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桂田富士郎 と日本住血吸虫発見100年

小 田 晧 二

医療法人おだうじ会 小田病院

キー ワー ド:日 本住 血 吸 虫,桂 田富 士郎,岡 山 医学会

日本住血吸虫発見100年

1904年(明 治37)5月26日,岡 大 医学部の初代病理

学教授 であった桂 田富士郎先生(以 下桂 田)が,新 し

い寄生 虫を世 界で初めて発見 して「日本住血吸虫Sokis-

tosomum jaPonicum Katsurada」 と命名(の ちに

Schistosomａjaponicum Katsuradaと 改称)し た.発

見100年 の記念すべ き日である2004年5月26日 に,新 装

な った岡大 医学部総合教 育研 究棟 の1階 ホール におい

て桂 田の胸像 除幕式が行 われた.い ままで未公 開の貴

重な資料 が展示 さ れ,続 いて図書館3階 講堂 で元 甲府

市民病 院神経 内科 医長林正高氏に よる 「桂 田富 士郎先

生の世 紀の発見-日 本住血吸虫症 との100年 戦争」と題

す る記念講演会 が 開かれ た.

古 くか ら岡山県 に隣接す る広島県神辺町 の片 山地方

などに,慢 性期 に な ると肝硬変様 の症状 を来 たす風土

病が あ り,地 域住 民に深刻 な被害 を与 え不治 の病 と恐

れ られていた.1982年(明 治15)に 岡山県医学 校 は片

山病 の原因究明 を依頼 され,調 査 のために教 師 を派遣

して いた.岡 山に 多い肝臓 ヂス トマ(肝 吸虫)を 研究

して いた桂 田は,片 山病 の原 因 として寄 生虫説が有力

視 されて きた こ とに関心 を持 ち,1902年(明 治35)に

最大の感染 地 甲府 で開かれた 「山梨県に於 け る一種 の

肝脾腫 大の原因に就 て」 の研究会 に出席 した.

2年 後の1904年4月6日 に再 び甲府 を訪 れ,人 畜共

通の疾患で ある との認識 の もとに,地 元の三神 三郎医

師の協力に よって9日 に感染 の疑 いのあ るネ コを解剖

した.内 臓 をアル コー ル漬 けに して持 ち帰 り,岡 山医

専の研 究室で慎重 に検 索 し,5月26日 にその門脈 内か

ら新 しい寄生虫 を発見 して世界の学会か ら認め られた.

その後に中間宿主の片 山貝(宮 入 貝)が 発見 され,日

本住 血吸虫症 の治療,予 防,撲 滅へ の道が開 かれ た.

日本住 血吸虫の発見 とその生活史の解 明は,20世 紀の

医学で 日本 人が果 た した最 も輝 か しい不朽 の業績 とい

われてい る1-4).

桂 田が新 しい虫体 を発見 したわずか4日 後 の5月30

日に,ド イツ留学 時代の仲 間であ った京大 の藤浪鑑教

授 も,片 山地方で解剖 した患者の屍体 か ら1匹 のメス

の虫体 を発 見 した.し か しその虫体 は後部 が欠損 した

不完全 な もので直ちに発表 には至 らなか った.桂 田が

発見 したオスの虫体 も尾部が切断 され完全 な ものでは

なか ったが,2つ の吸盤 と特異的 な抱雌 管があ るこ と

か ら新種の住 血吸虫であ ると確信 した.5月26日 に発

見 して早 くも6月 の 『岡山医学会雑 誌』(岡 医誌)173

号 に,「山梨県下の地方病 に就て」5)と題 して積極 的に新

寄生 虫の発見 を報 じた長編 の論文 を発表 してい る.

翌 月の岡医誌174号 に次 の記事が見 られ る.

