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■　はじめに

　キリスト教的愛の実践が看護であると考えた 
ナイチンゲールにとって看護教育上で最も重要な
のは実践である。ナイチンゲールには劣悪な社会
環境と劣悪な病院の組織を改善するという明確な
目的があり，その方法の一つが看護教育であっ
た。『ナイチンゲール女性の専門職を創設する－
19世紀は女性の世紀』1） などで報告したように， 女
性の専門職を創設すること， それは， ナイチン
ゲール自身が経験し，認識した社会問題とその解
決・改善のための取り組みであった。それは，医
療の中で新しい女性の為の専門職を創始するとい
う前人未踏な取り組みであり，当時の社会通念や
常識を越えたところで行われたのが，女性の専門
職教育構想である。
　しかし， 看護教育の創始者と言われるナイチン
ゲールが， 看護師の免許制度と国家登録制度問題に
関して反対した事実についてはあまり話題になら
ない。エドワード・クックの 『ナイティンゲール 

［その生涯と思想］』2）によれば， “看護婦の戦い” と
呼ばれるこの論争は1886年 （明治19年） から1893
年 （明治26年） までの７年間に及んだ。その論争
は， イギリス看護界が女王の勅許と看護師の登録
制度という二つの問題をめぐって真っ二つに分裂
するという事態を招くほどであった。ナイチン
ゲールはその戦いを「高い理想と物質的便法の間
の戦い」3）と考えた。ナイチンゲールをして社会
の通念や常識で論争が行われたとは思われない。
が，少なくともそこには先述した看護教育の本質
論的な問題が存在していると考えられる。

　戦いの相手は1887年（明治20年）に設立された
イギリス看護協会（British Nurses Association）
である。『ナイティンゲール［その生涯と思想］』，

『フロレンス・ナイチンゲールの生涯』4），『ナイ
チンゲールと医師達』5）， 『看護婦登録制度に付い
ての意見書』6）， 等でその戦いの概要と彼女自身の
著作 『看護婦と見習い生への書簡』7）， 『看護婦の
訓練と病人の看護』8）， 『病人の看護と健康を守る
看護』9）等でも双方の意見の対立点は明確である。
　イギリス看護協会は，イギリスの全ての有資格
者を，公認された専門職に従事する女性として統
合し，組織的な訓練を受けた証拠として，医師や
外科医がよしとする条件において登録させ，専門
職としての看護をあらゆる意味で発展させるため
に互いに助け合い，保護しあうために結合させ，
そうした目的を達成するために勅許状を獲得して
協会を法人化し，登録制度を実施する権限を与え
ることを目的とした。生涯を国民の健康問題に捧
げたナイチンゲールにとって，このイギリス看護
婦協会の組織造りと看護婦登録制度導入に関する
戦いは， ナイチンゲールの後年に引き起こった我
慢のならない事態であり， 最後の戦いだったので
ある。時の人であったナイチンゲールの主張， そ
の主張が， 全体的に影響力があることは当たり前
の事であったろうが， しかし， かのナイチンゲール
でさえ， 主張しつづけられなかったこと，それが
国家登録制度と国家試験の問題である。単純に考
えればそれは主義主張の相違，とも言い切れない
側面がある。
　さて，わが国のあらゆる分野に必要な人材養成
を期する学校教育制度が整備されつつあった明治

ナイチンゲールの国家登録制度問題論争にみる
看護の本質論
― 看護はキリスト教的愛の実践 ―

広島文化学園大学看護学部・看護学研究科教授

佐々木　秀　美

連 載連 載

ささき　ひでみ
〒737-0004 広島県呉市阿賀南2-10-3　広島文化学園大学看護学部



ナイチンゲールの国家登録制度問題論争にみる看護の本質論

― 11 ―

期初期，ナイチンゲール方式による看護教育も導
入された。明治・大正・昭和の時代から平成の時
代までの歴史的変遷過程の中で，看護師の免許も，
都道府県別検定試験から国家試験になった経緯が
ある。紆余曲折しながら，時代の文化・経済を反
映させつつ伝承されてきた看護教育も，今や，諸
学問同様，高等教育として発展しつつある。が，
大学教育のマス化に伴う現象の中で，その教育機
関の特徴や教育内容や教員の質的向上の必要性も
問われている。わが国の看護系教育機関の質的な
問題も議論される昨今の趨勢で見たとき，看護師
の国家試験制度は今や，当然のことであり，高等
教育における看護系大学の学士力及び学士の質保
証の一つとして議論されるのが，国家試験合格率
である。が，現在の教育において学士力の質保障
が国家試験合格率のみで論じて良いのか疑問はあ
る。なぜならば，“教育基本法”における“人格
の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の
形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康
な国民の育成”と“学校教育法”における高等教
育機関としての大学の教育目的，すなわち，学術
の中心として，広く知識を授けるとともに，深く
専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用
的能力を展開させるという教育目的を鑑みる必要
があると考えるからである。
　『保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部
会報告書』10）によれば，我が国は少子・高齢化の
進展，医療の高度化に伴って国民の看護への期待
が高まっている。ゆえに，保健師，助産師及び看
護師には，これまで以上に重要な役割を求められ
ている。保健師助産師看護師国家試験には看護基
礎教育の水準を超える実務的で高度な専門的知識
や技能を問う出題が散見されているが，同試験で
は，看護基礎教育を修了した者が保健師，助産師
又は看護師として第一歩を踏み出す際に求められ
る水準とすべきであり，その基礎的能力について，
知識及び技能の観点から的確に問う出題とするよ
う見直すことが望ましいとしている。その他，国
家試験に関連した研究では，吉田結希子らの『イ
ギリス，アメリカ，オランダの助産活動の特徴か
ら日本の助産に向けて』11）があるが，それは国家
試験全般に関する研究ではなく，諸外国の助産師
の資格取得と我が国の資格制度について論じた内
容であり，国家資格を受容した上での助産師の資
格取得に向けた制度的見解を示したものである。
つまり，今日の看護界では国家試験及び国家登録

制の問題は，ほとんどと言って良いほど議論に上
らない。
　ナイチンゲールにとって，看護師の免許制度と
国家登録制度問題は，彼女自身が有する高邁な感
情・思想があっての事であるのみならず，看護に
対する彼女の教育哲学を根底から覆しかねない問
題でわったと考えられる。看護教育が当時の閉鎖
的な社会階級の中で万人平等に解放されるか否
か，教育を受けた看護婦による看護がすべての患
者に平等に与えられるか否か，引いては看護教育
の在り方等，様々な問題が含まれていたであろ
う。ゆえに，ナイチンゲールの晩年に起きた看護
師の国家登録制度問題論争を丹念に検討してみれ
ば，単に免許制度や国家試験制度の形式的な問題
の根底に潜んでいる問題を焦点化できると考えら
れる。そこで，本論では看護師の試験制度や国家
登録制度や免許に関するナイチンゲールの発言か
ら，彼女の看護教育に何を求め，どのような看護
師を育てたかったのか改めて検証し，検討するこ
ととした。

