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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 (4) 

秋葉和温*

第一 部鶏の口イコチトゾー

ン症と小倉先生との関係

1 .小倉喜佐次郎獣医学博士とは

3.小 倉先生の台湾での経歴と業績

1)台 湾 時代の経歴

前述の小倉規一郎氏記によれば， 学位を取得し，

北里研究所に就職も内定していた。その頃，葛西先

生のもとに，台湾総督府中央研究所農業部部長の大

島金太郎氏から新設直後の台北帝大理農学部に有

能な学者を派遣してほしいとの要請があり，葛西先

生からの要望で，1931年(昭和 6年)台北帝大助教

授(理農学部家畜病理学講座)として赴任すること

になった。この台北帝園大皐理農学部については台

北帝園大撃の項を参照して下さい。

赴任後しばらくして， 1932年(昭和 7年)，総督

府中央研究所農業部技師を兼任した。この中央研究

所農業部についても中央研究所の項を参照してく

ださい。

その頃大学当局から二年間のドイツ留学を打診

されたが，研究活動，講習会指導等の多忙を理由に

辞退した。この留学の機会を逸したことは，その後

の研究生活にマイナスであったと聞いたことがあ

る(規一郎氏より)。

台北帝大助教授兼台湾総督府中央研究所技師兼

務時代には，板垣啓三郎先生を総督府中央研究所に

迎えられて共同研究をされている。

鳥取大学の板垣啓三郎教授は明治42年5月19日，

秋田県本荘市石沢字烏)11104番地で生れる。昭和 9

年(1934年)3月，北海道帝国大学農学部畜産学科

第 2部卒業，同年 4月北海道帝国大学農学部副手，

昭和 9年 10月，板垣啓三郎先生，中央研究所農業

部技手として赴任されている。

この時，すでに小倉先生はこの中央研究所兼務を

'元農林水産省家畜衛生試験場(Kazu旧 Akiba)

されておられたので，板垣先生は小倉先生の指導を

受けられることになったと いうことです。このこと

は板垣先生にとっては，卒業後の最初の就職場所で

あり，最初に指導を受けられた先生ということに

なった。その指導は厳しいものであったとお聞きし

たことがあります。北大の平戸先生を指導された時

とほぼ同じような厳しい指導を受けられたので

しょう。そして，豚コレラ，ズ‘/レラ病，台湾のいわ

ゆる鶏ベストなどの研究がされたのです。板垣先生

は昭和 14年(1939年)4月 台湾総督府農業試験

所技手となっておられ，その年の 9月には新しく獣

医畜産学科が設置された鳥取高農教授として台湾

を去られている。

小倉先生も昭和 14年(1939) には総督府殖産局

直轄の淡水獣疫血清製造所に主任研究者として兼

務されている。

このように小倉先生も板垣先生も，どうして昭和

14年 4月に所属を変られたのか書かれていない。し

かし，これは後述の中央研究所の項に記載したよう

に，森下薫先生によれば r1939年(昭和 14年)4 

月，中央研究所は解消され，各部は，それぞれ独立

の研究機関となり，衛生部は熱帯医学研究所として

台北帝大に付置されることになったJとのこと。

これによって，農業部は台湾総督府農業試験所と

名称が変更となったので，板垣先生の所属も変更と

なったということであろう。

そして小倉先生は淡水獣疫血清製造所に移られ，

昭和 17年まで，そこの主任研究者を兼務されたと

いうことである。

さらに小倉先生は昭和 18年には台北帝大を依願

退職し，淡水獣疫血清製造所専任となられている。

これは昭和 18年に理農学部から農学部が独立し農

学部の中に獣医学科が設立されたことから，淡水獣

疫血清製造所専任となられたのであろう。

この当時の淡水獣疫血清製造所所長は総督府農

務課畜産係長の高沢寿技師から岸技師に変られて
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いた。これらの兼務所長は年間 2，3度来所される

