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一生 懸命巻頭 に辞を書 いても、誰もあまり誼 んでくれな いだろうと 思っている。自 分もそうしたものを袢 て詔んだ

た めしが ない。そう諦めながら尚且 つ筆 をと ろうと するのだから、よ厄ど私にある何かの目的があるものと 思つてい

ただきたい。

或る詩人はいった。西洋の文 化を横 の文 化と 云い、 日本 の文 化を縦の文 化と 云う。たえず他と 接獨 し、たえず新し

い剌 戟をうけ 、その領域を揺 げるのが横の文 化である。孤 立した環境の中で、ただ自 己を内 省すること によってのみ

鼠 性生 殖をするのが縦の文 化である。 ひたすら脚下の地面を下へ下へと堀り下げていった文 化である。地表は、 一
見

祖先の素 朴で原始的な様 相しかなく と も、地 下には深遠無品の意味が埋れている。

常否はいわず、この断 章を諮 んでみて、私はあまりにもかりそめの凡 人でありながら、純 日本的な主 義者であるこ
と を自 認 する。

生 束私は昔を愛 する。そして昔を語 ること は何よりも築しみである。そうした意味に於て、昔を語 る安料を何に彼

によらず蒐集 するのが私の得意であり、私の道 楽であり、私の悪 蹄である。人は私を収集 マニアと でも云うだろう。

ヽ

か りに由緒を誇るある物件に劉して、これに開係 のある人々の物語をきいてみると、 必ず と云つてもよいぐらい、

古い僻 統と長い歴史を有する何々は、といった調子の切口上で話しかけるものである。さて、それではそれを語るだ

けの資料をお持ちかと芍ねてみると、 萬更そうではないことが多い。たとえば手近な例として、本學では昭和十二年

の暮、鉄筋 コンクリ ートの病合 を建てるために恩賜 館を取りこぼしてしまった。ところが、今その逍品がどこにある

かと尋ねると、どこにもないと答えるのが本昔である。しかし本學の「 一咆」 には、 明治 十年七月皇 居内の御寮屋二

棟を病合として本院 に下賜 されたものであるから、改築 に際しても長く 保存するようにと書いてある。外 國から蹄つ

てまもない頃恩賜餡一件を聞いた私は、どうせそのうちに参考品はなに一っ残らないだろうと邪推し、方々を探しも
とめてようやく棟瓦のひと揃いを拾．い集めた。

拾い集めたと云えば閥裁 のよい云い繹であるが、人から云わせると全く文 句づ きの泥棒ともいえよう。しかし、 こ

うした良性の泥棒があってこそ、 逍物の主要 な部分が大 切に保存されているのである。

追々新築 の病合や数室が學内を美化してゆくだろうが、 これに伴うて由緒は｛
盆々破滅されてゆく 。こうした勘 に於

て都市計甕も同じことで、特にこれほど史蹟、祖跡 を破壊するものは ない。ひどいのになると以前 の町名まで一雙 し

たところもある。常 事者 に於てなんとか考えて貰いたいのが、 我々昔を愛するものの切なる望みである。歴史が大 き

＜轄換 しつ4 ある今日、そんなことはと云われるならそれまでのこと、しかしいつかは尋ね求める人のあることを念

頭 において貰いたい。

明治 八年、蹴 上の坂道を改修 した現場監督はよほど偉かった人だと思う。堀 り出した「 南無 阿蒲陀 佛」 の石砕を路

傍に祀ったり、石垣の中に車石を利用して「車石」と標 示したり、四に氣の きいた人だと通るたびにいつも感謝して
い る。

さて、そうした氣持の持主 である私に、 一昨々年、時 の學 長であった勝教授から本學 八十年史を編鉦するよう仰 せ

つかったのである。學長の指名 であるだけ私にとつて誠に光榮であるが、 同時にまたそれは私にとつて大きな負 抱で

もありうる。

いかにはえぬきの者であるとはいえ、 第 一私にそれだけの文オがない。また一方 には臨床科目を招指する本� があ

るので、それだけの暇もない。 どう考えても、 私がそれの適格 者でないことは明らかである。しかし、 日頃 敬慕する

學 長の指名だとすれば、その意に従うのが部下としての役目だと諦め、いよいよ工作に滸 手した。

すでに、そうした種類の記念琥 がいままでに相雷多数 出ている。はなはだ失祖な云い分であるけれども、 どれを見

ても同じ ような筆 法で、なん となく固 苦しい感じがする。それに横の廣さがあっても縦 の深さがないので、何だか物

足りない氣もする。この貼 何とかならぬものかと考えたすえ、こうした方面に典 味を持つ、本學 出身又は開係の話先

生に依 頼して、まず八十年の道程を各時代に分 割し、その 得 手々々によって執 箪して買うことにした。御迷惑なこと
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でありながら、幸い各執筆 者から氣前よく引きうけて貰い、 次のような内容で骰足することにした。