１． 看護師の為の組織と看護師の国家登録制度 
問題

　ナイチンゲール及びその側近が，看護師の国家
登録制度と国家試験問題を巡って熾烈な戦いを展
開したイギリス看護協会は，看護のための世界で
最初の組織である。その設立に大きく貢献したの
はベットフォード・フェンウィック12）であり，
この協会には卒後看護師のみならず，医師も含ま
れた。その目的については先述したが，基本的な
論点は２つである。まず，先述したイギリス看護
協会の設置目的を細分化すると（1）イギリスの全
ての有資格者を，公認された専門職に従事する女
性として統合し，（2）組織的な訓練を受けた証拠
として，医師や外科医がよしとする条件において
登録させ，（3）専門職としての看護をあらゆる意
味で発展させるために互いに助け合い，保護しあ
うために結合させ，（4）そうした目的を達成する
ために勅許状を獲得して協会を法人化し，登録制
度を実施する権限を与えることである。この目的
の特に （2） と （4） がナイチンゲールの反駁を受け
た。イギリス看護協会の主張は，患者を無知な看
護婦から守る事であり，専門職としての地位は，
看護婦の地位の向上に繋るといったものであっ
た。ナイチンゲールは，イギリス看護婦協会が主
張する看護婦の登録制度は，まず，試験を組織的
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な訓練を受けた証拠として，医師や外科医
4 4 4 4 4 4

がよし
とする条件において登録させるという事，次に，
そうした目的を達成するために勅許状

4 4 4

を獲得して
協会を法人化し，登録制度を実施する権限を与え
ることに対する異議申し立てである。勅許状

4 4 4

が出
せるのは女王のみである。つまり，イギリス看護
協会の戦略は，当時，イギリスの最高権威者であ
るヴィクトリア女王から勅許状を頂き，登録制度
に関する絶対的な権威と権限を得ることである。
ナイチンゲールは組織造りそのものに反対したの
ではなく，イギリス看護協会の規約における組織
の持つ意味にこだわり，その絶対性を危険視した
と考えられる。
　ナイチンゲールが看護教育構想を明言し，その
教育を開始したのは1860年（万延元年）である。
それは，イギリスで最も優れた病院であるとナイ
チンゲールが判断した聖トマス病院に看護婦学校
を付設することであった。設立当時， 聖トマス病
院の医師たちの多くが， ナイチンゲールの教育構
想に反対した。その中で， わずかにホィットフィー
ルド博士13）や彼の助手であったジョン・クロフト
医師14）両名のみが協力を表明した。彼女は，こ
うした少ない人的資源を頼りに看護教育の最初を
スタートさせた。聖トマス看護婦学校の厳しい訓
練に耐え，卒業をした看護師達はナイチンゲール
基金委員会15）に登録され，看護師として各地に
散り，その教育法を実施，伝授する役目を担った。
ナイチンゲール看護師たちは，そのパイオニアと
しての役割を果たす必要があったから，ナイチン
ゲールは要請があると惜しみなくその卒業生を送
り出したのである。卒業生たちの活動は，陸軍の
病院，王立病院，地域病院から貧しい人達の病院
を経て，地域看護，そして農村へと国家単位で普
及した。1875年（明治８年）頃には，対立をして
いた医学界にも認められるようになった。そして，
その教育は，イギリスと関係のあった国々にも波
及した。
　当時のイギリス看護界のみならず， イギリスにお
いてナイチンゲールの及ぼす影響は絶大なもので
あった。この絶対的な権威を持つナイチンゲール
に対して，若干の嫉妬や羨望もなかったとは言え
ないが，彼女に反対する者も存在した。ナイチン
ゲールとその同志たちは，登録制度は良いことず
くめのように見えるが，結局のところ，欺瞞であ
る16）と反論した。当時，女性の仕事として公認
された助産師の場合には一定の技量がものを言

う。しかし，看護師の場合には技術的な手際と同
様，品性がものを言う。病院も看護学校もピンか
らキリまである。保証を与える試験官自身の資格
を保証するのは誰か？それはむしろ，優秀な看護
師を無能な看護師と同列に置くことによって，前
者を不当に扱い，最低線の基準を定型化すること
によって看護という専門職に害を及ぼすだろう17）

と述べた。看護婦の道徳的品性が優先的に評価さ
れなければならないと考えたナイチンゲールは，
看護婦の能力を査定できる組織とは，直接的な指
導をした指導者や監督官が所属する看護学校や病
院であって，その教育機関が実施するテストや試
験によってのみ可能18）であり，イギリス看護協
会が提案する外部的機関が課する試験による方法
は妥当ではないと考えたことである。
　まず，イギリスにおける教員の国家登録制や身
分法についての議論が始まったのは1867年（明治
元年）頃の事であり，当時，師範学校長であった
エドイン・チャドウィック19）等によって提唱さ
れていた。イギリスで学校教育制度が制定された
のは1870年（明治３年）の事であるが，教員の養
成は，1837年（天保８年）から，ケイ・シャトル
ワース20）によって開始された。その教育は見習
い制度であったが，結果的には，教員の教育水準
を上げることにつながった。その教育が拡大する
に従って，初等学校の教育には資格が必要になっ
たのである。
　イギリス医学会における医師の身分法は， 1858
年 （安政５年） に成立した医師法によって確立さ
れた。医師の国家登録制と同様に，看護師の国家
登録制を推進しようと考えていた医学評議会 

（General Medical Council） のオックスフォード大
学医学部教授， ヘンリー・ウエントワース・アク
ランド21）は，ナイチンゲールにその旨を相談し
ている。ナイチンゲールは，看護学と言うものは
ご提案になったような機関で“試験”をしたり“認
定”をしたりする技術 （arts） や科学 （sciences） 
の範疇に入るものではなく，看護学に関する限り，
試験は無益なだけでなく有害であると答え，看護
師の国家登録制に関しては反対の意向を示した。
以降，アクランド博士から提唱されていた看護婦
の登録制度問題は一時立ち消えになったかのよう
に見えたが， 1886年 （明治19年）， イギリスの病院
協会22）は，看護師の登録制度の可能性を検討す
るための委員会を作った。この時も委員たちの間
で激しい意見の対立が起こり，解散に至った。し
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かし，残った委員たちは登録制度を実現させよう
とした。その動きの中心に立っていたのがフェン
ウィックである。彼女の提唱に多数の看護婦が賛
同し，イギリス看護婦協会が設立された。しかし，
イギリス看護婦協会設立の前に，看護界の動向で
注視すべきことが起き，ナイチンゲールが懸念す
る問題になっていた。
　イギリス看護協会設立前に， ナイチンゲール看
護学校を卒業した看護師達によって， 首都圏看護
協会がナイチンゲール基金の支援を受けて設立さ
れていた。次にヴィクトリア女王23） の在位50周年
記念看護協会が設立され，同協会に首都圏看護協
会が統廃合された。地域看護 （District Nursing） の
推進がナイチンゲールとウィリアム・ラズボーン24）

によって推進され， 1887年 （明治19年） には， 
ヴィクトリア女王の積極的な協力を受けて発展し
た。女王在位50周年を記念した集められた女性の
為の基金は，貧窮者の在宅看護に与えられること
となった。管財人として指名された者の一人が病
院協会を設立したサー・ヘンリー・バーデット25）

である。バーデットは在宅看護について， ナイチ
ンゲールと何回もあって貧しい人の看護を行う人
の養成について話し合っており，この問題につい
ては共通認識ができた。そして，在位50周年記念
看護協会はある意味でナイチンゲールの理想実現
には役だった。しかし，ナイチンゲールの内面に
ある種の不安要素をもたらしていた。彼女は「看
護界の上にこのところ翻りはじめた旗は，天上の
炎に燃やされているのか，それとも世俗の繊維で
できているのだろうか。」26）と述べ，こういう時
こそ，警戒しなければ，王室の恩顧が私たちに注
がれている。自戒する必要があると述べた。そし
て，バーデットによって設立された病院協会は，
看護師の国家登録制度問題を論じる委員会を設立
したのである。問題を検討する委員会の中には恐
らく，ナイチンゲールの意志を継ぐ看護学校の卒
業生たちも含まれていたと考えられ，看護師の登
録制度問題は，ナイチンゲールが警戒する問題に
なっていった。
　1888年（明治21年），ナイチンゲールは見習い
生に向けた書簡で「看護師登録制度，看護師の免
許制度など，とくに最小限度の実習しか要求せず，
また単なる文字や言葉の上だけの進歩を正しい知
識や実践を育む材料として利用するのではなく，
それ自体を個人の実践上の熟練に代理させるよう
なもの，すべてこのようなものは堕落の傾向にあ