だけで，小倉先生は所長代行で，本所の運営をも荷

われたのですとのこと(林氏の手紙)。

台湾での研究活動と技術指導は，多忙であった。

研究分野は恵まれていたが，家畜の疾病に対する防

疫体制は極めて不十分で、あった。そのため，先生は

各地方の防疫状況を視察し，第一に手掛けたことは，

現場の獣医師の再教育にあった。年に一度は，台北，

台中， 台南等の各地で，一ヶ月に及ぶ技術講習会を

聞き，予防，治療技術の向上に努められた。

その一方では，研究活動も精力的になされている。

淡水獣疫血清製造所兼務やその後の専任を通し

て 乾燥血 清の製造j等の研究を初め，優秀な台

湾出身の方々を研究者として教育されていた。

また，規一郎氏の手紙によれば，第二次大戦が勃

発した昭和 16年頃から，台湾軍獣医部の嘱託を命

じられ，軍馬の能力試験と熱帯地に於ける軍馬の防

疫対策を研究されていた。17年頃，陸軍大本営の辻

政信氏が台湾軍に派遣され，その頃，辻氏から南方

作戦に使用する軍馬の病気，主として腺疫の研究を

依頼されておられた。戦後，辻政信氏は参議院議員

となられていたが，何か役立つことがあればと，父

に話されていた。父は神経痛薬を製品化したいと ，

辻氏の紹介で三共製薬鈴木万平氏に紹介され，製造

部長と会われたが，事情があって， うまくし、かな

かったとのこと。有名な，あの辻参謀との意外な関

係がおありで、あったのですね。

昭和 18年には台北帝大を依願退職し，淡水獣疫

血清製造所専任となるが，アメリカ空軍の攻撃が激

化し，製造所を分散して台中市郊外の霧峰に疎開し

た。そしてそこで敗戦を迎えた。その直後，同じ台

中市郊外の后里牧場に移動した。

台湾時代の先生について，規一郎氏の 23頁から

には元台湾総督府中央研究所技師の斉藤圭次郎『古

希を記念して~ (昭和 36年)の中で…一北大

で病理学，細菌学を研究し，獣医学博士になられ，

台大の開校と同時に渡台，助教授として，専ら細菌

学，病理学を担当された。色白のスマートな快活な

方で，時々警句や冗談を云われ人を引きつける力が

あり，非常な勉強家であった。Jと。また淡水の獣

疫血清製造所の富田技師の後任として釜山獣疫血

清製造所から赴任してこられた今井信実(元麻布獣

医科大挙教授)著『獣医研究の回顧~ (昭和 52年)

の中で一一昭和年代に入ってからは，台湾にお

ける家畜衛生対策の事業に関しては小倉喜佐次郎

博士の徹底せるご活躍が眼前に初練として印象が

深い。先生のご専攻は家畜の病理微生物学を主とし

ていた。」と紹介されています。

また，先生の日常生活については，息子さんの規

一郎氏の記録では，正月休みもなく，夕食後の団 ら

んもなく，夕食後は応接室兼用の書斎に入札学術

書を読み，研究報告のタイプを打っていた。日曜日

には，時折私を大学の研究室や，淡水の血清製造所

の研究室に連れていってくれた。父は直ちに白衣に

着換えて顕微鏡を覗いていた。私がその近くに居る

と，お前も見るかと云われ，覗くと何が見えるかと

聞かれたことがある。しかし私には興味がなく， 一

人屋外で遊び，夕方父と帰る休日であった。ある時，

なぜ日曜日は休まないのかと聞いたことがある。

「パイ菌は人の都合に合わせて休んでくれなし、か

らな」との返事で、あった。研究一筋の父であったが，

健康法として登山があった。たまの休日には，台湾

では大屯山，観音山に登り，北海道時代にも大雪山

や羊蹄山に登っていたようである。また大正末期と

昭和の初期には，富士山に単独登山したと自慢して

いた。山に関しては，富士山をこよなく愛し，晩年

に至るまで，富士山の写真集を身辺に置いて眺めて

いた。

このように強し、て趣味はと問われれば，研究以外

では，読書，登山，映画鑑賞(特に時代劇)などが

趣味として挙げられるとのこと。

敗戦後，台湾総督府は廃止され，淡水獣疫血清製

造所は，中華民国台湾行政長官公署農林庁管轄とな

り，先生は留用される身分となった。しかし家族の

帰国願望が強く，昭和 20年(1945) 12月に留用が

解かれた。昭和 21年(1946)3月，先生は後髪を引

かれる思いで，家族を伴い，各人がリュクサック一

個を背負い，敗戦国民として，アメリカの輸送船に

乗船し，基隆港を出航し帰国した。

2)台湾時代の業績

以下の文献の一部は次ぎの検索機関によってい

る。

http://www.angrin.tlri.gov.tw/book/J-documents/ J 

_2-1 . htm カミら http://www. angrin. t1ri. gov. 

