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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 (33)

秋 葉和温*

中園地方

鳥取県

O鳥取市:①昭和 18年 2月か 3月に鳥取農林専門

学校獣医畜産科の受験に初めて鳥取に来た。そして

4月に入学。前日に鳥取に入札吉方町の旅館に

宿を取り，砂丘に遊びに行く。砂正の山を越え，浪

打際を歩いていた時，自の前に，鯛が打ち揚げられ

てきた。それを捕まえて宿に戻る。宿の主人も目出

度いことですと祝福してくれ，翌日，私には頭付き，

他の宿泊者にも分けて食べ，入学式に臨んだ。②l

年生の時，赤碕の農林省種畜牧場で実習した。また

出雲大社に参拝，帰途，大山寺に宿泊，夜，饗火を

囲みストームをした。早朝起き出し，大山に登り，

ご来光を拝んだ。日が昇り，岡山方面の雄大な山麓

に感嘆した。蒜山原には陸軍の演習場があった。こ

こに宿泊し，軍事教練を受けたこともある。③昭和

18年 9月に鳥取の大地震があった。私は啓成寮から

隣村の食堂で，コーヒーを飲んでいた。外に飛び出

した。しばらくしゃがんでいて，寮に帰る。余震の

中を市内に住んでおられた山田先生のお宅に警戒

に行った。若桜街道は両側の商庖が折り重なって倒

れていて，瓦を踏んで行く。鉄道もストップ，二十

世紀梨の出荷も止まったため，毎晩，寮の 2階の窓

から，どの位，長く皮が剥けるか，競争したりした

ものである。 1ヶ月以上，後片付けのため休講して

いた。④2年生になった昭和 19年 7月から 1年間は

陸軍獣医部依託生として東京高農(現在の東京府中

の東京農工大学)で東大，北大，各専門学校の出身

者と集合教育を受けた。この集合教育については東

京府中市と世田谷区の項に記載している。陸軍獣医

学校が 5月 25日の東京大空襲で焼けたため，宮城

県鍛冶谷沢川渡分校に移動することとなり， 6月 7

日12時 35分，上野駅を出発，常磐線経由で川|渡に

8日の 13時に到着した。ここでの状況については宮城

県の項を参照されたい。⑤昭和 20年 6月 30日に

*元農林水産省家畜衛生試験場 (Ka四 oAkiba) 

川渡分校での教育を終了し， 7月に入り，鳥取に帰っ

た。そして 3年の授業を受けていた。しかし 8月 15

日終戦を迎え，精神的なショックは非常に強く，中

島君が下宿していた恋ヶ窪に集まり，陸軍獣医学校

で配布された資料などの一部を焼却した。そして 9

月 15日卒業した。組担任の有馬先生から，木原研

究所に行く気持ちはなし、かと打診されたが，板垣先

生について細菌学を勉強したいのですが，板垣先生

に打診して貰えませんかとお願いして，郷里の岡山

県上房郡有漢村に帰った。@昭和 21年 1月から昭

和25年 3月31日まで母校の家畜微生物学教室に副

手として勤めた。板垣啓三郎教授から研究者として

の教育を受けた。この間，最初の 1，2年聞は板垣

先生の学生に対する細菌実習の教え方を学び，その

後，私が細菌実習の一部を担当した。また先生と岡

山県千屋の県の種畜場，その他，主として県内の病

性鑑定などに出掛けた。⑦昭和 29年，新婚旅行で

三朝温泉，鳥取市内のーの湯旅館に泊まり，砂正，

吉方の母校を訪問した。③鳥取県主催の講演会でロ

イコチトゾーン症について講演した。その後，鳥取

大学でも講演を依頼され，学生に話した。⑨昭和 25

年の卒業生のクラス会に招待され，出席した。⑮ま

た， 2， 3回，鳥取大学を訪問したことがある。トリ

マラリアの株のこと，その他で。

O鳥取大学での日本獣医学会で発表。

第 40回日本獣医学会昭和 30年(1955)

0秋葉・)11島・乾:血管内寄生原虫に起因すると

思われる新しい鶏の疾病について，

第 40回日本獣医学会記事， 17， 98-99(1955)。

これが鶏ロイコチトゾーン症に関する我が国，最

初の報告である。

中国支場(兵庫県和田山町)→鳥取市。

第 94回日本獣医学会昭和 57年(1982)10月 5

日 ~8 日。

内村・ O秋葉.Wichtら・磯部:タイ国南部地区
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に見られた住血原虫，寄生虫と Leucocytozoon

sabrazesiのg組問togonesisについて，第 94回日本

獣医学会講演要旨 P144.

