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鶏の口イコチトゾーン症と小倉喜佐次郎獣医学博士との関係 ，

そして知り得た日本統治下の台湾の獣医畜産事情 (1 ) 

秋葉和温 本

はじめ に

平成 19年4月29日付けの手紙を鶏病研究会元理

事長の佐藤静夫氏からI頁きました。それには 「小生

も会員ですが，日本獣医史学会が今秋に創立 35周

年を迎えるに当たり，日本の獣医学の発展に貢献し

た故人の業績を，人名事典の形式でとりまとめ出版

することになっております。この計画は昨年の今頃，

決定され，編集委員会で選択された対象者について

適当な執筆者を依頼し，原稿を集めているとのこと

ですが，いまだ，かなりの対象者に適当な執筆者が

見当たらず，原稿が未完の状態とのことです。-

獣疫調査所で所長心得まで勤め，鶏ベストに関する

初報告をされた右田百太郎先生については執筆者

が見当たらず，編集委員会から誰か適当な方を世話

して欲しいと依頼されました。そこで，昨年，学兄

が畜産の研究に連載された「鳥インフノレエンザに関

わる記事」の中に，右田先生に関する詳細な記述が

あったことを思い出しました。再度， 学兄の記事を

読ませていただき，十分な資料が含まれていること

が判りましたので是非，学兄に執筆をお願いすれば

と存じました。編集委員会の投稿規程では，字数

1，200字以内に，生い立ち，学歴，職歴，学位，受

賞，おもな業績内容，できれば人物像などを記述し，

もし，顔写真があれば，収録したいとのことです。

なお，本学会は財政基盤が弱いので，原稿料は出せ

ないとのことです。また，人名事典としての出版で

あるので，追悼文のような敬語表現にはしないで欲

しいとのごとです。以上のような次第で全くのボラ

ンチィア活動になってしまい，また，突然のお願い

で申し訳ありませんが，畜産の研究掲載記事並びに

お手持ちの資料の範囲で結構ですので，是非ともご

執筆頂きたく存じます。また，編集委員会からの希

望として，5月末までに小生宛原稿をお送り頂けれ

ば幸甚に存じます。以上，お願いまで，ご都合をお

知らせいただければ幸いです。Jと書かれていて，

‘元農林水産省家畜衛生試験場(KazuoAkiba) 

参考までにとして(文責-佐藤静夫)とした椿原彦

吉先生の提出原稿 08，8， 4のコピーが同封されて

いました。

5月5日，秋葉から佐藤氏への返事。

「……先日は右回先生についてのご依頼，光栄に

思っています。畜産の研究では鶏病に限定しました

が，先生は多方面の仕事をされていますので，追加

してお送り致したいと思います。その節はよろしく

手を入れて下さいますようお願し、致します。では何

れまた。」

この原稿は 5月 12日に手紙を添えて送り， 5月

19日に受け取ったこと，内容に差し支えない箇所を

短縮させて頂きたいと書かれていました。

その後，6月4日付けの佐藤氏からの手紙に r... 
…もし，学兄が今まで調査されたなかで若手生虫関係

の先生，たとえば，新見大四郎，渡辺昇蔵先生など，

また，小倉喜佐次郎，岩科一治先生などの資料をお

持ちでしたら執筆頂ければと存じます0 ・・…・」とあ

りました。

「この方々の中で、小倉先生については私の恩師

の元鳥取大学教授の板垣啓三郎先生の台湾時代の

恩師であったとして二，三お聞きしていますが，次

ぎのような程度のものですJとしてそれも断片

的で，間違いがあるかもしれませんが，盛岡高農を

出られて，北大で先生として学生を教えられていた

時代があったようです。どのような形か知りません

が，板垣先生は台湾では総督府中央研究所，その後，

台湾総督府農業試験場に勤めておられたのですが，

その何れかの時の上司であられたとか。さらに板垣

先生が台湾の鶏ベス トについて報告されています

が，その中では『・…・台北帝大の小倉博士の校聞に

深謝す』とあるので， 小倉先生は台北帝大の時代が

あったようで，教授か，助教授か，講師か，この記

載からは分かりません。また昭和 25年の 1月頃，

鶏のコクシジウムに関する研究を学位論文として

北大の平戸教授に提出される前に小倉先生に診て

0369-5247/081￥500/1 論文IJCLS
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貰われるため台湾から帰国され，盛岡に居られた小

倉先生の所へ行かれ，盛岡で胃の切除をされ帰って

こられなかったことを覚えています。また平戸勝七

編「獣医微生物学j の中にピロプラスマj につ

いて書かれている。また私(秋葉)自身は森下薫先

生の書かれたものの中に「台湾で、小倉は鶏に 3種の

Leucocytozoonを見たといって居る」とし、う記述が

あったので，日本に帰って用賀ヒラキシン研究所を

設立しておられた小倉先生に，手紙を出し日本

の鶏に見られた原虫を L.caulleryiと同定し報告し

ましたが，先生が台湾で見られていた 3種の中に

L. caulleryiと同定されたものがあったでしょう

か?J と手紙を出したのです。先生は，わざわざ，

小平の農林省家畜衛生試験場の私の研究室に来て

下さって，顕微鏡で血液標本を見て，台湾で A，B， 

Cと呼んでいたが，その Aと呼んでいたものが，L.