tw /book/ J-documents/ L2一泊v.htm 

1，69 小倉喜佐次郎仔猪淘汰死亡的研究，台畜
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(1933)昭和 8年。

VI，19 小倉喜佐次郎:Piroplasma的研究，五畜防

(1933)昭和 8年。

VI，20 小倉喜佐次郎:鶏住血原虫疾病，五畜防

(1933)昭和 8年。

VJI， 14 小倉喜佐次郎:鶏的住血原虫疾病，玉畜防

(1933)昭和 8年。

X n， 31小倉喜佐次郎:猪痘的血清学研究，五畜防

(1933)昭和 8年。

1 ， 71 小倉喜佐次郎:東北(中国)的疾病考察，

台畜 (1934)昭和 9年。

VI，25 中央研究所:牛隻的焦虫 (Piroplasma) ， 

八畜防(1935)昭和 10年。

VJI， 15 中央研究所:蘇投 (Suηa)病，八畜防(1935)

昭和 10年。

xn，38中央研究所，猪痘，八畜防(1935)昭和 10

年。

X n，39獣疫血清製造所，猪痘的血液変化，八畜防

(1935)昭和 10年。

xn，40獣疫血清製造所，猪痘的血清学診断法，八

畜防(1935)昭和 10年。

x n，41獣疫血清製造所，仔猪的免疫発動時期有関

事項，八畜防(1935)昭和 10年。

x n， 42獣疫血清製造所，台湾近海魚類的猪丹毒菌

分布，八畜防(1935)昭和 10年。

xn，43獣疫血清製造所，本所的副傷寒菌・猪病菌

検出率，八畜防(1935)昭和 10年。

x n，44獣疫血清製造所，猪病的疫苗療法，八畜防

(1935)昭和 10年。

X皿， 4 中央研究所，鶏鼠疫，八畜防(1935)昭和

10年。

xm，5 獣疫血清製造所，家禽鼠疫病毒的研究，八

畜防(1935)昭和 10年。

x n， 49小倉喜佐次郎:猪痘的研究(第一)農葉，

(1936)昭和 11年

x n， 50小倉喜佐次郎:猪癒的研究(第二)農葉，

(1936)昭和 11年

(小倉喜佐次郎 ・板垣啓三郎・亀山勤:豚コレラに

関する研究 第二報，豚コレラの病理解剖学的所

見，台湾総督府中央研究所農業部葉報，第 119号，

1-55， 1936) 

小倉喜佐次郎台湾におけるピロプラズマ病の研

究，雑誌名，巻号頁，昭和 11年(?) 

xm，7小倉喜佐次郎 ・板垣啓三郎:台湾細菌性雛

白痢(第一)，台畜(1937)昭和 12年。

(小倉喜佐次郎:台湾に於ける細菌性雛白痢に就て，

第 1報，雛白痢菌の性状，台湾総督府中央研究所

農業部実報，第 137号，1-16， 1937) 

VJI， 16小倉喜佐次郎 ・板垣啓三郎:台湾的蘇粒

(Surra)病研究，陸獣(1937)昭和 12年。

(小倉喜佐次郎・板垣啓三郎:台湾の「ズルラJ病

に関する研究，陸軍獣医回報，353号， 1938) 

1 ，82小倉喜佐次郎.台湾的重要家畜伝染病，台畜

(1938)昭和 13年。

(小倉喜佐次郎:台湾の重要家畜伝染病，台湾畜産

会 会 報 巻4号， 1938) 