0米子市:中国支場時代に米子市から境港にかけて，

鶏の下痢症が発生した。その調査で出張した。

0大山:鳥取の l年生の時，出雲大社参拝の帰りに

大山口から歩いて大山寺へ，ここで夜はストーム

ファイヤーを囲みストームを，翌早朝，起き大山に

登山し頂上でご来光を拝んだ。

島根県

O出雲大社:鳥取の一年生の時，出雲大社に参拝し

た。その帰りに大山寺に寄った。

0松江市:①農林省畜産試験場主催の西日本各県の

畜産試験場，養鶏試験場，種鶏場などの試験研究機

関の研究課題検討会に鶏病部門の助言者として出

席した。翌日，小泉八雲の旧居，松江城などを散策

した。②家族で松江市に泊まり観光した。

0安来市・松江市・出雲市:平成 14年 5月 30日~

6月 1日，家族で，まず安来市の足立美術館を訪れ，

ついで松江市に出て，ホテルに泊る。翌日，一畑電

鉄でー畑薬師を詣で，出雲大社にお参りした。最後

の日は午前中に，八重垣神社・神魂神社・出雲風土

記の正・八雲庵・小泉八雲旧宅・小泉八雲記念館・

松江城などを訪れた。

0玉造温泉:鳥取の第 9期の卒業生のクラス会(勝

部治郎氏，世話人)に招待されて出席，その後，松

江市に出て八雲庵の美味しいそば(3段か， 4段と

なっている)を食べに行った。

山口県

O山口県内各地:①橘家畜保健衛生所管内にロイコ

チトゾーン症のピリメタミン耐性株の発生を疑う

事例について，株を分離する目的で出張した。当時，

橘家保の所長で、あった金矢さんに現場を案内され，

東京に送付して頂く病鶏を選別する (ll期と V期の

原虫が同一血液塗抹標本に見られる病鶏を選ぶ)と

共に，一部は未吸血ヌカカを採取して，持って来た

蚊帳内に放ち，N，V期の原虫(ガメトサイト)の見

られる病鶏を吸血させ持ち帰る作業をした。このよ

うに野外の材料からロイコチトゾーン原虫を株と

して分離・継代する方法については「小華和忠・吐

山豊秋・米村寿男編『動物用医薬品・飼料添加物・

新飼料の有用評価法』フジ・テクノシステム，東京

(1977) Jに詳述しているので参照されたい。この

ような方法で，世界で初めて，ロイコチトゾーン原

虫を株として分離・継代することに成功した最初の

株となった。そして，野外例と同様の曙血死亡鶏も

観察することができたし，ピリメタミン耐性株であ

ることも観察できたのである。仕事が終了した後は

湯本温泉に泊めて貰い，長門→萩→秋吉台などを案

内して頂いた。これが私が山口県に入り，上述の各

地を訪れた最初である。その後も，学会の度に山口

市内や秋吉台，秋芳洞などを訪れている。②下関市

壇ノ浦近くの県の施設で講演し，泊り，その後，赤

間神社→菊)11→安徳天皇稜→長門→萩泊→秋吉台

