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第 95 回 日赤のセンメルヴェイス像と日本女子大の成瀬像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年７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/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。 

私は５月 31 日から６月 10 日まで大阪に滞在していた。その間、私は大阪市阿倍

野区にある帝塚山病院の大屋晋三の銅像を探索し、93 回の記事/fでは大屋像探索記

を書いた。帝塚山病院からほど近い堺市三国ヶ丘駅前には、指吸千之助氏の銅像が

あることを、私はネットで調べていた。「指吸」は珍名であるので、大屋像の次に、

指吸像探索を行った。又、私は豊中市の岡町駅前にある奥内陶芸美術館に１対の銅

像が展示されていることを、ネットで発見していた。前回の記事/fでは、指吸像と

奥内陶芸美術館の探索記を書いた。 
帰京後、私は６月 25 日に梅雨の晴れ間を見計らって、渋谷区の日赤医療センター

に銅像探索に行った。最近、私はネット検索中に、イグナーツ・センメルヴェイス

の胸像が昨年 11 月に当地で除幕されたことを偶然発見した（２）のサイト/l）。皇

后美智子さんは日赤の名誉総裁なので、当除幕式に出席されていた。日本の銅像探

偵団/lの団長や他の団員の方々は、当除幕式に気付いていないようなので、「私の

スクープ銅像だ！」と興奮した。私は、本像の探索の後、文京区目白台・日本女子

大学の成瀬仁蔵胸像、文京区関口・東京カテドラル関口教会の受けとめるヨセフ像

とフランシスコ・ザビエル胸像、および文京区関口・独協中学高等学校の西周胸像

と天野貞祐胸像を探索した。 
今回は、センメルヴェイス像と成瀬像を紹介し、次回には他の４像を紹介する。

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）渋谷区の日赤医療センターにおける銅像探索 

 日赤医療センターは渋谷区広尾 4-1-22 にある。日赤周辺の地図を、次ページの図

１に示す。日赤の HP（３）のサイト/x）によれば、日赤までの主なルートは次の３

つである。 
➀地下鉄日比谷線広尾駅から歩いて約 15 分。 

②JR 渋谷駅東口から都営バス「学 03」系統（日赤医療センター行き）で約 15 分。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-93.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-94.pdf
https://hgpi.org/events/sw-1.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://www.med.jrc.or.jp/tabid/101/Default.aspx
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③JR 恵比寿駅西口から都営バス「学 06」系統（日赤医療センター行き）で約 10 分。 
 私は次の理由でルート③を選んだ。㋐広尾駅から日赤までの道順が難解でしかも

坂道がある。㋑東京都のシルバーパスを持っている私は、出来るだけバスを利用し

たい。②と③のルート共に、バスは頻繁に運行されている。㋓渋谷駅は複雑で乗り

換えが不便であり、バス乗場が沢山あり、日赤行きの乗場を見つけるのが面倒そう

だ。更に、渋谷駅から日赤までの道が混みそうだ。㋔それに反して、恵比寿駅での

乗換は便利そうで、恵比寿駅から日赤までの道は空いていそうだ。 

 
図１．渋谷区日赤医療センターの周辺地図 本図は４）のサイト/fより借用。 

 
 恵比寿駅を西口から出ると、眼の前にバスが待っていて、そのバスが日赤行きで

あった（次ページの図２上を参照）。大人料金が 180 円と安かったことにも感激し

た。（もっとも、私はシルバーパス利用なので、関係は無かった。）この路線は、

７時台には 15 本、昼間も１時間に７本も運行されている。私は 10 時台に利用した

が、バスは大変空いていた。この路線の沿線には、大学や高校も多いので、朝のラ

ッシュ時には大変混雑するのであろう。 

 

山種美術館 

http://www.yamatane-museum.jp/image/map_big.gif
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 図２下に、日赤の構内図を示す。バス乗降エリアから、看護大学方向の道を行く

と、日赤医療センターの裏庭に２体の銅像が見えた。その写真を、次ページの図３

に示す。そのうちの１体は男性像で、もう１体は女性像であった。 

（本文は、４ページに続く。） 

  

