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コチトゾーン症と小倉喜佐次郎獣医学博士との関係，鶏のロイ

り得た日本統治下の台湾の獣医畜産事情 (3) して知そ

核，頼粒， 胞体染色手技を確立した。」とあったこ

とから，ギムザ染色法は 1909年(明治 42年)に報

告されたものであることを知った。

そして上述の農林省家畜衛生試験場中国支場で，

鶏の伝染性下痢症の研究と管轄区域内から送られ

て来る鶏の病性鑑定業務を行っていた時，鶏の血液

塗抹ギムザ染色標本を顕微鏡で観察中にロイコチ

トゾーンやプラスモジウム， トリ パノゾ マなどの

原虫を発見 したのである。そしてロイコチ トゾーン

の生活環を明かにするため，コクシジウムやマラリ

アの生活環を明らかにした文献を読み，マラリアは

ロマノウスキー染色によって種類が区別されるよ

うになったということを知った。

このことによって，ロマノウスキーという方は，

どんな方か，どうして，こんな染色方法を思いつい

たのであろうか，など知りたくなると共に，ロマノ

ウスキー染色法に関心を持つようになったのである。

私は，この論文の一つの項目である「血液の染色

法と血液学の進歩」を書くについて，あらためて，

学生時代から今日においてもなお，愛読している高

田蒔『科学と倫理Jl.科学書院，東京(1943，昭和

18年)を紐解いて，エールリッヒについての記述を

読み直してみた。

高田 蒔『科学と倫理』の 31頁からには，次の

ように書かれている。

パウノレ ・エールリッヒ (PaulEhrlich 1854-1915) 

は「独創の色素染色法によって，血液の形態学を究

め， w血液病学の鼻祖』となったのも (1877年，明

治 10年)，まだ 23歳の青年時代であり ，またメチー

ノレ青による動物組織の生体染色に成功し，葱に『生

体染色の開祖， ウ、イターレ ・フエノレブ、ング』となっ

たのも，それから僅か数年後のことであり，彼が有

名な尿の『ジアゾオ反応』を発見したのも (1881

年) ， 27歳の時であり ，一一j と。

この中の“独創の色素染色法によって血液の形態

学を究め 血液病学の鼻祖Jとなったのも (1877
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第一部鶏の口イコチトゾー

ン 症と小倉先生との関係

小倉喜佐次郎獣医学博士とは

2. 小倉先生の北大微生物学教

室時代の世界の学問，病理学，

血液学，細菌学，原虫学などの

進展状況

4)血液の染色法と血液学の進歩

上述したように，緒方論文には細菌学の分野での

コッホの細菌の検出や染色については言及されて

いるが，血液の染色法については全く記述されてい

ない。

そこで，以下に血液学の進歩を費した染色法につ

いて記述を試みたいと思う。勿論，不十分であるが

血液のギムザ染色については，前述したように，

農林省家畜衛生試験場中国支場で，鶏の伝染性下痢

症の研究を引き継いだ時から，頻繁にするように

なったが， 血液学と いうものについては，この中国

支場で病理担当の乾純夫技官の研究室で，京都大学

医学部の天野教授著『血液学の進歩 上巻』のある

ことを知り ，何ということなく ，紐角れ、ていたこと

があった。そのH寺，皿. 赤血球系 A.研究史 (173

ー)，vn卜白血球説論評 1.エールリッヒの血液学，

2.ネーゲリーとミエロブラスト ，3. Pappenheimに

於ける LymphoidcytenとMonocyten 4. Mollendorff 

学派の結締織造血論，5. Sabin学派の血液学などと

いうものがあることを知った。

さらに，lll 赤血球系 A.研究史 (173-)の 174

頁に 「・・ ロマノウスキー (1891)は所謂ロマノウ

スキー染色法を報じ，ギムザは，このアズーノレH使

用法を改良し (1909)， Pappenheimは所謂汎色性染

色法 PanchromatischeFarbungを公にして (1912)， 

0369-5247/08/Y500/ I論文/JCLS事元農林水産省家宿衛生試験場(KazuoAkiba) 
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年) ，まだ 23歳の青年時代であり，まだ大皐は卒

業していない学生時代というがとあった。

このことは，ロマノウスキー染色，ギムザ染色な

どが開発される以前からエーノレリッヒらによって

血液学，染色が行われていたことを意識して知る結

果となったのである。

エールリッヒは細菌の染色の項に記したように

コッホの結核菌の染色法を改良したことはすでに

記した。

そこで，家畜衛生試験場中国支場にいた当時，乾

技官の研究室(病理)にあった天野重安『血液学の

基礎 上巻』のことを思い出し，京都府立図書館で

調べたところ，幸い，あったので，借りて， 国. 赤

血球系 A 研究史(173-)，V田.白血球説論評 1. 