るものと言えるでしょう。」27）と看護師の資格試
験制度や，身分登録制度に根本的に反対の態度を
示し，看護師自身が自分の中に進歩するための体
温計を持つべきであると書いた。正規の看護教育
も受けていないような人達の手によって，“看護
とはなにか”という事も理解せず，看護という職
業を貶めているのではないかとの疑念があったと
考えられる。
　ナイチンゲールは，看護婦の登録制度や試験制
度についてベンジャミン・ジョウエット28）にも
相談をし，「アマチュア，出しゃばり，登録や免
許を重んずる者が一方に，資格を売買しようとす
る商魂たくましい精神がもう一方にあって互いに
鎬を削る時です。」29）と激しい憤りを込めて手紙
に書いた。ジョウエットはナイチンゲールの考え
に賛同しつつも，その問題は些細な問題であると
考え，彼女がなぜ，この問題に骨身を削るのか理
解できなかったようである。ナイチンゲール自身
も，この問題について憤懣やるかたない思いと自
責の念に駆られたりしながら，頭を悩ませたりも
したのである。
　イギリス看護協会は，論争の鉾を収めず，同年，
看護師の登録制度に関して看護学校や医療職の意
見調整を目的に新しい委員会を発足させた。そし
て，1889年（明治29年）に政策要領を発表した。
その内容は有資格の登録簿を作成することであ
り，この実現の為に女王の勅許状を申請し，イギ
リス看護協会の法人認可と登録簿作成の権限賦与
を受けるというものであった。この声明書が強く
影響し， ヴィクトリア女王の娘クリスチャン王女30）

が協会の会長を引き受けることになった。そして，
クリスチャン王女がイギリス看護婦協会の支持者
であることを知ったアクランド博士も，自らが同
協会の会員になった。その後，同協会は医師に対
しても会員となることを認めたのである。クリス
チャン王女は道義上，自分が会長を務める協会の
政策を支持する責任があると考えていた。彼女は，
女王に勅許状を取るなど，イギリス看護協会の政
策の積極的な推進役に回っていた。危機感を覚え
たナイチンゲール達は，ハリー・ヴァーネィ卿31）

を通じてクリスチャン王女と正式交渉の申し入れ
をしたが，妥協は不可能であった。
　クリスチャン王女を通じて協会の名称に，王立
と言う称号を冠する許可を女王から取り付けたイ
ギリス看護協会は，1892年（明治23年）に王立看
護協会（Royal British Nurses Association）に改
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称され，女性の為の最初の法人組織となった。さ
らに，ヴィクトリア女王に勅許状を申請した。こ
の嘆願書は枢密院の特別委員会に委託され，審理
に付された。1893年（明治26年）判定が下され，
どちらにも軍配は上がらなかった。結局， 英国看
護協会はヴィクトリア女王から勅許状が付与され
たが， 登録という言葉は消され， 「看護婦として氏
名の掲載を申請した者の名簿を保管する権限」32）

が与えられたのみとなった。1893年（明治26年），
ナイチンゲールは， アクランド博士に宛てた手紙
に 「女性を看護婦として訓練する教育において， そ
の教育の主眼とするところは人格の問題であり， 
それは単に技術的な教育を施せば良いと言うもの
ではありません。」33）と述べた。ナイチンゲールが
常に言い続けた事，それは看護婦の教育目的であ
る。女性を看護婦として訓練する教育において，
その教育の主眼とするところは人格の問題であ
り，それは単に技術的な教育を施せば良いと言う
ものではなく，個人の人格の問題は試験では評価
できないという事であった。
　王立看護協会による看護婦登録制度導入は，
1893年（明治26年）にナイチンゲールが譲歩して
決着をみた。ナイチンゲールはこの問題について
関わらないことにしたが，1894年（明治27年）に
は，クリスチャン王女と英国看護協会による戦時
予備軍団の結成計画の相談に乗ったりしている。
そして，大義のために，甚大な害悪を及ぼす争い
はできる限り一切終焉させるべく私たちは，王女
のために役立てることなら何でもすべきであると
の書簡を交わした。ここに，永い戦いは終わった
のである。同年，ナイチンゲールは，アクランド
博士に「医療の分野で医学と看護の専門性には何
等類似性はないと考えたが，他方では，「本職の
看護婦が，病気の法則，病気の原因，病気の兆候，
また病気の兆候ではなくてたぶん看護の良し悪し
による徴候等を認識すべきであると同様に，生命
の法則と健康の法則とを認識しなければならな
い。」34）と述べた。彼女は，看護界に引き起こさ
れている現象を危険であると認識し，彼女自身が
創出した新しい専門職業は天職であると強調し，
看護婦の質的低下に関して危惧する見解を示し，
社会的常識では看護はむしろ，天職（calling）で
あると考えた。
　1895年 （明治28年）， アクランド博士はナイチン
ゲールに手紙を書き， その中で 「おそらくあなたは
完全に納得するまでには至らないと思います。」35）

と述べている。彼は女王陛下とクリスチャン王女
が職業としての看護婦を認めている以上，その最
も良い形態は何であるにしろ，あなたの同意がい
ただければ，イギリス国家にとって喜ばしいこと
であると書き，最後までナイチンゲールの賛同を
得ようと努力している。ナイチンゲールは，王立
看護協会が示した看護婦登録制度導入について，
やむを得ないこととして譲歩はしたが，最終的な
段階に至っても自身の考えは一つも変わらない。
人一倍，個人の弛みない努力を期待するナイチン
ゲールにとって，免許制度および登録制度はそれ
らを阻害するものであり，弊害であった。その為，
ナイチンゲールはこれらの運動が看護婦達にとっ
て“百害あって一理なし”としかうけとれず，憂
慮したといえよう。
　戦いが終焉に至った1897年 （明治30年） に， ナイ
チンゲールが見習い生に宛てた書簡では，免許の
事や国家登録制度について何も触れず，看護婦は
自分の仕事に３重の関心を持つべきであると述べ
ている。その一つは症例に対する理性的な知識上
の関心であって， その為には事実についての綿密
な観察が必要である。そして， 二つ目は倫理的な
関心であり， ３つ目は技術的な関心であった36）。そ
して，看護とは，人の一生と同じように厳粛でか
つ喜びにあふれたものであって，たゆみない訓練
と経験と忍耐と，衝動的ではなく献身的で，これ
らすべてを積み重ねていく力が要求されるもので
あり，これらを捨て去ることではないと述べた。
　イギリスでは， 1897年 （明治30年） に看護師の
身分法が成立した。この王立看護協会が看護婦組
織の利点を示したことから， その他の国々にも看
護婦のための組織が設立された。看護師の組織つ
くりという点でメアリー・アデレード・ナッティ
ング37）と同意見であったフェンウィックは1892
年（明治25年）にラヴィニア・ドック38）と出会い， 
その後，王立看護婦協会の組織を国際看護協会