→畜産試験場→山口→家畜保健衛生所→小郡。県の

畜産課の方々にお世話になり，新幹線で帰途に着き，

倉敷の妹の家に泊まる。③平成 10 年 5 月 18 日 ~21

日にかけて， KKR湯田朝倉荘に泊まり，家族で広

島から宮島に渡り，広島に引き返し，新幹線で小郡

下車，ローカノレ線で山口。タクシーで KKR湯田朝

倉荘に行き，泊まる。翌日，津和野(森鴎外旧宅と

記念館，ここで森鴎外記念館発行『森鴎外 明治知

識人の歩んだ道』を購入，西周旧宅は修復中で

あった)に行き，次の日，朝倉荘からタクシーで

萩市内に入札桂太郎旧宅・松蔭神社・吉田松陰歴

史館・松下村塾・伊藤博文旧宅・東光寺・野山獄跡・

木戸孝允旧宅・青木周蔵旧宅・金毘羅社円政寺・

高杉晋作旧宅・菊屋家住宅・城跡・山県有朋誕生地

跡などを見て，朝倉荘に帰る。最終日は山口市内を

回る。ザビエル聖堂・県庁・香山公園・五重塔・

瑠璃光寺・毛利家墓地・常栄寺・雪舟庭園などを

訪れ，柴崎勇様が軍隊時代に駐留されていたという

大蔵小学校と朝間神社にもお参りした。その後，

秋吉台・秋芳洞にも家族を案内した。松蔭神社で

入手した「松蔭神社参拝の莱付，吉田松陰先生

略伝Jの中に昔，学校で、習った次の和歌が紹介され

ていた。

親思うこころにまさる親こころ けふの音つ

れ何ときくらん

身ハたとひ武蔵の野辺に朽ぬとも 留置かま

し大和魂

④平成 13 年 11 月 6 日 ~7 日(水)，鳥取獣医第 5

回生のクラス会が山口市湯田温泉 3-1-1，翠山荘(地

方公務員共済組合施設)で聞かれ，出席した。 85歳

の有馬先生も元気で出席された。山口市内の観光で

は雪舟庭・瑠璃光寺五重の塔，ザビエル記念聖堂，
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そして翌日，秋芳洞・秋吉台・カルスト道路・長者ケ

森などを案内された。常栄寺の雪舟庭に入る入り口

の右側に次のようなことが書いてあった。

10人の子を養う親はあれど， 1人の親を養う子は

まれなり 仏典

0山口大学での日本獣医学会に出張。湯田温泉の

共済組合の保養所泊で学会に参加した。

第 90回日本獣医学会昭和 55年 10月 l日 ~

4日

0秋葉・磯部・林・貝塚・村山・北村: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， 2. L. caulleηi感染鶏体臓器由来の試作ワクチン

の野外試験成績，

0橋本・田形・竹谷・磯部・秋葉:Leucocytozoon 

caulle酬の自然感染耐過鶏からの冬季における

schizonntの検出。第 90回日本獣医学会講演要旨

P176，177. 