「桂 田氏寄生虫 桂 田富士郎君の本誌前号 において

発表せ られ たる一種 の寄生 虫につ いては,君 自身は こ

の後幾 多の研究 を積 まざる可か らざるを期せ らるるも,

すでに邦 内諸家 も同君が研究 の結果 につ いて賛 同の意

志 を寄せ らるる向 き少 なか らず.去 る頃寄生虫動物学

専 門の飯 島博士 よ りは,と くに左 の書状 を送 られた り

とい う.… 貴説通 りヂス トマ卵 なるこ と疑 う可 くもあ

らず.し か もBilharziaも し くは,そ れ に近 き属 の一

種 に属す るもの な りとの こと,貴 君 と全 然同意見に立

図1　 新寄 生 虫 図6)
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至 り申し候」.

東大動物学教授 の飯 島魁 は 日本におけ る寄生 虫学の

開祖 であ り,飯 島による新寄生虫説の支持 は,桂 田に

とって最大 の支援 になった もの と思われ,桂 田が終生

大切 に していた飯 島の葉書は今 も現存 している.ま た

桂 田の発表 は早 くか ら多 くの関係 者に認知 され ていた

こ とが わか る.

桂 田はさ らに7月 に も甲府 を訪 れてネ コを解剖 し,

オス ・メス計32匹 の異体 吸虫,し か もオス とメスが抱

擁す る5対 の完全 な虫体 を得 ることが で きた.8月 に

発行 の 岡医誌に 「日本住 血吸虫の佐賀県下 に於 け る関

係 に就 て」6),『東京 医事新誌』に 「山梨外数県下に於 け

る一種 の寄 生虫病 の病 原確定」7),『芸備 医事』に 「日本

住血吸虫病 の本 態に就 て」8),続けて9月 に岡医誌へ 「日

本住 血吸虫論補遺 第一」9)を投稿 してお り,さ らに 『官

報』第6337号(8.13)や 独文誌10)へ も新寄 生虫の発見

が掲載 された.

翌1905年 に同 じ吸虫が中国の湖南省で人体 症例 か ら,

図2　 新 寄 生 虫図8)

Fig.1　 日本住 血 吸虫 オス
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Fig.2　 日本住 血 吸虫 メス
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またシンガポールでも剖検死体から見出され,カ ット

ー吸虫11)と命名された.しかし命名法の規則によって桂

田が第1発 見者 と認められ,藤 浪は人体での最初の発

見者であるが,新 寄生虫の最初の発見者という輝か し

い栄誉は桂田に与えられた.日 本住血吸虫を発見 した

桂田の名は学会 をはじめ社会的にも周知 され,学 者 と

して確固たる名声 を博 していた.

1912年(大 正1)11月9日,桂 田は釈然 としない理

由で突然休職 を命 じられた.看 板教授 として学生に人

望があったが,菅 校長 との間にふかい亀裂が生 じ,校

長は文部省に桂田非難の報告を行った.文 部省は校長

の意見によって桂田を休職処分 とし,そ れに対 し学生

は桂 田の復職 を要求 して2回 にわた りス トライキを行

った.結 果的には校長 も辞任することになり,全 国的

に有名になった岡山医専の紛争はようや く終結した.

新設の九大教授への栄転 を辞退 し,岡 山へつよい愛着

と期待 を抱いていた桂 田にとって大変残念な幕切れと

なった.桂 田の在任は24年 で終わり岡山はす ぐれた有

名教授 を失った.文 部省は桂田に休職を命 じたが,処

分が早計であったと考慮 したためか,桂 田を休職教授

のまま,翌13年 に万国医学会の日本代表委員 としてロ

ンドンへ派遣 している.

帰朝後の14年11月 に正式に辞任 し,岡 山から神戸に

移って船員病及び熱帯病研究所を設立して研究 と後進

の指導に専念した.神 戸でも多くの病理学,寄 生虫学

の論文,医 学に関す る指導的な論説や評論 を発表 して

いる.退 職後も文部省か らヨーロッパにおける国際会

議への出席,欧 米における医学教育の視察 を命 じられ

ており,1918年(大 正7)に 藤浪とともに帝国学士院

賞を授与された.そ の年に日本病理学会の会長,29年

(昭和4)に 日本寄生虫学会会長,日 本人で最初の英

国王立医学会名誉会員,31年 に 日本病理学会の名誉会

長に推挙 され,戦 後46年(昭 和21)に 郷里の大聖寺で

79歳の生涯 を閉じた.

