るには

写莫展を機にマスコミの方が ﹁看

模範学院﹂に学んだ私は︑自己を

三︑審議事項

︵仝台貝︶江崎フサ子・岡崎寿業ハ子

3A云計酢皿査報出口

について亀山幹事
2．87年度会計決算福本幹事

1近代看護婦発祥百年記念行事

2分科会報出口音同橋幹事

⑤ 仝 台 貝 名 簿 を 3 月 15 日 に 発 行 ︒

④会誌第1号を3月15日に発刊︒

15日︒第2﹇サ3月15日︒第3号6月30日︶

③会報を3回発行した︒︵第1号12月

日︑1月9日古萄5月29日東京にて︶

②幹事会は3回開催した︒︵11月7

︐8
8年度8月20日まで31名人会︶

①現在会員数1 98名︵︐87年
6度
71
名︑

後本日まで︶山崎幹事

1事務局の動き︵第一回総会以

一︑報土口事項

護に関する問題﹂を取上げようと

ふり返る意味で︑看護教育史に加

〝当然︑参加″︑自分の意志で
今年は臨んだ︒わずか一年︑見事
な成長・発達をする乳児のように︑
メンバーの熱気は︑高く︑濃く︑
育っていた︒

いう反響もあり︑看護婦の歴史を

わったが︑話題提供晋のみごとな

年と時を同じくした節目に本会が

この分科会が︑お互いを啓発し

まうほど楽しかった︒

でき︑時間の過ぎるのを忘れてし

費八や地方分科A芸の経費に当てると

分科会活動推進のための連絡通信

旦ハ体的使途について質問があり︑

予算審議では分科A芯費四万円の

2︐88年度会計予算案福本幹事

1︐88任麻各範方針・計画亀山昆豊翠

発足したことは意義深いことだと

継続的に学習や研究を深めて︑発

私達は教育カリキュラムの発達の

知っていただくという所期の目的

導入で1 1名の参加晋が自由に発言

いう声も聞かれております︒本会

展されることを心から応援したい

替州成により承認されました︒

各項目について出席仝台貝全員の

回答がされた︒

に寄せられる期待の大きさに責任

︵非会員・日赤看護大学︶

と思う︒

たいと思っております︒

足元固めのために幹事一同努力し

の重さを痛感しながら︑二年目の

さらに近代看護婦の歴史一〇〇

が達成されまして嬉しく思います︒
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にテレカのデザインを依頼する一

円は本会より支出し︑他は寄附に

結果的には必要経費のうち十万

性もあることなど幅をもたせた提
案があった︒

同好会﹂ としてでも開催する可能

の事業としない場合には ﹁看護史

是非等が検討された︒また︑本会

および関係各団体への協力要請の

のための予算四〇万円の調達方法

され︑大綱で了承された︒この時
点では京都・東京での開催と︑そ

写真展開催については大手三紙

ギャラリー側からあり︑実施された︒

十八日に延長されるとの申し出が

都の会期が六月二十二日〜七月二

護協会の後援を得ることになった︒

日本看護協会︑社団法人東京都看

屋市の各自治体および︑社団法人

府︑京都市︑東京都︑愛知県︑名古

愛知県支部︵協賛︶の協力︑京都

看護協会︑社団法人日本看護協会

の発売と写畠ハ展開催︑および第二

同大会を記念大会とすることなど

これを受けて三月に藤美津子氏

十九日の幹事会で出来上ったテレ

発売開始後は様々な施設・団体・
催し会場等でテレカの注文があり︑

京都での開催の直前になり︑京

護協会︵共催︶︑社団法人愛知県

方︑NTT浜田局に五月中に完成

頼ること︑会員に記念事業の一環

および地方新聞各社やテレビ局の

揖 常 葉 凝 滞 葦 鴇 配 等 許 容
﹁近代看護婦発祥百年記念事業﹂について

するよう発注を行なった︒五月二

として了解を得るために会報を通

報道が相次ぎ︑京都︑東京︑名古

が幹事会で決定され︑会報を通し
て仝台貝に報哲された︒

作製が提案され︑了解された︒

から百年目にあたることから ﹁近
代的看護婦発祥百年記念事業﹂と
して︑特殊記念切手の発行と︑何
らかの国民的行事となるような事

じて報告することとなった︒写百六

屋での反響は大きく︑看護・医療

昨年の総会の席上︑一九八八年
が日本における近代的看護婦発祥

業を実施することが決議され︑そ
カの販売を開始することが確認さ
の 後 ︑ テ レ ホ ン ・ カ ー ド ︵ テ レ カ ︶ れ通信販売を含めて発売が開始さ
れた︒