説：

一、療病院時代

序

木屋町療病院時代

粟田 口療病院時代
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中

土 屋

片 岡 八
宮 田

四

ある。老 いてもなお 若者を凌ぐ健康の持主である。 自然また、學友會切つ ての人氣者でもあることは云う迄もない。

土屋博士は證學校時代の卒 業生であって、學生時代から校内の覇者であり、策者であり、辮士であり、又文學者 で

西支部長であり、雑誌 「諮諏」 の主宰者である。

史の大半は成 就したといえよう。それ等は、多くの刊行本となって世間に焚表されている。博士は日本諮史學會の開

中野博士が本學出身者ぎつ ての唯一な瞬 史學者であることは、すでに御承知のことだと思う。この人のために本學

聴する。

ラスト を得たものだと＃び、何に彼 によらずこの人の援助を求 めた。なかなか熱心な中堅學徒であることをここに吹

横田購師は私の数室員であり、諮史に闘する趣 味者であり、また文士である。私は数室同人からよいプレー ン・ト

緯と云う副 題を持つ 序説をつ け加えた。

卯ち、本學の八 十年史を四 期に分け、そのうち療病院時代を更に二つ に分け、初頭に、療病院開設に至るまでの純

四 、緊科大學時代

、幣 學専門學校時代

二、賢學校時代

(:::)

片岡教授は現在の學長である。慌専時代の卒業生であって、卒業後長らく京城諮 専に勤務しておられたが、終戦後

母校に迎えられた逸物である。頭のよさから、緊専時代のことは巨細にわたつてよく既 えていられる。公私 とも日夜

多忙 であるにも拘らず、よくここまで執筆下さったことを深謝する。

宮田 一氏 は本學豫科の数授であった。英文 學の大家で、今 は本學の購師の戦にある。本 學陸 格 の い き さつに就て

は、この人をおいて他にはない。それに豫科腹止後直ちに講師 に任用された人であるから、その後の大學のあり方に

就ても詳しい。つねに数務課 と同居しておられる開係 上、見聞も廣 いわけである。

かような兵に意義ある人達をスク ッフとして編輯したのであるから、内容において、充分吟味されたエッセ ンスば

かりであることは申し上げ る迄もない。もしもど こかに誤 謬とか脱落の訣黙 があるならば、 それは執筆者の罪でなく

て私の責である。

ただ、ここで一言 断つておきたいことは、 八十年間の古 いところほど 詳細をきわめ、後になるほど 多少省略した嫌

がある。それは記事そのものが年とともに煩維となり、 容易 に一括することが出来にくいからである。それに記録の

多く が現存しているから、たゞ要 貼を適常に摘 録したに過 ぎな い。かつは、我 々の老婆心であるかも知れないが、向

後百年史 でもつくる人達のために一部 をそのま4残しておきたいと思ったからである。

以上こうした絹輯の仕方は、或は「 一既」 のようには筋逍 が通らないかも知れないが、 そうしたことは「 一吃」 に

まかし、 主として今迄あまり知られなかったことや、 興味のあることに誼勁をおき、専らこれに肉付けしようとした

のである。
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品を渉撒した。お低で東京大學 や京都府認 や各家の所蔵 品を見せていただいたり、寄 附していただいたり、また、