エールリッヒの血液学の中の記述などを読み直し

たのです。

しかし，この本の中に引用されているのは 1885

年の IEhrlich，P. : Sauerstoffbedurfnis des Organismus. 

Berlin， 1885Jが一番古い年度のものであって， 前述

した高田著の中にあった 1877年の論文は引用され

ていないし，触れられてもいない。

それで 1877年の文献というのは，どのようなも

のであろうかつという思いが，頭の片隅にあった。

たまたま，かつて購入していた宮地祐司著『生物

と細胞一細胞説をめぐる科学と認識』仮説社(1999

年)の 237ページに血液学の歴史については，

以下の本が参考になります。Jとし，マックスウエ

ノレ.M ウィントローブ編著，柴田 昭監訳『血液学

の源流 I 発見と研究の物語Jl(西村書居 1981/原著

1980)とマ ックスウエノレ.M.ウィン卜 ローブ編著，

柴田 昭監訳『血液学の源流II.血液型，白血病，

輸血の物語Jl(西村喜居 1982/原著 1980)の 2つの著

書が紹介されていた。

幸い，京都府立図書館に，この本もまた，あった

ので見ていたところ第 l章，ウィントローブに

よる血液学進歩の足跡」の 20頁に，探していた 1877

年の文献が見つかったのです。

73) Ehrlich， P.: Bei回gzur Kenntnis der Anilin偽もungen

und iherer Verwendung in der mikroskopischen Technik 

Arch. Mikro. Anat. 13・263-277(1877). 

これについては，後述する。

また，天野重安『血液学の進歩 1Jlの 381頁から

に，澗.白血球説論評 1. Ehrlichの血液学という

トリアンァド

項目の中に，この三価酸染色Ctriacidstain) につい

ての記述があった。

この中では， IEhrlichの血液学上の貢献に就いて

は，現在まで我国では余り紹介せられる機会が無

かったようである(先年志賀博士の好著エールリッ

ヒ伝にも此点には殆ど触れ られていないと 云って

よし、) 0 Jとある。

私(秋葉和温)が読んだ志賀 潔『パウル ・エー

ノレリッヒ 第一部くその生涯と業績>Jl，富山房，東

京(1952，昭和 27年)の中にはかなり記述があっ

た。この本は岐阜の図書館にあり ，京都府立図書館

から借りて下さって読むことができたのです。この

「まえがき」には次のよう書かれていました。

「私は昭和 15年に先生の没後 25年の記念として，

((エールリッヒ伝》と題する先生の伝記を富山房か

ら出版した。その時は資料も十分に得難く ，出来ば

えも意に満たぬ所が多かったので， 5版も重ねた後

に版を絶った。この度のものは旧著は全く関係なく，

新たに稿を起こしたものである。」と書かれている。

天野先生の著書に書かれていたのは，旧版のもので

あったのであろう。

そして IEhrlichの血液学上の研究は，彼の著書

Farbenanalytische Untersuchungen zur Histology und 

Klinik des Blutes. Berlin. 1891.の中に示されてを

り，又其後の研究を集めて彼の門下との共著として

Nothnagel: Spezielle Pathologie und Therapieの第 1

巻に載せている。ここでは主として後者に基いて彼

の血液学を紹介したいと惟ふ。 .....前述の

Nothnagel叢書中の著作に於いては，Ehrlich，Lazarus， 

Pincusの 3名が，交々共同或いは単独にて筆を揮っ

ている。其の内容は貧血論と，白血病論とに大別出

来る。 (これらはここでは略すことにした秋葉)。

これらは 1898年， 1900年，1901年に出版されたも

のであるから， Ehrlichの 47歳前後の著作といって

よし、。・・・・・・」と。

そしてエーノレリッヒより以前の赤血球や白血球

に関係した研究報告は， M.ウィントローブ ・柴田

昭監訳「血液学の源流H 発見と研究の物語，西村

書庖 (1982年)の 「第 13章，クラドックによる生

体の防御:防衛の先兵， 予備兵および清浄兵」の 416

頁，白血球の分類に関する記述の中にあった。

彼(パウル・エールリッヒ)の出現以前はレ ック

リンクマハウゼンやコーンハイムの仕事で述べられ
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たような， 一部の生体染色技術を用いる以外は，血