展の準備等には洲脇・亀山両幹事

関係者のみならず︑一般人も多く

八月大会中に当初の予定を上回る
三千枚が完売となった︒このため

行なう一方︑展覧会場として京都

され︑京都マルミ堂に製作依頼を

9月26日〜10月29日︵冒・祝休︶

次のとおり︒

なお︑今後の写貢展開催予定は

動員することができた︒︵文責亀山︶

発売するため四千枚目を発注する
ことが了承され︑作製された︒な

市地卜鉄御池駅ギャラリー︵六月

浜田郵便局・島根県浜田市殿町

八月二十一日の幹事会で今年中に

お︑会計責任者は藤村龍子幹事︒

二〇日〜七月十日︶︑東京都社会

写真パネル作製は三月より開始

ゞ′−ることになった︒

■オリジナル・テレカ
当初︑特殊切手発行のため︑近
畿郵政局より再度の申請手続きを
行ったほか︑関係省庁への理解や

件の申請があったため︑残念なが

事や国内博覧会等が集中し︑六六

るためにも細部の検討を要するこ

了承されたが︑会員への了解を得

写員展の開催が発案され︑大筋で

で洲脇幹事より︑記念事業として

昨年十一月七日の幹事会の席上

また︑当初の予算は京都開催中心

写真展﹂ とすることに決定した︒

展の通称を ﹁看護婦百年のあゆみ

五月二十九日の幹事会では写真

ト ︵九月十五日〜九月二卜一目︶
に︑それぞれ予約された︒

八月二十七日︶︑名古屋三越デパー

福祉総合センター

社団法人滋賀県看護協会︑協賛ま

︵滋賀県・滋賀県立婦人センター︑

︵〇七四八−三七−三七五一︶

滋賀県立婦人センター・近江八幡市

1
2月1日′・︑
2′
月1
25日

共催福井市

1
1月2日〜日月日日︵日・祝休︶

後援社団法人島根県看護協会

これにかわり﹁ゆうペーン﹂︵切

︵八月十九日〜

ら特殊切手の発行は断念せざるを
得なくなった︒

ととして︑継続審議されることに

に立てられたものなので︑新たに

■﹁看護婦百年のあゆみ写真展﹂

手帳︶ やエコーハガキの発売を検

なった︒一月九日の幹事会では

百万円の予算が計上された︒一方︑

たは後援予定︶

関係者等への協力を安雄摘したが︑

討したが︑経費面で不可能と判断

﹁近代看護婦発祥百年記念写真展﹂

開催にあたり︑社団法人京都府看

生脚旧︑一九八八年度には国際的行

された︒その結果︑一月九日の幹

の仮出展目録が亀山幹事より提出

︵福井県看護協会後援申請中︶

福井市々民ホール福井市大手

事会でオリジナル・テレカ千枚の
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写真展開催のための
寄附状況について
亀山 美知子
会報第三号で寄附者名簿の公開
を行いましたが︑その後も多くの
方々の御協力を頂きました︒お蔭
で︑好評のうちに写百パ展が進行し
ておりますことを御報告し︑お礼
を申し上げます︒会期中︑写貢展
会計を担当する洲脇幹事が病気の
ため︑途中より亀山が引き継ぎま
したことも︑あわせ御報哲します︒
なお︑社団法人京都府看護協会
より開催協力金として二〇万円を
受領いたしました︒
寄附著名 ︵敬称略・順不同︶
●団 体
三万円＝医学書院
二ヒ︑五五八円＝北里入学病院看
護部有志
二万円＝看護の科学社
一万二千円＝東大病院中央五階看
護婦一同
一万円＝東大病院第三内科病棟看
護婦一同
九︑四四二円＝北里大学看護学部
教員貝有志