生前1939年(昭 和14)に 学界奉仕50周年12)を記念して,

門下生によって母校の錦城小学校にブロンズ像が建立

された.こ の像は戦時中の金属供出により姿を消 して

いたが,戦 後に地元の加賀市医師会によって再建され,

加賀市は新たに市の中央公園に桂田のレリーフ像を設

置 して顕彰 している.さ らに2004年6月 末か ら2カ 月

間にわたって,加 賀市の歴史民族資料館で 「ふるさと

の人物列伝展」が開かれ,寄 生虫学の先駆者である桂

田と,日 本で最初に脳波を記録 し色覚研究でも優れた
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図3　 帝国学士院賞記

業績 を残 した元東 北大学長 の本川弘一の資料 が展示 さ

れ た.

現在 では 日本住 血吸虫症 は 日本か らは完全 に消滅 し

て いる.し か し過去 の病気 ではな く,今 で も中国や フ

ィ リピンでは多 くの人たちがこの病気で苦 しんでいる.

03年 には久留米で 「日本住血吸 虫発見100年 記念国際シ

ンポジウム」が開催 され,日 本寄生 虫学会 と国際協 力,

国際厚生両事 業団 の共催 に よ り,世 界 中か ら多 くの研

究者が参加 して時機 を得 たすば らしい学会であ った と

い う.ま た 『医学の あゆみ』は発見100年 の特集号13)を

発行 してお り,成 田で も 「ア ジアの寄生虫症へのア ジ

ア独 自の戦略研究 国際 シンポ ジウム」が開かれた.

日本医師会の 『日医ニュース』 は20世 紀の医学 ・医

療 をふ り返 る連載 記事 で,す でに2001年952号 と2003年

1008号 の2回 にわた り,日 本住 血吸虫の発見 にいた る

経過 と桂 田の後世 にの こる業績 を称賛 している.桂 田

は生前か ら学士院 賞の賞金 をもとに寄生 虫学の研 究者

に 「奨励賞」 を,没 後の48年(昭 和23)か らは,す ぐ

れた業績 に寄生虫 病学奨励会 よ り 「桂 田賞」が贈 られ

てい る.

岡山では中山沃岡大名誉教授(元 日本医史学会会長)

によって,桂 田の業績が医学史の立場か ら医学雑誌な

どに紹介されている.し かしながら最 もゆか りの深い

岡大医学部では,今 まで何 らの顕彰 も行われていなか

つた.発見100年 を迎えて岡山で桂田を顕彰すべ きであ

るという趣旨か ら,昨 年5月26日 に記念事業 として胸

像の除幕式,資 料展示,講 演会が実現することになっ

た.

桂田富士郎先生の顕彰

除幕式の冒頭で,筆 者が発起人 として経過報告 と胸

像の由来を述べた.次 いで岡田茂医学部長が 「新型肺

炎や鳥インフルエンザなどの感染症は,依 然 として世

界の恐怖になっている.日 本住血吸虫症で苦しむ地域

の人たちのために,今 でもや るべ き仕事 は多い.顕 彰

事業 を通 じて桂田先生の画期的な業績を伝 え,先 生の

遺志 を学生や教職員が受け継 ぐとともに,法 人化で期

待が高まる国際貢献の一環 として,さ まざまな医療貢

献を模索 したい」 と挨拶した.

つづいて学部長をは じめ,清 水信義病院長,中 山容

一医歯学総合研究科長
,小 谷秀成同窓会副会長(岡 山

県医師会長),桂 田家 を継承 した孫の豊幸氏,寄 生虫学

の稲臣成一名誉教授,横 川みどり様,辻 守康広大名誉

教授等の8人 によって胸像が除幕された.

