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鶏の口イコチトゾーン症の研究史における

暗中模索からの脱出記録 (28)

秋葉和温ネ

土井晩翠草庵:岡山県津山中学の 4年生の時で

あっただ、ろうか，高知県出身の国語教師杉村督郎先生

が岩波の国語教科書にあった土井晩翠の詩をこの

ように歌うのだと授業中に教えていただき，皆覚え

たものである。その後，何回か，鳥取時代や農林省

時代の懇親会などの席で、歌ったことがあり，今も

懐かしく覚えている。

星落秋風玉丈原

1.郡山(きざん)悲秋の風更けて 陣雲暮し五丈

原， 零露の文(あや)は繁くして草枯れ馬

は肥ゆれども 萄軍の旗光無く 鼓角の音も

今しづか。丞相(しょうじよう)病あっかりき。

2.鳴呼南陽の奮(旧)草慮(そうろ) 二十鈴年の

いにしえの 夢はたいかに安かりし，光を包み

香をかくし 臨畝(ろうほ)に民と交れば王

佐の才に富める身も ただ一曲の梁歩吟(りょ

うほぎん)

以下の詩も覚えて歌ったものである。今回，この

管理人が私達と同年輩の方であったので，色々な歌

い方があるようですと云いながら，一緒に歌った。

数学者の岡潔先生も『春風夏雨』角川|文庫の 20ペー

ジに上の詩の続きの「閑雲野鶴空間く・・」を引用、

晩翠の詩が大好きで、よく朗唱した。今の学生さん

も、時々はこのような詩で、気持ちを高める歌を

朗々と唱するのが必要で、はないだろうか・-と。

山形県

O蔵王温泉:家畜衛試本場時代に寄生虫研究室の旅

行で行った。小平→仙台→山形市経由蔵王，保養所

泊。翌日は仙台に出て，城跡に登り，→小平。

福島県

O郡山市:鶏病講習会。小平→郡山市内の講習会場

→磐梯熱海泊。翌日，県職員の案内で→猪苗代湖→

五色沼→スカイライン(吾妻山登山)→福島→東京。

O福島市:鶏病講習会。

0白河市:中外製薬の依頼で，白河市泊，近くの養

*元農林水産省家畜衛生試験場 (Kazuo Akiba) 

鶏場での野外試験の指導に行く。この時の野外試験

成績は次のように報告された。

日本獣医畜産大学で，昭和 39年(1964)4月7日開

催された第 57回日本獣医学会で発表された。

0小畑・小野・松本・笠間(西白河家保)・秋葉(家

畜衛試):鶏のロイコチトゾーン病を対象とするス

ルフアジメトキシンの投与試験について.第 57回

日本獣医学会講演要旨 p69.

関東地方

茨城県

Oつくば市:①全農からの依頼の講習会で，筑波大

学近くの会場で講義し，私の鶏病支場での研究室の

研究補助職の関谷修三君と共に実習もした。家畜衛

試の移転前で，工事中で、あった。②家畜衛生試験場

本場の学園都市(つくば市)への移転後は鶏病支場

室長時代に何回か，支場長会議(九州支場長時代

鹿児島空港→羽田空港→常磐線で牛久駅→パスで

農林団地中央下車→家畜衛試)で 2~3 回出張，定年

退職後に OB会，創立 70周年記念式典，研究者割

愛依頼(塩野義製薬からの要望で)，その他で行く。

また，その間，石谷先生宅，佐沢先生宅，乾さん宅

などを訪問したこともある。さらに出島村(現在は

霞ヶ浦町)の土地も，時々，見に行った。

O笠間→岩間:埼玉県越谷から移転された飯村養鶏

場の視察。

栃木県

O鬼怒川温泉:群馬県養鶏飼料研究会主催の鶏病講

習会で，その後，大谷磨崖仏，石材切り出し穴見学

→宇都宮→東京。

0宇都宮市・矢板市・益子:県の依頼で，鶏のロイ

コチトゾーン症の調査のため，血液塗抹を取ると共

に，宇都宮市泊(黒髪荘)，矢板市泊(伊東正己先生

の案内で堀江養鶏場，ここでは高松泰人先生，森井

さんなどもお世話になった)で，夜，ライトトラッ

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY
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プでヌカカを採取し→東京に帰る。