●本会会員
三万円＝飯鳥美代子

一万円＝五十嵐節︑渡部尚子︑高
嶋妙子︑中込仁︑他に匿名
希望者一名
五千円＝松本信一︑山本もと子︑
吉田弘子︑門脇ツヤ子︑城
井美子︑小山千加代︑藤田
絹子︑小野清美
三千円＝小野寺久子︑松野睦子︑
岡崎寿美子
二千円＝金谷幸子︑鈴木一子︑岡
崎コナ子
千 円＝佐藤善根子
●一般 ︵偶人︶
五万円＝大塚幸三
三万円＝原田郁代︑森まさ子
一万円＝井川チエ子︑若菜キミ︑
木卜安子︑坂内正道︑名原
寿子︑佐々木由紀子
七千円＝金井悦子
五千円＝宮崎和子

キュラムとその影響等︑具体例を

いた報告があった︒
3名︒大

2名︒藤

情・GHQの﹁模範学院﹂のカリ

明治・大正・昭和の看護教育の実

視座について︑各種学校の歴史︑

村龍子氏より︑今後の研究課題と

4﹁看護教育史﹂参加者1

トの歴史等について討議した︒

看護史︑病院看護史︑シーツ・ベッ

その後︑参加者のテーマである県

近代史を中心にー﹂の報哲があり︑

大学病院における看護衣の変遷−

西雅子氏より︑﹁記念誌からみた

3﹁臨床看護史﹂参加者1

アメリカ国立図書館の資料に基づ

して行なわれた看護改革について︑

概要と︑戦後の占領政策の一環と

前の日本国憲法・教育法・民法の

島崎玲子氏より︑第二次世界大戦

2﹁GHQ﹂参加者1 2名︒ライダー

て報告があった︒

護を抽出する過程及び文献につい

る堀川天皇の看護と︑日記より看

子の﹁讃岐典待日記﹂の記述にみ

者1
1名︒五十嵐節氏より︑藤原長

1﹁文学・映像に見る看護﹂参加

討議を行いました︒

24分科会のうち︑7つの分科会が

第二回大会における分科会は︑

分科会報告

三千円＝阿部八重子︑佐藤鈴子︑
柳沢愛子︑佐藤繁子︑中山
照美︑伊藤きよみ︑林滋子
川崎多恵子
二千円＝鈴木員代︑浅田︑加藤京
子︑中村シズ子︑国分アイ︑
大嶽康子
千 円＝関戸好子︑大橋真理子︑
脆谷照子︑服部宮子︑岡登
志子︑服部万里子︑江水俊
子︑淡路千枝子︑小菅ヒサ︑
南野千恵子

上げて報出口があった︒

5 ﹁宗教と看護﹂参加者3名︒吉
田弘子氏より︑キリスト教と看護
高橋みや子
については研究されているが︑仏
教と看護については︑されていな
いとの指摘があり︑今後の研究課
題と視座について討議された︒

6 ﹁公衆衛生看護﹂参加者2名︒

佐々木美幸氏より ﹁鳥取県におけ
る農村保健婦養成のはじまり﹂ の
報告があり︑農村保健婦養成の位
置づけ等について討議された︒

7 ﹁助産・助産婦の歴史﹂参加者
5名︒小野清美氏より︑﹁女の性
と便所との係わりの視点から探る﹂
の報告があった︒

分科会における話題提供は︑提
供者・参加者共々に相互に刺激し
合い学びAワつよい機会であり︑ま
た︑参加者同志のネットワークは︑
研究を推進させる起動力になると
考えております︒
たった一人であっても話題提供
する事により︑必ず同行の友が現
われると確信します︒学会に参加
する事を通して︑自分が関心を抱
いているテーマを徐々に具体化し
形あるものにして行きましょう︒
来年度は︑話題提供者を早く募
り︑学会案内時には︑開く予定の
分科会と話題提供者︑参加者の準
備する資料等をお知らせし︑実り
ある分科会にして行きたいと思い
ます︒皆様の協力をお願いします︒