液学者たちは未染色，とくに生きた動物で好んで研

究していた。

「彼(パウノレ ・エールリッヒ)の染色技術は血液

学の方向を完全に変化させた。エールリッヒによっ

て作られた技術は，固定を必要とし，したがって細

胞は死んでしまうのだが，その後約 50年にわたっ

て，この方面の血液学者と血液病理学者の注意と精

力を捕らえ，生きた細胞を研究することは，かなり

見過ごされてじまった。一・・・・」と。

白血球についての記述は，ヒューソンにより ，

1773年に初めて観察されているが，種類については

知りえなかったと喜かれている。その後もメチニコ

フ，ウイノレヒョウやコーンハイムをはじめ多くの研

究者によって白血球は観察されていた。

この前述した如くというのは，次の記述のことで

ある。ここに挿入する。

ウィリアム ・ヒューソン (WilliamHewson， 1739 

1774)は， “血液学の父"と呼ばれている。彼は乳

び管とリンパ管を発見し，赤血球を調べ州，

この中で，白血球についても記載している。白血

球についての観察は，彼の 1773年の報告が最初の

ものとされている。 (赤血球の発見はレーウエンフ

クの記述の中にあるが，白血球の発見は，のちにウ

ィリアム ・ヒューソンとされていることを知った)。

44) Hewson W. : On the figure and composition of 

the red particles of the blood， commonly called the red 

globules. Phil Trans 63 (Part II)， 303-323 (1773)。

彼はイギリスのノーサンパーランドの薬剤師，外

科医の息子で， 20歳の時，ロンドンに出て，有名な

ハンタ一家の人々，ジョーン，ツイデウィリアムと

も親交を持つようになり ，彼 らと共に解剖，教育，

研究に従事した。 彼は鳥類，~虫類，魚類の乳び管

とリンパ管を発見した。改良されたレンズで赤血球

を調べ 叫 ，これが血清中では球状より もむしろ平

坦な形であることに気付いた。また白血球は赤血球

にくらべると数が少なく，そのうえ無色のため容易

に見過ごされていたのである。彼は白血球を観察す

るのに，血液をそれまで行われていた水で薄める方

法ではなく，血清で薄める工夫をした。

しかし，彼の最大の業績は，血液凝固の本態が細

胞成分の変化によるものではなく，血疑の凝固によ

るものであることを明かにしたことである (1777

年)。さらにリンパ系の解剖と機能についての観察

は驚くほど精確で，胸腺についての彼の考え方は，

彼の死後 200年近いあとになって，初めて支持され

た概念、を予言するもので、あった。ヒューソンはリ ン

パ組織についての論文をベンジャミン ・フランク リ

ンに献呈したが，彼はこのアメリカの代議士がロン

ドンで 15年間下宿していた家の娘と結婚した。残

念なことにヒューソンは解剖中に受けた感染症の

ため，人生盛りの 35歳で死亡した，と柴田昭訳『血

液学の源流 1~ ，第 1章，血液学進歩の足跡の 13

頁にある。

種類についてのエーノレリッヒ以前の観察は， 1842 

年， 卜ーマス ・ウオルトン ・ジョーンズによってな

されている。彼は頼粒の有無やアメーパ様運動の有

無によって，白血球には何種類かのものがあること

を記載している。そして，赤血球が流れの中心軸を

占めているのと対照的に， “無色の小体"が小血管

の内壁面に集まり，それに沿って非常にゆっくり動

く様子を記述している。

マックス ・シュルツェはジョーンズの発見に手を

加え，人間の白血球の 4型を記述した。それは小リ

ンパ球，大リ ンパ球，多形核頼粒球，好塩基球(も

しくは好酸球)についての驚くべき正確な記載で

あった 37)。

37) Schultze M. : Ein heizharer Objekttisch und seine 

Verwendung bei untersuchungen des 8lutes. Arch 

Mikr. Anat. [ : 1-42， 1865 

年代を辿ってゆくと，次は前述したエーノレリッヒ

の開発した“三価酸溶液"を用いての 1877年の観

察報告である。

マックスウエノレ.M.ウィントローブ編著，柴田

昭監訳『血液学の源流 1.発見と研究の物語』の 「第

1章，ワイント ローブによる血液学進歩の足跡」の

20頁に， 1877年の文献があり，次ぎのように説明

されていた。

「ーエールリッヒが薄い乾燥血液塗抹標本で，細

胞の核，細胞質，その他の詳細を明かに区別できる
ト リア μγ ド

三価酸染色 (triacidstain) を開発したのは 1877年

73) J ，医学生の時であった。当時の非常に改良され

た複合顕微鏡を使い，この方法によって，彼は今ま

で見られたこともなく，想像もされなかった血液の

色々な特徴を発見することができた。・…・・」とあった。

刀)Ehrlich， P. : 8eitrag zur Kenntnis der Anilinf亙rbungen
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und iherer Verwendung in der mikroskopischen Technik. 

Arch. Mikro. Anat. 13: 263-277 (1877). 