0那須高原:家畜衛試本場(小平市)の寄生虫研究室

の旅行で那須高原の保養所を訪れた。

0日光市:①父(佐登蔵)を案内して東照宮に参拝，

父と旧宇都宮駅前の食堂で湯豆腐を肴として，酒を

飲み，別れた。父はその後，東北本線で盛岡に出て，

小岩井農場を見学し，青森まで北上し，青函連絡船

の桟橋を見て，有漢に帰られたと聞いている。②私

は日光には家族と共に，また③陸軍獣医部依託生の

会合でも訪れた。

0西那須野:この地にある日本ファーマシーに塩野

義製薬から毎年，何回か出張した。宇治→新幹線で

東京→東北新幹線で那須塩原駅→西那須野泊また

は太田原泊→日本ファーマ、ンーへ。この間，塩原温

泉に 2回行く。また，浅草→伊勢崎線で太田→足利

→両毛線で小山→西那須野に出たこともある。

群馬県

O太田市・宝泉村:山一飼料の井野専務さんが借り

ておられた久保田精氏宅に泊めて貰い，ロイコチト

ゾーンがニワトリヌカカによって媒介されるとい

う確証を得た所である。その後，何回もお邪魔した。

即ち，私は小平の試験場から東京→鴛谷駅に出て，

井野専務さんを待ち，その車に乗せて貰い，大宮市

→熊谷市(ここで昼食を食べることが多かった。)→

太田家畜保健衛生所に立ち寄り→宝泉村。仕事を終

えてからは，太田→熊谷→東松山→川越→所沢→東

村山→小平まで井野専務さんに送って貰うことが

多かった。この往復の様子や久保田精氏宅で，どの

ようにして媒介者，ベクターを決定したかについて

は本文を参照のこと。

0前橋市:夏季大学の鶏病講習会で講演した。

0伊香保:鶏病講習会，太田→宝泉村→薮塚→ス

ネークセンター→伊香保泊→榛名湖→高崎→小平。

伊香保には 2回行った。

O猿ヶ京温泉:鶏病講習会，沼田→後閑→猿ヶ京。

O老神温泉:鶏病講習会，沼田→老神。

O水上温泉:家畜衛試本場の寄生虫研究室の旅行で

行った。保養所に泊まった。

埼玉県

0熊谷市・大里村:私が鶏友(昭和 32年， 1957年)

に書いた「最近，特に夏に多発している新しい疾病

としての住血原虫病(ロイコチトゾーン・カウレ

リィー)についてJを見て，熊谷家畜保健衛生所管

内の大里村の農家から「私の家で飼育しているヒナ

が，先生の書かれているものと同じような症状で

死亡しているので，至急，診に来て欲ししリとの手

紙を貰った。そこで，熊谷家畜保健衛生所に連絡し，

立ち寄ったところ，井上勇技師(その後，日大農

獣医学部教授)が対応して下さって，彼の運転する

オートパイの後ろに乗せられて，その農家に案内さ

れた。その様子は，この本文の中に詳述している。

何回か行っていた時，山一飼料の井野専務さんが，

私達の群馬にも来て下さいと誘われ，群馬県の項に

書いた宝泉村との関係が出来たのである。

0越谷市:山一飼料の井野専務さんのお世話で飯村

養鶏場と岩村養鶏場で野外試験をさせて貰った。サ

ルファ剤のシノミンの飲水投与で飲水量が激減す

るということに気付いたのは，この野外試験からで

あった。この間，鯉のあらい，鴨料理などをご馳走

になった。

0大宮市:①農林省大宮種畜牧場で発生した「鶏の

伝染性下痢症Jの調査に当時，家畜衛試の病理研究

室におられた望月 宏先生(その後，大阪府立大学

獣医学科教授になられたHこ伴われて行った。その

時，先生から血液塗抹標本の作り方について教えて

貰った。その方法は望月先生の先生の東大教授山本

惰太郎先生の方法で，スライドグラスの上に血液を

一滴落とし，少し大きめのカバーグ伊ラスで被せるよ

うにして，一気に薄く伸ばすというもので、あった。

こんな方法は初めてであった。②ニワトリヌカカ幼

虫の生息場所がまだ、不明であった時，それを明らか

にするため，北岡茂男技官を伴って，大宮種畜牧場

内で調査させて貰った。この牧場に勤務しておられ

た関 令二技官の案内で，場内の湿地を調べた。し

かし，この時は不明で、あった。調査日は夏であった

ので，まだ周囲は明るかったが，北岡さんは午後 5

時になると，帰ってしまった。私はもう少し，調べ

て欲しかったが，専門家に帰られては，私も止めざ

るをえなかった。

千葉県

O千葉市郊外:①動物医薬品検査所長となられてい

た川島秀雄先生から電話があって，ファースト映画

会社が鶏の病気の映画を撮影しているが，その中に

鶏のロイコチトゾーン症の撮影も計画し，発生農家を

探していたところ，千葉県の野崎技師から発生農家

が出たとの連絡があったので，一緒に行って下さい
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とのことで，先生と共に千葉市郊外のロイコチト

