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盛んに警告されているので︑東京
に就職させている娘にはいざとい
う時の注意などをしていたが︑阪
神に住む私達は北海道や三陸沖の
地震のニュースにもよそ事のよう
に思い︑地震に対して物心両面の
備えを殆どしていない有様であっ

ヤ箱をひっくり返したような有
様であった︒手探りでラジオのス
イッチを入れると︑兵庫県南部を
中心にマグニチュード七・二の直
下型地震が発生したことを知らせ
ていた︒その後は連日報道された
ように︑各地で火災や山崩れが発
生し︑死者五千人を超える戟後最
大の震災となった︒
東海地震の予報は随分以前から
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戦後五〇年の一九九五年の幕開
けは︑大変な大震災に始まった︒
一月一七日午前五時四六分︑兵
庫県南部を中心とした阪神地方に
大地震が起った︒兵庫県西宮市の
私の家でも︑夜明け前の浅い眠り
の中で突然突き上げられるような
たてゆれを感じ︑すぐ後に激しい
横ゆれがつづいた︒私の頭上に鏡
台が倒れてきた︒隣の部屋では本
棚の倒れる物凄い音がした︒一瞬
何が起こったのか分からないまま
に起き上がり鏡台をもとに戻した︒
冬の夜明けはおそい︒真っ暗闇の
中で電灯をつけようとしたが︑す
でに停電していた︒懐中電灯で照
らし出された部屋はまるでオモチ

た︒災害は忘れた頃にやってくる
と言われる通り︑今回も行政当局
はもちろんのこと︑被災を受けた
市民の多くも︑突然のことに瞬時
なすすべを知らないという状況で
はなかったかと想像する︒
歴史上まれにみる︑人生に一度
というような事柄に遭遇した時︑

私達は何を指針に行動すればよい
のでしょうか︒この度の大地震に

遭遇して︑あらためて地震災害の
歴史を振り返り︑過去の人たちが
どのように対処し︑どのような教

訓を残しているかを真筆に学ばね
ばならないと痛感した︒
一九九一年一〇月発行の本会々
報の中で︑吉川龍子氏が一八九一
年に起こった濃尾大地震の際︑日
本で園始されたばかりの看護教育
を受けた看護婦たちが救護に活躍
したことを報告している︒この時
の救護活動が我が国における看護
婦による救護活動の始まりであり︑
百年余りを経て︑今阪神地方の被
災地では医師とともに保健婦︑看
護婦たちが救護活動にあたってい
る︒看護史をふりかえる時︑戟争
や災害時の死傷者の救護における
看護職の果してきた役割の大きい
ことを知る︒
最近︑にわかに日本列島の地殻
変動が活発化し︑今回のような大

地震が日本のどこで発生してもお
かしくない状況である︒看護職と
しては︑ぜひこの機会に今後の震

災に備えて看護職による組織的な
救護活動が行えるよう議論を始め
なければならない︒
過去を知ることにより︑今によ

一

く対処でき︑将来に備えることが
できる︒日本看護歴史学会として
は︑戦後五〇年にあたる今年は︑
戟後の看護の歩みを各方面から振
り返る重要な年であるが︑それに
加えて看護職による震災時救護活
動の歴史をたどり︑またこの度の
震災の惨状と看護の活動などを記
録にとどめることも大切であると

思 う ︒

最後に被災を受けられた会員の
皆様に心よりお見舞申し上げます︒

阪神大震災の

被災地の皆様に謹んで

お見舞申し上げます

尚︑緊急の幹事連絡会により︑

被災地区の本会会員の皆様に対し
一九九五年度の会費免除と︑お見

舞を実施することに決定しました︒
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昼休・懇親会を予定

午前九時 研究発表
午前一〇時半 分科会

◆第二日目 午前九時受付開始

午後四時半 総会

元厚姓省看護課長・日本看護協
会長 金子 光氏
元摩雄省看護課・日本看護協会
長 大森文子氏

﹁私のかかわった戦後の看護改革﹂

◆第一日日 午後一時受付開始
午後一時半 メイン行事

第九回日本看護歴史学会大会予告
﹁戦後五〇年 看護改革の行方﹂
一九九五年に第二次世界大戦が
終結してから︑今年で五〇年︒様
々な領域で︑この節目にあたる年
に再評価しようという気運が高ま
っています︒
あたかもこのときにあって︑先
月一七日未明に発生した阪神大震
災の惨状に対し︑異口同音に﹁ま
るで戦火の跡のようだ﹂という多
くの声は︑故なしとは思えないも
のでした︒
さて︑今年の大会は︑敗戦後G
HQ︵連合軍総司令部︶ によって
なされた看護改革と︑その後をめ
ぐり︑検証することにいたしまし
た︒当時︑直接的に看護改革に当
られた方々からの責重な発言を期
待したいと思います︒