来、また、色 々の援助 を仰ぐことが出 来た。そうした人のつくった年表だけに、将 来大いにまに合うものと思つてい

編鉦して貰った。氏 は永年勤招の生字引であるから、今回の年史をつくる上 にも色 々の害物を参考 と す る こ と が 出

次に附録 として、前 に述べた諸家所蔵 の参考安 料品目のほかに、 中央闘 書館の赤星軍次郎主任に依頼して、年表を

ただきたい。

で我 流に開んで貰 いたい。しかし、こ ちらで分つているものだけには振恨名をつけておいたから、安心して詔んでい

ん」でもない。「しようれんにん」が本常の詔 み方であ る。およそかような始末であるから、どうか詔 者は自己判 断

は折角の親切が親切にならないこ とになる。たとえば 、宵蓮院は「せ いれんいん」でもなけ れ ば、「し よ う れ ん い

団ませたいつもりで、勝手な振恨名でもつけようものなら、時 にはとんでもない大失敗を招くおそれがある。それで

番 困ったことは固有名詞の閑 みかたである。恐 らくこれほど厄介 なものはない。なんとか詔みたい、
それから、 一

の寓屈とか闘表をさし入れておいたから、誼 者のためには一居 便利であ ろうと思う。

なお、本文で充分説明しきれないとこ ろとか、本文を詔 んですぐ合貼して貰えると思ったとこ ろに、なるべく多く

ために便宜 をはかった。

感謝 の意を表する。そしてそれ等の安 料は、引用文献 とか或は註として各時代ご とに書きそえ、詳しく知りたい人の

ろいろの助 言までたまわった。そうした表料は巻 末にまとめて掲載して、我 々委員に興えられた御好意に到して深く

い

まず その準備として、 度 々座談會とか研究會を催して構想を練り、その問、各方面にわたつて手廣く資料とか参考

.......
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た，ところが追憶なことに は、 氏は都合あって完結するに到らなかったので、 横田講師 に依 頼してその大半を補足す

ることにした。

索引 が非常に便利なものであることは誰にも分つているが、さてこれをつくるとなると、これまた非常な面倒がか

かる。しかし、校正の時にひと通りは詔まなければならないので、簡限ではあるけれども 、 人 ・件 名を取園めること

にしたeまた、あまり詳しすぎても年表と重複 する嫌がある。専ら横田講師の労を煩した。

なお別に、各 敦室とか各 職場 、或は花園 ・伏 見雨 分院、附属 女子醤 學専門部 、看護 婦學院等の沿革史をそえるつも

りでそれぞれ手配してみたが、あまりにも反應 がなかった。中には賭分詳しい報告 をしていただ い た教 室 も あ った

が、原稿 の不揃いと謄裁 の不一致 から、今回は逍撼ながら省略 することにした。しかし、それでは原稿 をいただいた

数室には甚だ申し繹がな．←ので、 内容の一部 を本文に取入れ、また原稿 は、そのま4、 座談會の記録と一緒に圏書餡

の方で保存することにした。

今度片岡學長の肝煎で、本學史料室が闘書館の所管で、 別に設けられることになつているから、ゆくゆくは、そう

したものが全部 ひと闘めになつて保管され、展翌にも閲甕にも便宜 をはかることになっている。

さて、我 々は初めから、こうした大事 業はどうせ長の月日を要するだろうと思いながら、覺悟の上ではせめて二年

後の秋頃 までには完成したい心梢りでいた。それは物には時機と云うものがあるからである。しかし本格的に賄手し

てみると、熱心な製作意欲から考證 的な苦 悩があったり、また屈剣な藝硝的見 地から閤裁 上の煩悶があったりして、

とうとう今日に立 ち至った。
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とを参 考まで に附記する (
) （
昭 和 三十 年 六 月

l

日）

ついで ながら、粟田口療病院址に建てた記念碑 の表 字は片岡學 長の筆で あり、木屋町療病院址の分は拙筆で ある こ

ない破 目に陥ったことは、我 々の熱 憫に比 してその佗 しさは意外にも大きい 。

よる もので ある 。なお初め 、見返 しと装 釘にもう 少し腐心 する つもりでいたが、珠算 の都 合で 思い切 らなければ なら

追て、本史 の題 字は土屋博 士の執筆になる もので あり、挿入の寓 慎の撮 影 と配 置は、 ひとり横田講師 の苦心 の作 に

を表 し、併 せて新谷石匠 の労 を多 とする 。

ただいた市 営局 の方 々、別けて笹部建設第 二係 長、齋藤 技術吏員、 又青 蓮院東 伏見門跡、同永 井執事 長に感謝の微 意

なお、木屋町、粟田口雨療病院址に記念碑を建立する にあたり、つねに寛 大な慮 置と、 色々の便 宜をとり持つてい

ささげる 。

伊吹前事 務局 長、海老瀬庶 務係 長、村瀬學 生係 長、東 村営継係 長、水越 治博 士、吉田幸雄學 士に封して深甚 の謝意を

また、この事 業に、初め から有らゆる 理解 と多 大の援 助をたまわった勝前學 長を初め 、片 岡學 長、角田名径数授、

の苦労 を忘 れる ことが出来る ので ある 。反面、私はこれ等同 志の方 々に封して厚く御祖を申上げたい 。

らく誤者 の闘心 からある 何物かを把握する だろう と幻 想する 。事 賓、そう あってこそ、執筆同 志はそれによって今迄

しかし悉 くが各 分援 執筆者 の不断な努力 の傑作 で ある だけに、この異 色大作 が諮者 の面前に展開された暁には、恐
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