湯田温泉泊→大学→終了後，広島県三次の養鶏支

場の貝塚技師の車で防府→徳山→岩国，錦帯橋→広

島まで、送って貰い，ここから新幹線で岡山→倉敷の

佐智子の所に泊まった。

広島県

O呉軍港:戦時中に父の一番末の弟の友幸叔父(戦

艦大和の砲術長で後に大和と運命を共にし戦死)の

奥さんを叔父のいた呉の軍港に案内して行った。私

が鳥取から休暇で郷里の有漢に帰っていた間だっ

たと思う。軍港近くからは汽車の窓は，外が見えな

いように鎧戸を降ろさせられたままで、あった。これ

が私が広島県へ行った最初である。

0広島県畜産試験場三次支場:広島県種鶏場の員塚

技師は，旧姓山田技師時代に東京小平市の家畜衛生

試験場の私の研究室を訪ねて来られ，ロイコチト

ゾーン症について，その発生状況を説明され，どん

な試験をしたらよいか，また私との共同研究をした

いと切望された。毎年，かなりの発生があり，ヌカ

カも多いということ，その上，非常に熱心な方とお

見受けしたので，次の年から野外試験をお願いした。

後に広島県畜産試験場三次支場に名称が変更に

なったが，そして貝塚技師は別の職場に変わられた

が，平成2年まで試験を継続して貰っていた。ロイ

コチトゾーン症の試験には最適な試験場で、あった。

私はこの三次に毎年のように，また森井さん，藤田

先生とも何回も訪れた。宿も国民宿舎のような

所(ここには土で作られた雛人形が飾られていた。

この雛人形は私の郷里の家で芳造祖父が仕入れて

いた雛そっくりであった。)から，ホテル，これも 3

箇所に泊まった。食事も色々な所でした。また，こ

の間，案内された所は次のようで、あった。①広島か

ら三次に案内される途中で，毛利家発祥の地，浅野

内匠頭の奥さんの落泉院の生まれ故郷など。②福塩

線に沿って東南に南下し，府中→福山→広島大学畜

産学科(家畜衛試にいた村田君が助教授でいた)→

輔の浦。③庄原畜産試験場(場長は鳥取の先輩の中

谷さん)での懇親会。④岡山の養鶏試験場に用事が

あり，車で行くので，私の郷里の有漢まで送ります

ということで，送って貰ったことがある。三次→庄

原→東城→帝釈峡→成羽→高梁→有漢の我が家。⑤

市内のカラオケパーに森井さんと共に案内された

ことがある。また三次に行く道順も色々と変えて

行った。①新幹線で広島→芸備線で三次，この往復

が普通，帰りを広島まで高速ノ〈スで出たこともある。

②新幹線で広島→芸備線で三次，三次から中国自動

車道で新大阪。③新大阪から中国自動車道で三次，

この往復。④新幹線で広島→芸備線で三次，三次か

ら芸備線で圧原→備後落合→東城→新見→伯備線

で高梁，パスで有漢の我が家。この芸備線の備後落

合前後の沿線の見事な紅葉は忘れられなかった。ま

た若山牧水の「幾山河越えさり行かば寂しさの は

てなむ国ぞ けふも旅ゆく」の道と並行して鉄道が

通っているのであろうか。⑤鳥取に出張した後，山

陰線で宍道駅，ここから木次線に乗り換え，木次→

備後落合，芸備線に乗り換え→三次へ。

0広島市:原爆記念館と平和公園を案内された後，

三次に向かったことがある。

0厳島神社:①平成 10年 5月 18日，津和野，山口

方面の家族旅行の途次，寄った。②また平 14年 12

月，鳥取の昭和 25年の卒業生のクラス会に招待さ

れて，宮島口のホテノレに行った。帰りに有漢，倉敷

に寄った。

岡山県

O上房郡有漢町:有漢町については秋葉 将ら編著，

蛭田著を参照のこと。私は大正 14年(1925)1月 21

日，上房郡有漢村郷 3，403の 3地(現在の高梁市有

漢町有漢郷)で生まれた。父は佐登蔵，母は忍子の

次男として生まれた。長男が早く死亡したため，実質，

長男として育てられた。父佐登蔵は明治 29年 5月
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20日生まれ。高松農学校卒，その後，日本獣医畜産

