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第 100 回 日大医学部と東邦大医学部の銅像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 9 月 10 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団/l（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私

は珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけるこ

とを目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有

名人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と

言う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近

郊と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はそのような「スクープ銅像」の

候補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

今年の梅雨は例年より雨の日が多かったが、７月 17 日には久しぶりに晴れ間が見

られた。そこで当日、私は江戸川区小岩に銅像探索に出かけた。97 回の記事/fでは

江戸川区小岩愛国学園の織田夫妻像探索記を書き、98 回の記事/fは江戸川区小岩善

養寺の栃錦像探索記を書いた。その後、例年並みの猛暑になり、しばらくの間は外

出を控えていた。今年は例年より早く本州には秋雨前線が発生して少々涼しくなっ

たので、８月 19 日に学習院大学と法政大学に銅像探索に出かけ、前回の記事/fにそ

の探索記を記載した。 

私が 40 年来住んでいる練馬区大泉学園町は、東京 23 区内でありながら埼玉県並

みの非常に不便な所で、身近な大学病院は板橋区の日大病院しかない。そこには日

大医学部もあり、その初代学科長の額田豊先生の銅像があることを、私は以前から

知っていた。「額田豊の銅像」で検索すると、大田区の東邦大学医学部に「額田宇

多の銅像」もあることが分かった。「夫婦の銅像が同じ場所に並んで設置されてい

ることは多いが、別々の場所に設置されているのは珍しい」と思い、私は大変涼し

くなった９月４日に、日大医学部と東邦大学医学部に銅像探索に行った。今回は、

その探索記を記載する。なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）

の意見や説明を青文字で記載する。 

    

（２）日大医学部付属板橋病院へのアクセス 

 次ページの図１に、日大病院へのアクセス図を示す。当病院は駅から少し遠い不

便な場所にある。直線距離が一番近い駅は、東武東上線の中板橋駅である。当日、

私は中板橋駅から当病院に行った。ところが、駅前には当病院への案内図が掲示さ

れていなかった。当病院は川越街道から近いが、中板橋駅前の道路は複雑で、川越

街道に出る道路がサッパリ分からない。その上、駅前にはバス停やタクシー乗り場

もなかった。丁度、一人の老婦人が駅前でウロウロしていた。彼女は朝霞から日大

病院へ初めて来たらしいが、私同様に道に迷っていた。二人で何とか川越街道に辿

り着いたが、暑い日であれば病人は倒れそうである。（本文は３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-97.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-98.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-99.pdf
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図１．上：日大医学部付属板橋病院へのアクセス（➀：中板橋駅、②：大山駅、

③：千川駅）、中：大山駅から日大板橋病院へのアクセス、下：千川駅から日大板

橋病院へのアクセス。本図は２）のサイト/lより借用。 

➀ ② 

③ 

https://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/site/access.html
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 後で調べてみると、東武東上線から日大病院へ行く場合は、大山駅から歩いて行

くのが分かり易いようだ。また、地下鉄千川駅からはバス便が多いことも分かった。

ただし、このバス道は日大病院へ行く自家用車で非常に渋滞していた。なお、大山

駅と千川駅から日大病院へ行く案内図を図１中と下に示した。図２上には日大医学

部の構内図を示し、図２下には本館前の写真を示す。本館前には、２体の胸像が設

置されていた。私は「ここには、額田豊の銅像しかない」と思っていたが、もう１

体銅像があることを目撃して、大変儲けた気分になった。 

 

 
図２．上：日大医学部の構内図（➀：２体の胸像が設置されている場所。本図は

３）のサイト/lより借用。）、下：日大医学部の本館前。 

➀ 

https://www.med.nihon-u.ac.jp/access.html
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（３）日大医学部の額田豊像と梅津小次郎像 

 
図３．左：梅津小次郎先生の胸像、 右：額田豊先生の胸像。 

 
 医学部本館前には（図２上の➀地点）には２体の胸像が設置されていた。それら

の写真を図３に示す。向かって左が梅津小次郎先生の胸像で、向かって右が額田豊

先生の胸像であった。両像の台座の正面にはそれぞれ「梅津小次郎先生」と「額田

豊先生」と刻まれていた。台座の背面には「贈日本大學医學同窓會」と刻まれてい

た。それ以外の銘文は無かった。従って、両像の設置時期や制作者の名前は不明で

ある。 

 日大医学部沿革（４）のサイト/l）には次のように記載されている。 
大正 14 年 3 月 日本大学専門部医学科開設（駿河台） 

大正 14 年 4 月 初代医学科長に額田 豊教授が就任（昭和 7 年 10 月まで） 

昭和 12 年 4 月 医学科板橋新校舎落成移転 

昭和 15 年 4 月 第 4 代医学科長に梅津小次郎教授が就任（昭和 18 年 4 月まで） 

昭和 17 年 3 月 医学部に昇格認可（予科 3 年，学部 4 年制） 

https://www.med.nihon-u.ac.jp/gaiyou/chronology.html
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昭和 18 年 4 月 初代医学部長に梅津小次郎教授が就任（昭和 18 年 6 月まで） 