（International Council of Nurses 通称 ICN）にま
で発展させた39）。ナッティングは，コロンビア大
学ティーチャーズ・カレッジに設立された看護教
育課程で教授職を努めた実力者であり，ロブの信
念を受け継ぎ，アメリカ看護界の組織作りに尽力
した人物であった。ドックはアメリカにおける看
護の専門職化と専門看護の国際化の活動家であ
り，看護学の歴史家として，また，公衆衛生看護
の第一人者である。両者ともに看護の歴史編纂に
興味を持つアメリカ看護界きっての実力者だっ
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た。1901年（明治34年）にフェンウィックは ICN
の席上，国家登録制度問題について意見を述べた。
　この後，イギリスでは，1902年（明治35年）に

“看護婦国家登録推進委員会”が発足し，同委員
会は，1904年（明治37年）に議会に法案を持ち込
んだ。他方，王立看護協会は別の法案を提出し，
イギリス議会は下院に特別委員会が設けられてこ
の問題が総括的に討議され，1908年（明治41年）
に上院に看護婦公式名簿という法案が提出され
た。王立看護協会は部分的な解決にしかならない
と反対した。1910年（明治43年）に新たな看護婦
国家登録中央委員会が設けられ，第一次世界大戦
が始まるまでこの問題について検討した。しかし，
王立看護協会と一致した法案を提出することがで
きず，大戦終了後の1919年（大正８年）に新しく
編成された保健省が独自の看護婦登録法を起案し
た。この看護婦登録法が承認を得られて法律と
なったのである。
　
2. アメリカにおける看護婦の国家登録制度
　イギリスのフェンウィックが，1892年（明治25
年）にアメリカのドックと出会ったことにより，
王立看護協会の組織を ICN に発展させたことは
歴史的事実である。アメリカにおける看護協会の
発足は1896年 （明治29年） の事であり， ICN の設
立から４年後である。『看護の歴史』40）によれば，
最初の組織名は“合衆国およびカナダの看護婦同
窓会連合”であった。その初代会長がイザヴェル・
ハンプトン・ロブ41）である。1901年 （明治34年） 
にフェンウィックは ICN の席上， 国家登録制度問
題について意見を述べた。1901年 （明治34年） には
カナダとの連合を中止し， 1911年 （明治44年） にア
メリカ看護婦協会 （American Nurses Association 
通称 ANA）と改称した。
　アメリカでは，南北戦争後の1873年（明治５年）
にナイチンゲール方式による看護教育が導入され
た。まず，マサチューセッツ総合病院のボストン
養成学校 （Boston Training School）， ニューヘブ
ン病院のコネチカット養成学校 （Connecticut 
Training School）， ニューヨーク， ベルビュー病
院 の ベ ル ビ ュ ー 養 成 学 校（Bellevue Training 
School）の３つである。アメリカでも無資格看護
婦から一般大衆を守ることは重要な課題であっ
た。看護学校の認可を含め，学校の教育カリキュ
ラムなど，全て看護婦の職責を果たすことができ
る看護婦の育成が規定された。そして，卒業生に

は試験制度が準備され，試験委員会が免許証を交
付するようになった。
　1873年 （明治５年） に開設されたベルビュー養成
学校を卒業し， ICN 初代会長として就任したロブ
は， 看護師の教育に関しては， ナイチンゲールとも
十分な交流を保ち，指導をあおいでいるが，ナイ
チンゲールと根本的に違った点は，国家登録制度
の積極的な推進者であったことである。先述した
ように，ナイチンンゲールが，最小限度の実習し
か要求せず，また単なる文字や言葉の上だけの進
歩を正しい知識や実践を育む材料として利用する
のではなく，それ自体を個人の実践上の熟練に代
理させるようなもの，すべてこのようなものは堕
落の傾向にあるものと述べ，看護婦の資格試験制
度や，身分登録制度に根本的に反対の態度を示し
たが，ナイチンゲールが看護師自身が自分の中に
進歩するための体温計を持つべきであるとしたの
に対し，ロブは法律に寄る規制が，無資格看護師
から患者を守り，同時に看護師のレベルをたかめ
ることになるという信念を持っていた。ロブは
1889年（明治26年）にジョンズ・ホプキンス看護
学校の校長に任命され，アメリカにおける看護教
育及び組織作りのために尽力した。ロブのこの信
念は，ジョンズ・ホプキンス看護師学校の卒業生
であったナッティングに引き継がれ，アメリカ看
護師界の組織作りやその教育改革に実力を示し
た。そして，アメリカでは，1903年（明治36年）
に看護婦の身分法が成立した。
　『看護・医療の歴史』42）には，アメリカのフィ
ラデルフィア・メディカル・ジャーナルの論評，
つまり，患者にとっての二重の損害についての意
見が掲載された。それによれば，まず，第一に大
勢の無資格者にトレインド・ナースとしての免状
を与えること，第二に医師の場合と同じく看護と
いう職業が一般大衆の目に見くびられる大勢の看
護婦を世の中に送り出すことであると述べられ
た。そして，「医学の問題でも看護の問題でもそ
うであるが，無防備の一般大衆が知識不足・訓練
不足の医療者に出会う危険性や弊害について，あ
るいは自ら選んだ職業に覚悟を決めている良心的
な女性に対して制限すべきではないかとの問題が
今，起きている」43）と述べられ，全てのプロの看
護婦に登録と免許が必須となれば，看護婦にとっ
ても一般大衆にとっても不利益はなくなるとの結
論が示された。ゴールドマークレポート44）やブ
ラウンレポート45）などもそうであるが， アメリカ
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では医療の質改善のための提言は，一般国民の側
から提示されることである。最終的にアメリカで
は，アメリカ看護協会の保護を受けた州看護試験
委員会事務局が設置され，1950年（昭和25年）以
降，各州は同一の州認定試験を行うことになり，
登録と免許が問題が解決された。

３．免許制度に関するナイチンゲールの見解
　ナイチンゲールは，1869年（明治２年）の頃か
ら看護師の免許制や登録制度に対し，「看護は生
命のかよう人間の肉体と精神を対象としており，
これを方式化することは不可能である。看護をす
る者は対象に対して同情しなければならない。そ
れは試験によっては評価できない。」46）と述べ，
きちんとした教育も受けさせないで，試験制度に
より免許を与えるという事を憂え，免許の弊害を
述べた。又，簡易な教育しか実施せず，試験によっ
てこれを代行させることは看護を堕落させる行為
であると反駁した。イギリス看護界と真っ二つに
分裂したこの戦いを，ナイチンゲールは高い理想
と物質的便法の間の戦いと考え，登録制度は良い
ことずくめのように見えるが，結局のところ，欺
瞞であると反論した。ナイチンゲールにとって国
家登録制の問題は，彼女自身が有する理想的看護
師像の堅持でもあった。自分の持てる最上のもの
を患者に惜しみなく与えることを望んだナイチン
ゲールは，実践なき理論は看護婦に破滅をもたら
すとまで述べた。ナイチンゲールの見解は， 「理
想を求めよ，だが，それを実行に移せ。」47）であり，
ナイチンゲールの切なる願いとして， 終始不変の原
則である。看護婦の戦いと称される全体的な流れ
の中で， この国家登録制度と看護師の能力を査定す
る試験による免許制度の問題は即， 看護婦達を駄目
にするのではないかと考えたナイチンゲールの主
張は余りにも強かった。
　まず，イギリス看護協会の主眼とする点は患者
を無知な看護婦から守る事であり，専門職として
の地位は，看護婦の地位の向上に繋るといったも
のであった。その目的のうち，イギリスの全ての
有資格者を，公認された専門職に従事する女性と
して統合させるという事，専門職としての看護を
あらゆる意味で発展させるために互いに助け合
い，保護しあうために結合させるという点には合
意が得られたが，組織的な訓練を受けた証拠とし
て，医師や外科医がよしとする条件において登録
させ，そうした目的を達成するために勅許状を獲

