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第 196回 文京区の内村祐之像と内藤豊次像 

筆者：林 久治（記載：2022 年７月 1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。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。昨年の東京五輪―パラの開催期間には、第 5波の感染があったが

（8/26:25,040 名）、何故か秋になると激減した(12/6:59名)。これで終焉するかと

期待していたが、本年になって第 6波が到来してしまった(2/4:104,463 名)。 

私は第３回目の予防接種を１月 28日に受けることが出来た。2月 11日には、接

種から 2週間が経過した。そこで、私は 2月 12日に自宅から近場での銅像探索を再

開し、それらの探索記を 185回の記事/fから 194回の記事/fまでに記載した。（そ

れぞれの記事は、２）のサイト/fから閲覧出来ます。） 

私は 6月 17日に新宿区戸山の国立国際医療研究センター病院で森鴎外像を、6月

21日に板橋区松月院で佐々木千里像を探索し、それらの探索記を前回の記事/fに記

載した。私は３）のサイト/lで、新宿区弁天町の清和病院に内村祐之像があること

を知っていた。そこで、森像を探索する前に、清和病院に行ってみた。ところが、

清和病院は建替え中で建物が無かった。 

帰宅後に調査すると、４）のサイト/9で内村像は小石川東京病院に仮移転中で、

その近くのエーザイ本社に内藤豊次像があることを知った。そこで、私は 6月 24日

にこの両像を探索した。これらの銅像は１）のサイト/に収録されていない。本稿は

これらの探索記である。なお、本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意

見は青文字で記載する。 

 

（２）文京区小石川東京病院の内村祐之像 

 次ページの図１上に、小石川東京病院（図１上の①地点：文京区大塚 4-45-16）

とエーザイ本社（②地点：文京区小石川 4-6-10）の周辺地図を示す。私は 6月 24

日の午前名中、地下鉄丸の内線・新大塚駅から約 10分歩いて、小石川東京病院に着

いた。図１下に小石川東京病院を春日通り（254号道路）から見た写真を示す。 

（本文は、３ページに続く。） 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-194.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-195.pdf
http://twcu-psy.cocolog-nifty.com/blog/2018/03/post.html
https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9
https://douzou.guidebook.jp/
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図 1．上：小石川東京病院（①地点）とエーザイ本社（②地点）の周辺地図、本図

は、５）のサイト/より借用。下：小石川東京病院。 

① 

② 

新大塚駅 

https://www.morimoto-real.co.jp/townstudy/koishikawa/
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小石川東京病院は大きな病院ではあるが、建物はかなり古くなっているように見

えた。当院の歴史については、６）のサイト/lに次のような記載がある。 

小石川東京病院は、2005 年 4月 1日に旧日本通運健康保険組合東京病院を継承し、新たに

発足いたしました。 当院は、この地で 60年間企業病院としての役割を果たしてまいりま

しが、2017 年 4月 28 日閉院。 

当院は地域の総合病院としての役割を果たして来たのであろう。評判の名医もお

られたようで、７）のサイト/1のような口コミもあった。（その内容を、参考資料

の後に示す。）しかし、建物はかなり老朽化しているようで、総合病院としての設

備充実が図れなかったのではあるまいか？当院を建て替える前に、清和病院に一時

貸し出しているようだ。当院の HP（８）のサイト/）に次のような記載がある。 

院長挨拶：小石川東京病院は 2020 年６月から心療内科、精神科として診療を再開しまし

た。2025 年４月の新病院オープンに向けて、新・晴和病院計画は着実に進んでいます。 

院長（小田英男）の略歴 

1988 年：東京大学医学部卒業 

2016 年：公益財団法人神経研究所附属晴和病院院長就任（6月） 

2020 年：医療法人社団大坪会 小石川東京病院院長就任（6月） 

 

図２．小石川東京病院の内村祐之像 

http://dr-hello.jp/000404.html
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-9fzR89gU9Lo/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://koishikawatokyo-hp.org/infomation/message/
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 私は地下鉄丸の内線の新大塚駅から歩いて約 10分で小石川東京病院に到着した。