なお、大正 14 年は 1925 年、昭和 12 年は 1937 年、昭和 17 年は 1941 年である。 

 以上の記載より、額田先生は初代医学科長であり、梅津先生は初代医学部長であ

ることが分かった。ウィキペディアによれば、額田先生の略歴は次の通りである。 

1878 年 3 月 23 日 ： 岡山邑久郡に医師の長男として誕生、獨協学園と一高を卒業 

1901 年 ：東京帝国大学医科大学卒業 

1907 年～1910 年 ：ドイツ留学 

1913 年 ：医学博士取得、額田病院創設 

1920 年 ：額田保養院創設 

1925 年 ：帝国女子医学専門学校（現・東邦大学医学部）理事長 

1925 年 ：日本大学医学科科長 

1946 年 ：獨協学園理事長 

1950 年 ：東邦大学学長 

1951 年 ：東邦大学理事長 

1957 年 ：東邦大学顧問 

1972 年 7 月 29 日 ：死去 

額田先生の出生地は、岡山県邑久（おく）郡飯井村（現在の瀬戸内市長船町）。 

 上記の略歴より、額田先生は 1925 年に、帝国女子医学専門学校を創設したばかり

ではなく、日本大学の初代医学科長に就任している。このような重責を同時期に行

えたのであろうか。この疑問は、後述する東邦大学の部分である程度理解できる。

一方、ウィキペディアには梅津先生の項目がないので、先生の詳細は不明である。

梅津先生の記事としては、次のようなものしかなかった。 

５）のサイト/9：日大名誉教授梅津小次郎博士は昭和 32 年 12 月 28 日午前 8 時 50 分大動

脈瘤の破裂のため急逝された。ここに生前の業績を偲び，謹んで哀悼の意を表する。 

６）のサイト/1（国立国会図書館典拠データ検索）：梅津小次郎の生年は 1882 年、没年

は 1957 年。 

 
（４）東邦大学医学部の銅像探索 
 東邦大学医学部の住所は東京都大田区大森西 5-21-16 であり、最寄駅は京急本線

梅屋敷駅である。梅屋敷駅で下車すると、次ページの図４上で示すような駅周辺地

図が掲示されていた。この付近の道路はかなり整然としているので、東邦大学医学

部までのルートも分かり易かった。 
 図４下には、東邦大学大森キャンパスの構内図を示す。大学病院の建物が沢山あ

るが、その隣に医学部エリアがあった。図４下で、H印の建物が本館である。

（７）のサイト/lにはパノラマ画像があり、本館周辺の景色がよく見ることができ

る。３体の銅像の設置場所も確認することが出来て便利である。）「多分、本館に

額田宇多の銅像がある」と思い、その場所に行って見た。その写真を７ページの図

５に示す。 

（本文は、７ページに続く。） 
 

https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1491202199
https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00420351
https://www.toho-u.ac.jp/campuslife/caminfo/index.html
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図４．上：梅屋敷駅の周辺地図、下：東邦大学大森キャンパスの構内図。本図は、

７）のサイト/lより借用。 

https://www.toho-u.ac.jp/campuslife/caminfo/index.html
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図５．東邦大学医学部本館には３体の銅像があった。 
 