ゾーン症発生農家の調査に行った。症状を出してい

るもの，解剖し，出血病変のあるものなどが見られ，

撮影された。この映画は私が四国 4県の畜産会主催

の講習会で鶏病について講演した際，借りて行き，

講演の理解に役立てて貰う目的で，昼の休憩時間で

あったが，上映して見て貰った。②農林省畜産試験

場(千葉市)には，会議のためと，液体窒素によるロ

イコのスポロゾイトの凍結保存について，牛の精液

の凍結保存技術を応用してみたいと思い，鳥取の先

輩の長瀬技官に教えを受けるためなどで、行った。長

瀬さんは岡山県勝山中学出身で，長瀬さんの妹さん

が，私の郷里の鈴丘神社の神主さんと結婚したが別

れたとのこと。世間は狭いものである。 0千葉県畜

産試験場での野外試験の指導に行く。

0印旗沼:この近辺の農家の病性鑑定に行く。

0勝浦:日蓮聖(上)人ゆかりの地。家畜衛試本場の

寄生虫研究室の旅行で行く。船で鯛の浦にも行き，

鯛が集まってくるのを見た。

0白浜:鶏病講習会で。小平→千葉→茂原→勝浦→

白浜での講習→館山→千葉→小平。

0成田市，葛飾柴又:成田空港には何回か，箱崎か

らリムジンパスで，または京成電鉄の上野から成田

空港へ。平成 15年 5月 17日， KKRホテル東京に

泊まり， 18日，成田山新勝寺参拝，その後，葛飾柴

又帝釈天参拝，寅さん記念館見学，矢切の渡しを見

て東京に帰り，翌日の 19日新宿のデパートを訪れ，

帰途につく。

東京都

O府中市:私の人生で，初めて東京に出てきて生活

した場所である。戦争が激しくなり，勉強よりも，

軍需工場での労働の提供が要求され，男女の生徒や

学生が動員される状況となってきた。そのため，全

国の大学や専門学校に在学中の学生で，陸軍獣医部

依託生となっていた者の学力低下を防ぎ，卒業後，

すぐ役立つ陸軍獣医部将校とするため，東京高農

(現在の東京農工大学)に集めて教育することなっ

たのである。そして鳥取農専の 2年生となった昭和

19年 7月から 20年 7月まで，教育を受けた。鳥取

から，中島 泉君，井上一夫君と私の 3人がこの教

育に参加した。私は中島君と一緒に，初めて東京駅

に降り，今の神田の交通博物館のある辺りの旅館に

泊まった。中島君が予約していたのかも知れない。

翌日は靖国神社に参拝し，その近くで写真を撮り，

中央線に乗り，国分寺駅で下車，東京高農まで歩い

た。途中，国分寺跡という辺りにし 2軒，農家が

あったのみで，両側は雑木林や畑で、あった。途中で

清水の出ている場所があり，水飲み場となっていた。

私も中島君も清水を手で、受けて飲んだ。そして東京

高農に辿り着いた。依託生隊の入隊手続きは，大久

保曹長が行っておられた。そして，獣医学科気付で，

前もって送っていた私物の布団を敷いて，教室で寝

泊りしていた。その内に藁のベッド，毛布や下着，

服などの衣類も支給された。この段階で，私物は送

り返した。大久保曹長は最初から一緒に生活を共に

して，依託生の世話を面倒見良くして下さった。

時々，隊長の村井少佐が来て，司Ii辞をされていた。

温和な立派な，尊敬出来る人物の軍人で、あった。そ

して 7月 21日に，陸軍獣医学校長 吉村市郎閣下

の入校式に於ける校長訓示を受けた。そのうちに

市川 収中佐が隊長となられ，大高一夫，浅尾の両

区隊長もこられ，内務班も編成され，規律も厳重に

なると共に，集合教育が始められた。日課表は次の

ようで、あった。

5:30・起床， 5:30~6:00 ・洗面・整理， 6:00・点

呼， 6:40・朝食， 8: OO~ II : 30・課業， II :30・ラジ

オ体操， 13:00・昼食， 13 ・ 30~16:30 ・課業， 17:00・

夕食， 18:30~19:00 ・入浴・洗濯， 19:00~21:00 ・

自習， 21:00~21:30 ・修行反省， 21:40日・タ点呼，

22:00・消灯.

当番になると点呼を終えるとすぐ，高農の寮の食

堂に朝食を取りに行き，持ち帰り，時間に間に合う

ように配膳するのであった。

午前中は東大教授(薬理学の田中丑雄，病理学の

江本修)や東京高農の教授(解剖の大沢，内科の大

越，後に東大教授，病理の宮本，畜産の諸林，外科

の杉本，伝染病の近藤正一，細菌実習は城間，戦後

は沖縄県の畜産課長になられた，畜産製造の松岡富

治など)などから獣医学を学ぶ。午後は教練(号令調

整，軍歌)，剣道，馬術など。また朝食前に駆け足

があり，府中刑務所の周りを一回りするのが，毎日

の駆け足となった。また夕方，運動場に出て，大声

を出しての号令調整や軍歌の練習などもあり，声は

一度は頃れたものである。現在の声は暖れた後，出

てくるようになった声である。外出が許可になった

時は電車で駒込駅に出て，市電で本郷4丁目に出て，
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南江堂や金原書庖などの医学書店などを回り図書