6月 24日の午前 10時過ぎであったが、当院の玄関を入ると、受付と狭いロビーが

あったが、不思議なことに人は誰もいなかった。受付室の裏に、１基の胸像が置い

てあった。その写真を図２に示す。台座正面には「神経研究所創立者 内村祐之先

生」と書かれた題字があった。本像背面には、図３に示すようなサインが彫られて

いた。本サインより、本像の制作者は宮田亮平氏であろう。 

 

 ウィキペディアによれば、晴和病院の概要は次の通りである。 

公益財団法人神経研究所附属晴和病院は、東京都新宿区にある医療機関である。公益財団

法人神経研究所が運営する精神科単科の精神科病院で、精神疾患のうつ病と不安障害を得

意とする。1951 年に東京大学医学部教授の内村祐之が開設する。法人は 2月 1 日、病院は

11月 21日それぞれを開設日として、先進諸国の精神科病床を基準に開放病棟のみを設置し

た明るい病院として開設した。1965 年 10 月に新病棟が完成した。病棟はすべて開放病棟、

病床はすべて精神病床である。建て替えのために 2020 年 5月 28日から 2023年まで休院す

るが、小石川東京病院で診療を継続する。 

ウィキペディアによれば、宮田亮平氏の略歴は次の通りである。 

宮田亮平（1945 年 6月 8日 - ）は、日本の金属工芸家。第 22代文化庁長官、第 9代東京

藝術大学学長。同名誉教授。新潟県佐渡市出身。佐渡に伝わる金属工芸「蝋型鋳金」技術

保持者の二代目宮田藍堂（みやた らんどう）の三男。初代藍堂は祖父、三代目藍堂は長兄

で元・東京藝大工芸科教授の宮田宏平（1926 年 - 2007 年）、次兄はデザイナーで三重大

学名誉教授の宮田修平。兄二人、姉四人を持ち、家族全員芸術家の一家に育つ。 

 内村祐之先生の略歴はウィキペディアなどに多数の紹介がある。以上の資料によ

り、本像の概要は次の通りである。 

内村祐之像 

設置場所：東京都文京区大塚 4-45-16 小石川東京病院 1階 受付裏 

制作時期：2006 年 12 月 

制作者：宮田亮平（1945 年生、佐渡市出身、第 22代文化庁長官、第 9代東京藝術大学学

長。同名誉教授） 

図３． 

本像背面に彫られた制作者の

サイン。 

それには、次のように書かれ

ている。 

亮平作 2006.12 
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設置経緯：内村祐之（うちむら ゆうし、1897 年 11月 12日 - 1980 年 9 月 17日）は内村

鑑三（1861-1930）の長男として東京府に生まれる。1923 年春に、東京帝国大学を卒業。

1925 年から 1927 年までドイツ留学。1936 年に東京帝国大学医学部教授（1949 年まで東京

都立松沢病院院長兼任、学部長も務める）となる。1949 年の法律改正により東京大学教授

（国家公務員）が松沢病院院長（地方公務員）を兼任できなくなったので、松沢病院を退

職し 1951 年に晴和病院を開設した。さらに、1958 年に東京大学教授を退職した後、神経研

究所の創設に努力した。大正時代に一高、東大で不世出の名投手とうたわれた。1962 年 5

月、日米の野球に精通した人物として日本野球機構第 3代コミッショナーに就任（1965 年

4月まで）。なお、清和病院は現在建替えのため、本像は小石川東京病院に仮設中。 

  