caulleryiのことで， 日本のものを L. caulleryiと同

定してよかろうと同意して下さったのです。

「私は，こんな程度しか知りませんが...Jという

ことで，先生のご家族の方から，お聞きすることが

できれば，小倉先生のことを，書かせて欲しいと 6

月9日に佐藤氏に返事すると共に，同日，小倉先生

のご家族のどなたかが，この住所におられることを

祈りながら，小倉喜佐次郎先生ご、家族の方様として，

干193-0942 東京都八王子市柄田町 524-1 ヒラキ

シン研究所宛てに，手紙を出しました。

また元鳥取大学の坪倉教授にも思い出の記のよ

うなものが，板垣先生に送られてきて，現在，どこ

どこにあるといったこと，あるいは，何か手懸りに

なるようなものをお持ちではないでしょうか，など

と手紙を出しました。

しかし， 15日あて所に尋ねあたりません八王

子南Jとして返って来ましたとして，平成 19年 6

月16日付けで佐藤氏に次ぎのように連絡しました。

「残念です。どうされたのでしょうかね。郷里は

盛岡，あるいはその周辺と推定されますので，先生

が死去されてから，郷里にお帰りになったのでしょ

うか。それで， 15日午後，ヒラキシン研究所の電話

番号にも電話してみましたが，今は00診療施設と

なっていました。 『小倉先生という方の名前を聞い

たことはありませんか』と聴きましたが， ~知らな

し、』とのこと。このようなことから，次の手懸りと

しては，

1.先生の本籍地は，恐らく盛岡，あるいは，そ

の周辺と推定していますが，盛岡高農，岩手大学獣

医学科同窓会名簿に小倉先生の本籍地は載ってい

ないでしょうか。

2. 獣医学史学会の事務の方に頼んで，①八王子

市役所で移転先を聞いて貰い，そこに私が手紙を出

す。②日本獣医師会会長をされたことのある館沢円

之助先生は殆ど，小倉先生と一緒に仕事をされてい

たので，小倉先生のご家族の方が，今，何処におら

れるかは知っておられると思われます。円之助先生

も，もう他界されておられると推定されますが，そ

の当時の住所にご家族の何方かが居られることを

期待して，電話をして貰い，小倉先生のご家族の方

の住所を聞いて貰う。住所が分かれば，私が手紙を

出しますが・ー…。③小倉先生は台北帝大の先生(教

授，講師か，その他)をされていたようですが，石

谷先生も台北帝大の助教授として戦時中に鳥取農

専から行かれたので，何か手懸りになるようなもの

を持っておられないでしょうか。②から手懸りがえ

られれば良いですが，それも駄目でしたら，石谷先

生にも聞いてみますが・・・・・・。

こんなことをお伝えしなければならないこと残

念で申し訳ありません。何としても住所を探し出し，

資料の提供を受け，載せたいものですね」と。

その後，八王子市に住んでおられる元家畜衛生試

験場北海道支場長小林和夫氏が，生前，小倉先生と

交流があり，小倉先生の葬儀の後，小倉先生の息子

さんが，書かれたものを貰ったことがあるというこ

とが半IJ1')，佐藤氏がそのご子息の住所と 「父逝きて

思い出の記Jというもののコピーを私に送って下

さったのです。それらを基にして，小倉喜佐次郎先

生について投稿規程に沿ってまとめ，佐藤氏にお送

りしたのです。

そして，この作業を通して，この機会に，小倉先

生の勤められた北大でのことや台北帝大，中央研究

所，淡水の家畜衛生試験所とは，どのような由来の

あるものであるのかなどの疑問が湧いてきたので，

ご子息の「父逝きて思い出の記」も引用させて貰い，

先生の業績と併せて，私と関係のある鶏のロイコチ

トゾーン症との関係という観点から，記録として残

しておかなければと進めてきたのです。

上述のように佐藤氏から右田百太郎，小倉喜佐次

郎先生方について書く よう依頼された 5月頃には，
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このようになるとは思いもしないことでした。

91歳にもなられた石谷先生が昔のことを思い出

して下さって，何回も，手紙で，ハガキで，電話で，

お知らせ下さったり，台湾の林本欽氏からも，私の

あれやこれやの多方面の質問に対して，何枚にも及

ぶ返答をお寄せ下さったり，元鳥取大学教授の山根

乙彦先生からも，厳父であられる甚信先生の履歴も

お教え頂き，また伊藤 全氏からも掘り出しものの

資料の送付を受けたり，小倉先生のご子息の規一郎

氏からも何回か，資料を頂きながら，さらに，佐藤

氏からも葛西勝弥博士追憶集の中に小倉先生が書

かれた「先生の思い出Jのコピーも送付を受けまし

た。このように多くの方々のご厚意に，厚く感謝申

し上げます。

さらに，もう少し，小倉先生と葛西先生との関係

を知りたくて，葛西勝弥博士追憶集を京都大学図書

館の検索係りの方に探して貰ったところ，北海道大

学図書館にあることが分かり，もう l冊，高沢寿編

台湾の牛疫史と共に宇治中央図書館を通じて借用

して貰い，必要箇所のコピーを取りながら，ここま

でまとめることができました。なお，送料は片道

1，220円，往復 2，440円，コピー代 1，400円前後か

かりましたが・・・…。しかし，あちこちで，引用しま

したように，とても参考になりました。

まだ不十分の所もありますが，将来，どなたかが，

より正確な，より詳しいものにして下さることを期

待して，私はひとまず，この辺で筆を摘きたいと思

います。

第一部 鶏のロ イコチトゾー

ン症 と 小 倉 先生との関係

.小 倉喜佐次郎獣医学博士とは

1 .出生から北海道 帝国大学時代まで

1)出生から北海道に渡る前まで

出 生

明治 30年(1897)4月 15日，京都府乙訓郡新神

足字開田(現長岡京市郊外)で実父永田清五郎，母

よその五男として生まれる。

学 歴

小学校 5年生の頃は将棋が好きで，村の名人とい

われた大人と対局し，勝利したことが村の話題とな

り，関西将棋界の名人と云われた坂田三吉氏一門の

人が，坂田道場への入門を勧誘しに来たが，実父は

即座に断った。小学校を卒業する時期となった時，

校長が幾度か実家を訪れ，百姓にしておくには惜し

いと，進学させるよう実父を説得，進学させること

となった。この校長さんの熱心な説得が，父の人生

を学究の道へ導く動機となったとのこと。

明治 44年に府立京都二中に入学，同級生に水谷

長三郎(片山内閣商工大臣)，飯田新三郎(高島屋

百貨庖社長)の各氏がおられる。大正 4年に卒業。

受験直前に盲腸炎となり，其の年の受験は不可能と

なり，翌大正 5年に盛岡高等農林学校獣医学科に入

学。特待生で授業料は免除された。 (農芸化学科の

宮沢賢治は 2年先輩であった。)大正 8年に卒業。

職歴

盛岡高等農林学校獣医学科を卒業後，朝鮮での牧

場経営を夢見て， 5月には朝鮮総督府に在職してい

る先筆を頼り朝鮮に行く 。紹介された総督府直轄の

農場に赴任したが年で帰国した。その主な理由

は，学校で、教わったことのない病気が多発し，能力

の限界を感じたことにあったと。

帰国後，鳥取県立農業学校の教諭として 1年間，

在職した。

最初，鳥取県立農業学校とあったので，私(秋葉)

は，びっくりしました。小倉先生が，まさか，鳥取

と関係があろうとは全く思ってもいなかったから

です。ついで、，その農学校とは，どこの農学校で、あっ

たのであろうかと思った。しかし，ここでは分かり

ませんでした。 I父逝きて思い出の記j の最後のほ

うの 23ページになって・…ー鳥取県倉吉市の善

正寺で納骨法要の後， ~豪雨の中遺骨を墓石内に納め，

永遠の別れを告げた。」とあったので，倉吉の農業

学校であったこと，そして大正 9年(1920)，縁あっ

て倉吉市在住の小倉又蔵氏の婿養子に行かれたの

だということが分かりました。そして永田姓から小

倉姓となり，本籍も鳥取県倉吉市東岩倉町 2，264番

地となったということです。

2)一北海道帝国大学時代の状況

(1)北大に行かれた理由

どのような理由で北大に行かれたのかとか，北大

での様子については葛西勝弥博士追憶集の 201-208

頁に「先生の思い出Jとして小倉先生自身が書いて

おられるので，それを私なりに紹介します。
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最初，朝鮮総督府の農場(洗浦の羊の牧場)に就