を見るのを楽しみにしていた。ある日，岡山県津山

出身者の宿舎となっている本郷の鶴山館を訪れ，津

山中学の同級生の演野昌平君を訪ねたことがある。

帰りに養賢堂のそばを通った。こんな所にあるのか

と思いながら通り過ぎた。少し行ったところで，空

襲になり，養賢堂の近くの防空壕に避難したことが

ある。その時，もし，ここで，爆弾か，焼夷弾の直

撃を受けて死んだって，身元確認も出来ずに埋葬さ

れてしまうのではと寂しさを感じたものである。

こんな冬のある晩，消灯後，電気を点けた者がい

て，区隊長の逆鱗に触れ，犯人探しが始まった。誰

も出てこなかったので，淡白でないと本館に向かっ

た右側にあった奉安殿の前に土下座させられた。巻

き袈反を巻いていたし，霜柱の立っていた土で、あっ

たので，溶けて染み込み，冷たさと血行障害も起き，

足はジンジンとしてくるやら，情けなさなどで，全

員，泣いた。朝まで土下座させられた。しかし，犯

人は出てこなかった。時々，娯楽会という名前で

あったか，忘れたが，このような催しもあり，各地

の民謡，さんさ時雨，白河小唄，宇都宮小唄，高知

県の民謡などを覚えた。

1週間に一度は京王線の府中駅から新宿行きの電

車に乗り，途中の明大前で井の頭線に乗り換え，渋

谷駅の手前の池の上駅で降り，近くの陸軍獣医学校

に行き，獣医学校の教官による教育を受けた。この

時は市川収中佐と加藤多右衛門という嘱託の方に

よる病馬の病理解剖実習とか，中道中佐による外科

手術などの実習などが中心で、あった。獣医学校から

の帰途，府中のケヤキ並木にさしかかった時，アメ

リカ箪の戦闘機の空襲で，機銃掃射を受け，ケヤキ

の大きな幹を楯として逃げ回ったことがあった。

0世田谷区:昭和 20年 2月 27日， 28日に全員，

井の頭線池の上駅の南の辺にあった陸軍獣医学校

内の幹部候補生の宿舎，駒場校舎に移り住んだ。こ

こに来てからは，陸軍獣医学校の教官のみによる軍

陣獣医学の教育を受けた。校長は吉村市郎中将，軍

陣病理学と病理解剖は市川 収中佐と加藤多右衛

門という嘱託，軍陣外科学は木全中佐と中道中佐，

軍犬軍鳩学は古賀忠道中尉，軍陣防疫学は林少佐，

軍用動物，馬学は菊池少佐，化学兵器，毒ガスは小

長谷少佐などから陸軍獣医将校としての勤務に必

要な軍陣獣医学を学んだ。

ここに移り住んでいた時，誌が大発生し，シャツ

やら揮の乳潰しにやっきとなっていたこともあっ

た。 DDTなどの殺虫剤のない時代であった。また，

この時期に，召集された年寄りの方々が，幹部候補

生として，入隊されて来た。この中には山口の農専

で先生をされていた石黒先生や獣疫調査所におら

れた岩科先生も召集されてきておられたと聞いた。

こんな時には私達は犬小屋を改造した建物を宿舎

としたこともある。

5 月 10 日 ~21 日，立川にあった陸軍獣医資材廠

に動員され，立川の南の多摩川の向こうの多摩丘陵

に掘られた横穴に獣医資材の薬品類の相包を多数，

トラック輸送して埋めた。

5月 25日の夜の東京大空襲(B29，470機による)で

は，私や中島君は獣医学校の御真影(天皇のお写真)

を護る係りで、あった。当直将校の堤少佐と学校の乗用

車で，安全な場所にお移しするために，最初，渋谷の

方に行ったが，既に火に包まれていて脱出はできな

かった。そこで，第一陸軍病院方面に行ったが，そこ

も駄目で，結局， 16部隊の練兵場の蛸壷に，ご真影

を埋め，当直将校の堤少佐がその上に立ち，私達はそ

の前後に立ち，お護りした。周辺に火が迫ってきそう

になった時は泥水を被った。幸い，風向きが変わり，

私達が焼け死ぬことは免れた。この空襲で陸軍獣医学

校は焼けた。食料倉庫にも焼夷弾が落ち，臭い米に臭

みを抜くためにと，野菜を混ぜてご飯が炊かれたが，

やはり，臭さの抜けないご飯を，いやいや食べざるを

えなかった。しかし，私物の入っていた倉庫は焼けな

かったので，郷里に送り返した。そして焼け残った資

材は宮城県の川渡にあった陸軍獣医学校分校宛に送

るため，トラックで品川駅に運んだ。獣医学校から品

川駅までの聞は焼け野が原となっていて，トラックの

荷物の上に乗って，運んでいた時は，遠方まで見通せ

た。 6 月 6 日 ~7 日，陸軍獣医学校の分校である宮城

県鍛冶谷沢川渡分校に汽車輸送により移動した。私達

は渋谷まで隊列を整えて行進し，私は分隊長で、あった。

渋谷駅から山手線で上野駅に出て，汽車輸送で川渡に

向かった上野駅には捕虜になっていた外人の一団が

ホームに座っていた。列車内では分隊長は小隊長と共

に，車掌室のような所に座り，金平糖の入った乾パン

の配給を受けた。同期の兵として乗っている者は金平

糖の入っていない乾パンであった。川渡でのことは宮

城県の項に記載している。
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0小平市:①昭和 25年 4月 1日付けで農林省家畜

衛生試験場に採用となり，赴任して，小平市にあっ

た小平分室の病毒課に配属になり，場内の独身寮で

の生活が始まった。しかし，昭和 28年 4月 1日付

けで兵庫県朝来郡和田山町にあった中国支場に転

勤となった。そして，②昭和 31年 4月 1日付けで

再び本場勤務となった。しかし，今度は中国支場で

結婚し長男(直人)も生まれていたので， 3人での

生活が始まった。最初の住所は国分寺市恋ヶ窪の飯

塚三喜さんの家を借りた。次いで，都営住宅の抽選

で当った小平市二ツ塚の二種住宅での生活，そして

場内官舎での生活，更に場外官舎に移り，昭和 48

年4月 1日付けで岐阜県関市に新設された鶏病支場

に配置換えとなるまで生活した。次男(和人)，三男

(雅温)が生まれた地でもある。二ツ塚の住宅にいた

当時，郷里の有漢から父(佐登蔵)が訪ねてこられた。

父は後輩の宮川|さん(岡山県に赴任して来られてい

て，有漢の我が家にも寄られたことがあるとのこと。

また当時は宮川医療器具商をされていて，試験場に

出入りし，器具資材を納入しておられた。私も何か

と注文して，納入して貰っていた)と会いに行かれ

た。また，昔，目黒にあった獣医学校に行っていた

時の下宿屋のおばさんが，父の母(私の祖母，とら)

