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戦後5 0年に思うこと
GHOの看護指導の体験記

0年12月︑東京都新宿区戸

東京第一病院︵以下東一という︒
現在の国立病院医療センター︶が
できた︒ここでは︑昭和23年より
GHQ︵連合軍総司令部︶の指導
による看護の再教育が実施されて
いた︒私は昭和訪年から詔年まで
約八年間を勤務した︒就職面接時
に初めてお会いしたのが︑当時ま
だ若い吉田浪子総婦長であった︒
戟後いち早く東一はGHQによ
りモデル病院とされ︑看護の知識・
技術・管理の再教育を徹底的に実
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■

を中心とした患者の
たかを物語っている︒

を問われ

ーツの小じわではなく︑極めて厳

重なチェック項目なのである︒

学院の先生たちの指導も受けた︒

保助肴法で発足した新年度の看護

人ナースから︑または︑2

は脇が外れて背中に丸まったりし

朝のベッド整頓に行くと︑シーツ

レスを包みこむだけの広さがなく

ったが︑シーツに関してはマット

護・完全寝具と言っていた頃であ

当時の日本の病院では︑完全看

私はこの8年間に三カ月の指導者

東一での再教育は︑直接︑外国

講習︑一カ月の解剖学の教育︵女

ているという状況もあったことも

2年に︑

子医大解剖学教室︶をうけ︑更に︑

覚えている︒

の牛乳が配られていた︒ちょうど

比べて︑当時︑紙パックの一人用

また︑食糧もままならぬ日本と

28年には米軍4 9病院に二カ月派通

ー︑戦時中は海軍病院であったと

今の満ちたりた日本と変りがなか

された︒現在の築地のガンセンタ
きく︒そこで学生さんと呼ばれて

なきを痛い程感じたものだった︒

かさを見たとき︑敗戦日本のやむ

ったのであふ︒このアメリカの豊

検温︑ベッドメーキング︑臥床患者

をさせられた︒当時︑朝鮮戟争たけ

の全身清拭︑背部清拭︑マッサージ

なわで王に戦傷者だったが治療の

すぐに看護の大学教育化がはじま

0校にものぼり

に関しては︑ベッドメーキングの

指して行きたいものである︒アメ

で患者の幸せを奪わない看護を目

療も変化し複雑となっていくなか

破竹の勢いで上昇しっつある︒医

嶋が平成元年より4
学

年で僅か1 0校しかできなかった大

った︒日本では昭和27年から約4

あれから∽年︑アメリカは戦後
介助は見たこともなかった︒
管理体制は非常に合理的で看護
ケアをするにも物資が豊富ばかり
でなく清潔さ︑整理は抜群としか
言いようがなかった︒すべてが患

仕方ひとつでも少しでも﹁しわ﹂が

リカが歴史をふまえて長年培って

者のためを考えられていた︒ケア

よっていると作り直しなさい︑と

は︑年功序列ではなく︑25歳の病
棟婦長の下に4
0代・5 0代−のスタッ

モ ル モ ッ ト ・ イ ン タ ト ン ﹂ と い う たと思われた︒看護の役割につい

時︑﹁婦長・看護婦・医者・小使い・

していた︒それだけに︑たかがシ

ては︑自信とほこりをもって徹底

いきたいと願っている︒

ぬよう︑歴史からしっかり学んで

戟後弱年︑看護の行方を誤また

宝に使ってしまう傾向がある︒

きた看護を日本では出来上りを重

呼ばれる︒シーツはいつもピンと

フナースがいたり︑戦勝者GHQ

ことを耳にしたことがあるが︑こ

張っていなければならなかった︒

でなくては最も上下のきびしい軍

んな皮肉を言われる程いかに看護

梼癒予防は非常に神経を使ってい

病院で考えられない人事や管理が

施していたと思う︒看護部の構成

磨
j

どんどんと進んで行われていた︒
看護の指導は︑ミス・カルソンと
ハータ1の名前を記憶している︒
最高指導者として︑女医マニトフ
がいた︒彼女は時どきやってきた
︵記録あり︶︒ある時は︑病院職
員を一望に集め一喝して看護を中
心とした組織のあり方を話した︒
とくに看護婦の役割に関して︑医
師に隷属している看護をみて具体
的に看護とはを説いた︒今でも︑
三三句が記憶にとどまっている
はど鮮烈であった︒私たちは﹁マ
ニトフ旋風﹂としておそれたが︑
今にして思えば当然のことで︑看
護の本質を説いていたと思う︒当
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山町にある旧陸軍病院の中に国立
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◆第一日日 午後一時受付開始
午後一時半 開会