職されたが，毎日のように羊が死んで閉口され，病

気が分からねば動物を飼う指導者になってはなら

ぬと考え，そのために病理学を勉強したいと希望さ

れていた。その後，母校の三宅隆人先生(葛西先生

と駒場の明治 43年 7月卒業の同期の友人)より北

大の小倉鋪矢面i先生(明治 28年 7月駒場卒)に推

薦して戴くことになり，病理学を市川先生の許で勉

強出来るものと思い，大正 10年 4月に北大に行っ

た。しかし，市川先生の講座が出来ていなかったの

で，細菌学は嫌いで、あったが，不本意にも大正 10

年(1921)新設された葛西助教授の家畜衛生学講座

の助手として採用されることになったのであると

のこと。4月から勤務。 しかし，葛西先生不在のた

め市川|厚一先生の病理の講義を聴かれていた。

葛西先生は大正 10年 4月に 5カ年間の海外留学

から，ご帰朝になり，朝鮮に出かけられ，当時発生

していた朝鮮の牛疫の流行を視察になり， 9月の終

わりに札幌に帰られた。この時，初めて葛西先生に

お会いになった。小倉鉾太話先生の紹介で「病理学

が希望で来たのだが講座の関係で君の所へ廻した」

と説明された。葛西先生は一寸ご不満の様子をされ

たが「細菌学に専念出来るだろうか，兎に角やって

みるさ」と仰せられた。葛西先非は相当神経質に見

え，気に喰わなければ何時でも止める決心で兎に角

やってみることにした。

その日は病理学実験室に行って後片付けをした。
ろう

その際，小倉先生(鉢示郎)は「暇があれば市川君

の処に行って勉強しでもよし、Jと仰せられ，市川先

生も「講座があれば手許に置くのだがj と仰せられ

た。

そしてその翌日より葛西先生の教室に勤務する

ことになり，辛抱出来るか，何うかを試すことにし

た。

またご子息の規一郎氏も次ぎのように思い出の

記に書かれている。

「しかし，牧場経営の夢を捨てきれず，農業学校

(鳥取の倉吉)を l年で依願退職した。目的達成の

ためには，大学の研究室に入り，高度な専門知識を

学ぶことにあった。そのために， 2年間の予定で，

北海道待国大学農学部畜産学科第二部の家畜衛生

学講座の助手として在籍することとなった。その教

室の教授(当時は助教授 秋葉)は，スピロへータ

の研究者としても著名な葛西勝弥先生であった。葛

西先生は満鉄獣疫研究所長などの要職を兼任され，

アメリカのミシガン大学など欧米諸国の大学，研究

所に出張されることが多く，留守中は父が代理を勤

め，葛西先生の講義は， 1， 2週間の集中講義になる

ことがあった。

その当時，隣室の病理学教室には，東京帝大医学

部の山極教授と共に家兎の耳に人工ガンを発生さ

せ，世界的に有名な市川|厚一教授が在職されていた。

父は市川先生にも気に入られ，暇をみては，先生の

教室に出入りし，指導を受けていた。

なお，この時期であろう，規一郎氏手紙によれば，

『その後も家兎の耳にタールを塗布することはさ

れていて，父も市川|先生のお手伝いとしてターノレを

塗っていた』とのこと 。 ~毎日，同じ部位にタール

を塗ってははがし，塗ってははがし，それを長期間

続けて，癌細胞が発生したものであると云っていた

ことを思い出しました』とのことで，何回も，この

ようなタールと癌との関係は観察されていたよう

です。

やがて，北海道帝大での 2年間に及ぶ貴重な実習

を修得し，朝鮮での牧場経営の夢を果たす時が来て

いたが，葛西先生から大学に残るようにとの5齢、慰

留があり，思案したとのことであった。思案の末，

学問好きの父は，牧場経営の夢を断ち，葛西先生の

下で講師待遇として勤務することになった。Jと(小

倉規一郎記より)。

結局，大正 10年から昭和 6年まで 10年間北大に

勤めることとなった。この 10年余の勤務で学生の

実習を担当されている。

(2)小倉先生の仕えられた葛西先生

の履歴，そして指導と素顔

ここで葛西先生の追憶集から先生の履歴につい

て触れてみました。

葛西先生は明治 18年 1月 31日， 盛岡市外米内村

字下台(現在盛岡市)で元南部藩士出淵勝応という

父と ，母ちうの 8人兄弟の末の 4男として出生。明

治 32年， 15歳で葛西家に入籍。明治 37年 (20歳)

4月，仙台の旧制第 2高等学校入学，明治 40年 (23

歳) 3月，同校卒業， 9月，東京帝国大学農科大学

獣医学科入学，明治 43年 (26歳)7月 11日同大撃

卒業， 9月，大学院に入院，津野慶太郎教授に師事

して「牛学Jを専攻，明治 45年 7月，同大学院終
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了，大正元年 (28歳) 10月， 東北帝国大学農科大