 

図２．上：恵比寿駅前の日赤行きバス乗場、下：日赤の構内図。本図は５）のサイ

ト/sより借用。➀はイグナーツ・センメルヴェイス像の場所、②は女性像の場所。 

➀ ② 

https://www.redcross.ac.jp/about/access
https://www.redcross.ac.jp/about/access
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図３．上：日赤医療センターの裏庭にある銅像、下左：男性像、下右：女性像。 
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（３）日赤医療センターの裏庭にある銅像 

 日赤医療センターの裏庭には、男性像と女性像の２体の銅像があった。それらの

写真を図３下に示す。各像には銘板や説明が記載されていた。女性像の台座正面に

は、次のように書かれていた（図４右）。 

医学の心  

それはいたわりとはげましの心 医学は単なる科学にあらず  

病める人々ためわが日赤医療センターは このこころと共に居る 

院長 小林隆 昭和五十一年五月二十九日建立 制作者 浦山一雄 

 なお、６）のサイト/1には浦山一雄の略歴が次のように紹介されている。 

1933 年（昭和 8 年）に富山県黒部三日市で出生。画家志望であったが、在学中に彫刻家へ

志望を変更し、斎藤素巌氏に師事。1957 年に日展に初入選、1962 年に特選。1982 年には

最年少で日展評議員に選ばれ、 1988 年には文部大臣賞を受賞したとの由。 

 私（林）は、「この銘文は大変な名文で、医師の先生方は常にこの心を持ってい

て欲しい」と思う。 

  

図４．左：男性像の銘文、右：女性像の銘文。 

 

 男性像の台座正面には、本像の氏名が次のように書かれていた（図３下左）。 

SEMMELWEIS 1818-1865 

台座の他の３面には、ハンガリー語、英語、および日本語で、銅像設置の経緯が次

のように書かれていた（図４左）。 

センメルヴェイス・イグナーツ 

「母親達の救世主」として知られるハンガリーの医師 

https://ja.foursquare.com/v/%E8%92%BC%E5%A4%A9/4f724c94e4b091e4ed46b3b1
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その偉業を讃え 献身的な活動 抵抗及び偏見を超えた科学の勝利 を記念して 

生誕 200 周年に際し、ここに設置します。 

ハンガリー政府 センメルヴェイス医科大学 

協力：黒川 清 教授 発起人：ロジバル・ラースロー 教授 

作家 マダラシ・イシュトヴァーン ブダペスト 

2018年 台座寄贈 ハンガリー医科大学事務局 日本医師会 

なお、Wikipédiából によれば、Rosivall László は 1949 年４月 15 日にブタペスト

に生まれる。ハンガリーのセンメルヴェイス医科大学の名誉教授である。また、ウ

ィキペディアによれば、黒川 清（くろかわ きよし、1936 年 - ）は、日本の医学

者（内科学・腎臓学・医療政策・科学政策）。東京大学医学部教授（1989-1996）。

東海大学医学部学部長（第 3代）、東海大学総合医学研究所所長、日本学術会議会

長（第 22・23 代）、内閣特別顧問などを歴任した。 

７）のサイト/lは、本像の除幕式を次のように紹介している。 

2018 年 11 月 14 日水曜日、日本赤十字社の名誉総裁を務める美智子さんは、東京・広尾の

日赤医療センターを訪れ、ハンガリー出身の医師ゼンメルワイスの生誕 200 周年を記念し

た胸像の設置式典に出席された。 

なお、７）のサイト/lで、除幕式の動画が視聴できます。 

  

図５．左：センメルヴェイス像の除幕式（2018 年 11 月 14 日）、右：本除幕式に

出席された美智子さん。本写真は、７）のサイト/lより借用。 

 