得して協会を法人化し，登録制度を実施する権限
を与えることに対しては合点がいかなかった。ま
ず， 組織的な訓練を受けた証拠として， 医師や外
科医がよしとする条件において登録させ， という
文言である。1888年 （明治21年）， ナイチンゲール
は，高度で普遍的な原理に基づいて全体が調整さ
れているのか」という投げかけをしながら， まず， 
組織と言うのは何かであり，次に，組織的な訓練
を受けた証拠として，医師や外科医がよしとする
条件において登録させるという方法論である。 
ナイチンゲールが考える組織とは，看護婦教育を
実施している組織であり，そして，その教育を実
施した事もない者が看護婦の能力を査定すること
ができるのかという問いである。そして，看護婦
の為の組織があるとしたら，「組織というものを
通して，自身の成功のために，また同時に同僚の
看護婦たちの成功の為に働いているのです。なぜ
なら，進歩を可能足らしめるには，私たちはその
相互依存の関係を善の源泉としなくてはならない
からです。」48）と述べ，組織における進歩が個々
の相互の関わりを通して為されるとしたら，医学
と看護の専門性には何等類似性はないと考えた。
これは，組織的な訓練を受けた証拠が医師や外科
医がよしとする条件で良いのかと問題提起であ
る。
　ナイチンゲールが看護教育を開始したのは1860
年 （万延元年） であり， その設立に対して真っ向か
らは反対したのは聖トマス病院の医師たちであっ
た。その中でわずかに賛同する医師を見つけて開
始にこぎつけたのである。聖トマス看護婦学校の
厳しい訓練に耐え， 卒業をした看護師達はナイチン
ゲール基金委員会に登録された。登録されたナイ
チンゲール看護師たちは， そのパイオニアとしての
役割を果たす必要があったから， ナイチンゲールは
要請があると惜しみなくその卒業生を送り出した
のである。卒業生たちの活動は，陸軍の病院，王
立病院，地域病院から貧しい人達の病院を経て，
地域看護，そして農村へと国家単位で普及した。
そして，ナイチンゲール自身も，1876年（明治９
年）の看護婦と見習い生へあてた書簡に，有名な
医学雑誌に，ナイチンゲール看護婦は，活動的で
有能で懸命な看護婦との記事が掲載されていた49）

と書いているように，この頃，対立をしていた医
学界にも認められるようになった。ロンドンにお
ける地域看護の推進は迷信が横行していた農村に
も波及し，育児を始めとして衛生教育が開始され
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るようなった。ナイチンゲールの行った看護教育
は国民的な健康教育へと発展していた。ナイチン
ゲールの業績の中で，最も，称賛を浴びたのが看
護教育であった。つまり，登録という事を考えた
場合，現状では，看護学校の母体を形成していた
ナイチンゲール基金委員会であり，また，組織的
に登録を推進するとしたら，従来から存在した
ヴィクトリア女王在位50周年記念看護協会であっ
たろう。
　ナイチンゲールの教育対象は，看護という仕事
で生計を立てようとする誠実な女性たちでその情
熱を有しているあらゆる階層の女性達であった。
ナイチンゲールは1893年（明治26年）に『病人の
看護と健康を守る看護』50）で「たとえ，個人が悪
い環境の中に入った時でも，自分が高い水準に保
ち，努力してさらにそれを高めつづけ，困難を好
機に変えて一歩一歩上昇していけば，その個人は
環境をも制御するようになり，そしてそのような
人こそ最も優れた看護の働きと精神とを可能なら
しめる人」51）となり，患者に最も良い影響を与え
られる人となると述べた。そして大切なことは生
きた訓練や生きた仕事の中で，個人としての看護
婦がいかにあるか，そして何をなしうるかという
ことであって，彼女がどんな証明書をもっている
かという事ではない」52）と述べた。そして，免許
状を製品の品質保証と同様に位置づけるのか？と
投げかけ，蒸気ボイラーに耐圧能力の証明書をつ
けるがごとくに，看護師にその能力の証明書をつ
けるわけにはいかないと述べた。そして，イギリ
スの教育界において試験制度の導入は，それはそ
れなりに進歩と言えるかもしれないが，試験に
よって検定できないものまで試験をするという事
は決して許してはならないと考えた。看護の善し
悪しは看護を受けた患者の心の中にあり，決して
試験などで計れるものではない。ナイチンゲール
は，より良い看護を行うために医学知識は必要で
あることは認め，その知識の到達度は教育期間中，
頻回に試験をして評価するように義務付けてい
た。つまり， 医学的知識は単に知識のために必要
なのではなく， 病気状態の人を理解し， いかに支援
するかを考えるために必要なのである。学習者と
しての症例に関する興味や関心は知的動機につな
がり， 良い看護実践につながる。ナイチンゲール
はこの件について十分に理解していた。
　思いがけないような看護熱の高まりの中で，傲
慢になったり，自惚れたりする看護師が存在し

た。難しい専門用語を使いこなす事が，いかにも
優れた看護師であるかのような風潮は戒めなけれ
ばならなかった。ナイチンゲールは，看護師への
評価が高まるに連れて，より謙虚さを求め，しか
も，その質は落とさないよう進歩することを求め
たのであろうか，ナイチンゲールは「免許という
ものが個人の学問的な探求心を損ね，個人を駄目
にするものである。私たちの身長は成長してしま
えば毎年伸びたりはしません。ところが，私たち
の良心の成長と看護婦としての成長とは，これと
は違っています。年ごとに成長しない限り，それ
は後退しているのです。」53）と述べ看護婦は，常
に自分の中に体温計をもっているべきであり，年
ごとに進歩していかなければならないと述べた。
特に，看護をする者を育てるのは免許ではなく，
学ぶ者達が免許証を取る為だけに入学してきたと
したら免許を取った後に実践をしないとしたら，
むしろ，それは弊害であると考え，猛烈に看護婦
の国家登録制度に反対したのである。

４．ナイチンゲールが求めた看護の本質論
　国家試験及び看護婦の登録制度の問題でナイチ
ンゲールが主張した事は，専門職として看護の理
想像が変質してしまう危険性からであると筆者は
考えている。ナイチンゲールが看護上の“危険”
現象について論じたことの一つが，看護婦が看護
の職業を“天職”と考えないで時流に倣って情熱
を失い，金銭目当てになっていることであった。
ナイチンゲールの天職概念をマックス・ヴェー
バー 54）の解釈に従って考えれば天職は“神のお
召し”といった意味合いがあり，神の国を求める
ひたむきな努力と，ほかならぬ無産階級に対して
教会の規律による厳格な禁欲が求められるもので
ある。ゆえに看護が天職であるとしたら，そこに
は宗教界で求められるような厳しい修練が必要で
あり，それは試験などによって判断されるもので
はなく，特に看護教育をしたこともない医師たち
によってその能力が判断されるというのは如何な
ものかとの見解が導き出される。ナイチンゲール
の教育信条は，実践なき理論は空論に過ぎないと
いうことである。実践における３つのＨ，つまり，
頭 （HEAD）・手 （HAND）・心 （HEART） の調和が
必要と述べるナイチンゲールの看護に関する本質
的な問題では， キリスト教の “父と子と聖霊とのみ
なにおいて” の祈り同様， 父は頭 （HEAD）， 子は
手 （HAND）， 聖霊は心 （HEART） とみなされ， 看
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護実践における３つのＨが調和的に機能して初め
て良い看護であり得た。中でも特に， その実践に
おいて人々の行動規範を示したイエス・キリスト
の愛の実践は， より崇高なものとしてナイチン
ゲールには映っている。つまり，ナイチンゲールは，
キリストの愛の実践を看護に求め，彼の唯心論的
教えに傾倒し，物質主義を戒めている。
　一般にある職業の社会的評価は支払われるお金
の額で評価される傾向にある。ナイチンゲールの
考えではキリスト教的愛の実践が看護であり，そ
の実践が神の道に通じることであった。彼女は，
看護婦が時流に倣って情熱を失ってしまいかねな
いとしたら，その専門職性に危険性がはらんでい
るとまで言及している。看護婦としての生活は何
にも増して，精神的かつ実践的な生活であり，人
に見せびらかす生活ではなく，誠実な行動の生活
にあるとの見解を示し，「看護婦としての生活の
中においては，試験の時代とともに，実践の時代
を保ちつづけさせることは大切である」と述べ，