学実科講師を嘱託，獣医学大意を講ずる。大正 3年

(30歳)4月 16日，東北帝国大学農科大学講師を

嘱託，獣医警察学を講ずる。この頃から北里研究所

の秦佐八郎博士に師事し，毎年， 一定期間，小林六

造博士と机を並べて微生物学の研究に従事。大正 6

年 (33歳) 1月 30日，東北帝国大学農科大学助教

授に任ぜらる。同年 6月 1日，家畜衛生学研究のた

め， 3カ年間，米 ・英及び仏国へ留学を命ぜらる(但

し，私費留学，鹿島家からの援助一秋葉， しかし，

大正9年4月以後の学資及び帰朝旅費全額は官費支

給された。)。同年 10月 l日，横浜より乗船，米

国へ向かう。アンアーパーにあるミシガン大学医学

部細菌学教室のノーヴィ教授について主としてス

ピロへータの研究に従事。大正 10年 (37歳)4月 8

1 帰朝。4月 14日，帰任。4月 18日，家畜衛生

学講座を新設し，その担任を命ざられ家畜衛生学，

細菌及び免疫学を講ずる。

この年の 9月の終わりに，小倉先生は葛西先生に

初めて会われたということである。しかし大正

11年 7月 29日には朝鮮総督府獣疫血清製造所技師

を兼任され，同所の研究態勢確立に尽力す。また大

正 12年 4月 21日には，奉天に満鉄獣疫研究所を創

設するため，その設置に関する事務を嘱託されてお

られる。大正 13年 (40歳)2月 2日，北海道帝国

大学教授に任ぜられ，家畜衛生学講座を担任。3月

17日， w鼠枝記スピロへーテと鼠スピロへーテとの

異同』なる論文を北海道帝国大学に提出し，農学博

士の学位を授与さる。大正 14年 10月 1日， 奉天獣

疫研究所の落成と同時に所長事務取扱を命ぜられ，

奉天に赴く 。爾後昭和 6年まで引き続き所長として

年々夏期を中心に 3，4カ月間奉天に滞在し，満蒙

獣疫の防温とこれが研究指導に尽俸す。昭和3年 (44

歳)8月， w東亜家畜防疫会議』の開催を提唱し，

その努力により日 ・ソ ・支各国代表を糾合し，第 l

回会議を大連満鉄本社で開催。昭和 6年 (47歳) 1 

月 23日欧米各国へ出張を命ぜられ， 25日出発，シ

ベリア経由でソ ・独 ・英・仏・瑞西(スイス)・壊(オー

ストリア)・旬(ハンガリー)・丁抹(デンマーク)・

諾威(ノルウェー)・瑞西各国を歴訪。この間 6月に

はロンドンに於いて開かれた第二回国際科学及び

工学史会議に臨み， 9月米に渡り，ついで加奈陀を

経て 10月再び英 ・仏・独・填 ・旬 ・伊各国を巡歴

し獣医教育機関，研究所等の見学視察を終え，ナポ

リより乗船， 12月 18日帰朝する」と履歴に書かれ

ている。なお，日本獣医学人名事典も参照のこと。

このように葛西先生はご多忙で，札幌，いや北大

から遠く朝鮮，満州、ほ更に諸外国を歴訪されること

が極めて多かったことが示されています。

そして，追憶集には次ぎのように葛西先生につい

て紹介されているのです。

葛西先生の文献収拾については有名なようで，高

野六郎先生は 48頁に「葛西君の室へ入って感服さ

せられるのは研究関係の文献が整然ととり揃えで

ある光景であった。伝貧はいうまでもなく ，あらゆ

る問題の，古今東西の文献が整理されてあるらしく，

軽い話柄でも，こと専門領域にふれると，文献的に

食い下がって偉大なる底力を露呈することがしば

しばであった。レプリントを集める性癖はそれが学

問以外のことに発現すると，古切手集めやマッチの

ペーパー集めにもなるのである。葛西君にも集めく

せが相当度にあったようである。」と。

また奉天の獣疫研究所の図書のパックナンバー

を整備されていた(安東洪次， 39頁)とか特に

獣疫研究所の図書室は先生が心血をそそいで蒐集

完成されたもので多くの内外の獣医学雑誌が集め

られ一巻一号から完備したものが少なくなく獣医

学雑誌の完備している点では正に日本一の図書室

であって間接直接吾等もその恩恵に浴したもので，

潜に葛西先生の誇りとせられたもので，実に棋界

のー偉観で、あった。砕し敗戦と共に先生の苦心にな

る貴重な図書も散逸し，其一部は心なき満人の暖を

とる燃料とさえされたと聞き，誠に残念、至極に思わ

れる 0 ・ー Jと。これは小華和忠士先生の 197頁よ

り引用した。

さらに， i先生の御若い頃の猛勉強ぶりは有名な

ものだ、った由で書を紐解いて三更に及ぶを例とし

為に奥様も随分苦労なされたと聞いております。助

教授時代は授業はなるべく量を多く新説を網羅す

る点にも力をつくされ内外新刊の図書雑誌は悉

く目を通して教授内容に関係のある新説奇象と名

のつく凡てを学生に紹介したそうですが併し実際

に学会の推移を見ると新しい学説とか奇現象など

はそうざらに起きるものではなく例えば流れに浮

かぶ水泡の様なもので出たと思うとすぐ消える。今

日迄生命を保って居る学説というものは幾何もな
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い。それも何日迄の生命かも未知だ。そう思ったか