[小倉喜佐次郎 :台湾畜産会会報，1(15) (1938). (平

戸編獣医微生物学，豚コレラウイノレスの文献より

引用)]。

xm，8小倉喜佐次郎:細菌性雛白痢菌鶏診断器具

及其使用法，台畜産(1939)昭和 14年。

xm，9板垣啓三郎:台湾的鶏鼠疫研究，熱獣畜

(1939)昭和 14年。

1，93 小倉喜佐次郎:馬匹的性能与血液変化有関

的研究(第一報) ，熱獣畜(1940)昭和 15年。

(小倉喜佐次郎:馬の能力と血液変化に関する研究，

熱獣畜雑，第 1巻，第 46頁， 1940) 

小倉喜佐次郎・富田四郎:熱地に於ける馬の執曳能

力に関する研究，熱獣畜雑，第 l巻，第 119頁(1940

年) ，昭和 15年。

n，39小倉喜佐次郎 ・富田四郎:関於牛痘的研究，

熱獣畜(1940)昭和 15年。

(小倉喜佐次郎 ・富田四郎 :牛疫に関する研究，熱

帯獣医畜産学雑誌， 1巻 2号， 173-190，台湾畜産

会発行， 1940) 

x n， 51小倉喜佐次郎:猪痘的予防試験，熱獣畜

(1940)昭和 15年。

XIV，118小倉喜佐次郎:馬的重要内臓虫一其治療与

控制，台畜産(1940)昭和 15年。

小倉喜佐次郎・本村 ・富田四郎.馬の駄載能力に関

する研究，熱獣畜雑，第 2巻，第 57頁(1941年)， 

昭和 16年。

1，96小倉喜佐次郎 ・楢橋実 ・王振弥噴霧乾燥製

造乾燥血清(台湾淡水獣疫血清製造研究報告之

ー)熱獣畜(1941)昭和 16年。

m，10小倉喜佐次郎 ・構橋実 ・王振弥:炭痘予防液
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与免疫血清在馬体皮内注射的作用，熱獣畜(1941)

昭和 16年。

Xrv，125館沢円之助・小倉喜佐次郎:台湾的馬結

膜及皮膚 Habronema症，熱獣畜(1941)昭和 16

年。

(小倉喜佐次郎:台湾に於ける馬の結膜及び皮膚症，

熱帯獣医畜産雑誌，第 l巻，第 4号 1941)