大学の前身の獣医学校で，目黒の競馬場の近くに

あった日本獣医学校に入学，まだ東京駅(開業は大

正 3年， 1914年)はできていなかった時代とのこと

なので， 17歳前後ということになる。私が陸獣の集

合教育で初めて東京に出たのも 18歳であった。昭

和 33年ごろ，昔，父が下宿していたという家や，

競馬場の跡地など，父に案内されて訪れたことが

あった。宮川|さん(科学資材株式会社長)という方，

家畜衛生試験場にも出入りされていた方で，獣疫調

査所時代に勤めておられ，また一時期，岡山県庁畜

産課衛生係長をされていたことがあるとのこと。父

はこの宮川|さんより，少し先輩に当たるとか。母は

明治 32年 l月 13日生まれ，上房郡上水田村畑中の

小田八十郎「子供の頃，山田方谷先生が亡くなられ

る少し前の時期に，教えを受けられたとのこと。私

が 5歳の頃の祖父の法事の時，祖父の形見として，

叔父の奥山順平は銘刀，私は小さな刀(脇差し?)を

貰って，その場で振りかざした記憶がある。危ない

ということで取り上げられ，そのままとなってし

まったJと祖母きみの長女である。この有漢村には

昔，教員養成所があり，私が鶏のロイコチトゾーン

症の成鶏での最初の発生例を調査した農家のご主

人が，たまたま，若い頃，この教員養成所卒の方で

あったという不思議な縁というものを感じたので

ある。私はこの村で母，姉，妹と共に，祖父(芳造)， 

祖母(とら)と一緒で小学校(高梁町の)に入るまで

有漢で大きくなった。

0高梁市:父は高梁警察署付属の細菌検査所に勤め

ていて，屠殺場での屠殺体の検査や病院からの検査

材料の検査などをしていた。甲賀町の家には兎，モ

ノレモットなども飼っていた。さらに内職としてか，

立派な鶏舎を建て，かなりの数の鶏を飼っていた。

この家には父と父の末の弟(友幸叔父)が住んでい

た。叔父は当時，高梁中学に通っていた。この叔父

は戦艦大和の砲術長をしていて，太平洋戦争の末期

に大和と運命を共にした。

私は小学校に入る時になって，母，妹と共に，こ

の父の家に移り，住むようになり，昭和 7年 4月に

7歳で高梁尋常小学校(運動場の真ん中に桜の木が

あった)に入学した。昭和 8年の夏頃まで通ってい

た。 l年生の担任は渡という女の先生， 2年生の担

任は小林という男の先生で、あった。この頃，近所の

友達と走り競争をしていた時，自動車に突き当たり，

ヘッドライトに頭をぶっつけ，ヘッドライトのガラ

スが割れるとしづ事故にあった。何日か休んで，幸

いに回復した。暫くは，時々，頭痛がしていたが，

いつの間にか，それも起こらなくなった。この年に

上海事変が発生，爆弾三勇士のことが報じられ，高

梁の劇場で，その劇を見た記憶が鮮明に残っている。

この事変の時，母の弟の小田三郎叔父は水兵として

上海に派遣されていたが，赤痢に擢り戦病死した。

孝行息子であったらしく，母方の祖母から孝行振り

をよく聞かされていた。

0牛窓町:父が邑久郡牛窓町の牛窓警察署に転勤に

なったので，私は昭和 8年 7月から牛窓尋常小学校

に転校した。牛窓の家は海水浴場の近くにあったの

で，海で泳いだ。海を見るのも初めてであった。海

水浴場の遠い端に牛窓神社があり，石段を登って

行った途中にヤマモモの木があり，熟したヤマモモ

はとても美味しかった。沢山取って食べたものであ

る。また近所に漁船を造る造船所があった。エンジ

ンを取り付けた漁船が進水式を迎え，最初の試運転

の時に，その船に友人と載せて貰い，四国の高松港

まで、行った。途中，鬼が島と呼ばれていた女木島に

上陸した。浜辺に桃太郎，犬，猿，雄子の乗った小

舟が展示されていた。鬼達の住んでいたという山の

頂上近くの洞窟にも案内して貰った。大宮小学校の

クラス会が平成 7年 5月 29日(月曜日，大安)に牛

窓で開かれた時(岡崎菊江さんの世話)造船所にも

寄った。草井造船所で，草井格という私より 1期

下の方が社長であった。この家の近くの人で，吉川

さんという方は私と同期生ということであったが，

お互いに覚えてはいなかった。その後，クラス会が

聞かれた時，前島の民宿で昼食をしたことがあった

が，この家のご主人は私と同級生で，私を覚えて下

さっていて，びっくりした。

O大宮村:昭和 9年 4月の 3年生から昭和 11年 3

月までは大宮村尋常小学校に転校した。この借家は

大宮村下阿知にあった。塀に固まれた，広い敷地で

平屋の一軒家であった。東と南に空地があり，父は

その空地を耕して，トマトや野菜などを植えたいた。

家に近いー画には花壇が造られ，母が好きな持薬や

その他の花が植えられていた。家の北側には大きな

木々があり昼間でも薄暗い感じがしていた。この家

で弟の知温(後京都大学理学部数学科卒，京都大学
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教養部教授となり定年を迎えた)が昭和 9年に生ま