ら講義ノートはどんどん省いて今ではぎりぎりの

所迄圧縮して斯んな形になってしまったと，ポケッ

トからカード様式のもの三枚ばかり出して見せら

れました。それは只題目と要領とを簡単に書いたメ

モ式のもので一般の通念から言えばとても大学教

授のノートとはうけ取り難いものでした。 『併しこ

んな芸当は誰にも出来るとは限らないよ。君』とこ

の点になると全く先生の独壇場で大変ご機嫌が良

かった様に見受けられました。先生の講義は基本的

事項はノートさせるが発明発見の動機機縁の点に

なると決してノートを取らせず先生の感動を直接

学生の身内に伝える方式を採られた様に聞いてお

ります。新渡戸先生は大拳教育はノートを一切忘れ

て而も尚何物かが残るものでなければならないと

述べておられますが，先生の教育は正にその定義に
あて t

当飲まるものと言うべきでしょう。大挙教授として

年々新卒業生を送り出したり一緒に実験などする

のは矢張り楽しいものだが新学期になって又第一

頁から同じことを繰り返すのかと思うと 柳か憂穆

になるとも申されました。」と。

葛西先生は語学の天才と言われた方です。これに

ついては多くの方が書かれておられますが，小葉和

忠士先生は 199頁に「先生は語学の豊かな才能を有

せられていた上に，其の学習は一生を通じて精進努

力されたので，英 ・仏 ・独の先進国の語学は勿論，

米国留学の際にはギリシャ語の様な難解な言葉さ

えも，ものにして帰朝され，其の学界へのお土産と

しては「医語より見たる希繊語」なる貴重な著書を

され，医学挫(なみ)に獣医学を学ぶ者の為に語原学

的術語学 (EtymologicalTenninology)への関心と其

研究に対する興味を植えつけられた功績は実に甚

大であると言うべきである」と書かかれている。こ

の「医語より見たる希蝋(ギリシア)語Jの講習は，

各地，教室では勿論であるが，朝鮮の獣疫血清製造

所，奉天の獣疫研究所でも講習されておられる。

また葛西先生の次ぎのような素顔も紹介されて

います。

高野六郎先生は 22頁に「葛西君は音楽芸術にも

教養が深かったらしい。中でも自信ありげなのは謡

曲で、あった。北研へ来始めた頃は僕も時々彼の大音

をきかされたが，どうもうまいようで、あった。謡を

きかされた縁故で彼に特殊の芸道の指導をうけた

ことがある 0 ・・・・・j 。

平戸先生は 274頁に「先生は弟子の指導や研究の

事に関しては，非凡な熱意と徽密さを以って，晩年
すニぶ

まで少しも変る所がなかったけれども，反面頗る

酒脱な，通人であられたことも人の知る通りである。

・・・兎に角，先生は学間以外でもいろいろ道楽に熱

中される丈の余裕と人間味が生来備っていたよう

に思われる。殊に謡曲は御一生を通しての道楽だ、っ

たようである。学生の頃には毎日宝生流の師匠に

通って，朝から晩まで人の稽古を聞いていたが，試

験はいつもトップだったなどと述懐される程の凝

り方でもあったらしい。…-一学生の歓送迎会などに

は，微醸を帯びた先生に，得意の声色や，狸々，羽

衣などの一節を所望すると，玄人はだしの至芸に皆

いい気分になって，日頃のこわさも吹飛んでしまう

のである。Jと。

追憶集の 328頁の佐藤健吉氏によれば先生(葛

西)の文学的素質の裏書は二高時代生徒演劇者の白

眉として活躍され，当時の青年教授土井晩翠をして

紅顔の美少年であったと述懐されて居るのでも明

かであり余程印象が深かったものでしょう。」 と。

私，秋葉は中学時代に岩波書店の国語教科書で土井

晩翠作 i~星落秋風五丈原』の二，鳴呼南陽の旧草

虚，一…以下略」の詩を習い，熱血漢の先生が歌い

ながら教えて下さった。今でも歌える。いつであっ

たか，家族旅行で仙台の土井晩翠旧庵を訪れ，管理

人の方と，この歌を歌い，晩翠先生を偲んだもので

す。そして大分県の竹田の岡城祉や滝廉太郎の住居

などをも訪れ，荒城の月を歌い両先生を偲んだもの

です。土井晩翠先生をして，そのように述懐されて

いたということは，やはり大した芸もまたお持ちで

あったのですね。すべてに秀でておられたのですね。

小倉先生には，このよ うな隠し芸といったものは，

板垣啓三郎先生からも聞いたことはありませんし，

追憶集などにも書かれていません。ご子息も知らな

いとのことでした。

(3)家畜衛生学教室における小 倉

先 生 の 様 子 と 研 究 ， 指 導 状況

葛西勝弥博士追憶集に小倉先生ご自身がかかれ

ている「先生の思い出Jによれば，次ぎのように書

かれています。
しばら

暫くは毎日，教室の整理と先生の持ち帰られた

病原体(トリパノゾーマ，スピロへータ)の種接ぎ
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の手伝いをした。教室の器械としては僅かに新しく

購入されたオートクレーブ(後藤風雲堂製)，電気

鮮卵器(山越製)にガス用乾熱滅菌器(後藤風雲堂

製)が燦然と輝いて細菌学の教室らしくしているに

過ぎない。その外には 2，3千本の試験管， 2，3百箇

のシャーレ，大小十本位の標本瓶，一束の硝子棒，

硝子管，数十本のメスピペット，一締の半紙位が主

な物品で、あったと記憶している。

次に先生の控室の整備であるが，戸棚，机，椅子

の配置一つ一つに慎重な検討が加えられ，ゼンナー，

パストール，コ ッホ，メチニコッフ，ノーピイ，北

里，時重の各大家の額を壁に飾付けるときの知きは

更に大変で全く神経質そのもので，私の如き神経の

鈍いものでは勤まり相もないとさえ考え，かかる細

かい神経を具えねば細菌学には適さないのかも知

れぬと只感心しえらいことになったと後悔した。

実験室の整備が終わらぬ前に，お持ち帰りの病原

体の種接ぎをせねばならなかった。注射器の煮方，

実験動物の持ち方，ノーピイのピペッ トの作り方，

動物の解剖の仕方，心臓血液の吸取方，注射の仕方，

暗視野顕微鏡の操法等実に厳格に教授を戴いた。

大正 13年に学生用の顕微鏡(ライツ製)が 3台

購入された(規←郎氏の手紙では，父はレンズは

カール・ツアイス社のものに限ると言って，顕微鏡

もカメラもツアイス社のレンズを使用したものを

愛用していたようですとのこと)。

教室が始まった翌日，先生はカーキ色の実験服，

私には白いのを各二着宛て注文した。ゴム引の前掛

けの二枚注文した。数日後に出来たので，これを着

用して先生と並んで硝子器具の洗糠をしたが，先生

は始終ピアノの譜を口ずさんだり，鼻歌を歌われて

いた。御機嫌のよい時には実験中でもお歌いになっ

た。Jとo

このピアノの譜を口ずさんだり，鼻歌を歌われて

いたということに関連するものとしては，既に前項

の履歴に続けての素顔として紹介している。
あやま

つづいて「私が過って試験管を壊したところ早

速叱られ，かくするものだと模範を示されたが，不

幸にして之が擦れて模範というものはよくこうな

るものだと笑われた。次ぎに之は高価で，大切に洗

わねばならぬと大きな褐色標本瓶を持ち出され，私

が洗ったところ，何うしたものか真つ二つに割れた。

この時は何うしたものか先生は怒ることなく慎重

な顔をなさっただけだ、った。」と。

また葛西先生の講演について，御帰朝後しばらく

して，畜産学会で，初めて先生の講演を聴いた「先

生のお話は朝鮮の牛疫についてであったが，全く落

語家の話を聞くが如く誠にお上手で無味乾燥な専

門のお話も興味津々たるものであった。・・…・当時先

生から受けた印象としては先生は神経質ではある

が，皮肉， ti西落，警句，格言(殊にギリシャの)に

巧みで中々面白い一面のある方であるということ

であった。 ・・ J。

「暫く経った時，先生はその研究方針をお示しに
もっぱ

なり，専ら人獣共通伝染病を研究し，人体医学に
これ

も貢献したいとのことであった。之には私は非常に

不満であった，この時，私は教わりたいことを一通

り教われば早速北大を止めようと決心した。人体医
それぞれ

学には夫々多数の研究者があるのに何も乏しい獣

医学の研究者が之に認めて貰 うために彼と関係の

ある事項を特に選ぶことは屈辱的であるとさえ考

え遺憾に思った。此の感じは市川先生にも懐いたも

ので、あって，ずっと後年になって，先生方は北研の

草問先生とか東大の山極先生の教えを受けられ，之
われわれ

を吾々後輩に伝達された過渡期の人であるから止

むを得なかったのであろうと理解した。J と。

葛西先生は大正 12年(1923)までは自ら学生実

習をされていたが，大正 13年頃からは自ら実験さ

れることが少なくなり，専ら文献の調査をされてお

られた。それで，細菌学実習も小倉先生自身がされ

るようになったとのことです。

ここでまた小倉先生の記事に戻ります。

「葛西先生が実験をされなくなったことから，病

理の市川先生はよく衛生学教室は何も研究をして

いないではないかと葛西先生を非難されていた。そ

こで、小倉先生は病理学教室は何をしているのだと

大いに憤慨し，飯を食う時間をも惜しんで研究に没

頭し，遂に市川先生をしてかかる言を吐かしめない

ようになったのである。私をして嫌いな細菌学に知

らず知らず精魂を打ち込ましたのは実に市川先生

のこの悪口であった」と。

このように，葛西先生が持ち帰られた病原体の継

代の仕方の指導を受けられたり，大正 12年(1923)