（４）イグナーツ・センメルヴェイス医師の業績 

８）のサイト/lは、センメルヴェイス医師の胸像が日赤に設置された理由を、次

のように紹介している。 

センメルヴェイス（Semmelweiss：1818～65 年。わが国ではゼンメルワイスと呼ばれる

ことが多い）はハンガリー出身で、ウィーンで医学を学び、産科に勤務していたが、当時

恐れられていた産褥熱は診療に従事する医師や医学生が汚れた手で、妊産婦を診療するた

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%B2%E7%AD%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E9%95%B7
http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/5427633.html
http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/5427633.html
http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/5427633.html
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008315.html
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めであることを看破し、診療の前に塩化カルシウム液で手洗いをすることで産褥熱を防ぐ

ことができることを実証した。その後、ハンガリーの首都ブタペストに戻った後も手洗い

の重要性を説き、その普及に努めたが、46 歳にして世を去った。 

 当時は病原体としての細菌の存在も知られていなかった時代で、その支持者は少なかっ

たが、後に彼の業績は高く評価され、母親達の救世主と崇められ、ハンガリー人の誇る人

物となって、今ではブタペストの広場に彼の像が立ち、記念館も開設されている。 

 本年はその彼の生誕 200 年に当たり、ハンガリー政府の肝いりで日本でもセンメルヴェ

イス生誕 200 周年顕彰事業実行委員会が発足し、横倉義武会長がその委員長を務められて

いるが、事業の一つとしてセンメルヴェイスの胸像を渋谷の日本赤十字社医療センターに

設置することになり、11 月 14 日、その除幕式が皇后陛下のご臨席の下に執り行われた。 

 日本赤十字社医療センターはそもそも古くからあった産院と病院が合併してつくられた

もので、現在でも年間約 3000 例と東京都では最大数のお産を扱っており、産裾熱の防止

に貢献したセンメルヴェイスの胸像の設置場所として選ばれたと思われる。 

 式は横倉実行委員長のあいさつに続いて、ハンガリー政府代表、駐日大使、本間之夫医

療センター院長のあいさつがあった後、関係者により胸像の除幕が行われた。感染症の予

防には手洗いが大切で、特に最近では院内感染の防止に医療職の人達の手洗いの実行が重

要視されており、このセンメルヴェイス胸像の設置は大きな意義があろう。 

（日本赤十字社医療センター名誉院長・森岡恭彦） 

 なお、センメルヴェイス医師の業績は９）のサイト/lで詳細に紹介されている。

その要約は以下の通りである。 

病原菌の存在が未だ発見されていなかった時代に、彼が「産褥熱の予防には手洗いが重

要である」ことに気付いたことには炯眼である。彼は「手洗い」の必要性を当時の医師達

に懸命に説いて回ったが、権威的な医学界には少しも受け入れられず、反って彼が神経症

になり早死してしまったようだ。医学界の権威が彼の発見を認めなかったために、何万人

もの若い妊婦が命を落としてしまった。その後、パスツールやコッホにより病原菌の存在

が発見され、彼の学説の正しさは立証された。このセンメルヴェイスのケースは、権威主

義的な学界により科学の発展が遅れた例として、現在も引用されています。 

林の意見：「身を清める」ことを重視した日本神道にも、一脈通じるところである。 

 

（５）文京区の日本女子大周辺の銅像探索 

 私は広尾の日赤で銅像探索を行った後、JR 恵比寿駅に戻り、JR 目白駅に行って、

日本女子大周辺の銅像探索を行った。私は「目白駅から日本女子大方向は、バス便

が便利であろう」と予想していた。東京都のシルバーパスは 70 歳から購入可能であ

る。従って、私は 70 歳までは都内のバスを余り利用しなかったが、70 歳からは都

内のバスを頻繁に利用するようになった。 

 目白駅を降りて、駅前のバス停に行くと、私の予想通りのバス路線があった。そ

れは、都バスの「白 61」系統の路線であった。次ページの図６に、その路線図を示

す。当路線は、練馬車庫と新宿駅西口の間に運行されており、目白駅、日本女子大、

椿山荘、牛込柳町駅（都営大江戸線）を結んでいる。しかも、運行は頻繁であった。 

 私は目白駅前から「白 61」系統のバスに乗り、日本女子大のバス停で下車した。

そこには、日本女子大の正門があった。その写真を次ページの図７に示す。私のよ

うな一般人が女子大に入構するのは容易ではないが、「当たって砕けろ」と思って

正門をくぐった。（本文は、９ページに続く。） 

 

https://www.bdj.co.jp/safety/articles/ignazzo/1f3pro00000sihs4.html
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図６．都バス「白 61」系統の路線図 本図は、10）のサイト/lより借用。 