午後四時三〇分〜
会員総会
︑
午前九時受付開始

依闘和美氏

埼玉県
新井サダ氏
元大宮赤十字病院

﹁私のかかわった地方の看護改革﹂
コーディネーター 五十嵐節氏
田中幸子氏

午後二時〜
シンポジウム

昼食会を兼ねた懇親会︵千円︶

牛後二一時半〜一時半

担当 九十嵐節氏・高田節子氏

牛前卜時〜 ︵研究発表者の人数に
より︑若干の変更あり︶

座長

′−前九時半〜
余⁚日による研究発表

◆第二日日

閉会

牛後丘時

午後三時四五分〜門時半
者との質疑応答

午後二時三五分〜二時∴存分
講演 大森文子氏
昭和一七年 軍事保護院技手
同院医療課勤務等
格和二〇年 厚生省医療局︵後
の医務局︶厚生技官
昭和四八年 看護課設置に伴い
同課に配転

午後一時三五分〜二時∵．行分
講演 金子光氏
昭和 ハ年 厚隼省人目局総務
課厚生技官として入局
昭和二〇年 厚隼省公衆保健局
保健所課技官として保健鋸問題
に取り組む
昭和二五年 厚隼省石渡課長

メイン行事
．
﹁私のかかわった戦後の看諸改革﹂
／ コーディネーター 草刈淳了氏

第九回日本看護歴史学会開催案内
メインテーマ ﹁戦後五〇年看護改革の行方﹂
本会々報第二〇号で徹案内しま
した通り︑今大会は戦後五〇年に
照準を合わせ︑日本の看護に一大
転期をもたらすことになったGH
Q︵連合軍総司令部︶ の看護改革
に直接関与された方々をお招きし
ました︒
看護職必聞・必見の時代の貴重
な証言を得ることは︑今後の看護
改革にも大きな示唆となるのでは
ないでしょうか︒会員・非会員を
問わず︑多くの方々の御参加を心
より願う次第です︒

場

◆開催日程
八月五日 ︵土︶午後一時開場
八月六日 ︵日︶午前九時開場
◆会

京郡市女性総合センター﹁ウイ
ングス・京都﹂ 二階・イベント
ホール ︵二八〇名収容︶
堅炭都市中京区東洞院六角下ル御
射山町二六二
〇七五−二二一1七四七〇

京都府
岡部登美子氏・
元京都府勤務
福井県一．
高岡スミ子氏
元福井県立病院総婦長

午後四時 閉会

総合司会
武藤美和氏
◆大会参加費
会 員 三千円
非会員 四千円
学生︵院生を含む︶ 二千円

◆参加申し込み方法
同封の振込み用紙に︑参加音名
︵複数連名可︶︑参加費および
懇親会参加の有無を明記し︑来
る七月一〇日までに振込みをし
て下さい︒

◆研究発表の申込みについて
研究発表を希望する方は︑﹁研究
発表希望﹂と朱書きで︑テーマ
と内容の概説を付し︑六月一五
日必着で左記へ郵送して下さい︒
蔀羽曳麿市はぴさの三−七圭一〇
大阪府立看護大学医療技術短期
大学部 依田和美氏宛

◆会場までの見取図は四貢参照︒
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分科会については︑創刊号から
19号に至るまで毎号何らかの記
載がありますが︑分科会活動につ
いては︑会報2号︑3号︑5号︑
8号︑． 12号に特に︑お知らせをし
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
会に主体的に参加し︑継続的に
学習や研究を行う︒
二大会は︑研究報告︑研究発表
を行い︑幅広い意見交換や︑交
流をはかる場とする︒
二分科会の構成人員は問わず︑
一人一分科会も設立しうる︒
一︑各分科会の代表者は︑その会
のメンバーの互選により運出さ
れる︒︵会報第2号より引用︶