まで葛西先生自ら学生実習をされたので，その時の

状況を克明にノートに取られ，そして 13年からは

小倉先生自身がされた細菌実習などの経験を踏ま
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えたノートが作られたようです。

このノートのことが，平戸勝七先生追憶集の「平

戸先生を偲んでJの座談会記録の 153頁には， 三浦

「・・平戸先生のノートを借りてよく写した ・・。J， 

添川1 1"小倉先生がね，作ったそれはノートですよ。

小倉先生というのは，御自分で染色されて，色々な

改良を加えて ・・ J，添川 「万事小倉先生のを平戸

先生が引き継がれた訳です。だから平戸先生の字も

小倉先生の字に似ておられた。J，添)11 1"そして，

また，梁川君の字が平戸先生の字に似ているんだよ

ね(笑)0 J 等々 。 また 135 頁には「添~)11 :その元

日，祭日なしというのは小倉先生以来の伝統で

ね。 ・・ J という発言となったのであろう。

さらに上述の葛西先生追憶集によれば，帰国され

た翌年頃からは毎年5月頃になると満洲朝鮮に出張

になり 11月末か 12月に帰って来られた。その留守

中は小倉先生が l人で実験をされていたとか。

前項の小華和忠士先生の所に紹介したように，

「葛西先生の御若い頃の猛勉強ぶりは有名なもの

だった由で書を紐解いて三更に及ぶを例とし為に

奥様も随分苦労なされたと聞いております。助教授

時代は授業はなるべく量を多く新説を網羅する点

にも力をつくされ内外新刊の図書雑誌はニ援とく目

を通して教授内容に関係のある新説奇象と名のつ
十ペ

く凡てを学生に紹介したそうですがー…」とか，葛

西先生は語学の天才と言われた方です。小華和忠士

先生は 199頁に「先生は語学の豊かな才能を有せら

れていた上に，其の学習は一生を通じて精進努力さ

れたので，英 ・仏 ・独の先進国の語学は勿論，米国

留学の際にはギリシャ語の様な難解な言葉さえも，

ものにして帰朝され，ギリシャ語の教授もされてい

た」とか。

このような先生に刺激されて，小倉先生も努力さ

れたのであろう。

規一郎氏によれば「父は最初は，朝鮮での牧場経

営の夢を果たすため， 2年間，専門的な勉強をして

と思って北大に勤めたが，葛西先生から大学に残る

よう強し、慰留があり，思案の末，学問好きの父は，

牧場経営の夢を断ち，葛西先生の下で講師待遇とし

て勤務されることになられた。そのことは，それ以

降，学者としての道を歩まれることになり，した

がって諸外国の学術文献も読まなければならず，外

国語での研究報告も書かねばならなくなることな

どを認識されて，大学の予科にも通い，英語， ドイ

ツ語，フランス語，ラテン語の修得にも心身を磨り

減らされた」とし、う。

鳥取大学の板垣教授は台湾時代に中央研究所で

小倉先生が上司で、あったが，新婚初期に，これを出

来るだけ阜く訳してくるようにとフランス語の文

献を渡され，何日か，徹夜状態で訳したと聞いたこ

とがある。板垣先生のフランス語の読解力を試され

たのであろうか。

この話と同じようなことが，葛西博士追憶集の平

戸勝七， “思い出のままに"の 274頁に助手時代の

ことでとし渡部，添川両君が教室に残って勉強

しており，田島， 三浦君など 3年生，外に病理教室

の小野，大久保君等が集まり，先生を中心に真剣な

抄読会が行なわれていた。私は小先輩の故を以って

相当な重荷を負わされることが多かったが，新婚
そうそう

忽々 一度に独仏三篇を割当てられた時には些か閉

口してしまった。御蔭で定山渓での蜜月旅行も気が

気でなく，樹穫にかくれて辞書と首っ引きで，よう

やく責めを果たしたことなども，その頃の一つの思

い出である。」とあった。この教室の伝統であった

のであろうか。

大正 11年から赤沢笹雄先生(当時 3年生)が細

菌学の専攻生として来られ，最初は鼠暁症スピロ

へータの実験を，ついでトリパノゾーマの研究も与

えられた。赤沢先生が葛西先生に学生として弟子入

りした最初の学生であった。卒業後は釜山の血清製

造所に派遣された。この成果が，大正 13年「スピ

ロヘータの染色法」の研究となったのであろう。

また盛岡高農の後輩の館沢円之助先生が大正 13

年(1924)に北大の臨床の教室に勤められるように

なられてから，家畜病院からの検査材料の入手に

よって(1"平戸先生を偲んで」の座談会での館沢先

生発言)，昭和2年「腺疫菌の特異性に関する研究J，

昭和 3年 「病原放線状菌に就いてJ，昭和 6年「馬

の伝染性貧血の診断法J等の研究が行なわれたので

あろう。

昭和 5年，学位論文が承認されたが，結局は「腺

疫連鎖状球菌並ニソノ特異性ニツキテJの論文(独

文，和文抄録)で，昭和 6年(1931)4月 6日，獣

医学博士(1日制)の学位を授与された。34歳で、あった。

また，前述したように，小倉先生の学位論文はド

イツ語で書かれているのです。このことからも，そ
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のご努力に頭が下がる思いです。