「実践の時代の中でこそ，私たちは，己の成長と
正確な知識をもたらすために与えられた素材を通
して，個人の思考や実践や人格や信頼性を発展さ
せることができる。」55）と述べた。そしてその活
動は，金銭が目的であってはならない。もちろん，
ナイチンゲールが女性達の社会的・経済的・精神
的自立した女性を育成することを目的とした。し
かし，看護婦が金銭目的のためにだけ，看護を実
践するとしたら，患者は自分のために存在するこ
とになる。ナイチンゲールはその事をきつく戒め
ておきたかったのであろう。彼女は，自分のため
に病人が存在すると考えてはいけない，看護婦が
病人のために存在するのであると述べている。
　女性の職業的自立を目指したナイチンゲールは
看護教育の目的及び方法については既に『ナイチ
ンゲールと看護教育－その教育目的へのアプロー
チ』56）， 『ナイチンゲールと看護教育－その教育方
法へのアプローチ』57）『ナイチンゲールの看護観
－その目的実現のための教育方法－ Nursing is not 
an Art but a Character －』58）等で報告している。
彼女が看護とは単に芸術であるのみならず人格で
もある （Nursing is not only an art but a character） 
と述べた人格という言葉の意味である。人格とは
道徳行為の主体としての個人，自立的意志を有し，
自己決定的である個人の事を言う。ゆえに，看護
が人格であるとの考えは，その職業における自立
的意志及び決定的自立にも当てはまる。

　次に “arts” は一般的には芸術と訳されるが
“skill” の意味もある。さらに指先の器用さを必要
とするものに多く使われる “technique” も技術と
いう意味であり，“art” と同義語である。しかし，
ナイチンゲールの述べる “arts” には知的作業が
加わる。つまり，個人の内・外環境における様々
な現象を観察し，観察した現象を分析的思考に
よって，現象間の因果関係を明らかにできる分析
力と論理的思考が必要になる。そして，この内外
環境の変化を問題として捉えることのできる能力
が知性である。観察で得られた事実を理論的に体
系付けたものが科学（science）と呼ばれるもの
である。そして，“science” は技術・技（skill）
とも同義語である。ナイチンゲールは看護を実践
の科学 （science） と位置付けながら， 看護と医学
は決して一緒にしてはいけないという考えを持っ
ていた。医学は患者の身体的側面の機能面からの
診断と治療をなす。それでは，看護師は何に関心
を持ち，何を為すべきか。この事について答えを
出すかのようにナイチンゲールは，看護師は自分
の仕事に三重の関心を持つべきであり，その一つ
は症例に対する理性的な関心，二つ目は病人に対
する心のこもった関心，三つ目は病人の世話と治
療についての技術的な関心であると59）述べた。
一つ目は医師と協働して実践されるものである
が，二つ目と三つ目に対する関心が，看護独自の
機能として発揮されなければならない。
　ナイチンゲールが 「優れた看護師は優れた女
性」60）であると述べ，優れた女性は「その知性

（intellect），倫理（moral activity），実践（practice）
において最上のものを患者に惜しみなく与える女
性である」61）と述べた所以がそこにある。優れた
女性が具有すべき特性，つまり，それは優れた看
護師が具有すべき特性である。女性を看護婦とし
て訓練する教育において，その教育の主眼とする
ところは人格の問題であり，それは単に技術的な
教育を施せば良いと言うものではなく，人格およ
び技術教育のどちらか一方に偏ることは不条理な
ことであったと考えられる。それは，我が国の高
等教育である大学の，学術の中心として，広く知
識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究
し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させると
いう教育目的につながる。
　そして，看護師に品格と質的向上を求めたナイ
チンゲールは，物質主義的な傾向を戒めながら，
給料が高ければ良い看護婦が集まるのかといった
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問題を提起し，看護師には“高邁な動機”が必要
であると考えた。その要素とは自然的動機，知的
動機，宗教的動機の３つである。自然的動機とは
病人を看取るという仕事に対する愛情であり，こ
の愛情は職業的動機につながり，自分の務めをで
き得る限り良く果たそうとする願望と努力に繋る
と考えていた。そして，職業的動機は職業的同一
性（Occupational Identity）に繋る。つまり，看
護に当たろうとするものは看護という職業を心か
ら愛し，その仕事に従事する事に喜びを感じ，人
のために尽くそうとする献身的な心があって初め
て，神の道に通じる職業になり得るのであった。
これには宗教的動機が必要である。その聖職者に
も近い宗教的動機は，彼女の持論の中の天職概念
である。ナイチンゲールは，看護師に独自の天職
概念と職業に対する“高邁な動機”を求め，キリ
スト教的愛の実践が必要であると考えた。
　最後に，知的動機は学習者としての興味や関心
である。ここで言う知的動機は，先述した症例に
目を向けるという事であり，それは知性によって
なされる。知性とは，物事を判断する能力の事で
あるが，一般的に知的好奇心や探究の成果として
個人の内部に蓄積される。動機とは行動を始発さ
せ，目標に向かっていく過程・機能であり，人間
の行動の方向性を定める。ゆえに看護における知
的動機と言うのは，病人を看取るという仕事に従
事する者が，その愛情を具体的行動として表出で
きるのが実践であり，対象が病んでいる問題につ
いて深く探究し，問題解決に導く能力開発をも意
味する。そこには，看護をどのように実践してい
くかを判断する基本的能力が備わっているという
事になる。従って，看護師に“高邁な動機”とし
て三つの要素が備わって一定の看護教育機関で一
定の教育を修了すれば，試験によって免状を与え
ることは不要であり，むしろ，弊害であると考え
たのであろう。他方，イギリス看護協会の設立は，
看護師が独自で自分たちの組織を作ったと言う意
味では専門職としての自立につながるものであっ
たと考えられる。が，看護教育の本質論から考え
たとき，やはり，ナイチンゲールが求めた理想的
な看護師像理解までには至らなかったと考えられ
る。彼女が述べた試験制度の弊害，物質主義に傾
く傾向，専門用語を多く使う看護婦が優れている
のか，看護婦は自身の内部に体温計を持つべきと
言った主張は，“看護師は生涯学習せよ”との提
言であり，資格を持った者の思い上がりを戒める

言葉であると考える。今日，世の中が物質主義に
なると自身の有している知的側面を高く売ること
がある意味，個人の能力を高く査定されたと考え
る諸姉は存在していると考えられる。その価値観
もある意味真理であるとしたら受容することも必
要になってくるかもしれないが，人々の健康に寄
与するべく教育を受けた看護婦は，高等教育の機
能である大学の教育目的及びナイチンゲールの理
念を十分理解し，その資格に値する人間かどうか
常に自己点検が常に必要である。その洞察力の深
さで看護師が己の責務を自覚し，常に患者の側に
立った良心的な看護実践者としてあり続けるなら
ば，わが国の医療法の理念である良質な医療の推
進者としてその地位を不動のものとしていくに違
いない。

