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第 131 回 世田谷区松沢病院の榊俶像と呉秀三像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年９月４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（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、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、緊急事態宣言が解

除されたので、銅像探索を再開している。しかし、大阪に行くことはまだ自粛して

いるので、東京で銅像探索を行いその探索記を書いてきた（123 回の記事/f、124 回

の記事/f、125 回の記事/f、126 回の記事/f、127 回の記事/f、及び128 回の記事

/f）。 
７月 12-18 日の週は、東京での感染者が 200 人越えの日が多く、また自粛生活に

舞い戻りそうな勢いであった。銅像探索も感染が心配であったが、自粛になると行

けなくなるので、７月 19 日に国立市の東京女子体育大学に銅像探索に行い、その探

索記を129 回の記事/fに記載した。私は本記事を書くまで、同大学の創始者である

藤村トヨ先生（1877-1955）の名前も業績も全く知らなかった。 

私は藤村先生の人生に興味を持ったので、先生のことを書いた「気骨の女」（寺

田和子著）という本を読み、その感想文を80 回の感想文/fと81 回の感想文/fに記載

した。これらの感想文で書いたように、藤村先生は女高師で三人の恩師に出会い、

これらの方々から多大の恩恵を受けた。三人の恩師とは、体操の教授であった坪井

玄道（1852-1922）、体操の教諭であった高橋忠次郎 (1870-1914）、および町田則

文教授（1856-1929、後に官立東京盲学校の校長となる）であった。藤村が女高師に

在学当時、坪井は海外留学中で、高橋より体操を教わった。 

そこで、私は上記三人の銅像を探索することを計画した。その内、高橋は渡米中

に若死をしたので、彼の銅像ない。一方、坪井と町田の銅像は現存している。私は

先ず市川歴史博物館にある坪井像を探索することとした。しかし、８月に入り、武

漢肺炎と熱中症の危険性が増したので、私は暫く銅像探索を自粛していた。幸い、

８月 23 日は少し涼しくなったので、私は市川市での銅像探索を敢行した。また、そ

のついでに、途中の青砥駅に下車して、モーツァルト像とシュトラウス像も探索し

た。その探索記を前回の記事/fに記載した。 

町田像は筑波大学附属視覚特別支援学校（文京区目白台 3-27-6）に設置されてい

る。しかし、同校はコロナ禍により、部外者の立ち入りが厳しく禁止されている。

そこで、「気骨の女」で藤村先生の相手役として登場する森田正馬先生に関係する
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銅像を探索しようと思った。残念ながら森田先生の銅像は存在しないので、本書に

出てくる榊先生と呉先生の銅像を探索することとした。両先生の胸像は、東大医学

部に所蔵されているが、矢張りコロナ禍の影響で医学部構内に潜入し難い。一方、

京王線八幡山駅前にある松沢病院にも、両像が設置されている。しかし、不思議な

ことには、１）のサイト/には呉像しか収録されていない。そこで、私は現地に行っ

て榊像を探索することを次の目標に設定した。 

９月１日は大変涼しくなったので、私は松沢病院で銅像探索を敢行した。本稿は

その探索記である。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）京王線八幡山駅前の松沢病院 
 東京都立松沢病院（世田谷区上北沢 2-1-1）の北半分の構内図を図１に示す。本

院は京王線八幡山駅を出て、南に行くと直ぐの所にあるので分かりやすい。 
 

 
図１．東京都立松沢病院の北半分の構内図 本図は、２）のサイト/より借用。 
①：京王線八幡山駅、②呉秀三像、③：榊俶像、④：石橋ハヤ女子のレリーフ。 
 
ウィキペディアによれば、東京都立松沢病院（以後、本院と書く）の沿革は次の

通りである。 
1872 年：東京府本郷に設置された養育院が本院の始まりである。その目的は、明治政府樹

立後の内戦や廃藩置県による混乱によって生まれた浮浪者や行き場のない病人を収容する

ことにあった。 

① 

③ 

④ 

② 

https://douzou.guidebook.jp/
http://www.mmmatsuzawa.co.jp/access/
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1879 年 7 月：養育院が東京府神田に移転した際に収容者を調査したところ、120 人中 68