M.ワイントローブ ・柴田 昭監訳「血液学の源

流]]. 発見と研究の物語Jの「第 13章，クラドッ

クによる生体の防御 :防衛の先兵，予備兵および清

浄兵」の 416頁，白血球の分類に関する記述の中の

417頁の下から 1/3位のところから「エールリッヒ

が血球に色素を用いた目的は，色素の既知の化学構

造を細胞成分と反応させて，細胞の解剖学的な特徴

を誇張するためだ、った。 (彼が言う ところの “染色

による分析"は，細胞成分の化学を決定する現在の

組織化学とは理論的に異なるものである)。

アニリン色素は酸好性や塩基好性として分類さ

れた。フクシンやサフラニン，ピスマルク ・ブラウ

ンのような酸基は細胞内の水酸基と結合した。エオ

ジン，ベンザリン，ニグロシンなどの塩基性色素は

水素イオンと結合した。彼は(ピクリン酸ローザニ

リンのような)中性色素が大部分の白血球の頼粒に

親和性のあることを発見した。」とある。

また，マックスウエル.M.ウィン トローブ編著，

柴田 昭監訳『血液学の源流 1.発見と研究の物語』

の 「第 I章，ウィントロープによる血液学進歩の足

跡」の 20頁には r......彼は白血球をいろいろの型

に分類し(第 13章)71) J ，健康時と病的状態にお

ける血液細胞について記載した 75)。この中には悪

性貧血の骨髄に特徴的な有核赤血球(巨赤芽球)も

含まれる。彼はまた，再生不良性貧血を他の型の貧

血から，初めて区別した。その他， 多大の貢献を臨

床血液学の分野でなしている 67)0 Jとある。

74) Ehrlich， P.: Methodologische Beitrage zur 

Physiologie und Pathologie der verschiedenen Formen 

der Leukocyten. Z. Klin. Med. 1. 553-560 (1880). 

75) Ehrlich， P.: Farbenanalytische Untersuchungen 

zur Histology und Klinik des Blutes. Berlin.1891 

エールリッヒの 1880年の文献の説明は， r ~血

液学の源流 ]]j]の第 13章，生体の防衛 防衛の

先兵，予備兵および清掃兵」の中では，次のように

なされている。

r1880年の最終的な論文 38)の中で，彼は酸好性，

中性好性，塩基好性とし、う術語を紹介 している(酸

好性という 言葉はその後エオジン好性と言い換え

られた)。これら細胞質の染色特性と核の形状に

よって，彼は血中の細胞をそれぞれリンパ球，大単

核球(大リンパ球)，くびれた核を持つ大単核球(後

に単球と呼ばれた)，中性好性(最も多し、)，酸好

性(エオジン好性)，塩基好性の頼粒を持つ多形核

白血球とに分類した。」と。

38) Ehrlich， P.: Methodologische Beitrage zur 

Physiologie und Pathologie der verschiedenen Formen 

der Leukocyten. Z. Klin. Med. 1 : 553-558， 1880. 

この引用文献の 74)と38)とは同じ文献である。

「エール リッヒはこれらの細胞構成成分が限定

された細胞系列内で作られ，特定の細胞の機能単位

であるという意味をこめて，各種の白血球頼粒を

“特殊specific"と形容した。そして血中細胞の夫々

のタイプは，これらの頼粒の染色特性によって鑑別

できると力説した。"数百の組み合わせの試み“の

後に"三価酸(トリ アチド)溶液 “を開発し，血液の

研究に簡単に応用できるようにした。」とある。

天野重安『血液学の基礎 上巻』の 383頁に

Triacid染色液について説明されている。それによる

と rTriacid染色液というのは，例之，Methylgrun 

としづ溢基性色素に対当量の酸性色素を加え，前者

の 3個の塩基をば酸にて結合中和せしめることに

よって，中性の染色溶液を得ることに基いている。

Ehrlichはこれを中性混合液と使用して，単に酸性色

素或は塩基性色素ばかりを (3種乃至 2種)混和し

て得られるところの合同染色液(例之，酸性色素と

しては Eosin，Aurantia， Nigrosinまた塩基性色素と

しては Fuchsin， Methylgrun， Methylviolett， 

Methylenblauを選んでいる)に対立せる意義を付し

ているのである。

彼の最も好んで用いた Triacid用の色素は，周知

の如く OrangeG.， Methylgrun， Saurefuchsinの 3者

を水，酒精， Glycerinの混i夜としたものである。元

来，塩基性色素と酸性色素とを滴加混和すると ，中

和域に於いて両色素の沈澱が起こり ，染色用に困難

を感ずる訳であるが，更に，Ehrlichは一方の色素を

少し過量に用いることによって，この沈澱が溶解す

ることに着目 したのは畑眼というべきであった(但

し，細胞染色の理論は今日の立場から見て多少異論

はある)。我々にとって馴染みのあるところの，

MethylenblauとEosin混合液に就いては，その安定

なものを得ることには成功しなかったようである。

他 方 Chenzinsky が適度なやや安定な

Methylenblau-Eosin溶液を考案したことは，Ehrlich 
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も認めているが (May-Grunwald液はこの Eosin-