によく似ていたそうであるが，その後，どうなって

いるか，見に行きたいということで，私も同道した。

山手線の目黒から西になるのか，正確にはわからな

いが，東京大学伝染病研究所とは反対方向に向かつ

て歩いた。目黒寄生虫館の前を通り，更に，かなり

歩いて，川に差し掛かったところで，この辺だった

気がするが，といって探したが，よく分からなかっ

た。この獣医学校は，その後，武蔵境に移転し，私

立の日本獣医畜産大学となって存在している。目黒

寄生虫館には私の鶏のロイコチトゾーンの血液塗

抹標本を送ったことがある。まだ東京駅の出来る前

であり，関東大震災もあり，大東亜戦争による戦災

などに見舞われてきたのであるから，不明となって

いても不思議で、はない。そこから，旧目黒競馬場跡

を探したが，これとではっきりとは分からなかった。

この目黒競馬場が府中の競馬場の前身であるとの

ことなどを知った。父はその後，何日か，滞在され，

日光，小岩井農場，青函連絡船を見て，帰るといっ

て出かけられた。私は日光まで案内したことは栃木

県の項に書いた。

0高尾山，日原鍾乳洞，奥多摩，御岳:その他の遊

園地などは小平時代に家族で，あるいは子供とよく

行った。

0両国国技館:相撲を見に 2回招待されて，家族で

行った。 l回は森井 勤さんを誘って行った。ライ

トに照らされた力士の体はとても締麗に見えた。ま

た運ばれてきた料理がとても美味しかった。

0赤坂:昭和 45年 10月 19日。国際原種協会，日

本家禽産業協会主催の養鶏講習会で鶏の原虫病，特

に鶏のロイコチトゾーン症について講演した。

0学会には病毒課，製造部，中国支場勤務中は日本

細菌学会，日本ウイルス学会に入っていた。これら

の学会でも発表したことがある。しかし，ロイコチ

トゾーン症の研究に集中するようになってからは，

日本寄生虫学会，日本獣医学会，日本衛生動物学会

などにも入会していたが，大部分は日本獣医学会で

発表してきた。

0第33回日本獣医学会(東京大学担当)昭和27年

(1952) 3月 29，30日，

O秋葉和温・)11島秀雄・岡崎和夫・森谷保昭:

血球凝集能より見た鶏ベスト(千葉株)， 

Newcastle病毒(佐藤，宮寺株)の態度について，

第 33回日本獣医学会記事P390.

0第35回日本獣医学会(東京大学担当)昭和 28年

(1953) 4 月1l~13 日，

0秋葉和温・笹原二郎・川島秀雄:クリスタル

バイオレット不活化ニューカッスノレ病予防液

に関する研究，第 35回日本獣医学会記事P82.

0第37回日本獣医学会(日本大学担当)昭和29年

(1954) 4 月 9~1l日，

0川島秀雄・山野輝夫・秋葉和温・大地隆温(家

畜衛試・中国):伝染性下痢症に関する研究 1. 

人工虹門法による下痢の追究，第 37回日本獣

医学会記事P36-37.

0第00回日本寄生虫学会

0秋葉和温・石井 進・川|島秀雄:日本の鶏に

見られたプラスモジウムについて，寄生虫学雑

誌， 6， 301 (1957)。

0第45回日本獣医学会(

年(1958)4月O日，

大学担当)昭和 33

0秋葉和温:鶏の Leucocytozoon病に関する研

究第H報。 L.caulleryi Mathis & Leger 1909の

gametogonyについて，水曜会記事， 7(II)， 
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4(1958)，第 37回日本獣医学会記事， 20(6)， 

275 (1958)。

第 I報に当る最初の報告は鳥取大学で関かれた

第 40回日本獣医学会で行った。その記載は鳥取

大学の項に示している。

0第 47回日本獣医学会( 担当)昭和 34年

(1959) 4月O日，

0秋葉和温:鳥マラリアに関する研究，第 2

報，日本の鶏にみられたプラスモジウムの種類

について，水曜会記事， 8(3)， 5-6(1959)，第

47回日本獣医学会記事， 21 (6)， 18 (1959)。

0第 48回日本獣医学会( 担当)昭和 34年

(1959) 4月O日，

0秋葉和温・北岡茂夫・矢島朝彦(家畜衛試): 

鶏の Leucocytozoon病に関する研究第E報.

Cu/icoides ara知waeによる L.caulleryiの媒介

について，水曜会記事， 8(11)， 1-2(1959)。

第 48回日本獣医学会記事 21(6)， 127-

128 (1959)。

0第 49回日本獣医学会(日本大学農獣医学部担

当)昭和 35年(1960)4月 6，7日，

O秋葉和温:鶏の Leucocytozoon病に関する研究

N. L. caulleryiのsporozoite接種感染鶏にみら

れた臨床症状，血液変化と gameωgonyの関係に

ついて，第49回日本獣医学会記事P461.

0第 51回日本獣医学会(東京農工大学担当)昭和

36年(1961)4 月1O~11 日，

0石原忠雄・秋葉和温・北岡茂男(家畜衛試): 

小型ヒoロプラズマに関する研究 ll.赤外型原

虫を想定した予防治療試験，第 51回日本獣医

学会記事P429.

0秋葉和温:鶏の leucocytozoon病に関する研

究 v . L. caulleryi感染の疫学的考察，第

51回日本獣医学会記事P468-469.

0第 53回日本獣医学会(東京大学担当)昭和37年

(1962) 4 月 3~4 日，

0秋葉和温・森井 勤・藤田薄吉(家畜衛試)・

海老沢昭二・野沢繁・薬袋武保・加藤民夫・

木村唯一(山梨・住吉種畜場)・五十嵐丈人・鎌

須賀達雄(群馬県):鶏の Leucocytozoon病の予

防治療薬検索上の問題点とスクリーニング的

検索からえたFurazolidoneと Daraprimの意義，

第 53回日本獣医学会記事P410-411.