除幕後に桂田氏が,遺 族の代表 として 「小学校時代

に祖父と同居 していたが,寝 姿 を見たことがない.晩

年まで論文執筆に没頭 していた.泉 下で満足 している

ことであろう」 と謝辞を述べた.

式には,か つて本学部に勤務 した石井明教授(自 治

医大),同 じく大田伸生教授(名 古屋市大),金 沢の井

関基弘教授,猫 協の松田肇教授等の寄生虫学者,さ ら

に本学関係者など60数人が出席した.横 川は,桂 田の

高弟で台湾で横川吸虫(Metagontmus yokogmoai Ka-

tsurada桂 田が命名)を 発見 した横川定の次男宗雄(元

千葉大寄生虫教授)の 未亡人で,桂 田の顕彰に協賛 し

て横川定に宛てた桂田の手紙を,元 日本寄生虫学会会

長の辻は,日 本寄生虫予防会を通 じて黄金色に輝 く桂

田賞メダルを寄贈された.

除幕式が終わって,学 生の振 り替え授業 を兼ねて林

氏による記念講演 が行われた.氏 は25年 間に60数 回も

感染地のフィリピンを訪れて現地で医療に従事 し,ボ

ランティア団体 「地方病にいどむ会」を結成 し,募 金

によって海外の患者の救済を行 っている.『寄生虫との

百年戦争一 日本住血吸虫症 ・撲滅への道』14)の著者であ

る.

除幕された胸像は高さ34cm,幅23cmの 大理石彫刻で,

1970年 頃に岡山の某医師から寄贈 されたものである.

高さ約1mの 古びた木製の台の,桂 田富士郎教授 と書

かれた厚さ5cmの 木の台座に置かれ,長 いあいだ非公

開の資料室の一隅で眠っていた.寄 贈者の氏名はある

が,作 者名 と製作年はどこにも記されていない.高 齢
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で引退 してい る寄贈 者は 「この胸像 は義父が所有 して

いた もので,義 父は岡山医専 の卒業生 であるが,私 は

岡大に関係 な く義父 と同居 した こともな く,像 が なぜ

家 にあったか知 らない」 とい う.そ のため大理石像が

いつ作 られ たか,作 者名や 由来について も全 く不明で

図4　 除 幕式 ・記念 講演 会 ボ ス ター

図5　 除 幕式

あった.

顕 彰を目前に して,か ね て念願 していた桂 田の出 身

地 であ り墳墓の地 で もある加賀 市を訪れた.北 陸線の

加賀温 泉駅で下車 し,ま ずレ リー フ像のあ る中央 公園

へ,次 いで古い城 下町 の大聖寺 に着き,錦 城小学校 に

設置 されて いる等身大のブロン ズ胸像 と,旧 宅 を外 部

か ら見るこ とがで きた.中 山の墓参記15)に,桂 田家 の墓

地 は市内にある全昌寺の背後の 山中で一番奥 まった高

い場所 とあ り,予 想以 上にわか りに くい難所であった.

住職 に よる と金沢の桂田家 によって墓地が よ く管理 さ

れてお り,り っぱな大 きな墓石 に新鮮 な花が供え られ

ていた.奇 縁 とい うべ きであろ うか,直 前に桂田一家

がお参 りをす ませ,私 夫婦 と駅前 の同 じホテルの食堂

で同時刻 に,し か もお互 いに近 くの席 で昼食 を とって

いた ことが わか った .

遺族の存在1)は承 知 していたか,神 戸の戦災ですべて

を焼失 して郷里へ引 き揚げた と記 され ている.僅 かな

資料で も何か残 ってい ないだろ うか.か すか な期待 を

抱いて金沢 の桂UI氏 に電話 した.突 然 の問 い合わせ に

もかかわ らず 「多くの資料 があ り,ご 覧 いただければ

大変 光栄 です」 とい う返事 に仰 天 した.金 沢駅か ら自

宅 まで夫妻 に送迎 していただ き,帝 国学士院賞記,医

学 と理学 の学位 記,内 閣や 文部省か らの公式辞令,文

献,書 簡な ど,多 くの未公開の 貴重な資料 を時の経 つ

の も忘 れて拝 見す るこ とがで きた.そ の 上,岡 山での

除 幕式のために大 切な資料の拝 借 をお願 い した ところ,

初対面 なが ら,即 座に ご承諾 をいただけたのは望外の

幸いであ った.

