群馬県における看護婦養成のはじまり
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はじめに

結果および考察

群馬県において看護職者の教育が始まったのは1888

1）群馬県内初の医師会立養成所

（明治21）年からである．この養成において産婆およ
び産科医師により産婆教育が行われていたことは先行

私立桐生産婆看護婦学校は，桐生産婆看護婦養成所

1）

研究 で明らかになっている．続いて1910（明治43）

として，1910（明治43）年に桐生市医師会会員有志数

年4月，桐生医師会会員有志数名により桐生産婆看護

名によって設立された．1920（大正9）年8月2日附，

婦養成所が設立された．1920（大正9）年8月には私立

私立桐生産婆看護婦学校と改称し認可され，桐生医師

桐生産婆看護婦学校に改称されるとともに桐生医師会

会の附属となった．藤岡多野医師会史によれば，「群

の附属となった．この後，群馬県において各地域の医

馬県内では看護養成施設としては明治43年（1910）に

師会により産婆看護婦学校が次々に設置された．桐生

桐生産婆看護婦養成所が創立されたのが最初」2）と記

産婆看護婦養成所は1936（昭和11）年には桐生産婆看

されている．群馬県内の看護婦養成は，1894（明治

護婦学校と改称され，1943（昭和18）年には群馬県医

27）年の日本赤十字社群馬県支部の第一期速成科（3

師会桐生看護婦学校となり，1952（昭和27）年の閉校

か月）が最初である．『群馬縣議會史

まで産婆看護婦の養成を行ってきた．

よれば，1911（明治44）年の群馬縣議會の開会に際し

第二巻』3） に

そこで，本研究は，1920
（大正9）
年8月に設立された私

て神山知事は，「衛生費ニ於ハ本縣ノ衛生状態ニ鑑ミ

立桐生産婆看護婦学校設立申請書を分析し，その資料

産婆看護婦養成及赤十字支部病院設置補助ノ必要ヲ認

から医師会立の産婆看護婦学校の特徴を明らかにする．

メ」と述べており，この年初めて看護婦養成に関する
記述があった．同年「衛生費及病院費」において「産
婆看護婦養成費

研究方法

金千百七十圓

新費」が計上された

が，その審議状況を下記に示す．

1920（大正9）年7月の私立桐生産婆看護婦学校設立

第七項

産婆看護婦養成費

金千百七十圓

新費

申請書（以下申請書）を第一次史料とし，桐生市医師

審議状況

会史編纂委員会：桐生市医師会史（1976）を第二次史

亀井：縣下に産婆看護婦は何人位いるか，産婆と傳染

料として分析する．

病の數との関係はどうなっているか，どの位養成の見
込か，その方法はどうか．
岸本警部長：産婆は二百四十八名，看護婦は四百六十

倫理的配慮

九名で看護婦のいない町村が，百ヵ所，産婆のいない

史料の引用にあたっては，群馬県立文書館及び群馬

村が百二十ある．産婆が少なくて産前産後の手當が充
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分にゆかず四十三年度の統計によると出産數の一割が
死産になっている．看護婦養成所のあるのは二十六縣
に及ぶが本縣にはないので不足し死亡率も全國平均よ
り高い，これは公衆衛生が不完全であるからである．
横田：講師には地方の醫師と衛生當局者が當し，募集
人員は一囘に二十五名乃至三十名を豫定している．
六ヵ月間實習をやる，年二囘募集する．
亀井：技術の教育だけでなく精神面の教育もやっても
らいたい，看護婦なども患者に妙な親切を示す例など
もあるからだ．また雇入について看護婦會の派閥があ
るというがその取締は如何．
田村技師：従来不都合なことを耳にして禁止したこと
もある．一定の規律の下で募集しなかったからだ．看
護婦會と傳染病院との間で黨派的なこともあったが，
養成所では十分な取締をし，別に會を作って一般の需