さらに葛西先生追憶集の208ページには小倉先生

は，葛西先生と一緒に仏語や松村先生の見虫分類学

を学ばれたことも書かれている。この松村先生につ

いては，秋葉和温「鶏のロイコチトゾーン症の日本

での発生の史的考察 (2) ，畜産の研究， 575-580， 

54 (5) ， 2000Jの 579ページや，この論文の第二

部，農事試験場の項をも参照のこと。

平戸勝七先生追憶集の中に書かれている「平戸君

の思い出J (小倉喜佐次郎) (1l-13ページ)によ

れば，当時の様子を次ぎのように書かれています。

「・・…・10年間に畜産 2部の学生 70人を知り，内

60人には葛西先生の命令で実習を指導したが， 3年

目学生として細菌学を専攻するため教室に来たも

のの内，私の記憶によく残っているのは岩森，平戸

札谷川(福)枠，渡部幹，小野，添川，谷川(年)詳

の 7君である。 押印の 4君は既に他界せられている

(昭和 41年 12月現在)。

平戸君は昭和 4年の卒業で，翌年の入営期まで l

年足らずの期間大学院学生として葛西先生の下で

研究することになり，先生の依頼で私がその指導に

当った。先生はご自分の後継者と して同君を育てる

お積もりで特定の研究問題を与えず，細菌免疫学の

一般特にテクニックの習得に留意して欲しいと私

に要求された。私はこの要望に副(そ)うため毎日実

習させたり，研究の手伝いをして貰ったりした。…

…昭和6年の初めに平戸君は 1年志願兵をすませて

教室に帰って来た。その時は私の台北帝大転任が

決っていたので，学生の実習指導ができるよう同君

に大急ぎで必要事項を教え且つ私の行なっていた

研究の後事を託したので、あった。平戸君が後に牛の

細菌性腎孟腎炎について研究報告を行なっている

のはその lつである。

このように，葛西先生は留守をされることが多く，

この聞は，小倉先生が，この教室の専攻生の指導，

先生から依頼された研究の指導，観察，学生の細菌

実習，種継ぎなど， 一切の教室の切り盛りをされて

いたのです。大変な努力と勉強が必要です。このよ

うな努力家，勉強家の小倉助手，講師がおられたか

らこそ，葛西先生はまた，上述のような外部での活

躍が心置きなく出来たということでしょう。

こんなことに関係のあるものとして，追憶集の岩

森秀夫先生は 257頁に「当時の先生は大撃に於ける

研究或は教授以外に，朝鮮の獣疫血清製造所の研究

指導を受け持ち又奉天の獣疫研究所の創設を一手

に引き受けられて，活躍して居られたので，最も多

忙を極められた時期でありました。従って春夏及び

冬の休暇は札幌に居られることはありませんでし

た。東京に，朝鮮に，奉天と，自然，研究の方は O

博士(小倉博士一秋葉)に全く一任された形であり

ました。その頃 O博士がやって居られた仕事は随分

沢山なもので，ピロプラズマ症，腺疫，馬の伝染性

流産又当時研究は終っていましたがアキチノミセ

スに就いても，色々教えていただきました。尚其の

上，大正 15年の春農林省の依託により，伝貧の研

究が開始されました。 .....Jと書かれています。

さらに平戸勝七先生追憶集の中に書かれている

「平戸君の思い出J (小倉喜佐次郎)の続きには，

次ぎのように書かれている。

私が台湾に赴任する昭和6年8月には2人だけ(平

戸先生と)で晩飯を共にした....。昭和 17年平戸

君が比烏に出征する途次，突然台北大学の私の教室

に見えて，南方の獣疫について教えて欲しいとのこ

とで，私の書いたものや，簡単な実験用品を進呈し，

お国のために頑張ってくれるよう励まし 。私

は昭和 21年 3月に内地に引き揚げ， 一時札幌の鳥

居製薬会社支社に勤めたので，屡々平戸君と会い，

旧交を温めた。…・・・もう 5，6年も前になるが平戸君

が私の研究所に見え，獣医微生物学の本を作ろうと

思うので，ピロプラズマの項を是非私に書くように

と要請され，老骨のでる幕でないとお断りしたが，

聞き入れられず，引き受けた次第で、あった。その本

ができ上がり，昭和 39年 7月 II日に東京で執筆者

を集めての招宴があり，その席で、会ったのが平戸君

との最後の会合であった。若い時に親交を結んだ知

友が歯の抜けるように欠けて行くのは誠に哀しい

ものである。 (ヒラキシン研究所 ・家畜衛生学講座

旧職員)。

平戸勝七編獣医微生物学養賢堂(昭和 39年)

の第VI編原虫学総論は松林久吉，第四編原虫学各

論の第 l章ピロプラズマ 1. Babesia属のピロプ

ラズマ， n. Theileria属のピロプラズマ，皿.

Gonderia属のピロプラズマについて小倉喜佐次郎，

第 2章トキソプラズマ平戸勝七，第 3章コクシジ

ウム山下次郎，第 4章トリパノゾーマ山下次郎，

第 5章ロイコチトゾーン 1.Leucocytozoon caulleη'i， 
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n. Leucocytozoon simondi，皿.Leucocytozoon smithi 

秋葉和温となっている。

したがって，昭和 39年 7月 11日の出版記念会に

は，私，秋葉も出席しましたが，今，小倉先生の書

かれているこの出版記念会のことを，私も思い出し

ています。この本の執筆者は 52名，出席者数は記

憶にないが，私はこのような大勢の大先生方に圧倒

されて小倉先生は遠くから拝んでいるだけでした。

平戸先生は私に，もう学位も貰ったのだから，これ

からは伸び伸びと仕事をして下さいと励まして下

さった記憶が建ってきました。

葛西勝弥博士追憶集での小倉先生の書かれたも

のの最後は

「…・・・最後に先生が私を戒められた一，二のお言

葉を書くこととする。

1.君は率直で頑固だから，何回となしに注意し

たが，少しも直らない。然し要するに愚直なんだか

ら仕方がない。損するであろうがそれで押し通した

らよかろう。

2.人を世話して礼を云って貰おうと思ったらと

んでもないことだ。恨まれなかったらよいのだよく

覚えて置くように。」

として終っている。

この追憶集の 202頁には「細菌学に対する考え方

が先生と私とではまるで違っているので研究に関

し時々意見を異にし，屡々先生と激論したもので

あったが終始先生はお怒りになることなく私を包

容し先生の傘下より逸脱しないようにして戴いた

ので結果は何うであろうと誠に感謝に堪えない。之

が市川先生であったならば先生の御性格より見て

恐らく長く病理学の研究に専念出来なかったので

はないかと考えている。」と。

私，秋葉も小倉先生は'怖い先生で，テクニックに

ついても厳格で，血液塗抹標本の作り方，ギムザ染

色の仕方など，厳しく指導されていたとお聞きして

いたので，後述したように小倉先生に日本の鶏に見

られたロイコチトゾーンを見て貰った時，私の作っ

た血液塗抹ギムザ染色標本を鏡検して貰わなけれ

ばならないので，心配しましたが，先生は L.