人が精神疾患者であることが判明し、彼らの収容目的として、同年 7 月に東京府上野の上

野恩賜公園に建てられた東京府癲狂院（とうきょうふてんきょういん、当時の精神科病院

はこの様に呼ばれていた）を設立する。初代院長は東京府病院長長谷川泰である。 

1881 年 8 月：本郷区向ヶ丘、1886 年 6 月に小石川区巣鴨駕籠町に移転。第 3 代院長には、

東京帝国大学医科大学精神病学教室初代教授に就任した榊俶（さかき はじめ）が兼任す

る。 

1889 年：東京府巣鴨病院と改称。 

1901 年：東京帝国大学精神病理学講座主任教授・呉秀三が巣鴨病院院長を兼任し、病院改

革を始める。大きな改革は次のとおり。 

①拘束具の使用禁止。それらをすべて焼却処分する。現在は、やむを得ない場合において

身体拘束が使用されている。 

②患者の室外運動の自由化 - 看護職員や家族が付き添い、病院構内での運動を自由化。 

③旧来の看護観を持つ看護長などリーダー格の職員を更迭し、看護職員の人員と意識の刷

新を図る。 

④新しい看護長には医科大学附属病院で看護学講習を聴講させ、看護技術の向上を図る。 

⑤患者処遇の改善と治療方針の刷新。 

⑥作業療法の積極的活用。 

⑦病棟の増改築の実行。 

1916 年：東京帝国大学精神病理学講座が巣鴨病院から分離。 

1919 年 11 月 7 日：荏原郡松沢村に移転し、東京府松沢病院になった。 

現在は、東京都（病院経営本部）が設置・運営する病院のひとつであり、精神科専門病院

であるとともに他の各診療科を備えた総合病院となっている。 

2019 年 11 月 06 日付の３）のサイト/lには、「創立 140 周年・松沢移転 100 周年

記念の都立松沢病院公開」の様子が書かれており、構内の写真が豊富である。本記

事には、本院に設置されている榊俶先生(1857-1897)の胸像と呉秀三先生（1866-

1932）の胸像が掲載され、本院における両先生の業績が紹介されている。 

一方、「日本全国の銅像を網羅するデータベースの礎となることを目指してい

る」と豪語している１）のサイト/には、呉像しか収録されていない。そこで、私は

本院の榊像を探索するために、９月１日の朝、本院を訪問した。 

 

（３）松沢病院の榊俶像と呉秀三像 

 八幡山駅の一つしかない改札口（図１の①）を出て、大通り（赤堤通り）を南に

行くと、直ぐに本院の西門があり、その少し先に正門があった。正門付近の写真を

次ページの図２上に示す。正門脇には守衛所があったが、守衛さんは居なかった。

呉像が設置されているリハビリテーション棟は、正門の奥にある（図１を参照）の

で、私は無人の守衛所の前を素通りして、全面の建物の裏に回って、リハビリテー

ション棟に行った。すると、本棟の前庭（図１の②地点）に、呉像が設置されてい

るのが見えた。その写真を図２下に示す。４）のサイトに示した本より、本像は東

京大学医学部所蔵の呉像と同型（1939 年、石川方堂作）であることが分かった。 

（本文は、５ページに続く。） 

http://blog.livedoor.jp/kitchemn_29pinys/archives/20068208.html
https://douzou.guidebook.jp/
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図２．上：松沢病院の正門、下：リハビリテーション棟の前庭（図１の①地点）に

設置された呉秀三像。 
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図３．呉像のそばにあった説明板 

 