IT，47 小倉喜佐次郎 ・柿丸俊恵 ・劉燃炎:台湾産

家畜対牛痕的感受性，熱獣畜(1943)昭和 18年。

小倉喜佐次郎:軍馬適正使役に関する研究，昭和 17年。

小倉喜佐次郎:馬の能力試験，芦書房・東京(1942)， 

昭和 17年， 54年増訂版。

4. 帰国後

小倉規一郎氏によれば，貴重な研究資料も蔵書も

残したままで，15年振りに帰国され， 一時，鳥取県

倉吉市内の旧家(婿養子に入った実家)に身を寄せ

られた。 1ヶ月後，先生は単身東京へ出られて，職

を探され，結局，札幌の鳥居製薬微生物研究部長と

して就職された。 しかし翌年には退社されている。

(この倉吉に引き揚げて来られた当時，鳥取農林

専門学校の板垣教授を訪ねて学校に来られたに違

いない。しかし，当時，私は板垣教授の教室にいた

ことになるが，おいでになっていたという記憶は無

い一秋葉)。

ちょうどその頃，盛岡高農獣医学科の後輩で，北

大，台湾時代と一緒に仕事をし，後に生涯の友とな

られた館沢円之助先生(昭和 12年 5月から台湾に

行かれていた)が，台湾での留用を解かれ帰国され

たことから，館沢先生の郷里の盛岡に昭和 24年，

念願の「東北家畜衛生研究所Jと「付属家畜病院」

を設立された。小倉先生は動物用薬品の製造と病性

鑑定を担当し，館沢先生は家畜の臨床を担当された。

そして小倉先生のご家族も倉吉から呼び寄せられ

た。当時，研究所では，主に腺疫トキソイド(馬用

ワクチン)を製造しておられた。

昭和 25年の l月であったか，板垣先生は北大の

平戸先生に学位論文として提出される鶏のコクシ

ジウムに関する論文を小倉先生に見て貰われるた

め，盛岡に行かれた。今にして思えば，この「東北

家畜衛生研究所」におられた小倉先生のところに行

かれておられたのです。そこで，小倉，館沢両先生

との再会を喜び合われて飲み過ぎられたのか，その

上，学位論文を精力的に書きあげられた疲れと重

なってか，十二指腸潰療となられ，館沢先生のご存

知の医者の居られた岩手医科大学病院(規一郎氏の

手紙より)に入院され，鳥取に帰って来られなかっ

た(後で胃を何分のーか取られたと聞いた)。内科

の山根乙彦教授は板垣先生の着替えの衣類，その他

のものを持って見舞いに行かれたとのこと。卒業前

の学生の授業もあるし，この年から獣医師の国家試

験もあるということで，私に補習授業をせよと仰せ

っかり，講義もし，受験に備えて問題集を作成し試

験に臨んで、貰った。

私は陸軍獣医部依託生であった関係で，昭和 19

年の 7月(鳥取の 2年生の時)から 20年 7月まで，

集合教育を東京府中の東京高農(現東京農工大学)

で受けたのです。この当時，午前中は専門分野の講

義を受けていました。東大の田中丑雄教授(薬理学，

心臓薬理の講義を聴いた。家畜衛生学という教科書

の著者) ，江本修教授(病理学)，東京高農の宮本

一雄教授(病理学)，大越伸教授(内科学)，松岡

教授(畜産製造，後松研を創立)，近藤正一教授(伝

染病学，獣疫調査所，鶏ベストのワクチンの試験の

報告がある。秋葉の鳥インフルエンザに関する畜産

の研究参照のこと) ，その他，陸軍獣医学校教官，

市川| 収中佐(最初の依託生隊長，箪陣病理学，後

に家畜衛生試験場部長，東北大学教授)，中道少佐

(軍陣外科学)，木全春生中佐(軍陣獣医学)，堀

少佐，堤少佐，村井少佐(し、づれの少佐も軍陣衛生

学，村井少佐は 2代田の依託生隊長)，林少佐(防

疫)，菊池少佐(馬学)，古賀中尉(上野動物園長，

軍犬，軍鳩)，小長谷少佐(化学兵器)，深野高生

中佐(軍陣内科学)，星冬四郎少尉(筋肉生理学)， 

大高大尉(区隊長，貧IJ術，馬術，騎兵の襲撃)その

他の先生方に短時間づつで、あったが，教えを受けた

のです。このように，学生時代に多くの著名な先生

方の教え方を学ぶことができたことは，おおいなる

収穫でした。このような先生方の教え方を見習いな

がら，板垣先生不在中，補習授業をすることが出来

て良い経験をしたのです。

また，鳥取時代に，北大の山極教授が集中講義に

来ておられたので，その時々に，講義を聞かせて

貰っていた。私は，その後，農林省家畜衛生試験場

に勤めるようになり，日本獣医学会に出るように

なってから，折に触れ，上述の先生方にお会いする
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ことができ，上述の先生方の話題にも，溶け込み易