 

図７．日本女子大の正門 

練馬車庫 

http://pluto.xii.jp/bus/line/data/s61.html
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 正門横には、成瀬記念講堂の案内板があった（図８上）。それには、本講堂は正

門右手にあり、1906 年に竣工した明治時代の斬新な洋風講堂建築で、文京区指定有

形文化財である。正門左手には、成瀬記念館があった（図８下）。 

 

 

図８．上：成瀬記念講堂の案内板、下：成瀬記念館。 
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 私が正門を入ると、守衛のオジサンがいた。私は彼を無視出来ず、彼に尋ねた。 
私「成瀬記念講堂は拝見出来ますか？」 
守衛「否、予約制です。」 
私「成瀬記念館は拝見出来ますか？」 
守衛「どうぞ。」 
記念館の開館日（火曜日～土曜日、祝日を除く）には、入場自由のようだ。 
 記念館は入場無料で、女子大らしい大変瀟洒な内装であった。後で知ったことで

あるが、館内は撮影禁止であった。私はそうとは知らず、写真撮影をしてしまった

が、誰にも咎められなかった。私は「このような立派な記念館は、広報のためにも、

撮影許可にして欲しい」と思う。当館の２階は、内部が教会風で、成瀬先生の胸像

や資料が展示されていた。 

 
図９．成瀬記念館の２階内部 
 
 成瀬記念館のパンフレットには、次のような説明が記載されていた。 
日本女子大学は 1901 年に成瀬仁蔵（1858-1919）によって、この目白の丘に誕生しました。

創立者成瀬は、燃える情熱と不動の信念をもって、終生、女子教育の新しい理想の実現に

尽くしました。「女子を人間として教育する」ことを第一の目標にかかげた理念こそは、

まさに時代に先駆けた精神であり、また今後将来に向けて、不断に新しく再生されてやか

なければならない真理であるといえましょう。本学は、1981 年創立 80 周年を迎えるにあ
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たり、記念事業の一環として、創立者の偉業を偲び、成瀬記念館の建設を企画しました。

（後略） 

1984 年 10 月 18 日 当時の青木生子学長による成瀬記念館銘板より 

 

 
図 10．成瀬仁蔵先生の胸像（日本女子大学成瀬記念館２階） 
 
 成瀬記念館で頂いた冊子「成瀬仁蔵その生涯」を参考にして、成瀬先生の略歴を

以下に記載する。 
1858 年：６月 23 日長州藩士・成瀬小右衛門の長男として現在の山口市に生まれる。 
1863 年：郷校憲章館に入学。 
1875 年：山口県教員養成所に入学。 
1876 年：山口県教員養成所を卒業し、県内の小学校訓導となる。 
1877 年：郷土の先輩・澤山保羅（さわやまぽうろ、1852-1887、初めて日本で牧師になっ

た人物）によりキリスト教に触れ、大阪の浪花教会で受洗。 

1878 年：大阪で澤山と共に梅花女学校（現・梅花女子大学）を創立、専任教師となる。 

1879 年：同じ教会の服部マスエと結婚。 

1882 年：梅花女学校を辞し、キリスト教伝道に専念。 

1886 年：新潟教会の初代牧師となる。 

1887 年：新潟女学校を開校し、校長となる。 
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1890 年：新潟女学校を辞し、年末に渡米。 