 図３には、呉像のそばにあった説明板の写真を示す。本板には次のように書かれ

ていた。 

五代院長 呉秀三先生胸像 

呉先生（1866-1932）は、明治 23 年東京帝国大学医科大学卒業、同 34 年教授となり、ま

た東京府巣鴨病院長を兼任し、同病院の改革に着手した。大正 8 年 11 月理想的な精神病

院を建設するため、同病院をこの地に移転し、松澤病院と改称して現在に至っている。大

正 7 年わが国の精神医療の実情を憂えて述べた「我邦十何萬の精神病者は実に此病を受け

たる不幸の外に、此邦に生れたる不幸を重ぬるものと云うべし。」は、今も精神科医療関

係者の感銘を与えている。昭和 7 年 3 月 26 日逝去、享年 67 歳。 

この胸像は本院創立 50 年を記念して昭和 24 年 11 月建立された。碑文は文学博士富士川

游の書であるが、風化がはげしいので、銅板に改め永く後学のため残すことにした。周辺

の庭園は、昭和 57 年本院の作業療法科園芸班の手によって枯山水風に改修された。全面

の蹲踞（つくばい）は東京府巣鴨病院にあった米搗き臼である。昭和 57 年 9 月 

リハビリテーション棟の新築にともないこの場所に移転した。平成 3 年３月 

 呉像を撮影した後、「榊俶像はどこにあるか？」と呉像の周辺を見渡してみると、

リハビリテーション棟横（図１の③地点）に１体の胸像があることを見つけた。そ

の写真を次ページの図４上に示す。また、本像のそばには説明板があった。本板の

写真を図４下に示す。（本文は、７ペ‐ジに続く。） 
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図４．上：リハビリテーション棟横に設置された胸像、下：本像の説明板。 



 7 

 

図５．榊俶像の近接写真 

 

図４下の説明板より、本像は榊俶像であることが分かった。本像の近接写真を図５

に示す。４）のサイトに示した本より、本像は東京大学医学部所蔵の榊像と同型

（1896 年、長沼守敬作）であることが分かった。１）のサイト/に本像が収録され

ていないのは、本像が見え難い場所に設置されていたからであろう。説明板には次

のように書かれていた。 

三代院長 榊 俶先生胸像 

https://douzou.guidebook.jp/
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安政 4 年（1857 年）8 月 28 日  江戸に生まれる 

明治 13 年（1880 年） 東京大学医学部卒業 

明治 15 年（1882 年） ドイツ留学 

明治 19 年（1886 年） 帰国し、東京大学医学部精神病学教室を創設し教授となる 

明治 20 年（1887 年） 東京府癩狂院長を兼ねる 

明治 30 年（1897 年） 病没 享年 39 歳 

非強迫法を原則とする開放的治療を行うと共に、病院統計を整え巣鴨病院年報を発刊した。

東京府癩狂院を東京巣鴨病院と改称したのは榊の提唱による。 

 以上の資料などにより、榊像と呉像の概要は次のようになる。 

榊俶先生胸像 

場所：東京都世田谷区上北沢 2-1-1 東京都立松沢病院 リハビリテーション棟横 

建立時期：不明、 

制作者：東京大学所蔵の榊像と同型（1896 年、長沼守敬作） 

設置経緯（銅像横の説明書）：  
三代院長 榊俶（さかき・はじめ）先生胸像 

安政 4 年（1857 年）8 月 28 日  江戸に生まれる 

明治 13 年（1880 年） 東京大学医学部卒業 

明治 15 年（1882 年） ドイツ留学 

明治 19 年（1886 年） 帰国し、東京大学医学部精神病学教室を創設し教授となる 

明治 20 年（1887 年） 東京府癩狂院長を兼ねる 

明治 30 年（1897 年） 病没 享年 39 歳 

非強迫法を原則とする開放的治療を行うと共に、病院統計を整え巣鴨病院年報を発刊した。

東京府癩狂院を東京巣鴨病院と改称したのは榊の提唱による。 

呉秀三先生胸像 
場所：東京都世田谷区上北沢 2-1-1 東京都立松沢病院 リハビリテーション棟前 

制作者：東京大学所蔵の呉像と同型（1939 年、石川方堂作） 

建立時期：昭和 24 年 11 月（創立 50 年を記念）、リハビリテーション棟の新築にともな

いこの場所に移転（平成 3 年３月）。 
説明書の抜粋： 
呉先生（1866-1932）は、明治 23 年東京帝国大学医科大学卒業、同 34 年教授となり、ま

た東京府巣鴨病院長を兼任し、同病院の改革に着手した。大正 8 年 11 月理想的な精神病

院を建設するため、同病院をこの地に移転し、松澤病院と改称して現在に至っている。大

正 7 年わが国の精神医療の実情を憂えて述べた「我邦十何萬の精神病者は実に此病を受け

たる不幸の外に、此邦に生れたる不幸を重ぬるものと云うべし。」は、今も精神科医療関

係者の感銘を与えている。昭和 7 年 3 月 26 日逝去、享年 67 歳。 

なお、４）のサイトによれば、榊像の作家・長沼守敬の略歴は次の通りである。 

長沼守敬（1856-1942）は明治美術会、文展で活躍した画家。現在の岩手県一関に生まれ、

上京して、イタリア公使館の通弁見習となる。1881 年、イタリアに渡り、日本語教師を務

める傍ら、ヴェネツィア王立美術学校で彫刻を学ぶ。1887 年に帰国し、1889 年、明治美
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術会の創設にただひとりの彫刻家として参画した。1897 年に再度イタリアに渡り、翌年帰