 東邦大学医学部本館前の道路に行くと、玄関脇に１体の胸像が設置されていた。

この像は女性なので、額田宇多の銅像であろう。それから、大変嬉しいことに、玄

関内にも２体の銅像があった。これら２像は、思いがけないものであったので、私

は「シメ、シメ」と興奮した。正面の門は閉まっていたが、この門の左側に別の門

があり、そこは開いていて、守衛所もあった。私は守衛所に行って、男性の守衛さ

んに尋ねた。 
私「額田宇多先生の銅像を拝見してもよろしいでしょうか？」 

守衛「いいですよ」 

私「名簿に名前を書きましょうか？」 
守衛「いいですよ」 

私は「それでは」と、名前を書かずに構内に入った。 
 本館前の額田宇多像の写真を次ページの図６に示す。台座の正面には「額田宇多

女史像」と書かれており、裏面には「額田宇多女史銅像記」が刻まれていた。銅像

記の写真を９ページの図７に示す。銅像記より次のことが分かる。「宇多女史は岡

山県人・額田一中翁の長女で、福原篤太を婿として、豊・晋の兄弟を含む四男一女

を生んだ。夫君の没後は子供たちを良く養育した云々」。それ以外の、女史の生年

月日、設置時期、銅像制作者名などは記載されていなかった。 

（本文は９ページに続く。） 
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図６．上：東邦大学医学部本館の玄関、下：玄関前の「額田宇多女史像」 
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図７．台座裏面に彫られた「額田宇多女史銅像記」 
 
 図６上に示すように、本館の１階ロビーには２体の銅像が設置されていた。そこ

で、私は１階ロビーに入り、２体の銅像を撮影した。左側の胸像の台座には「学祖 

額田晋博士像」の名前が、右側の胸像の台座には「学祖 額田豊博士像」の名前が

貼付されていた。その他の説明板が設置されていなかった。「額田宇多女史銅像

記」からは、宇多女史は額田豊の妻ではなく、豊博士が女史の長男で、晋博士が次

男であることは分かった。しかし、二人がどうして本大学の学祖になったかの理由

が分からなかった。また、額田豊先生の銅像は日大医学部にもあった。２ケ所に銅

像がある経緯も分からない。 
 そこで、私は帰宅してから、ネット記事を色々と調べて見た。その結果、額田豊

先生が日本大学専門部医学科（現医学部）と帝国女子医学専門学校（現東邦大学医

学部）を設立した経緯を書いた記事（８）のサイト/）発見した。その内容を、11

ページに示す。 
（本文は 11 ページに続く。） 

https://www.nihon-u.ac.jp/history/forerunner/nukada/
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図８．左：学祖・額田晋博士像、右：学祖・額田豊博士像。 
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額田豊先生が日本大学専門部医学科（現医学部）と帝国女子医学専門学校（現東邦