■
会員の関心分野は
文学・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
があります︒
今まで継続されたものを示しま
す︒○内数字は学会順︒
皿 文学・映像にみる看麓①㊥③
④⑨⑦
闇 GHQ㊥③④⑥⑥㊥㊥⑨
闇 臨床着後史②③
棚 看鼓教育史②③④⑤⑥⑦⑨㊥
闇 宗教と看護②
㈲ 公衆衛生看護㊤
用 助産・助産婦の歴史㊥④⑨⑥
②⑦
ナイチンゲール③④⑥⑥⑦⑨
痛看護史・各国史③④
病院史・臨床看護史④
近代看護史㊥⑥㊥⑧
日赤の看護⑥
女性史・民族史⑦
個人史⑦
法制史⑦

（15川机個闇肌用0日9日8）
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◆事務局連絡

○新入会員紹介︵敬称略︶

久保美智子 Ⅷ広島市中区橋本町
lT二一1八〇一
牟田かつ子 鄭久留米市山川安房
野三−八−三〇

会費滞納の方々が増加し︑会の
運営に著しく影響を及ぼしており
ます︒三年以上の滞納の方は退会
として処理いたします︒
郵便振替口座 〇一〇一〇−二・−
五二一八五 日本看護歴史学会

会費納入のお頗い

○勤務先変更
藤村籠子氏︑ライダー島崎玲子氏
東海大学健康科学部看護学科へ

佐藤佐栄子氏

さい︒
芝田香代子氏︑平山厚子氏

○住所不明の次の方々について御
存知の方は︑事務局に御一報下

岡棋那珂塁月割

今年は︑戟後五〇年︑看護改革
も叫ばれ五〇年︑看護の改革の行
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蘇っており
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

ー話題提供者の募集

第九回大会分科会
内容 研究テーマ
要旨・呼びかけ︵百字以内︶
期日 六月末日
送付先
卸側埼玉県入間郡毛呂山町
毛呂本郷三八
埼玉医科大学短期大学
五十嵐 節

第九回大会事務局
京都府立医大短大部
玄田公子・岡山寧子
野原都市上京区清和院口寺町
東入

2−五四四二

〇七五t2 12−五四三七または
21
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阪神大栗災被災地の
会員各位の消息
Ltrlj17．●■ir●tj﹁．∫l一rlJri．︐■rll一

O山崎雅代氏 居住マンションの
披害は大きく︑補修の必要性が
あり︑知人宅に仮遇中︒御本人
は被災時に打撲とカスリ傷を受
けられた︒

避難先住所より凹月末復帰

田中恒夫氏方

○横山嘉子氏 家屋全壊・家財道
具一切を失なわれた︒幸い怪我
等の披害はなく︑身内の方の所
に避難中︒
避難先住所 損西宮市提附二千二
七

■

∪徳田千恵子氏居住されていた
ア︑ハートが全壊︒御母笠の負傷︑
御本人も精神的ダメージを受け
ながらも︑看護業務に携わられ

枚の披害

勤務先65 3神戸市長田区久保町二

自宅は

神戸協同病院四階

○森益美氏

集

後

記

があった程度︒勤務先に寝泊り
して通勤の困難に対処された︒
○青木うめ子氏・斎本文子氏は︑
いずれも被害は軽度との由︒

編

昭和二一年発行の﹁看護学雑誌﹂
をみると︑GHQの指導による指
導者講習会の記事がある︒その中
には﹁患者に輿へる看護法の足り
ない事︑日本の看護婦は患者個人
に封しての細い看護法︑例へば鰻
を放く事︑薬を飲ませる事等につ
いては一人一人の患者に輿へる看
護法が適富に行届いて居りません﹂
等の指摘がみえる︒さて︑五〇年
後の私たちは看護の方向性を正し
く捉えているだろうか︒今一度︑
原点に帰る必要はないか？ ︵か︶
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