れた。私の人生にとって大宮での生活は受験勉強な

どといった言葉は聞いたことがないほど，伸び伸び

と，自由に野山を駈け刷り回っていた時代であった。

小学校の南の正面にある神社の山から空中を泳いだ

夢を見たのも，この時代である。松茸もあちこちの

山で探し採取した。太いイタドリ探し，濃紫赤色に

熟した桑の実，やまなすび，黄色の水瓜や瓜，グミ，

シイの実拾いなど，ほとんどの山の幸は味わった

ように思う。また適当な太さの木を切ってきて，何

本もの刀を造って，チャンパラごっこをしたり，竹

トンボも羽を色々の形に削って作り，飛ばしたり，

けん玉遊びにしても，玉の穴を拡げたものや，柄の

部分を短くしたもの，腰での調子の取り方など，

色々試みて，熱中したものである。また竹馬作りも

同様であった。さらにわらじ作り，注連縄作り，注

連飾りなども教わった。このように当時の子供の遊

びは，ほとんど，この時期に体験した。学芸会では

4年生の時，“白虎隊"を演じ，切腹。 5年生の時は

“堀部安兵衛の高田の馬場の決闘"であった。左甚

五郎，猿飛佐助，岩見重太郎，その他の物語なども

教えて貰ったのも大宮時代であった。 5年生の時，

参宮旅行(伊勢神宮，松坂，二見が浦泊，奈良，桃

山御陵，京都泊，神戸の湊川神社など)に参加した。

戦争ごっこはしていたが，まだ平和な時代で、あった。

担任は今回生久先生で，尊敬していた。私が津山に

転校した後であったが，富士山に登ったとして登山

記念の木彫りの郵便物を津山まで、送ってくださっ

たりもした。大宮の小学校時代の友達とは，それ以

来，疎遠となっていた。しかし，鶏のロイコチトゾー

ン症の研究に，大学の先生(応用研究費支給)や県の

養鶏試験場(総合助成金支給)の方々に協力を願い

していたことは，本文に紹介しているが，岡山大学

農学部の鳥海教授も，その一員であった。その鳥海

教授が停年後，亡くなられた。私はお世話になって

いた関係から，葬儀に出席した。其の時，私の隣に

座っておられた方が，高松農学校出身で岡山県獣医

師会の武内太計夫氏で，“秋葉さんが居られた大宮

の家はまだ在りますよ"と話しかけてこられたので

ある。私は“小学校の同級生に森金史章という方が

おられたが…"。“彼は私の近所です"という事から

森金氏と連絡するようになり，同級生との交流を再会，

何回か，牛窓，大宮を訪問，京都，宇治にも来て

貰い交流した。最近はお互いに遠方へ出かけること

に不安を感ずるようになり，中止せざるを得なく

なった。このような大宮時代の生活，行動は，その

後の研究生活を進める上にも，大いに役立つたもの

と，思っている。

0津山市:昭和 11年 3月末，父が津山警察署内細

菌検査所長となったので，津山男子校に転校した。

6年生の授業を受けた。桑田先生のクラスであった。

津山に移った当時は椿高下の長屋のような家を借り

ていたが，その後，宮川|の福原というタバコ屋さん

の借家に移った。久し振りに津山を訪れた時，昔の

住所を訪れたが，椿高下の長屋や，その筋の家々は

無くなり，吉井川に懸かった橋から一直線のパス道

路に変わっていた。また宮川の借家はぼろ家と化し，

大家も引っ越して不在で，廃嘘と化していた。

昭和 12年 4月，津山中学に入学。この年に庫溝

橋爆破に端を発した日中戦争(支那事変)が始まっ

た。それまで配属将校は年老いた陸軍少佐で，私達

を“坊ちゃん"と呼んで下さっていたが，支那事変

が始まってからは，中国の北支戦線で武勲を立てた

という若い陸軍中尉の勇士に変わり，今までとは

全く異なって，厳しい訓練に変わった。蒜山，日本

原などの陸軍の演習場での軍事訓練，一晩中，徹夜

で行軍し続ける夜間行進，岡山県南部の矢掛から西

阿知近辺での連合中学生の合同軍事演習などにも

参加した。中学時代の夏休みとか，浪人中，津山か

ら自転車で郷里の有漢に帰ったことがある。この時

は落合町下方の母方の奥山順平叔父の家で泊まり，

ついで母の故郷の上水田村平田の小田信夫叔父の

家に泊まり，その翌日に田和山という峠を越えて有

漢に帰った。有漢には祖父母が商店を営んでいた。

昭和 16年 12月8日に太平洋戦争始まる。ハワイ沖

海戦でアメリカとの戦いが始まった昭和 17年 3月

卒業。 1年浪人した。この間，父佐登蔵の勤めてい

た細菌検査所で，アルバイトをした。この経験が後

年，家畜微生物学教室に残らせて貰おうということ

に結び付いたものかもしれない。昭和 18年 4月鳥

取農林専門学校獣医畜産科に入学した。これ以降は

鳥取の項を参照されたい。

津山中学のクラス会には現役時代には，鳥取大学

での学会の後，卒業 50周年記念， 60周年記念クラ

ス会などに出席した。
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