Methylenblau沈澱物を純酒精にて溶解したものであ

るが，Chenzinsky液では酒精量が約 10%位しか用い

られていなし、)。それは好中性白血球頼粒検出には

適していなかったら しい(後述) 0 これに反して，

Ehrlichの Triacid染色液は，好中性白血球の頼粒の

みならず，大単核球及び移行型の頼粒染色に適当し

たものであることに自負があった。 ....Jと。

この中に出て来る Chenzinskyについては，何年に

報告されたのか，これ以上の記述はなく ，文献も引

用されていない。

この Chenzinsky が考案したという

Methylenblau-Eosin溶液に関する報告が，後にロマ

ノウスキー染色に繋がったのであろうか。

r Ehrlich の血 液学上の研究は ，彼 の著書

Farbenanalytische Untersuchungen zur Histology und 

Klinik des Blutes. Berlin. 1891.の中に示されてを

り，Jと天野重安『血液学の進歩上巻』に書かれて

いる。

その内容について『血液学の源流IIllの第 15章，

おそるべき白血病と リンパ腫:その本態と展望の

498ページからにあった。

「エール リッ ヒが血液細胞を染色する新 しい方

法を導入 したH寺 (Ehrlich，P.: Farbenanalytische 

Untersuchungen zur Histology und Klinik des Blutes. 

Berlin. 1891.)白血病を分類する問題は非常に単純

になった。それまで，ただぼんやりと理解されてい

たものが，突然， 明瞭になった。白血病は単一でな

く非常に多種類のものから成っており，あるものは

恐らく 他のものの幼若型であった。ウイルヒョウが

推察した如く ，頼粒球とリンパ球の 2つの基本型が

実に明瞭に区別できた。エールリッ ヒは，牌性白血

病と骨髄性白血病はいずれも頼粒球が優位に培え

ていることから，両者は同じものであるということ

を確認することができた。ちょうど世紀が変わる頃，

スイスの偉大な血液学者ネーゲ リはlつの新しい細

胞，骨髄芽球を記述した。それは全ての頼粒細胞の

母細胞であるとされ，それが多くの急性白血病で著

しく増加していることが，すぐ明かになった。それ

以降，幼若な骨髄芽球(そして後には リンパ芽球も)

の存在が急性白血病の極印 と考えられるようにな

り， 臨床的見地と同様に顕微鏡によっても急性白血

病の診断が可能になったのである。j としている。

この中にでてくる「ウイノレヒ ョウが推察 した知く

」 とい うのは ，ゲノレラッハ (Josephvon 

Gerlach， 1820一1896)がアノレカリ性カルミン液につい

ての報告をした 1847年には 細胞病理学の父と

して有名なル ドノレフ ・ウイルヒョウ RudolfYirchow 

によって白 血病と い う言葉がつくら れている

(Yirchow R. : Weisses Blut und Milztumoren. Med. 

Z. 16: 9一15，1847.)。ウイノレヒ ョウもベネッ トも，

同時代の誰もが血液を染色することができず，その

構成要素を算定することもできなかったと いうこ

とを念頭に置く時，彼らの血液細胞に関するしばし

ば風変わりな観念に驚くべきではない。驚くべきこ

とは，むしろ如何にしばしば彼らの考えが真実に近

かったかと いうことである(血液学の源流H 第 15

輩，おそるべき白血病と リンパ腫 ・その本態と展望

より引用)0 Jとしづ。しかし，この年の最初に紹

介したゲ〉レラッハの発見したアルカリ性カノレミン

液を用いて，それが核をよく染める方法を川喜田愛

郎が述べているように，ウイルヒ ョウも，その後の

研究で使用したのであろうがこの白血病という 言

葉がつくられた報告も 1847年であったので，この

報告はカルミン染色は利用されていない(秋葉)。

私のこの項の目的はロマノウスキー染色法が発

表される以前の染色の歴史を辿ることであったの

で，エールリッヒ以降の血液細胞についての進歩に

ついては，専門書をご、覧になって頂きたい。

ロマノウスキーは 1891(明治 24年) ，マラリア

原虫を染めるいろいろなエオジン，メチレンブノレー

染色の原法，すなわちロマノフスキー染色法を発表

した。

それによって今日の原虫染色法を創始したとさ

れている。この染色法の応用によって3種のマラリ

アが形態的に区別された。

病理学者の D・L・ロマノフスキー博士 (Oimitri

Leonidovich Romanovsky， 1861-1921)は自分の実

験室技法を管理するのに，いささかのんきな人だっ

た。彼は永続的な染色組織プレパラー 卜をつくるた

めに当時の染料であるメチレンブノレーとエオジン

を使った。どういうわけか，彼はメチレンブ、ルーの

瓶の栓を元通りにするのを忘れ，再び使おうとした

とき，それは汚れて，カビが一面に生えていた。だ

が，彼はかまわずにそれを使い，その後エオジンで

対比染色した。すると驚いたことに，組織の細胞質
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が新鮮なメチレンブールーで、は出ないような青い光