図1 私立桐生産婆看護婦学校設立申請書 設立の目的

めに應じたい．

おり，医師会の求める看護婦像が推察された．

中島：産婆看護婦の養成講師は十人五百圓とあるが，
一人五十圓というのはどんな教授をするのか．

2）設立の趣旨

田村技師：養成所の講師は十日に五時間教授するだけ
だからこれで我慢してもらう，一定の教科書を使う．

申請書には，「桐生町乃ヒ山田郡ニハ他ニ此ノ種ノ

上記の通り県議會での審議を経て，1912（明治45年）

学校ノ設ケナク一旦流行病等ノ流行ヲ来サンカ忽チ看

3月には群馬県立産婆看護婦養成所が設立されている

護婦等ノ不足ヲ告ゲ山田郡一般常ニ之ガ不足ニ苦シミ

が，私立桐生産婆看護婦学校は，医師による看護婦養

ツツアリテ之ガ養成機関タル学校ノ設立ハ極メテ必要

成機関のさきがけであると推察する．

ナリ」4）と設立の趣旨が記載されている．産婆看護婦
を養成するために産婆科と看護科が設けられている

設立目的について申請書によれば，「本校ハ純良確
4）

実ナル産婆看護婦ヲ養成スルヲ以テ目的トス」 と記

が，設立の趣旨からみて，産婆養成はその趣旨を明確

されている．先行研究では，1888（明治21）年に産婆

にしていないことから，当時，流行病の蔓延により看

によって設立された上毛産婆学校の設立の目的は「学

護婦養成を主にしていたと考えられる．

術実地両ヲ完備ナル産婆ヲ養成スルヲ旨トシ専ヲ内務
省産婆試験ニ応スルヲ得セシムル」1）とされ，確実な

3）経費および維持方法

る知識と技術をもった産婆を養成し産婆試験に合格す

申請書によれば，「生徒入学時の束脩（入学料一円）

るという理念を明確に示している．私立桐生産婆看護

及び毎月の月謝（一円／月）で賄うが，その他，郡及

4）

婦学校は「本校ハ純良確実ナル……以下略」 とし，

び町の補助金，あるいは有志寄付金を持って維持金と

医師の下で，診療の補助や家事の手伝いをしながら夜

する」4） とある．桐生市医師会史によれば，「大正13

間に学習し，看護婦の資格を得るという形態に変わっ

年（中略）桐生市より，3月31日付で補助金250円也を

ていったと推察される．

交付する旨連絡あり」5）と記載されている．設立の趣

群馬県内では，1915（大正4）年の内務省看護婦規

旨からみて「此ノ種ノ学校ノ設ケナク一旦流行病等ノ

則制定以来，開業医が自家に必要な看護婦養成のため

流行ヲ来サンカ忽チ看護婦等ノ不足ヲ告ゲ山田郡一般

に協力し，郡市医師会や有志の発議により機運が高

常ニ之ガ不足」4）とあり，看護婦養成を社会的な要請

まったと思われる．私立桐生産婆看護婦学校が1920

とし，市から補助金を確保している．

（大正9）年に医師会附属となるよりやや早い時期に，

『群馬縣議會史

第三巻』6）によると，1920（大正9）

高崎市（大正4年看護婦規則制定直前），前橋市（大正

年に「看護婦養成費補助」の記載があり，その審議状

4年）に養成所が設立されるなど，医師会による看護

況を下記に示す．

婦養成が主流になったと考えられる．申請書の設立目

第四項

4）

的には「純良確実ナル」 との一言が付け加えられて
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看護婦養成費補助

審議状況：
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一，〇〇〇

看護婦養成―縣下看護婦数二三四人と甚だ尠く新しく

（前期）となっていることから，医師会立の養成所に

試験を通り及第した者は東京に行くものばかりであ

おける授業形態の基になったと推察する．

る．縣醫師會が各郡中少い所に三箇所二十名宛看護婦
養成することになり夫々手當を與える．看護婦に義務

5）私立産婆学校産婆講習所指定規則と医師会立産婆

年限を置き他縣に行かない方法を講じて募集する．こ

看護婦教育

の計畫に對して三千餘圓中三分の一即ち一，〇〇〇圓

群馬県において産婆教育が始まったのは1888（明治
21）年であり，その養成では，産婆を講師とした専門

の補助をする．
この記述にある三カ所の養成所のうち「群馬県医師

教育が行われていたことが先行研究により明らかと

会利根郡看護婦養成所（1921（大正10）年設立）」と

なっている．

「私立高崎産婆看護婦養成所（1915（大正4）年設立）」

産婆規則および産婆試験規則は1899（明治32）年に

7）

の2校が該当すると推察される が，私立桐生産婆看

制定され，
1910（明治43）年5月の勅令による改正で，

護婦学校は「郡及び町の補助金，あるいは有志寄付金

無試験で産婆登録ができるようになった．これに伴

4）

を持って維持金とする」 とあり，縣からの補助を受

い，1912（明治45）年6月に私立産婆学校産婆講習所

けずに運営されていたものと推察された．

指定規則が定められている．指定規則の第四条第四項
に，「主要ナル学科ハ一箇年以上トシテ産科診療ニ従
事シタル医師ヲシテ担当セシムルコト」8）とされた．

4）夜学による授業形態
申請書の学則第八条には，
「本校ハ夜学トス」4） と

また，看護婦養成に関しては，1915（大正4）年に看

明記されている．また，桐生産婆看護婦養成所第一回

護婦規則の制定に伴って，私立看護婦学校看護婦講習

卒業生である坂本センの回想文には「昼間は薬局に入

所指定標準ノ件が定められ，指定標準ノ件第一条第六

り，又医院の障子張りやら掃除から，子どもさんのお

項では，「主要ナル学科ハ適当ト認ムル医師ヲシテ担

世話までやることになった．昼間働いていると疲れる

当セシムルコト」8）とされた．申請書の講師内訳は，

ので，夜急いで学校へ行ってもいねむりばかりしてい

醫学士2名，得業士3名，醫師7名，郡視学1名で，産

5）

た．」 とあり，また同氏宅訪問記によると，「桐生産

婆・看護婦の履歴書は附されておらず，近年まで続け

婆看護婦養成所は明治43年10月に開設されて，昼間は

られてきた医師による看護婦教育の始まりの一端をこ

5）

医院で働き，夜養成所に通った．」 「夜学を終えて医

こにみることができたと言える．

5）

院に戻っても，ランプの下で復習しました．」 とあ
る．1888（明治21）年群馬県で最初に設立された3校

まとめ

について申請書の時間割でみると昼間授業が行われて
いた．私立桐生産婆看護婦学校の時間割は19時～23時

設立申請書の分析により，以下の特徴が明らかと
なった．
1）医師の下で昼間はたらき，夜間に学習するという
授業形態であった．
2）私立桐生産婆看護婦学校は群馬県内で初めての医
師会による産婆看護婦の養成所で，群馬県における看
護婦養成のモデルとなっていった．
3）経費については，郡及び町の補助金を用いてその
維持費とした．
4）産婆看護婦学校の名称であったが，看護婦養成が
主であったことが推察された．
5）申請書には，講師の内訳は，そのほとんどが医師
で，産婆・看護婦の履歴書は附されていなかった．
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図2 私立桐生産婆看護婦学校設立申請書 学則
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―明治中期から大正期に焦点をあてて―．
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