0第 55回日本獣医学会(東京大学担当)昭和 38年

(1963) 4 月 6~9 日，

0秋葉和温・森井 勤(家畜衛試)・海老沢昭

二・野沢 繁・落合三男・薬袋武保(山梨・畜

試):鶏の Leucocytozoon病に関する研究 VII.

L. caullelアIに対するP戸出etham血e，Sulfisomezole 

および Sulfadimethoxineの予防効果について，第

55回日本獣医学会記事P440.

0第 57回日本獣医学会(日本獣医畜産大学担当)

昭和 39年(1964)4 月 6~7 日，

0畑・小野・松本・笠間・渡辺・秋葉:鶏のロ

イコチトゾーン病を対象とするスルフアジメ

トキシンの投与試験について，第 57回日本獣

医学会講演要旨 P69.

0第四回日本獣医学会(日本大学農獣医学部，世

田谷担当)昭和 40年(1965)4 月 6~7 日，

0森井 勤・北岡茂男・秋葉和温(家畜衛試): 

Leucocytozoon caullelアiのsporogonyの2，3の

観察，第四回日本獣医学会講演要旨 P46.

0第 63回日本獣医学会(東京農工大学担当)昭和

42年 (1967)4 月 9~10 日，

0森井・秋葉・北岡(家畜衛試) : Akiba 

(=Leucocytozoon) caullelアiにおける寄生虫宿主

関係 I.パラサイテミアとスポロゾイト形成

数，第 63回日本獣医学会記事P48.

0秋葉・森井:Akiba (=Leucocytozoon) caullelアi

の人工感染鶏で観察された sporozoite浮遊液の

影響，第 63回日本獣医学会記事P48-49.

0第65回日本獣医学会(家畜衛試担当)昭和43年

(1968) 4 月 5~9 日，

0秋葉和温(家畜衛試):最近流行しているロイ

コチトゾーン病に対する pyrimethamineとサル

ファ剤の効果について，第 65回日本獣医学会

記事P130-131.

0第 67回日本獣医学会(日本獣医畜産大学担当)

昭和 44年(1969)4 月 8~10 S， 

0秋葉和温(家畜衛試): Akiba (=Leucocytozoon) 

cauU的 Jiの人工感染鶏の血液および臓器乳剤

接種による伝達試験，第 67回日本獣医学会講

演要旨 P79.

0第 75回日本獣医学会(東京農工大学担当)昭和

48年(1973)4 月 2~4 日，

0秋葉和温・ HuynhTruc Lap (家畜衛試): Akiba 
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caullelアiに対する clopidolの効果の組織学的

観察， 第 75回日本獣医学会講演要旨 P174.

0第 79回日本獣医学会(国立予防衛生研究所担

当)昭和 50 年 (1975)4 月 7~9 日，

0張・李・秋葉・藤田:台湾における鶏のロイ

コチトゾーン，特にヒザグロブユ (Eusimulium

geneculare Shiraki， 1935)によって媒介されるロ

イコチトゾーンについて，第 79回日本獣医学

会講演要旨 P68.

0第 85回日本獣医学会(国立予防衛生研究所担

当)昭和 53年 (1978)4 月 2~5 日，

0貝塚・伊田・津恵・秋葉:実用化のための鶏

ロイコチトゾーン症の予防試験1.各種有効薬

剤の確認と投与法の検討，第 85回日本獣医学

会講演要旨 P135.

0秋葉・関谷・村山・川口:鶏のロイコチトゾー

ン症に対する不活化ワクチンの免疫原性 1. 

Leucocytozoon caulleηi染鶏体臓器由来の試作

ワクチン，第 85回日本獣医学会講演要旨 P192.

0第 87回日本獣医学会(日本大学農獣医学部担

当)昭和 54年(1979)4 月 3~5 日，

0秋葉・林・磯部・相良・蒲生:ニワトリヌカ

カの生存率調査による 3種のカーパメイト系

殺虫剤の殺虫効果，第 87回日本獣医学会講演

要旨 P216.

0第 89回日本獣医学会(東京農工大学担当)昭和

55年(1980)3 月 27~29 日，

0貝塚・川岸・津恵・秋葉・磯部:前年度 3種

の飼料添加物で対応した鶏群における次年度

のLeucocytozooncaulleηi感染の状況について，

第 89回日本獣医学会講演要旨 P154.

0秋葉・磯部・林:Leucocytozoon caulleryiの

スポロゴニーに対する 1979年の季節的変動

気温の影響，第 89回日本獣医学会講演要旨

P154. 

0磯部・林・秋葉:鶏ロイコチトゾーン症の再

発に関する研究 1.感染耐過鶏の誘発試験，

第四回日本獣医学会講演要旨 P155.

0第 91回日本獣医学会(家畜衛生試験場担当)昭

和 56年 (1981)4 月 7~9 日，

0秋葉・磯部・八木沼-鶏病支場内の鶏舎から

採集したクモの種類とニワトリヌカカの季節

消長に及ぼすクモの役割，第 91回日本獣医学

会講演要旨 P171.

0磯部・秋葉:間接蛍光抗体f去の鶏ロイコチト

ゾーン症血清反応への応用，第 91回日本獣医

学会講演要旨 P171.