く，理解もし易 く，何かにつけて，お世話になりま

した。ありがたいことでした。

上述の先生方については，最近出版された「日本

獣医学人名事典」日本獣医史学会発行 (2007)を参

照のこと。

規一郎氏によれば，この東北家畜衛生研究所が開

業して 2年目を迎えた頃，農林省畜産局衛生課の係

官が GHQ(占領軍)のビーチウッド、係官を伴って

視察に来た。周囲の環境がワクチンの製造に適さな

いと指摘され，製品の価値も問われたようであった。

しかし，筆談での応対で，腺疫トキソイドの重要性

を認識してくれたとのこと。この視察の狙し、は，農

林省と GHQが研究所を廃業させることにあったが，

GHQの意向により存続が決定した。

もし GHQの命令で廃業となっていたら昭和 28

年に用賀ヒラキシン研究所として発足し，約 40年

に及ぶヒラキシン研究所の歴史は考えられなかっ

たとのこと。その後，東京への進出を考え，昭和 27

年 (1952)に盛岡の研究所を閉鎖した。そして盛岡

の先輩である山田喜平氏(日本綿羊協会副会長)の

助力で東京都畜産販売購買農業協同組合との合意

の上，練馬区谷原町に在る東京都の所有地の一角に，

付属家畜衛生研究所を開設した。ここでは主に(馬

用ワクチン)の製造販売を業としていた。 しかし，

半年後に組合が解散となり，研究所も閉鎖された。

昭和 28年(1953) 11月に山田喜平，並河才三，

館沢円之助氏らと世田谷区用賀町に用賀ヒラキシ

ン研究所を設立，理事長となる。腺疫 トキソイドと

エクオピヤシン，変質剤，寄生虫病治療剤。ピロプ

ラズ、マ病治療剤などの注射薬等の製造販売であっ

た。そして昭和 42年 (1967)八王子市桝田町に移

りヒラキシン研究所，代表取締役。その後，昭和 53

年に，先生の奥さん，その翌年に並河先生，昭和 63

年 5月，無二の親友であった館沢先生が亡くなられ

た。平成 3年の後半にヨ ーロ ッパの大手動物医薬品

メーカーのローヌメリユ一社(フランス)に研究所

を譲って，平成 5年春に約 40年間維持した所長の

座を降りた。

平成5年秋には茨城県の明野町に研究所は移転し，

退職されている。

小倉先生は平成 9年(1997)8月 17日に八王子市

の自宅にて急性心不全て死去。享年百歳。倉吉市内

の善正寺に葬られた。

平戸勝七先生追憶集の中の写真集に「小倉喜佐次

郎先生還暦祝賀会(昭和 32年 4月， 1957) のもの

もあり，前列に左から， 三浦 ・平戸 ・葛西夫人 ・小

倉先生 ・越智 ・館沢 ・吉)11，後列に左から添川 ・清

水 ・塩野谷 ・坂井 ・浜田 ・板垣 ・笹原 ・石谷 ・佐藤 ・

田嶋の諸先生方がみられる。 即ち，獣医学会会長，

学術会議会長もされた越智先生と小倉先生の指導

を受けられ，わが国，獣医界の重鎮となられている

先生方が集まっておられるのである。

後継者の平戸先生を指導された様子は平戸勝七

先生追憶集に先生ご自身の署名で書かれている。

このように北大家畜衛生学講座の基礎を築かれ，

多くの講座出身者に多大な影響力を及ぼされたが，

その先生方の活躍を通して，わが国の獣医界の目覚

しい発展が成されたこと，さらに台湾の獣医 ・畜産

界の発展にも尽力されており，あらためて先生の貢

献の大きさに，偉大さに感動させられた。なお，よ

り詳しくは，ご子息の小倉規一郎記の「父逝きて思

い出の記」をも参照のこと。

帰国後の業績

(Ci. Nii論文情報ナビゲータ国立情報学研究所

http://ci. nii. ac・jp/search/ servlet/Kensakuによる)

小倉喜佐次郎:96. 血液鉄細胞と馬の伝染性貧血の

診断(第 30回日本獣医学会記事)， 日本獣医学

雑誌，13， 281-282 (1951)昭和 26年。

小倉喜佐次郎 :65. 中性白血球の核の左転について

(第 32回日本獣医学会記事)，日本獣医学雑誌，

13， 370 (1951)昭和 26年。

中村条介 ・小倉喜佐次郎:67. 血液鉄細胞に依る

伝貧検査と鉄細胞の消長について(第 32回日本

獣医学会記事) ， 日本獣医学雑誌， 13， 371-372 

(1951)昭和 26年。

小倉喜佐次郎:馬の伝染性貧血の血液変状，日本獣

医学雑誌，14(6)，496-499(1952). 昭和 27年。

小倉喜佐次郎 ・稲荷場総ー :143. 川崎市に発生し

た豚の toxoplasma症 ll.病理解剖所見，日本獣

医学雑誌， 22 (supple) ，452-453 (1960) 昭和

35年)。

館沢円之助 ・小倉喜佐次郎 ・工藤椙員IJ: 25. 牛に

見た出血性敗血症菌による肺炎，日本獣医学雑誌，

25 (supple) ，401 (1963) 昭和 38年。
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