午後一時半
◆開催日程
﹁私のかかわった
地方の看護改革︵仮︶﹂
八月五日︵土︶午後一時半開始
該当者を招いての談話を予定
八月六日︵日︶午前九時半開始
◆会
場
開催内容および時間等について
ウイングス・京都︵京都市女性
総 合 セ ン タ ー ︶ イ ベ ン ト ・ ホ ー ル は︑次回会報で詳しく紹介いたし
ますので︑お早目に予定をお立て
京都市中京区東洞院六角通下ル
〇七五−二一二1七四七〇︵代︶
下さい︒

◆分科会について

会員の関心分野は
文字・映像にみる看護︑生活文
化と看護︑女性史︑宗教と看護︑
看護思想史︑近代看護史︑ナイチ
ンゲール︑日赤の看護︑現代看護
史︑看護制度史︑GHQ︑各国史︑
公衆衛生史︑助産・助産婦の歴史︑
小児看護史︑精神看護史︑教育方
法史︑看護士の歴史︑臨床看護史︑
社会と看護︑法制史︑その他など
いては︑会報2号︑3号︑5号︑

載がありますが︑分科会活動につ

十九号に至るまで毎号何らかの記

分科会については︑創刊号から

分科会担当五十嵐節

8号︑1 2号に︑特にお知らせをし

があります︒

一︑大会は︑研究報告︑研究発表

学習や研究を行う︒

2期日六月末日

要旨・呼びかけ︵百字以内︶

1内容研究テーマ

話題提供者の募集

方を見失わないよう︑それぞれの
歴史のなかでしっかり見据えてい
きたいものと期待し分科会を盛り
上げていただきたいと願っており
ます︒そしてここからまた看護歴
史研究にと︑つなげていってくだ
さることを切にお願いいたします︒
分科会担当高田節子・五十嵐節
◆第九回大会分科会

今年は︑戦後五〇年︑看護改革
も叫ばれ五〇年︑看護の改革の行

ておりますが︑近頃入会された方
もありますので左記に趣旨と概略
を述べます︒
趣旨は︑会員が自分と共通の関
心分野の人々と交流を深めながら︑
相互に啓発し︑継続的に学習や研
究内容を深めて行こうとするもの
です︒
分科会の方針と趣旨を具体化し
たものは次のとおりです︒
一︑会員は自分の関心分野の分科

を行い︑幅広い意見交換や︑交

会に主体的に参加し︑継続的に

流をはかる場とする︒

3送付先

一︑各分科会の代表者は︑その会

埼玉医科大学短期大学

毛呂本郷三八

35
0側埼玉県入間郡毛呂山町

一︑分科会の構成人員は問わず︑

のメンバーの互選により選出さ

五十嵐節

一人一分科会も設立しうる︒

れる︒︵会報第二号より引用︶
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災害史としての﹁地震﹂
亀 山 美知子
今回の大地震は彪大な被害をも
たらし︑今も被災者の方々の苦痛
にははかり知れないものがあり︑
あらためて自然の前では非力な人
間の存在を認識せざるを得ない︒
ここで先人たちの地震への対処
を振返ることも何らかの教訓を私
たちに与えるものではないだろう
か︒そこで︑江戸期の地震のうち︑
元禄一六年 ︵一ヒ〇三︶ の関東を
中心とする大地震について紹介し
よう︒尚︑引用はすべて原文通り︒
〇十一月廿二日この夜大地震にて︒
郭内石垣所々くづれ︒櫓多門あま
たたをれ︒諸大名はじめ士庶の家︒
数をつくし転倒す︒また相模︒安
房︒上総のあたりは海水わきあが
り︒人家頚崩し︒火もえ出て︒人
畜命を亡ふ者︒数ふるにいとまあ
らず︒誠に慶安二年このかたの地
震なりとぞ︒甲府邸これがために
長屋たふれ︒火もえ出しかば︒増
火消を命ぜらる︒御所には護持院
大僧正召れて夜中まうのぼり︒鏡
護の加持し奉る︒○廿三日けふも
地震なをやまず︒○廿五日紀伊本