0員塚・川岸・秋葉・磯部:実用化のための鶏

ロイコチトゾーン症の予防試験2サルファ剤投

与による効果的な投与方法の検討，第 91回日

本獣医学会講演要旨 P172.

0桑野・加藤・板鼻・森井・秋葉:年度の異な

る鶏の Leucocytozooncaulleryi 3株に対する

Sulfamonomethoxineの効果と免疫獲得性にっし、

て，第 91回日本獣医学会講演要旨 P172.

0浜口・近藤・磯部・秋葉:ロイコチトゾーン

症に対するカルシウム・ハロフジノン・ポリス

チレン・スルホネートの予防効果について，第

91回日本獣医学会講演要旨 P173.

0矢野・高山・内田・古谷・荒木・原田・磯部・

秋葉:Leucoの!tozooncaulleη1に対する Salinomycin

の効果一特にブロイラーとレイヤーとでの効

果比較，第 91回日本獣医学会講演要旨 P174.

0第 95回日本獣医学会(日本獣医畜産大学担当)

昭和 58年 (1983)4 月 2~4 日，

0木谷・中島・海老沢・磯部・秋葉:Leucocytozoon 

caullelァi感染耐過鶏にみられたガメトサイト

について，第89回日本獣医学会講演要旨P181.

0第 99回日本獣医学会(日本獣医畜産大学担当)

昭和 60年(1985)4 月 7~10 日，

0秋葉・黒木・平・国場・北岡.鹿児島県と沖

縄県の二，三の地域の牛舎で採集されたヌカカ

の種類，第 99回日本獣医学会講演要旨 P117.

0黒木・秋葉・久保・後藤・河野:Culicoides 

oxystoma(ウシヌカカ)からのアカパネウイル

スの分離，第 99回日本獣医学会講演要旨 P138.

0第 105回日本獣医学会(日本中央競馬・総合研

究所担当)昭和 63年 (1988)4 月 1~4 日，

0増淵・杉野・磯部・松井・森井・秋葉・藤田:

Leucocytozoon caullelアi自然感染耐過鶏の AGP

抗体価および ELISA抗体価の推移と吸血ヌカ

カ乳剤接種による再発確認試験，第 105回日本

獣医学会講演要旨 P228.

0第 107回日本獣医学会(家畜衛生試験場担当)

昭和 64年(1989)4 月 1~4 日，

0森井・藤田・秋葉・磯部・中元・増淵・石原:
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Leucocytozoon caulleηi感染鶏由来の不活化ワ

クチンの効果試験，第 107回日本獣医学会講演

要旨 P980

神奈川県

O城ヶ島・①ニワトリヌカカの幼虫の発生源を検索

するためには，その形態を見ておくことが必要で

あった。そこでイソヌカカの研究をされていた神奈

川県衛生研究所を北岡茂男技官と共に訪れ，幼虫，

踊を見せて貰うと共に，その観察方法を学んだ。こ

の城ヶ島での観察は本文に詳しく書いている。②平

成 8 年 11 月 7 日 ~10 日，家族で，箱根・小田原・

鎌倉を経て逗子の明治生命逗子寮に泊まる。翌日，

ここから，柴崎様の友人の方の車で，次のコースで

案内を受けた。鎌倉(鶴岡八幡宮・お寺)→葉山(御

用邸前を通る)→城ヶ島(昔とは全く変わっていて，

観光客相手の売庖，食堂も多く，車を止める駐車場

を探すのに苦労するほど、で、あった。島の西にある灯

台を右に見ながら海岸まで出た。ヌカカの生息地は

東の端のほうである)→横須賀→横浜→小俣一平宅

泊→新横浜から帰宅の途に着いた。

0横浜動物検疫所:新宿に住んでいる人宛に，台湾

の知人から送られてきたという地鶏の血液塗抹標

本に，紡錘形のロイコチトゾーン様のものが見られ

るがとの電話を受け，見せて貰いに行った。それは

台湾の鶏に見られる種類で、あった。その後，新宿の

お宅を訪れ，観察したいのでと分与をお願いしたが，

友人の贈り物であるということで断られた。この原

虫に関しては畜産の研究，第 54巻， 4，5，6号(2000)

を参照されたい。

0相模原市:郊外の田名にあった家畜保健衛生所の

近くの湿地での幼虫の採取や農家の鶏舎からのヌ

カカの調査などのため，小平→国分寺駅→八王子駅

→相模原駅→パスで田名に出て保健衛生所に行っ

た。また試験場の車で多摩丘陵を通り，町田経由で

相模原に出て，田名の家畜保健衛生所に行った。特

に湿地からの幼虫採取のためには，その場所の土壌

を採取して持ち帰るために車が必要で、あった。

0鎌倉・江ノ島:①小平にいた時，私，家内，和人

と雅混(抱くことが多かった)の4人で、観光に行った。

鎌倉では観光パスに乗る。②井野専務さん夫妻と箱

根からの帰りに江ノ島に渡る橋の西にあった水族

館に寄ったことがある。③平成 8 年 11 月 ~10 日，

家族で箱根・小田原・逗子泊後，鎌倉を柴崎様の知

人の方が車で案内して下さった。

0茅ヶ晴海岸:試験場(本場)のリクリエーシヨンの

一環として，試験場のチャーターした自動車で，

他の家族と共に海水浴に行った。

0藤沢市六合と橋本市:増井清先生の創られた増

井研究所は，最初，藤沢市六合の台地にあった。そ

の近く，何メートルか下がった所に水田があった。

そのせいか，台地の上に建てられた鶏舎の鶏にロイ

コチトゾーンが発生したので調査した。夜には事務

所の窓ガラスに吸血したヌカカが群がっているの

が見られ，その多さに驚いたものである。ここには

当時，畜産の研究に推計学について連載されていた

方や後に東大に帰られた高橋先生も居られた。その

後，橋本に移られた。ここでもロイコの発生が見ら

れた。この周辺では l里以上行かないと水田が見ら

れないので，ヌカカの飛朔距離はどの位かと聞かれ

たとき，この例を引き，風に乗れば，この位，水田

から離れていても，ロイコの発生は見られると説明

したものである。そして，畜産安全性研究所となっ

た。この研究所になってからも何回か会議で行った。

O麻布大学:

0第 69回日本獣医学会，昭和45年(1970)4 月 2~

4日，座長として出席。小平→国分寺駅→八王子

駅→淵野辺駅下車，徒歩で麻布大学。

0第83回日本獣医学会，昭和 52年 (1977)4 月 1~

4日，

0秋葉・関谷・野垣・仲嶺:鶏のロイコチトゾー

ン症に有効な Halofujinone，Sulfamonomethoxine 

及び Clopidolの作用時期について，第 83回

日本獣医学会講演要旨 P135. 岐阜県関市→

東京泊→八王子駅→淵野辺駅下車，徒歩で麻布

大学。

0第93回日本獣医学会，昭和 57年(1982)4 月 1~

4日，座長と発表。

O川北・秋葉・磯部粘着ガラス板調査法によ

る秋季のニワトリヌカカ採集状況と気温，湿度

との関係，

O磯部・山口・今回・)11北・秋葉:Leucocytozoon 

caullelアi第2代メロゾイトの invitroでの発育，

第 93回日本獣医学会講演要旨 P179.

0第 113回日本獣医学会，平成4年(1992)4 月 1~

4日，塩野義製薬からの出張，情報収集。

O第 103回日本獣医学会(日本大学農獣医学部担
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当)昭和 62年(1987)4 月 1~5 日， 日本大学農獣

医学部藤沢校で開催，宇治→東京泊→東海道線藤

沢駅→小田急江ノ島線六会駅下車，徒歩で学会場。

塩野義製薬からの出張，情報収集。

O箱根:①小平時代に井野専務さん夫妻に誘われて，

私，家内，直人の 3人，井野さんの車に乗せて貰い，

ドライブした。小平→江ノ島水族館→箱根湯元泊→

芦ノ湖→箱根関所跡→千石原→熱海→小平。②平成

8 年 11 月 7 日 ~10 日，家族で明治生命の箱根保養

所に泊まり，遊覧船に乗ったり，ロープウェイに乗

るなどして小田原に出て，鎌倉，城ヶ島，横浜の小

俣家泊，新横浜経由宇治に帰る。

0横浜:①横浜の小俣家には2回ほど，お邪魔した。

②平成 14年 2月 11日，三男の結婚式が横浜の第一

ホテルで行われた。私達はKKR横浜に前日泊まった。

O相模湖:小平時代に家族で遊びに行く。

0伊勢原市:三男の新居を訪問した。雅温が新横浜

まで迎えに出て呉れていたので，町田で，小田急線

に乗り換えるのに迷うことなく乗り換えられ，愛甲

石田駅下車して行った。昭和 27年当時に，この JR

横浜線の町田で降りて，小田急線に乗り換えたこと

があった。その時は露天商の連なる狭い，ごみごみ

した道をぬうようにして通り抜け乗り換えた記憶

がある。昨年(平成 14年)に訪れた時は，多くの屈

の入った高層ビルに固まれ， 2階から出入りできる

ようになっているタイル張りの通路を多くの人々

の雑踏を掻き分け進むといった状況となっていた。

その変わりように驚いたものである。

【新製品紹介】

バイエル薬品動物用医薬品 「アニゲン<Il>PRRSエライザ 4.0J新発売

バイエノレ薬品株式会社(本社:大阪市，代表取締役社長:カーステン・ブ会ルン，以下バイエル薬品/動

物用薬品事業部・拠点:東京)は， 2014年 9月 8日よりアニゲン⑧PRRSエライザ 4.0を発売します。

アニゲン⑧PRRSエライザ 4.0はエライザ法(ELISA法， Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) 

による豚群の血清中の豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)ウイルスに対する抗体の検出を目的とした動物用

医薬品です。本製品のマイクロプレート上の各ウェノレには，独自に開発した遺伝子組み換えタンパクが

吸着されており，優れた感度と特異度を有する製品です。

製品名・ アニゲンヤRRSエライザ4.0

使用目的: 豚群の血清中の豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスに対する抗体の検出

主な特長: .PRRSウイノレス抗体を血清から高感度に検出

-非特異反応が大幅に軽減され，より正確な判定が可能

-北米型のみならず，欧州型など広範囲なウイルス株に対する抗体が検出可能

.1マイクロプレートあたり， 92検体(1キット最大460検体)を測定可能

製品(キット)概要: 96ウェル/プレート， 5プレート(480ウェル)入り

貯法 2~80Cで保管し，直射日光，高温又は凍結は品質に影響を与えるので避けること

有効期限: 製造から 12ヶ月

発売日・ 2014年 9月8日

この件に関するお問い合わせ先:

バイエル薬品株式会社

動物用薬品事業部畠山 (Tel:03-6266-7345) 

広報本部三好 (Tel: 06-6133-7333，携帯:080-2441-5257) 
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