輝で染まり，細胞の核は強烈な赤に染まった。メチ

レンフ、ルーの老化(酸化)がまったくの傍倖によっ

て，それをスーパー染料に変えたのだ、った。マラリ

ア患者の血液薄層標本を染色したときも同じ多染

性効果が起こった。無染色の通常のプレパラー卜で

は，ぼんやりとした輪郭でしか見えないマラリア原

虫が顕微鏡下に青い細胞質と赤い核が宿主赤血球

の淡黄色がかったピンクを背景にして，あざやかに

浮き出て見えたのだ。

いまや，ツアイス氏とその素晴らしい光学のおか

げで，はじめてマラリア原虫を高い倍率で検査し

その形態，姿，大きさを発育期ごとに比較すること

ができるようになったのである(ロパート ・ -デ

ソウイッツ著栗原豪彦訳『マラリア VS. 人間』の

187-188ページから引用した)Jと紹介されている。

このメチレンブノレーの老化(酸化)による染色の

変化については，コ ッホが結核菌を染色した状況の

なかに(1882年のコッホの項)，記述されているの

が最初だと思うが，ロマノウスキーはご、存知なかっ

たかもしれない。またエールリッヒのトリアッチド

染色法は 1877年， 1878年の報告であるが，この染

色法について，触れられていないのであろうか。あ

るいは Chenzinsky が考案したという

Methylenblau-Eosin溶液に関する報告が，後にロマ

ノウスキー染色に繋がったのであろうか。また，こ

のように，2、3種の色素を混ぜることで染め分けが

できるようになるといったことを，どうして知られ

たのであろうか。原著を見ていないので不明である

が・・・・ー (秋葉)。

この染色方法を 1892年，マルチアフェヴァ

(Marchiafava) ，セリ (Celli)らが利用し，3種のマ

ラリアが形態学的に区別された。

ギムザ (GustavGiemsa， 1867-1948) このギム

ザは， ドイツ，ハンフ守ルグ、の熱帯病研究所所長にも

なられた化学者，細菌学者です。

このハンブルグの熱帯病研究所は東大教授の山

本惰太郎先生がここを訪問されたとしづ記事が「日

生研だより」に載っていた。元大阪府立大の望月先

生もドイツに留学中に行かれたとお聞きしました。

私，秋葉もドイツのミュンヘンで開かれた第 3回国

際寄生虫学会議に出席，口演した後，大阪大学の猪

木教授らと共に，ここを訪れたことがあります。東

京農工大の久米教授とも一緒でした〔久米清治:第

3回国際寄生虫会議 Thirdlntemational Congress of 

Parasitologyに出席して。獣医畜産新報，第 631号，

86-92 (1975)昭和 50年〕 。私はチェチェパエの飼

育施設を見ました。ヌカカの飼育の話をしました。

ここにはマラリアや其の他の腸内寄生原虫で画期

的な研究，提言をされたシャウジンも居られた研究

所で，感慨深い思い出の研究所でした。

ギムザ染色法は彼，ギムザによって開発された。

これはメチレンブラウ中に生じた色素を析出させ，

それをアズールと命名し，アズルHーエオジン，ア

ズ、ール1I， グリセリン，メタノールなどを用いて彼

が造った染色液である。この染色液で染める染色法

は，広く使用されるようになった。

今日，これ等の二液，即ち，メイグリューンワル

ド液及びギムザ液を同時に用いる所謂，メイーギム

ザ二重染色法はパアベンハイム(1913)が提案した

ものである。

これらの染色液の組成などについて，既に明治 43

年(1910年)7月出版の小泉丹『最近寄生原虫学』

の 33 頁 に は ロ マ ノ ウ ス キ ー ・ギームザ法

(Romanowsky-Giemsa-Farbunng )として，次のよ

うに紹介されている。

この方法は 1891年(追記:明治 24年)ロマノウ

スキーの始めて「マラリア」寄生瞳の染色に用ひた

るものにして，rメチーレンブラウ」に加里を加へ，

そこに生ずる一種の色素と「エオジンJとを合せ用

ふるものなり 。其後ノホ 卜Nochtによって広く紹介

せられ，ローシン Rosin，ラウレン卜 Laurent，ミ

ケーリス Michaelis等の学術的の研究あり，質地上

よりはチーマン Ziemann，ラヴェラン Laveran，

/レーゲ Ruge，マウレル Maurer，ライシュマン

Leischmann，ライト Wright等の諸家によって考案

せられたりき。後ギームザはその「メチーレンブラ

ウ」中に生ぜる色素をば析出することを得，それを

ばアヅーノレ Azurと命名し，それを用ひて，更に確

実にロマノウスキー染色像を得べく，自家の染色液

を案出したり (1904年)。これ即ちギームザ氏液なり。

ロマノウスキー氏の染色液は次の 2種よりなる。

第一液 「メチーレン ・ブラウ」の 1%溶液に O.3 

乃至 0.5%に苛性曹達を加え，長く放置して熟せ し

む。急ぐ場合は 50度乃至 60度の「パラフィン」竃

に2日程納め置くか，37度の僻竃中に保ち置くべし。
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これを加里「メチーレン・ブラウj 液と稿す。