1988年10月15日
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94町田市玉川学

38浦和市上大久

︵88年8月31日まで︶
〇渡辺尚子〒3
保五一九県立衛生短大
〇渡部貴美子〒1

尾町五〇−一
大宮医師会大宮病院

8筑紫野市俗明

河村 郁悲しみの阿修羅

べっしよもえこ著定価三︑〇〇〇円

聖路加国際病院附属高等看護
学校︵いまの看護人学二期生・
日本看護協合名常会員である大
先達の看護実践・看護教育・看
護行政そして看護協会の活動に
果たされた足跡が︑可能な限り
活写された感動の伝記︒

看護教育の実践的展開

lる看護婦教師のあゆみ
杉森みど里著A5定価二︑三〇〇円

看護の科学社

東京都豊島区南大塚一丁目十三番四号
一⑮冊 ℡〇三︵九四三︶〇二四四
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日赤看護大学内

〒1
05
東京都渋谷区広尾四⊥−三
看護歴史の研究の成果を機関誌

山本捷子
頒価三百円
望の方は︑奮って投稿してくださ
い︒審査の上︑掲載します︒

兵庫女子短大山崎雅代

〒67
05
1−
加古川市平岡町新在家二三〇

日本看護歴史学会事務局

﹁日本看護歴史学会誌﹂に掲載希

研究論文の募集について

よる話題提供や︑部外者を講師に
招いて学習を続けていくことにな
りました︒参加希望の方は︑千葉
県立衛生短大の小野清美氏へ御連
絡ください︒
︵高橋︶

マではなく︑プレゼンテーターに

第一回研究会が去る九月十日︑
千葉県立衛生短大で開かれ︑今後
の活動計画が決定しました︒参加
者は7名でしたが︑研究意欲にあ
ふれたメンバーの集りで︑一緒に
学んでいく方々の参加を歓迎して
います︒これからは二か月に一回
定期的に研究会を開催︑同一テー

研究会が発足

千葉・東京地区

院三七七！一福岡大学筑紫病院

○都甲綾子〒81

04京都市中京区

04京都市中京区

神奈川県立衛生短大
○植村小夜子〒6
西堀川通り御池下ル
京都市中京保健所
〇中条桂子〒6

京都市中京保健所
〒9
81仙台市崖陵町

西堀川通り御池下ル

〒22
8相模原市北里

園一−二ハー一七

〇城井 美子
○片岡千雅子

50渋谷区恵比寿

2藤沢市高倉九

藤沢市立看護専門学校

九六二二

○相本和子〒25

東京都立広尾看護専門学校

二！三円雷一〇

○宮原紀子〒1

東北大学医療技術短大部

ニー一

北里大学看護学部

和 子 〒8 30久留米市津福

ニー一−⊥

○青山
本町讐三 聖マリア学院短大
厚子 〒 3 3 5 蕨 市 塚 越 一

20金沢市里見町

〒6 01京都市中京区

一 二

晴美

一六

〇平山

〇伊藤
西ノ京南円町三八
〇大西雅子〒9

8相模原市北里

○野島章子〒紺01佐賀市鍋

五八
〇伊藤幸子〒22

〒1
51渋谷区代々木

神戸市立看護短大

0神戸市中央区

︵︑︶船木ノブ子
〒
吊
文
京
区
本郷七
−三−二
東大病院

佐賀医科大病院

島町鍋島三本杉

8与野市上落合

二暑丁⊥北里大学看護学部
○川島和子〒33
九三−干上T去望

○岡田麗江〒65

○末永ちぢ代〒65 0神戸市中央区
港島中町四！六

港島中町四書−六

怜子

神戸市立看護短大

○水川

○筒井トキ〒314−肌茨城県鹿
島郡神栖町賀二六四

二手一
JR東日本中央健康管理所

の応募締切りは十一月末日です︒
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義塾看護短大藤村龍子宛です︒

○城生弘美〒15

慶応義塾看護短大

ニー一二千−二ハ

慶応義塾看護短大

60新宿区信濃町

鹿島白十字高等看護学院
○菅原スミ〒1

三五

〒横浜市旭区中
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三五
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