国すると東京美術学校教授となった。 

 ４）のサイトによれば、呉像の作家・石川方堂の経歴は不明である。しかし、

５）のサイト/lには石川の経歴が詳しく書かれている。それを、以下に再録する。 

石川確治（没年月日:1956/02/14） 

 元文帝展無鑑査、日展出品依嘱者石川確治は、2 月 14 日脳溢血のため、東京都荒川区の

自宅で逝去した。享年 74 歳。号方堂。明治期の彫刻家石川光明の女婿。明治 14 年（1881

年）8 月 8 日山形県東村山郡に生れた。明治 38 年東京美術学校彫刻科本科を卒業、41 年

第 2 回文展に「花の雫」が初入選となり、以後毎回出品、第 4 回展「化粧」、第 7 回展

「木蓮」、第 9 回展「はなちる音」で 3 回褒状をうけている。帝展では、第 2 回展以後は

無鑑査となり、大正 11 年第 4 回展から審査委員をつとめた。昭和 10 年、松田改組に際し、

小倉右一郎、日名子実 3 等、旧帝展第三部無鑑査級の有志とともに、反帝展を標榜して第

三部会を結成、同年第 1 回展をひらいた。第三部会は昭和 15 年に国風彫塑会と改称した

が第二次大戦中解散し、戦後は日展に所属した。作品は木彫であるが、明治末年の「トー

マス・ライト像」昭和 14 年作「呉秀三博士像」など、塑像も僅にみられる。なお、代表

作品として作者は木彫に「女性」(大正 10 年)、採薬(同 13 年)、童舞(同 14 年)、安宿媛

像(昭和 5 年)、瑞桃(同 9 年)、塑像に呉秀三。 

 

（４）松沢病院の石橋ハヤ女史のレリ－フ 

 リハビリテーション棟の前に設置された呉像の正面（図１の④地点）に、１基の

レリーフが設置されていた。１）のサイト/は銅像が専門で、レリーフは収録しない

方針である。しかし、私は「どんな人物が顕彰されているのか？」と思い、このレ

リーフも探索した。その写真を図６に示す。（本文は、11 ページに続く。） 

 

図６．石橋ハヤ女史のレリーフの設置場所 

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8815.html
https://douzou.guidebook.jp/
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図７．上：石橋ハヤ女史のレリ－フ、下：業績説明板。 
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図７上に石橋ハヤ女史のレリ－フを、図７下に業績説明板を示す。６）のサイト

/5は、石橋ハヤ女史の略歴を次のように書いている。 

石橋ハヤ女史：明治〜昭和期の看護婦 精神科看護の先駆者。 

生年明治 13(1880)年 4 月 

没年昭和 36(1961)年 3 月 28 日 

出生地佐賀県 

学歴〔年〕東京帝国大学医科大学附属病院看護法講習科〔明治 34 年〕卒 

主な受賞名〔年〕ナイチンゲール記章(第 15 回)〔昭和 30 年〕,黄綬褒章〔昭和 31 年〕 

経歴明治 34 年東京帝大医科大学病院看護婦となり、3 年後東京府巣鴨病院に移り、昭和

21 年 3 月、松沢病院看護婦取締を 66 歳で退職するまで明治、大正、昭和の 3 代 50 余年間、

精神障害者の友となって看護一筋に生きる。歴代院長の信任も厚く「松沢の母」といわれ

た。30 年第 15 回ナイチンゲール記章受章。31 年には病院庭内に記念のブロンズが建てら

れ、斎藤茂吉の歌碑が添えられた。同年黄綬褒章受章。退職後も東京都指導補佐員や講師

を務めた。 

なお、７）のサイト/9は、本記念碑の除幕式の模様を次のように書いている。 

精神病患者達に付添つて 50 年も面倒をみつづけて来た，都立松沢病院の看護婦石橋ハヤ

さん（76）に赤十字国際委員からナイチンゲール賞が賜られたのは昨年（1955 年）の 5 月

であつたが，その一周年を記念して，全国の精神病院のカンパで石橋さんの記念碑が同病

院の中庭に建てられ，（1956 年）7 月 14 日，各精神病院の院長，看護婦はじめ，厚生省，

都庁の看護科からも多勢出席し，和気あいあいたる零囲気の中に除幕式が行われた。 
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