（３）文京区エーザイ本社の内藤豊次像 

 私は小石川東京病院で内村像を探索した後、春日通りを移動してエーザイ本社に

向かった。歩くとほほ地下鉄一駅分になるので、都営バスを利用した。丁度、ここ

には都営バス の都０２系統（大塚駅前－錦糸町駅前）が運行されていて、昼間でも

１時間に６本以上の運行であるので便利であった。「大塚三丁目」のバス停から乗

車して「小石川四丁目」のバス停で下車した。最近は、東京都内の道路は比較的す

いているので、10分余りの所要時間であった。 

 図１上に示すように、春日通りに面したスーパー「三徳」の裏に目指すエーザイ

本社があった。その写真を図４上に示す。 

 

 

図４． 

上：エーザイ本社、 

下：エーザイのマーク。 
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 図４上の写真で、左端に本社入口があり、その左側欄外に守衛所があった。図４

上の写真の中央に「エーザイのマーク」が写っている。その拡大写真を図４下に示

した。建物の前は、本社入口から右側に前庭があり、その右側欄外に１基の胸像が

設置されていた。その写真を図５上に示す。 

 

 

図５． 

上：胸像の全景 

下：内藤豊次像 
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 図５下に、内藤豊次像を示す。台座正面には「創業者 内藤豊次翁」と彫られて

いた。台座側面には「昭和五十六年十一月建立 内藤祐次筆」と彫られていた。

「エーザイの歴史」と題する記事（９）のサイト/l）があり、それには次のように

書かれている。 

1966年（昭和 41年）：創業者・内藤豊次が会長となり、内藤祐次が社長に就任。 

1988 年（昭和 63年）：内藤祐次が会長となり、内藤晴夫が社長に就任。 

また、10）のサイト/lには次のような記事がある。 

2005（平成 17）年 10 月、1966（昭和 41）年より 22年間、代表取締役社長として陣頭指揮

をとり、経営の多角化や海外進出を果たし、その後も経営の第一線にあり続けた、内藤祐

次が逝去。享年 85歳でした。祐次は、東京帝国大学経済学部商業科在学中の 1943（昭和

18）年、学徒動員で出陣。零戦搭乗戦闘機隊員となり、終戦の 1945（昭和 20）年には神風

特別攻撃隊に参加。鹿児島の鹿屋基地で出撃を待っていたところ、6月に本土決戦に備えて

松山基地に移動となり、終戦を迎えました。 

 ウィキペディア（内藤 晴夫、エーザイ）には、次のように書かれている。 

内藤 晴夫（1947年 12 月 27日 - ）は日本の実業家。エーザイ株式会社創業者の内藤豊次

の孫で、父（祐次）に続き同社第 3代社長に就任。 

現職まで創業者一族がトップにつく同族会社である。経営に関しては、同族会社では珍し

く、社長以外に取締役と執行役を兼務するものは存在せず、取締役も過半数以上が社外の

専門家（弁護士、教授など）となっており、完全に社長の意図だけでは経営できないよう

になっている。 

 

図６．本像背面に彫られた制作者のサイン 

 

 本像背面には制作者のサインがあった。その写真を図６に示す。11）のサイト/l

によれば、制作者の略歴は次の通りである。 

新制作協会会員の彫刻家田畑一作は 1994 年 10 月 19 日午前 10時 16分肺がんのため東京都

世田谷区の関東中央病院で死去した。享年 78。大正 4(1915)年 5月 15日京都市中京区小川

夷川上下ル下丸尾町に生まれる。 

https://www.eisai.co.jp/company/profile/history/index.html
https://www.eisai.co.jp/company/profile/history/outline/outline07.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10549.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10549.html
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図７．内藤像の銘盤 

 

 内藤像から少し離れた建物の壁に銘盤が掲示されていた。その写真を図７に示

す。本文には、以下のように書かれていた・ 

 人間の生命には限りあるが、事業の生命は永遠である。 

この言葉は、わが医薬企業の大貢献者内藤豊次翁の遺された言葉である。翁の生涯はその

自叙伝「第三人生のあゆみ」と「創業経営」の二書に述べ尽くされているが、明治二十二

年越前糸生の一寒村に生まれ、八十九年に及ぶ偉大な軌跡を留められたのである。武生中
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学中退以後は独学の熱意に燃え、語学を習得して視野を世界に広め、明晰な頭脳と豊富な