５． わが国における看護師の試験制度及び国家登
録制度歴史的経緯

　既にイギリスやアメリカでは， 看護師の試験制
度や登録制度は， ナイチンゲールの存命中に論議
され， その為の活動も見られた。それは桜井女学
校付属看護婦養成所出身の鈴木まさ62）や大関 
ちか63）によって推進されたものであり， 彼女たち
の活動は，アメリカ看護界同様，無資格者から患
者を守るためであった。
　桜井女学校付属看護婦養成所は，1885年（明治
18年）に設立された有志共立東京病院看護婦教育
所（1887年（明治20年）東京慈恵医院看護婦教育
所と改称）共々，ナイチンゲール方式による看護
教育を導入したものであった。そして，我が国の
看護教育は1890年（明治23年）に設立された日本
赤十字社看護婦養成所も含め，教育としての基盤
を固め始めていた。しかし，その教育は病院の付
属養成所として設立され，学校教育外でなされた
ことは特筆しておくべきであろう。しかも，その
身分を確立するものは何もなかった。
　医師教育については，1869年（明治２年）に昌
平学校，開成学校，医学所の３校が合併してでき
た帝国大学を中心に発展した。1877年（明治10年）
文部省直轄となり，東京大学となった。しかし，
この時期，東京大学医学部で学べる医学生は少数
で，医学を学ぶ者の大半は実際，医業を実施して
いる医師の側で手ほどきを受ける徒弟制度的な

“見習い制度”であった。1874年（明治７年）発
布の“医制”では，医師免許について明確な記載
はないが，1875年（明治8年）の改正では医学卒
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業後，内・外科など専門の病院で２年間実践した
証書を提出したら，審査の結果，開業免許状が与
えられた。1876年（明治９年）には医師開業試験
制度についての内務省通達では，卒業後，開業す
るときは試験を行うことが規定され，合格した人
に免許状が付与された。但し，教授の職に就くも
のに関しては明確に試験制度を採用した。
　教員の身分に関しては，1874年（明治７年）発
布の“小学校教員タラン事ヲ欲スル者ハ小学訓導
タルヘキ証書可相与ノ事”に規定され，師範学校
卒業証書は教員免状に代わるものであった。それ
が身分法として特別に制定されたのは，1880年（明
治13年）の改正教育令の時期に第48条，「町村立
学校ノ教員ハ学務委員ノ申請ニ因リ府知事県令之
ヲ任免スヘシ」64），第49条，「町村立学校ノ教員ノ
俸額ハ府知事県令之ヲ規定シテ文部卿ノ認可ヲ経
ヘシ」65） との条例化による。この条例を受けて
1881年 （明治14年） には “小学校教員免許状与方
心得”が発布され，特にその適性には品行が厳格
に審査された。そして，1886年（明治19年）の“小
学校教員免許規則”第一条に「小学校教員免許状
ハ師範学校卒業生及丁年以上ニシテ小学校教員学
力検定試験ニ及第シタルモノニ之ヲ授与スルモノ
トス」66）と明確に免許に関することが述べられて
いる。又，1913年（大正２年）には小学校令が改
正され，文部大臣の授与する小学校教員普通免許
状が廃止され，府県知事の与える免許状が全国共
通となった67）。
　鈴木まさや大関ちかが，看護婦会を設立し民間
への派出看護をしながら，無資格者による業務制
限を訴えていたのには，それなりの社会的問題解
決の為であった。東京慈恵医院看護婦教育所の卒
業生による“慈恵看護団”の多くは上流社会への
派遣が主であり，東京慈恵医院看護婦教育所や日
本赤十字社看護婦養成所の卒業生は，自身の病院
に止まるケースが多かった。自己の経済力のみで
看護師を養成する力のない民間の病院においては
無資格者を使うところが多かった。日清・日露戦
争後から，病院付属の看護婦養成所ではなく，簡
易な看護婦教育が開始された。戦争後，伝染病が
流行した事によって看護師の高需要と， “医制” 
以降，医学教育が確立し，病院数が全国的に増加，
明治の中期には600にちかい官公私立病院が設立
されたことによる病院数の増加は看護師の高需要
をもたらした。この有資格者不在の状況における
看護師の高需要は派出看護の申し込み者数が増加

した。そして，看護師への憧れを持つ若い女性達
をターゲットにこの高需要をまかなうべく画策が
なされ，たくさんの農村の子女達が派出看護婦会
に所属した。彼女たちは，働きながら学ぶ徒弟制
度方式によって看護婦の免除を取り，派出看護婦
会を通じて開業医に派遣されるようになり，看護
師の簡易教育を促進させた。1897年〈明治30年〉
に赤痢が大流行した際には，大日本私立衛生会も
速成の看護婦養成を開始した68）。
　ナイチンゲールが1869年（明治２年）の頃から
看護師の免許制や登録制度に反対したという事は
すでに述べたとおりである。彼女は，きちんとし
た教育も受けさせないで，試験制度に寄り免許を
与えるという事を憂え，免許の弊害を述べたので
ある。わが国では，彼女の危惧が現実化したとい
えるであろう。さらに開業医も，見習い看護婦を
採用し，同様の教育方法によって看護師の資格を
認定させ，年季奉公させる仕組みが出来上がって
いったのである。こうした事から，地方において
もその弊害が問われ，看護婦規則の必要性が叫ば
れた。鈴木まさ・大関ちか両者は，法律による規
制が，無資格看護婦から患者を守り，同時に看護
婦のレベルを高めると考えており，医師達からも
同様な発言がなされた。大関ちかは，この看護婦
規則について「明治28・9年に伝染病大に流行し，
看病婦の数より需要者の数が多くなりまして，未
熟の看病婦がでるのみか素養なき者が看病婦の名
稱の許にたつよふになり，誠心誠意患者のためを
思って看護をする者の迷惑になった。」69）と説明
している。そこで彼女たちは，看護婦養成所の開
設と看病婦取締り規則の発布を後藤衛生局長に申
請したのである。後藤衛生局長は，看護婦の問題
より医学界の問題の方が先であるから，３年間く
らい待つようにと返事をしたようである。後藤衛
生局長というのはおそらく後藤新平70）のことで
あろう。彼は1883年（明治16年），内務省御用掛
となり，ドイツに留学，帰国後，内務省衛生局長
になった。この衛生局長時代に相馬事件71）に関
わり，1893年（明治26年）には現職を解任されて
いた。そこで大関ちかは，時間を無駄にしたくな
いと考え，講習生を養う一方，他方では看護婦矯
風会72）を組織し，幾分なりとも国民の意識改善
に奮闘努力をしたと述べている。
　わが国で最初に“看護人免許ナキ者取締ノ件”
発令されたのは静岡県であり，それは1895年（明
治28年）であった。次は京都府であるが，要望書
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程度に止まっている。いずれも無資格の看護師が，
患者の世話をするにはあまりにも技術不足がある
との指摘からなされたものである。東京府は1900
年（明治33年）に“看護婦規則”を発令した。イ
ギリスにおける看護師の身分法の成立が1897年