第二液 1%の「エオシン」溶液。

この二液をば次の如くに混合して染色液を作る。

ノホト氏法一1.2 ccの水に 2，3滴の「エオシン」

を加へ，次に第一液を滴下して「エオシン」の色の

見えざるに至りて止む。それにて 5分乃至 10分間

染色す。

/レーゲ、氏法一10ccの蒸溜水に 1%の第一液を 1cc

加へ，次に O.3乃至 O.6ccの第二液を滴下し，沈

殿を生ずるに至らしむ。染色法は前法に同じ。

ギームザは加里「メチーレン ・ブラウJ中に生じ

たる色素をば純粋に析出し，これを「アズールIIJ

Azur IIなるものを作り，更にそれに「エオシン」

を結合せしめて「アズール II，エオシンJAzur II 

Eosinというものを作れり 。ギームザ氏液はこの Az

II ， Az. II. E. の 2色素 を ば 配 合 し メ チール

アルコホーノレ」及び「グリセリン」に溶かしたるも

の也。

其製法は次の如し。 Iアズーノレ II，エオシン」

3gr と「アズーノレ， II J O. 8 gr. とを混じて出来得

るだけ細粉となし，乾燥探に入れて全く水分を去り，

それに 60度に組めたる純「グリセリンJ250 c. c. を

注ぎて溶かし，更に純「メチーノレ，アルコホール」

250 c. c. をば同じく 60度に温めて加ふ。ギームザ

液は近頃グリューブレル会社にて製造し発売し居

るが故に強いて自ら作るに及ばず。

右(上)の液をば水 1c.c. に l滴の割合に混じ，

それに5分乃至20分物によりては1昼夜間染色す。

ロマノウスキー，ギームザ法によりて染色したる

標本は，水にてよく色素を洗ひ落し，空中にて乾か

すべし。 Iパノレサムjに遭へば速やかに脱色するが

故に封ずべからず。乾燥したる健にて保存すべし。

油浸装置を用ひたる時は後によく 「ツェーテソレ」 油

を拭ひ落して保存すべし。

このように 1891年(明治 24年，ロ シア皇太子が

負傷した大律事件のあった年)ロマノウスキー染色

によってマラリア原虫が染め分けられたのである

から，ラヴェランが見た 1880年(明治 13年)当時

は無染色の標本であったのです。

ギームザ染色が使われるようになったのは 1904

年(明治 37年， 日露戦争勃発)以降ということに

なる。

この小泉 丹『最近寄生原虫学』が出版された当

時，既に臓器の固定液としては「ピクリン酸酢酸，

シャウディン氏の昇京子アルコホール液，フレミン

グ氏のクローム，オスミウム酢酸液，ヘルマン液な

どがあり」としその作り方が紹介されているし固

定した材料はパラフィンに埋蔵し，ミクロトームに

て切片を作る。それを染色するには，次ぎの如き染

色素多く用ひらる」として，次ぎのものによる染色

方法も紹介されている。

(甲)カルミン染料 (1)ボーラックス，カ/レミン水溶

液， (2) ボーラ ックス， カノレミン，アルコホール

溶液， (3) リシオン，カルミン。

(乙)ヘマトキシリン染料(1)デラフィー/レド、氏へマ

トキシリン， (2)ハイデンハイン氏鉄ヘマトキシ

リン法。

(丙)アニリ ン染料ー (1)サフラニン， (2)エオシン，

(3)オランゲ，(4)ギームザ氏液。

これらの方法は，この本の出版された明治 43年

当時，すでに利用されていたことを知った。

このギムザ染色法の開発によって，世界各国の動

物学者，医学者，獣医学者らが，手当たりしだいに

動物，鳥類の血液検査をするようになって，いろい

ろな原虫が発見され，新種として命名され報告した

のです。このような状況の下で鶏のロイコチトゾー

ン原虫も発見されたのです。

(以上はロイコチトゾーン病研究史(発見の歴史

的背景) (仮題)についての論文に書いているもの

を一部，引用して示したものですが，これ以下は，

鶏のロイコチトゾーンの研究史(仮題)の中ではま

だまだ続きますが，今回のこの論文では略しました

一秋葉)。

このように，小倉先生が北大の助手，講師時代に

は，世界の病理学，細菌学，寄生虫などの各分野の

学問の進歩は著しく，その成果，新知見が，次々と