知識はやがて医薬探求の道を邁進し、まずビタミン AD剤や酵母剤を開発して保険福祉の先

駆をなし、昭和十九年エーザイの創業を見るや、僅か三十年にして業界屈指の存在とな

る。ネオフィリン、メサフィリンにはじまり、ニベラ、ノイキノシンなど、翁の所謂医療

を先導する独創的新薬が次々と創製された功は顕著である。昭和四十四年春、生命科学の

研究助成を旨とした内藤記念科学振興財団が設立され、次いでくすり博物館が創設される

に至って勲三等瑞宝章の叙勲の栄に浴し、翁の遺業は正に燦然と輝く。茲に新たに鋳像を

仰ぐにあたり「創業経営」の結語を誦することに意義ある事と思う。曰く 

 貧弱な一町工場的小企業にすぎなかったわが社が、今日の盛業を見るとは何人も夢想だ

にしなかったであろう。それを想うと今の日本のエーザイから、さらに世界のエーザイ

へと大成することも、単なる夢ではないように考えられてならない。 

   昭和五十六年十一月十一日   エーザイ株式会社 

 以上の資料などにより、内藤像の概要は次の通りである。 

内藤豊次翁像 

設置場所：東京都文京区小石川 4-6-10 エーザイ本社前庭 

設置時期：1981 年 11 月建立 

制作者：田畑一作（1915－1994）は京都市生まれ。 

設置経緯：内藤豊次（1889-1978）は福井県丹生郡糸生村（現・越前町）出身。1903 年、武

生中学校を 2年で中退したが、この時点で旧制高等学校卒業程度の学力を持っていたため

という。1905 年、大阪の工場で奉公し、翌年神戸の貿易商ウインケル商館に勤める。勤務

の傍ら、パルモア英学院（現・パルモア学院専門学校）に入学し翌年卒業。1909 年から 2

年間近衛師団歩兵第二連隊の衛生兵となる。除隊後、薬局タムソン商会に入社。1915 年、

東京の田辺元三郎商店（現在の田辺三菱製薬）に入社。サロメチール（鎮痛剤）、チミツ

シン（鎮咳剤）、ハリバ（粒肝油）などを手がける。1941 年、「日本衛材株式会社」を埼

玉県児玉郡本庄町（現・本庄市）に創業する。1955 年、日本衛材株式会社をエーザイ株式

会社に社名変更。1966 年、社長を退き、代表取締役会長に就任。1969 年に内藤記念科学振

興財団を設立し理事長に就任。 

なお、12）のサイト/lには次のように書かれている。 

「内藤記念くすり博物館」が岐阜県各務原市にあり、そこには内藤豊次氏の銅像が設置さ

れている。 

 

  

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf 

３）のサイト：http://twcu-psy.cocolog-nifty.com/blog/2018/03/post.html 

４）のサイト：https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9 

５）のサイト：https://www.morimoto-real.co.jp/townstudy/koishikawa/ 

６）のサイト：http://dr-hello.jp/000404.html 

７）のサイト：https://loco.yahoo.co.jp/place/g-

9fzR89gU9Lo//?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1 

https://ameblo.jp/rohiemon/entry-12529547715.html
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://twcu-psy.cocolog-nifty.com/blog/2018/03/post.html
https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9
https://www.morimoto-real.co.jp/townstudy/koishikawa/
http://dr-hello.jp/000404.html
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-9fzR89gU9Lo/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-9fzR89gU9Lo/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1
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８）のサイト：https://koishikawatokyo-hp.org/infomation/message/ 

９）のサイト：https://www.eisai.co.jp/company/profile/history/index.html 

10）のサイト：

https://www.eisai.co.jp/company/profile/history/outline/outline07.html 

11）のサイト：https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10549.html 

12）のサイト：https://ameblo.jp/rohiemon/entry-12529547715.html 

 