（明治30年）であったから，そう，遅くはない。
東京府の“看護婦規則”によって看護婦の検定試
験制度が導入され，無資格者による看護が禁止さ
れた。東京府看護婦規則の第一条には看護婦の業
務を行おうとするものは資格証明の書類を提出し
て免許を得ること，第二条に免許を受けることの
できるものは20歳以上であることが規定された。
試験科目は看護法，解剖生理，伝染病予防，消毒
法であり，実地試験が行われた。そのほか規則の
内容は看護婦の業務内容とその業務を行うものの
資格についてである。第九条には，看護婦が癲癇，
白痴，不具，廃疾になりその業務を行うことがで
きないと判断されたときには免許状を返却するよ
うにとの規定がなされた。特に罰則については，
第十八条から第二十三条までに厳密に規定されて
いる。第二十四条に，本令ハ官公私立病院内ニ於
テ使用スル看護婦ニ適用セスと規定されているよ
うに派出看護婦に適用された。これは無資格者に
よる看護業務を抑制するためのものであり，特に
当時，主流であった派出看護婦を視野にいれた対
策であったと考えられる。この頃の環境衛生行政
は全般的に内務省内にある警視庁が管轄諸官庁で
あり，“看護婦規則”制度も例外なく管轄諸官庁
は警視庁となった。この制度は，1901年（明治34
年）改正され，東京帝国大学付属病院看護婦養成
所，東京市養育院看護婦養成所，日本赤十字社看
護婦養成所などの卒業証書を持つ者は，無試験で
免許が授与されるようになった。1889年 （明治22
年） には， 広島県に呉海軍病院が設立され， 1904年 

（明治37年） に呉海軍廠工共済会病院看護婦講習所
が開設された。この講習所なども1911年 （明治44
年） には省令によって無試験で正看護婦の免許を
下附された73）。これらの措置は，ナイチンゲールが，
外部的機関によって課される試験による方法では
なく，直接的な指導をした指導者や監督官による
判断，看護学校や病院で受けるテストや試験に
よってのみ可能である74）と考えたことと同じで
あろう。
　大関ちかは1900年（明治33年）の府令看護婦規
則の発布について一安心しながらも尚，「看病婦
取締規則は発布せられ無免状の者は斯界に容れら

れぬ様になりました。これにて無責任者の往行を
止め一安心いたしましたが，扨て此試験が前述の
三徳を備えて居りますや否，これまた不安の點で
ありました。学技の點に於ては充分の試験も出来
ませうが，看病婦に最も必要なる精神の試験をせ
られません故に，これまた半身を備ふる看病婦と
申さねばなりません。勿論精神の善悪は天性によ
るものでありますが， 教育の力またあづかりて
大」75）であると述べている。彼女の言う三徳とは，
文中に説明があるように忠実，信愛，忍耐などの
精神上の徳と容姿
4 4 4 4 4 4 4 4

・健康の徳
4 4 4 4

，言行の徳
4 4 4 4

を言う。
大関ちかは，いかに技術が出来ても器械的に，同
情も愛もなく働くのでは患者に満足を与えること
は出来ない。逆に愛や同情があっても技術が低け
れば役には立たない。容姿などの天性のものは教
育の力を以ってしても変えられないが，その他の
徳は教育によって矯正することが出来ると述べ
た。
　わが国の看護師教育及び看護行政は戦後の
GHQ の改革で教育の方法及び看護実践現場の改
革が為され，多くの進歩が見られた。その中の一
つが1947年（昭和22年）から実施されている看護
師国家試験である。国家試験は保健師助産師看護
師法第18条に基づいて行われる。受験資格は保健
師助産師看護師法に基づいた保健師助産師看護師
学校養成所指定規則（昭和二十六年）に規定され
た養成機関及び文部科学省が規定による看護基礎
教育機関して認定され，かつ，看護師に必要な教
育課程及びその必要単位数を取得した者である。
近年，文部科学省関係の教育機関における看護師
教育が推進され，受験資格も専門学校における３
年の教育より，大学教育における４年間の教育を
受けた者がその受験資格の筆頭に掲げられるなど
の微細な変化が法的にも認められる。

■　おわりに

　本論では，ナイチンゲールの晩年に起きた看護
師の国家登録制度問題論争を歴史的に検証しつ
つ，彼女自身の発言から，看護に対するナイチン
ゲールの本質論に迫ろうと試みた。７年間も続い
た“看護師の戦い”と言われた論争は，ナイチン
ゲール有する高邁な思想に基づくものであり，最
終的な段階に至っても基本的には譲歩できない問
題であった。
　ナイチンゲールは，登録制度賛成者は当人が意
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識するしないにかかわらず，看護についての根本
的な真理を見失っていると考えていた。もちろん，
無資格者が看護師と看護実践することについては
警戒するべきことではあるが，看護師の登録制度
は，その事が安全弁にはならないと考えた。看護
の技術的訓練と道義的訓練の両面において，看護
を受ける当事者が満足し得るかどうかの現実的な
保証は，信頼に足る看護実践ができるかどうかに
かかってくる。資格に値する資質を持つ人間かど
うかは，その人の人間性に関わる。看護の技術訓
練と人格教育を目指したナイチンゲールの教育的
信条は決して揺らぐものではなく，その教育方法
が時代の流れの中で良く変るとしたら決して反対
はしなかったろう。こうした問題は看護の専門性
の問題のみならず，看護教育が当時の閉鎖的な社
会階級の中で万人平等に解放されるか否か，教育
を受けた看護婦による看護がすべての患者に平等
に与えられるか否か，引いては看護教育の在り方
等，様々な問題が含まれていた。当時の社会通念
や常識を越えたところで行われた看護教育であ
る。ナイチンゲールをして社会の通念や常識で論
争が行われたとは思われないが，少なくともこの
問題は今日まで尾を引いている問題でもある。
　“人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及
び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と
もに健康な国民の育成”という我が国の教育基本
法の目的と“学校教育法”における高等教育機関
としての大学の学術の中心として，広く知識を授
けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知
的，道徳的及び応用的能力を展開させるといった
教育目的は，ナイチンゲールの看護教育論と一致
している。ナイチンゲールは，優れた看護師は優
れた女性であると述べ，優れた女性は，その知性

（intellect），倫理（moral activity），実践（practice）

において最上のものを患者に惜しみなく与える女
性であると述べた。優れた女性が具有すべき特性，
つまり，それは優れた看護師が具有すべき特性で
ある。女性を看護婦として訓練する教育において，
その教育の主眼とするところは人格の問題であ
り，それは単に技術的な教育を施せば良いと言う
ものではない。そして，看護師として社会貢献す
る際には，その品格と質的向上を求め，進歩

4 4

し続
ける，つまり，生涯学び続ける看護師であること
を求めた。
　わが国の看護師の試験制度や国家登録制度は戦
前・戦後を通して議論され，今日に至っている。
近年，看護師の国家登録制度について異論を述べ
る者は皆無であろうが，その方法については新し
い見解を持つものを存在するであろう。ナイチン
ゲールが述べた知性・道徳性・人格といった人と
しての徳の問題や，戦前に大関らが述べた三徳，
すなわち，精神上の徳と容姿・健康の徳，言行の
徳が試験によって図れるものかという問いに対し
て，国家試験が知識に偏り，技術・人格は無視さ
れるといった傾向があることは誰もが認識してい
る問題である。そして，“教育基本法”の“人格
の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の
形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康
な国民の育成”という教育目的と“学校教育法”
における高等教育機関の教育目的が厳然と存在す
る限り，国家試験合格率のみで学士教育の質保障
にはなり得ないという事は認識しておくべきであ
ろう。さらに，過去からの国家試験に対する問い，
すなわち，ロブらが提唱した患者に対する最低限
の保証とするには，看護専門職者としての基盤と
なる最低限の知識をどの程度有しているべきか，
あらためて問い直す時期に差し掛かっているのか
もしれない。
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