大学医学部）を設立した経緯 
大正 13 年末には、5 帝国大学と慶応大学の医学部を含む医科大学 16 校に対して、医学

専門学校は私立の 3 校のみとなっていました。これは、医学教育は専門学校ではなく大学

で実施するべきであるとの、医育統一論の強まりを反映した結果でした。そうした中、時

代に逆行する形で大正 14 年（1925）3 月に設立されたのが、日本大学専門部医学科（現医

学部）と帝国女子医学専門学校（現東邦大学医学部）でした。そして前者の初代医学科長、

後者の初代理事長となった人物が額田豊（ぬかだゆたか）でした。 

額田豊は、明治 11 年（1878）に岡山県邑久（おく）郡 飯井（いい）村（現・瀬戸内市

長船町飯井）に医師額田篤太の長男として生まれました。祖父は蘭方医でした。豊は上京

して、明治 31 年に獨逸学協会学校中学（現・獨協中学校高等学校）を卒業、第一高等学

校を経て東京帝国大学医科大学へと進みます。明治 40 年、自費でドイツに留学し、約 2

年半をブレスラウ大学（現・ポーランド国立ヴロツワフ大学）とミュンヘン大学で学びま

した。留学中、ドイツの科学的・合理的な生活様式を目の当たりにします。そうした社会

を支えるためには、女性の地位の確立が根本であり、日本で遅れている女性への科学的な

教育を実践する必要性を痛感。そのための学校を自ら創立する決意を固めました。 

帰国後、東京帝国大学医科大学に在学中の長弟晋（すすむ）に協力を求めました。その

上で、父の死後に女手一つで弟妹 4 人を育ててくれた母宇多（うた）に決意を打ちあける

と、母はその志をほめ、即座に同意をしてくれました。大正 14 年（1925）4 月に、額田豊

は日本大学専門部医学科の初代医学科長に就任しました。時を同じくして、豊はドイツ留

学時代から準備を進めていた女性への科学教育実践の第一歩として、帝国女子医学専門学

校（現・東邦大学医学部）を創立しました。同校では、校長・医学科長には弟の晋が就任

し、豊は理事長として経営面を支えました。 

額田豊は、その後帝国女子医学専門学校に薬学科を増設し、女子理学専門学校も併設。

戦後の 1950 年に、新制となって東邦大学（男女共学）が設置されると、初代学長に就任

しています。 

 額田豊先生の略歴は本稿の５ページに記載した。次に、９）のサイト/fを参考に

して、額田晋先生の略歴を以下に記載する。 
1886 年：岡山邑久郡に医師の次男として誕生、獨協学園と一高を卒業 

1912 年：東京帝国大学医科大学卒業 

1918 年～1919 年：米国留学 

1919 年：医学博士取得、順天堂医院に招かれる 

1922 年：森鴎外の臨終を看取る。順天堂研究所の所長就任 

1925 年：帝国女子医学専門学校（現・東邦大学医学部）校長、付属病院の院長 

1926 年：理学博士取得 

1957 年：豊の後任として東邦大学理事長・学長に就任 

1964 年 9 月 29 日：死去、享年 77 歳 

 額田兄弟の父母である額田篤太と宇多夫婦の略歴は、10）のサイト/lに書かれて

いる。それを、以下に引用する。 

額田篤太：安政 4 年（1857）～明治 34 年（1901） 

美作市の福原家に生まれたが 16 歳のとき額田一中の養子となり、のち宇多と結婚する。 

岡山県内や京都において漢学を修めたのち、明治 11 年に東京大学医学部別科（4 年制課

程）に入学、卒業後は一中とともに診療に従事した。 

https://www.toho-u.ac.jp/archives/action/u7bj8b0000000iiq-att/tjoimi0000003vpp.pdf
https://www.toho-u.ac.jp/archives/action/2011sinnkisyozou.html
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文章力に定評があり、『薬局必携』（明治 17 年）などを著している。胃がんのため 44 歳

で逝去。 

額田宇多：安政 4 年（1857）～大正 14 年（1925） 

夫の篤太が亡くなったのち、岡山の家を守り 5 人の子供を育て上げた。額田兄弟が女子専

門学校を創立したのは、母に対する感謝の念が理由 の 1 つであるとされている。本館前

にある宇多像は、1935 年の創立十周 年に学生たちによって贈られたものが初代である。 

 東邦大学医学部にある３体の銅像の設置経緯がネットに少し書かれているので、

それらを以下に紹介する。11）のサイト/によれば、東邦大学の額田兄弟像は、南雲 
龍比古の制作であることが分かった（日大の額田豊像とは作品が違う）。 

南雲 龍比古（なぐも・たつひこ）の略歴 

1966 年：龍窯十八代南雲龍の長男として、群馬県渋川市に生れる 

1986 年：第 18 回日展入選(以降 25 回入選、’98 特選受賞) 

1989 年：金沢美術工芸大学産業美術学科工芸デザイン科陶磁専攻卒業 

1995 年：東邦大学創立者額田豊・額田晋両博士胸像制作(高輪プリンスホテル飛天の間に

て除幕式)、医学部(大森)・薬学部・理学部(習志野)に設置 

1996 年：横浜国立大学非常勤講師(～’98) 

1997 年：群馬県立女子大学非常勤講師(現在に至る) 

1998 年：山梨大学非常勤講師(～’12)、横浜美術短期大学非常勤講師(～’02) 

2002 年：スペイン大使館より依頼を受けユネスコ(国連教育科学文化機関)国際陶芸ワーク

ショップへ向けバレンシア工科大学と日本出品者へ指導(ヨルダンで開催後世界各国巡回) 

2006 年：「技に迫る～南雲龍比古～」(群馬テレビ 30 分番組) 

2011 年：渋川市公園整備事業陶板制作プロジェクト(市民 100 人の陶板制作設置指導) 

2013 年：文化庁主催第 28 回国民文化祭美術工芸展審査員 

2015 年：紺綬褒章・賜杯受章 

12）のサイト/lには、「額田宇多女子銅像除幕式」に関する次のような記事

（2015 年 06 月 11 日付け）があった。 

昨日、6 月 10 日は本学の創立記念日でした。創立 10 周年記念として発行された『帝国

女子医学薬学専門学校一覧』（昭和 10 年）によると、記念式及祝賀会は、記念式や勤続

職員表彰式、さらに運動会や園遊会などなど、盛りだくさんの内容でした。ちなみに、

「十周年記念祝歌」も作成されました♪記念事業の中には、「額田宇多女子銅像除幕式」

もありました。豊先生は、帝国女子医専創立の理由の一つとして、母・宇多に対する謝恩

の念があるといっていました。そこで、学友会と鶴風会（同窓会）が 10 周年を期に建立

しました。 

現在、本館の前にある宇多さんの胸像は 2 代目になります。 約 40 年後の昭和 49 年に

50 周年記念事業として新しい胸像が建立されました。胸像の前を通るたびに、豊先生と晉

先生の母への感謝の気持ちと、学校を想う関係者の想いが伝わってきます。 
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