小石川東京病院の口コミの一つを以下に示す（７）のサイト/1より）。 

ダマシダマシ付き合ってきた腰痛。 この春から痛みが引かなくなり、整形外科と大病院で

診察受けるも、ヘルニアはあるが、ひどくはないからと、痛み止めの処方薬で様子を見る

にとどまり、立ち上がる事もできなくなりました。 ブロック注射も全く効果なく、あまり

の激痛としびれに座ることはおろか、眠れない日が続き、小石川東京病院の大川章裕先生

を紹介して頂き、タクシーで病院へ。 診察を受けると、診断は非常に的確。即、入院。手

術へ向けて準備へ。 椎間板ヘルニアの手術は LOVE 法が多いようですが、皆さんの意見を

見ると術後の安静期間が長い等が不安でした。 大川先生は脊椎への内視鏡手術を得意分野

として載せていらっしゃり、今回も内視鏡手術でお願いしました。 結果として、ヘルニア

による圧迫の状況が大きく、除去範囲が広い事が想定された為に、内視鏡手術ではなく摘

出術（？）に成りましたが、結果は良好！ 手術後 3日で散歩が出来るまでに回復し、1週

間で退院できました。 現在、術後の通院中で、若干の痺れ感等が後遺症？として有ります

が、順調な回復と思っています。 一方で、大川先生は、患者の話をよく聴いて下さり、病

状の説明や質問に対する答もていねいで解かり易く、非常に納得感のある状況での手術と

成りました。 以下は、同病で手術を考えている方へのご参考として。（聞きかじりですの

で、不正確かもしれません。） ◆大川先生のご専門 脊椎手術全般、腰部脊柱管狭窄症、

椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術等 （既に 1000 件以上の手術をなさっていて、病院と

しても年間 100 件以上の術例だそうです。） ◆症状 腰痛から、座骨神経痛が発症したの

が３月。 ５月から右臀部の痛みが右足の痺れになり痛みが増し、厳しい状況に。神経根ブ

ロック注射をするが、全く効果なし。 ５月末から、右足に激痛が出るように成って、歩く

事も辛くなり、整形外科より大川先生をご紹介頂きました。 しかし、痛みが悪化し、全く

動けない状況で自宅で安静にして、診断予約日まで約一週間我慢して、病院へ。 ◆痛みの

原因 MRI でははっきりしないが、造影剤によるレントゲン検査と CTスキャンで確認すると

椎間板のヘルニアが神経を圧迫して、向かい側のコラーゲン層との間で挟まれた状態に成

っていた。 その為、通常なら安静で回復する状況が期待できず、ブロック注射も効果がな

い状況との診断でした。 ◆手術 ヘルニアの摘出に加え、圧着していたコラーゲン層を取

り除き、神経への圧迫を除去。 手術は全身麻酔で、約２時間。２時半に手術室に入り、麻

酔から覚めたのが５時半でした。 圧迫された神経は赤く変色するそうですが、かなりの範

囲に変色が広がり、長期にわたって圧迫されていたらしいとの事でした。 ◆経過 術後、

翌朝まではモニター付きの病室にいましたが、朝食（通常食！）後に普通の病室に戻りま

した。 １日は安静でしたが、夕方にはトイレも行けましたし、出血を出すパック？も２日

目には取れました。 ３日目からは、歩行器を使いながらの移動が可能となり、４日目から

リハビリと約１時間の足慣らしの散歩を開始。 連休の関係で退院が少し伸びましたが、９

日目で退院する事が出来ました。 .. 

https://koishikawatokyo-hp.org/infomation/message/
https://www.eisai.co.jp/company/profile/history/index.html
https://www.eisai.co.jp/company/profile/history/outline/outline07.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10549.html
https://ameblo.jp/rohiemon/entry-12529547715.html
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-9fzR89gU9Lo/?utm_source=dd_spot&sc_e=sydd_spt_slo_p_ttl&lsbe=1