那須鰻紺馴招最机調

命ずべしとなり︒○廿七日こたび
邸こたびの災にか〜りしかば︒し
の大変により︒伊勢大神宮︒京二
ばし鶴姫君を西城の大奥にうつし
十一社︒当府山王︒神田明神︒相
まいらす︒﹂各所破損の地修理奉行
模国鶴岡八幡宮︵中略︶其外大社
を秋元但馬守喬邦︒大島伊勢守義
大寺に祈祷を仰下さる︒﹂又各郭石
也︒普請奉行甲斐庄喜右衛門正永︒
畳破壊により︒火災等の時出て警
水野権十郎忠服︒小普譜奉行布施
衛すべきむね︒酒井左衛門尉忠勇
長門守に命ぜられ︒御宮︒霊廟の
榊原式部大輔政邦︵中略︶ に仰付
修理を阿部豊後守正武︒少老井上
らる︒○廿八日月次拝賀なし︒大
大和守正琴︒小普請奉行間宮諸左
災によりてなり︒郭辺石垣修理の
衛門信明に仰付られる︒また先手
人夫出す事を︒松平大膳大夫吉広︒
頭佐野与八郎政信は火絨考察︒使
藤堂大学頑高睦︵中略︶ に仰付ら
る︒﹂大久保隠岐守忠増小田原の居
城地震にて大破しければ︒就封の
また地震に屋舎そこねし輩休暇た
いとま給ふ︒霊雲寺恵光地震祈祷
まふ︒日数は火に逢し時の半たる
の事仰付られ︒不動秘法廿一座行
べしと定めらる︒﹂○廿六日火災の
ふ︒○廿九日勘定奉行萩原近江守
時︒指灘を待ず速に出て火を防べ
重秀こたび各所の事沙汰すべしと
きむね︒脇坂淡路守安照はじめ︒
命ぜらる︒各所御修理の仮奉行を
六人の輩に伝らる︒又火災しげく
小姓組服部久右衛門常方︒桑山源
風烈しき時は︒巡番の輩郭辺しげ
七郎一規︵中略︶ に仰付らる︒大
しげ見回るべし︒定役の外増役を
久保隠岐守忠増居城大破により︒
も令ずべしと仰山さる︒﹂又令せら
金一万五千両かしたまふ︒けふ小
れしは︒強き地震には︒番所なら
び に 伺 公 の 席 あ く る と も く る し か 石川水戸邸より︒失火しけるに︒
風はげしく︒八重姫御方の第邸よ
らず︒近きわたりの庭へ︒はヾか
り な く 山 べ し ︒ こ の う へ お も ひ た り︒本郷の方にやけ行て︒甲府の
別業より東叡の山中にうつり︒寮
がへ︒座席にありて毀傷せば︒己
舎若干焼て︒湯島天満宮︒神田明
神︵中略︶両国橋︒大橋も焼落︒
本所︒深川霊巌寺のほとりまでや
けぬ︒よて水戸邸より︒八重姫君
は本城にうつり給ふ︵中略︶ この
があやまちたるべしなり︒﹂またこ
のごろ火災しげく︒風もはげしけ
れば︒廻り番の輩︒場所をこたり
なく巡察し︒御所近辺もしばしば
廻るべし︒定廻の外︒増廻りをも

月令せら〜は︒こたび火災により︒

諸商売物はいふまでもなし︒諸士︒
傭夫︒大八車等の賃銭︒其他のも
のも︒価騰貴せしむべからずとな
り︒〇十二月朔日拝賀なし︒﹂家門
昨日の大火により︒使奉り御けし
きうかがはる︒﹂ ︵中略︶また松平

加賀守綱紀︒若狭守吉徳︵中略︶
災にか〜りしをもて︒をのをの御
使してとはせ給ふ︒﹂書院番大久保
甚右衛門忠位破損所の仮奉行を奉
る︒﹂ ︵中略︶〇二日藤堂大学頭高
睦災にあひしもて︒石垣の助役を
松平右衛門督吉泰に命ぜらる︒﹂け
ふ令せらる1は︑こたびの火事︒
地震にて︒屋舎破壊し︒あるは焼
亡せし輩︒営築︒修理等︒この頃
は匠工もさしつかゆれば︒速に営
築するに及ばず︒たとへならせら
る〜道なりともくるしからざれば︒
先板橋をなしをき︒追々に宮築す
べしとなり︒〇三日寄合小笠原民
部長宥︵中略︶厳宥院殿霊廟の勤番
︵中略げふより護持院大僧正隆光
仁王経を講す︒︵中略︶この日火を
いましむる事︒心いるべきむね令
せらる︒はた失火のとき︒白刃あ
らはして︒武器もせるものも見ゆ
れば︒前令のどとく︒弥さること
あるべからずと令せらる︒〇五日
地震により︒代官を箱根山に通は
し巡察せしめらる︒﹂この日目付の