発表されつつあった時代で，葛西先生の文献，図書

の収集癖ともいうべき性格とそれを可能とした語

学力によって，次々と取り入れられつつあった時代

というべきでしょう。

このような時期に小倉先生は北大の葛西先生の

助手になられ，先生が外国から持ち帰られたトリ パ

ノソーマやスピロへータの種継ぎを通して，葛西先

生からも，市川先生からも知識を吸収しなければな

らないし，多くの外国の文献を自分でも読んで，自
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分の研究もし，学生の指導もしなければならない立

場であったのです。 ドイツ語，フランス語，ラテン

語，ギリシャ語も必死で勉学され，学位論文はドイ

ツ語で書かれるまでになられていたのです。必死に

上述したような細菌，病理，寄生虫関係の文献を読

まれて，自分で実施されてみて学生の細菌実習に取

り入れたり ，馬の伝染性貧血病の各種診断方法の検

討や牛のピロプラズマ病の研究，馬の腺疫の細菌学

的な研究，その他をされているのです。細菌も原虫

も血液学をも加味した家畜病理学的を研究対象と

されていたのです。 この時代に読まれていた文献，

図書が，台湾でのロイコチトゾーンの発見につな

がっていたのであろうと推測しているのです。それ

については後述しています。

真面目であれば，ある程，大変な負担のかかるこ

とです。正月も休日も休むどころで、は無かった。よ

り良い指導をしたいという 一念で，頑張られてこら

れたのであろう。私，秋葉もロイコ症の研究では一

日も早く，安心して夏が越せるようにしてあげたい。

一 日でも早く，媒介者を見つけたいという 一念で，

かき入れ時の夏は夏休みなど取ったことが無かっ

たのです。小倉先生の心情は良くわかります。

小倉先生は必死となって，葛西先生に負けないよ

うに努力されたことでしょう。

新製品紹介

FRIGZ LDA腹腔鏡第四胃 固 定 術 シ ス テ ム

1950年に Beggによって初めて報告された第四胃

左方変位 (LDA)は，その後 1967年 Loweの右傍

正中第四胃固定術， 1967年 Dirksenの右腹側大網固

定術， 1968年 Amesの左腹側第四胃固定術， 1982 

年Grymer&Stemerの経皮的トノレグ‘ピン固定術， 1998

年 ]anowitzの 2ステップ腹腔鏡整復固定術を経て

2004年 Christiansenの起立位のよる lステップ腹腔

鏡整復固定術へと改良進化を続けてきました。現在

日本では右腹側大網固定術が圧倒的に多く行われ

ていますが， Janowitzの技術に改良点を加えたイソ

式腹腔鏡第四胃固定術システム(日本式)は，現在

ヨ ロッパで行われている lステップ腹腔鋭整復固

定術に日本独自の改良進化を加えた新しいシステ

ムです。このシステJムの研究発表は第 34回家畜診

療等技術全国研究集会で吉田賞 ・農林水産省経済局

長賞を受賞しました。

人用医療では一般化したラパロシステムが家畜

分野にどのような改革を起こせるのか，これからの

課題です。

LDAに旋風，安全と信頼が患畜に奇跡

【特徴】

・スピディ な所要時間

・手術後の痔痛の軽度及び回復の早さ

・術後の食欲回復が早く，高い泌乳量

.手術による出血量が極少量

-整復状態は正中固定が可能

.妊娠末期でも適応可能

-術後抗生物質の投薬が少量或いは不要

-患畜に優しい医療(動物福祉の観点より)

.合併症の発生率が低い

日本フリツツメディコ (株)は大動物画像診断治

療研究会を応援します。

製造販売元 :資料・カタログ等お問合せは下記へ

FRlGZ 日本フリッツメディコ株式会社

干270-0163千葉県流山市南流山 6-23-6

TEL : 04-7158-5155 FAX: 04一7158-5157

Mail: RSA99321@nifty.com 

http//www.合IgzmJ・com
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