caulleryiと同定したことを支持するとだけおっ

しゃったのでほっとしたことを思い出しました。

同じようなことは，家畜衛試本場の石井進部長に

ついてもありました。私が家畜衛生試験場中国支場

で原虫を見つけた時，石井部長がこの原虫を見たい

といわれて，中国支場に来られたことがありました。

石井進先生も“こんな標本を私に見せるのか!"と

いって叱られたということを同僚から聴いていた

ので，心配しました。しかし，この時も先生は専ら

原虫について色々と質問され，ミクロガメトサイト

を見られて，これは，これが(マクロガメトサイト

一秋葉)変性したのではないかなどと血液学者，病

理学者らしい質問もされていましたが，私がマラリ

アの有性生殖母体の説明に納得して下さり，ほっと

したことを思い出しました。

私は板垣先生について， I清潔好きで，凡帳面で，

神経質過ぎると思われる面もあった。雑巾の使い方，

湯呑み茶碗等の洗い方，お茶の入れ方，湯呑み茶碗

の差し出し方，マッチのすり方等も板垣先生方式で

あった。したがって，細菌実習でも月日の書き方 (6

月 2日は 2/VIと表現する。私は現在もこのように

書いているが，皆，判らないという)，洗浄の仕方，

試験管，エーゼの操作，その他等，テクニックの厳

しさは当然のことであった。板垣先生の恩師の小倉

喜佐次郎先生の影響かもしれない。」とか「大祭も

専門学校も同じ教科書を使っている。専門学校は l

から 10まで教わり，知識としては良く知っている

が，研究者としては，大撃卒とはかなりの開きが出

来る。どうしてか考えてみなさい。大学卒の場合は

高等学校の 3年間に，色々の本を読み，恩師，同僚

と諮り，自由に行動し，思考することで，物の見方，

考え方を自ずと修得していることに大きな原因が

あるように思うとお聞きしたことがある。それ以来，

このことが，頭から離れることはなかった。色々な

考え方を模索した。 一一読んだ本の中でもロゴス

(鳥取の本屋)で買った高田蒔著「科学と倫理J科

学書院(昭和 18年発行)には薫陶と感化，師恩と

感謝，悲劇の微生物研究者，その他があり， ド・ク

ライフ，秋元訳「微生物を追う人々」などは感動し

ながら読んだものである。より良い見方，考え方，

方法はないかと，常に模索してきた。 lつの発見，

成果で，こおどりして喜ぶが，それはほんの一瞬で

あって，すぐ次ぎの問題にぶつかり，頭をかかえる。

研究生活はこの連続である。……Jと板垣先生の追

憶集に「板垣啓三郎先生のお教えの一， 二についてJ

として私は書いています。

平戸勝七先生追憶集の「平戸君の思い出J (小倉
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喜佐次郎)の中で、小倉先生は 「・…私の記憶によく

残っているのは岩森，平戸押，谷川I(梱)枠，渡部札

小野，添川，谷川(年)詳の 7君である。押印の 4君

は既に他界せられている(昭和41年 12月現在)0 Jと。

上述の中に書かれている「渡部非先生」は座談会

記事の 147ページに三浦先生が話しておられる「あ

の時，平戸先生でしょう，武者(渡辺成三氏の愛称)， 

添川…ーJ，田嶋先生の話じておられる「渡部成三，

奉天獣研に行った ・・ 。まあその 3人共うるさい連

中さ。」などと奉天獣研に行かれた渡部成三先生の

ことが話題にされています。

私(秋葉)は n9年振り(平成 16年)の鳥イン

フノレエンザの発生で思うこと一鶏ベストから

ニューカッスル病が区別された時代に生きて一』 。

畜産の研究， 59 (9)， 1035-1043 (2005). (平成 17年 9

月号)の 1043ページに「この渡部成三先生が，終

戦後，どうされたのか，私は存じ上げていませんが，

この報告で満州、|にも日本の千葉株，ヨーロッパの家

禽ベストと免疫学的に同じウイルスの流行があっ

たということになり，貴重な文献ということができ

ます。Jと書きました。この渡部成三先生が上述の

小倉先生， 三浦先生，田嶋先生の話されている渡部

成三先生であることが，今回，判明しました。しか

し昭和 41年 12月現在，既に他界せられていると書

かれている。奉天獣研におられたので，終戦時，ど

のようにされたのであろうか。

農水省家畜衛生試験場場長をされた藤田湾吉先

生も，東北大学教授をされる前は奉天の獣疫研究所

におられたと聞いていた。鳥取高農出身の岡山県の

岡好万(獣医の 3期生)先輩も獣研におられた。渡

部成三先生と一緒におられたことになるが，渡部成

三先生のこの報告を知った時は，藤田、痔吉先生も岡

好万先輩も既に死去されていて聴くことができず，

残念なことでした。

3)北大時代の研究業績

大正 13年「スピロヘータ染色法J (未確認)。

小倉喜佐次郎:犬ノ包皮潰蕩ニ証明シタルすぴろ

へーたニ就テ。日本獣医学会雑誌， 4 (2) ，185-188 

(1925)大正 14年。

小華和忠士 ・小倉喜佐次郎:札幌地方ニ於ケノレ一

種ノ畜牛ぴろぷらずま症ニ就テ。日本獣医学会雑誌，

4 (3) ， 301-331 (1925)大正 14年。

小倉喜佐次郎病原放射線状菌に就きて(第 1回

報告)。中央獣医会雑誌， 39 ( 1 )， 59-62 (1926) 

大正 15年 1月 20日発行。

葛西 ・小華和・小倉・伊藤:北海道に発生せる馬

の伝染性流産に就いて。中央獣医会雑誌， 39 (7)， 

619-670 (1926)昭和元年。 (平戸編獣医微生物学，

馬流産菌の文献より引用)

昭和 3年「病原放線状菌に就きてJ (未確認)。

小倉喜佐次郎 :~ヒ海道ニ於ケル牛ノぴろぷらずま

症ニ就テ。 日本獣医学会雑誌， 8， 1-38 (1929)昭

和4年。

小倉喜佐次郎:腺疫菌殊ニ其ノ特異性ニ就テ(独

文，附邦文抄録)。日本獣医学会雑誌， 8(3)，174-204

(1929)昭和 4年。

小倉喜佐次郎:一新腺疫わくちん(かぶせるわく

ちん) (独文，附邦文抄録)。 日本獣医学会雑誌，

9(1)， 31-36 (1930)昭和 5年。

葛西 ・小倉・佐藤 ・館沢.馬の伝染性貧血症に関

する研究。第 1報告，血液学的研究を基礎とせる臨

床挫に病理学的観察。中央獣医会雑誌(1931)昭和

6年。

小華和 ・館沢:小倉氏「カプセルーワクチンJを

以て行ひたる腺疫治療試験成績。中央獣医会雑誌，

44 (5) 311-334 (1931)昭和 6年。

葛西勝弥 ・小倉喜佐次郎・小華和忠士:馬ノ伝染

性流産菌ト人ノばらちふす B菌トノ比較1.ばく

てりおすたーじす(邦文，附英文抄録)。日本獣医

学会雑誌， 11 (1)， 73-80 (1932)昭和 7年。

学位論文

小倉 喜佐次郎 Ueber Druses甘eptococcus， mit besonderer 

Berucksichtigung seiner Spez出tat.腺疫連鎖状球菌並ニソノ

特異性ニツキテ)。獣医学博士 (1目前1])，学位授与年月日 :
1931-04-06 

(次号に続く)
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