輩へ令せらる〜は︒営築により城
中へ人夫多く入れば︑暮に及び退
くとき︒のこるものあらんもはか
りがたければ︵中略︶宿直の目付
両人︒徒目付つれて︒夜中しばし
ばまはり︒翌朝其旨聞えあぐべし
となり︒︵中略︶また釆申年爛草
の事を令せらる︒︵中略︶下馬所
其他僕従等あつまる地にて︒下人

に施策を講じたことが分る︒中で

巻﹁常憲院殿実紀巻四十八︶

千葉大学看護学部
看護実践研究指導センター
鵜沢陽子気付
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東入ル中御霊町四一〇京都府立
医大医療技術短期大学部
鎌田美智子 規神戸市長田区海蓮
町七−四−二二
兵庫県立総合衛生学院
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◆会費未納の方々へお願い／⁝
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現在︑本会々員総数は増加して⁝
いるにもかかわらず︑会の運営費⁝
は約四〇万の残額があるに過ぎま⁝
せん︒滞納されている方は︑至急
未納額を振込んで下さい︒
郵便振替口座
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している点であろう︒だが︑地震
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260千葉市中央区亥鼻千八⊥

医大医療技術短期大学部
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上京区清和院口寺町東入ル府立

発行責任者玄田公子・岡山寧子

も経済政策としての倹約令等︑き

方︑江府内の秩序維持にも多角的

端に︑火災防止策は徹底される一

るという事態が起きる︒これを発

出火により︑江戸の半分が焼失す

後七日目に至り︑水戸藩邸よりの

的なものとして︑加持祈祷を重視

次いで対応策を講じている︒特徴

部にわたる情報を得るに至り︑相

これによれば︑次第に事態の細

細に当時の状況を伝えている︒

げた元禄一六年のものが︑最も詳

関する記事の中でも︑今回取り上

を数えている︒幕府による地震に

大地震により名勝象潟の異変等々

もなう地震︑文化一年の出羽国の

震︑宝永四年の富士山の噴火にと

の関東地域︑延宝四年津和野大地

江戸時代の大地震は︑慶安二年

猶やまずとぞ︒︵略︒国史大系第4

に至り︒毎日数十皮の地震ありて

りし十一月大地震の後︒このごろ

も出べからず︵中略︶○廿九日さ

他出せず︒たとへ年礼たりといふ

るしからず︵中略︶風烈のときは

斗目あるは定紋の服着せずともく

有来りたるべし︒小給の輩は︒輿

煙草用ゆべからずと︒主人より堅
く令ずべし︒︵中略︶九日︵中略︶
衣服其他今より後華美にすべから
ず︒音信︒贈遭︒料理等にいたる
までかろくすべし︒さきざき令せ
られしごとく︒火をいましむる事
心いれしむべし︒もし火おこらば︒
力を尽しすみやかに打けし︒尤近
隣よりも馳集り︒大火に及ぼしむ
べからず︒火災の地見せしむると
て︒騎馬のもの出すべからず︒火
災のとき︒昼夜にかぎらず︒各門︒
各橋︒往来滞らしむべからす︒は
た所在の橋際へ︒稚貝をくべから
ずと︒あらかじめ告諭すべしとな
り︒〇十日ことし早して久しく雨
ふらず︒地震火災うちつヾけば︒
護持院大僧正奉り︒けふより水天
供を修す︒︵中略︶○廿三日令せら
る〜には︒︵中略︶歳暮歳首︒すべ
め細かい注意を行っている︒余震

〇四三−二二六−二四五六

◆新入会員紹介︵敬称略︶
宮中文子 机上京区清和院口寺町

て慶事の贈遺こと更かろくすべし︒
魚物は鯛︒嘘にかぎらず︒何魚と

の記事も興味深いものである︒
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もかろく取かはし︒︵中略︶衣服は
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