1891 年：米国ボストン郊外のアンドーヴァー神学校に入学。 

1892 年：９月にクラーク大学に移り、主として女子教育を研究。 

1894 年：１月帰国。３月、梅花女学校の校長。 

1896 年：「女子教育」を出版。梅花女学校を辞し、女子大学設立運動に着手。 

広岡浅子女史（1849-1919）は「女子教育」に共感し、設立運動を支援。 

1901 年：日本女子大学校を創設、初代校長となる。 
1919 年：１月、肝臓癌が判明。３月４日、永眠。 
1933 年：高村光太郎作「成瀬仁蔵胸像」除幕式。 

なお、ウィキペディアによれば、成瀬は晩年にキリスト教信仰を捨てたそうである。

そのためか、現在の日本女子大ではキリスト教色がない。 

 明治時代にキリスト教に入信した日本人が、キリスト教信仰を捨てた話を、私は

聞いたことがなかった。その事実を確かめようと思い、ネット検索すると、次の記

事を見つけた（11)のサイト/5）。本サイトは次のように書いている。 
 平塚らいてうは、「自伝」で、「成瀬先生は、御自身が若くして敬虔なクリスト者であ

り、牧師の聖職にも長くついていた方でありながら、しかも当時の女子大には、梅花女学

校時代の教え子であるクリスチャンの学生が少なくなかったにかかわらず、実践倫理でク

リスト教を説くようなことはありませんでした。それどころか、むしろ、憎しみを帯びた

強い口調で、既成宗教としてのクリスト教の独断や偏見を非難して、感情的な婦人が、現

在あるところの教会や教団のなかに、安易な信仰を求めようとする態度のあやまりを戒め

るのでした。熱心なクリスト者であった成瀬先生のこうした宗教的な転機は、すでに早く

からあらわれていたものらしく、この広い自由な宗教観にもとづき、のちに「帰一協会」

を創立されたことが、「日本女子大学四十年史」になかにみられます。この帰一的宗教観

は、女子大存立の本源の精神と表裏一体のものとして、成瀬先生がもっとも熱烈に説かれ

たことでした。 

 私が想像を逞しくして、成瀬先生の心境を代弁すると、次のようであったのでは

あるまいか。 
私（成瀬仁蔵）は日本国内や米国の神学校でキリスト教を学び、全人類を救済する有難

い教えであると心から共感し、布教活動に邁進して来た。しかし、私が米国に来て、教会

や家庭におけるキリスト教の実態をつぶさに観察すると、それらは私が日本や神学校で学

んだキリスト教の理想像とは大いに乖離していた。また、欧米社会は人種差別社会であり、

キリスト教精神は白人同士では護られているが、有色人種には適用されていない。欧米人

はキリスト教しか知らない。しかし、私は日本や東洋の諸宗教もよく知っている。全人類

の将来のためには、既成宗教の枠を越えたもっと広い自由な宗教観が必要である。私は

「帰一協会」をこのような宗教館に基づいて創立した。 
 
 
参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/index.html 

２）のサイト：https://hgpi.org/events/sw-1.html 

３）のサイト：http://www.med.jrc.or.jp/tabid/101/Default.aspx 

４）のサイト：http://www.yamatane-museum.jp/image/map_big.gif 

https://blog.goo.ne.jp/cheremi100/e/4e3c71b77562c79bff92aca22ac84275
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://hgpi.org/events/sw-1.html
http://www.med.jrc.or.jp/tabid/101/Default.aspx
http://www.yamatane-museum.jp/image/map_big.gif
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５）のサイト：https://www.redcross.ac.jp/about/access 

６）のサイト：

https://ja.foursquare.com/v/%E8%92%BC%E5%A4%A9/4f724c94e4b091e4ed46b3b1 

７）のサイト：http://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/5427633.html 

８）のサイト：https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008315.html 

９）のサイト：

https://www.bdj.co.jp/safety/articles/ignazzo/1f3pro00000sihs4.html 

10）のサイト：http://pluto.xii.jp/bus/line/data/s61.html 

11）のサイト：

https://blog.goo.ne.jp/cheremi100/e/4e3c71b77562c79bff92aca22ac84275 
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http://pluto.xii.jp/bus/line/data/s61.html
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