桂 川家の座敷 には錦城 小学校 と同 じ等身大像の原 型

が置かれ,す ぐ傍に 英国王立医学会の名誉会員証 と,

岡山 と全 く同 じ)(理 石像が飾 られていた.像 の本体は

岡山 と変わ らないが,16×16em,高 さ14cmの 同 じ大理

石 の台座が付 いお り,表 面 と背面に向か って右か ら左

に2段 に刻字 され ている.

表面 医学 博1二桂 川富士郎先生就職 満二十年 当時之

肖像

背 面 明治四 十三 年 七月十四 日直接 門 下生作之

在職20年 の祝賀会 について,岡 医誌に 「桂 田富士郎

君記念会」16)の記録が ある.そ れに よると台座 に刻まれ

た明治43年7月14日 に,病 理学教室において直接指導

を受け た門下生が 市内の備前家に夫 妻を招待 した.

席 上まず代表 の陶 山〓治氏が桂 田の偉大 な業績 を称

え,こ の優れた大研究者か ら,直 接に指導 を受けた こ

4
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とは大きな誇 りであると述べた.次 いで片山誠治氏が

<記念品目録>を 贈 り,桂 田が海外留学に出発する当

日の行李や家財が散乱 している中で,な お懸命に吸虫

に関する論文を執筆 していた非凡な精力 と,門 下生の

論文を必ず一字一点に至 るまで訂正する,責 任感 を重

んじる態度に深い印象 を与えられたと挨拶した.

最後に桂 田が 「私は浅学非才なが ら幸いに健康で,

なお多少の前途があるものと信 じている.在 職20年 の

お祝いをお受けすべ きかどうか迷った.し かし諸君の

催 しは教室関係者に限 りそれ以外の参加をすべて断っ

ていることに,強 く興味を覚え感謝に耐えない.不 肖

を顧みず諸君の厚意をお受けす ることにした.教 室の

盛否は研究者の多寡 とその励否によって決定する.岡

山医専のささやかな我が病理学教室が,多 少 とも世に

その存在を認められたのは諸君のお陰である.む しろ

私が諸君に感謝しなければならない.こ のたびの優待

は衷心より慚愧に耐えないところである」 と謝辞を述

べている.

ブロンズ像の背面には,当 時の新進気鋭の彫刻家で

あった樽谷清太郎のサインが刻 まれている.桂 田家の

台座 と祝賀会の記録から,岡 山と金沢にある2つ の大

理石像は,在 職20年 の祝いとして1910年(明 治43)に

作 られた寿像であることが判明した.

しか し作者名は不明である.そ こで岡山県立美術館

に調査を依頼 した.学 芸員によると非常にりっぱな作

品で,高 度の技術を有する一流作家の手によるものと

推測されたが,作 者を特定することはできなかった.

大理石像の作者名は,祝 賀会で贈呈 された記念品目録

に記されていたことであろう.桂 田に贈 られた像は桂

田家にあり,除 幕された像はもともと病理学教室に保

存されていたが,桂 田の退任や,そ の後の内山下から

鹿田への医専の移転,病 理学教室の火災などによって

学外に流失 したのではないかと推測 される.

胸像は顕彰事業が決まって学部長室に移され,新 研

究棟における除幕 と公開のために高さ90cmの重厚な黒

御影石の台が新調された.像 はその上の高さ47cmの透

明なアクリルケースの中に設置され,台 の正面に 「桂

田富士郎先生の像」,向かって右側面の上部に桂 田賞メ

ダル,そ の下に下記の解説銘板がはめ込まれている.

日本住血吸虫の発見者

桂田富士郎先生

(1867-1946)

かつて広 島県片山地方や山梨 県甲府盆地 など各地に,水 田に入

ると皮膚のかぶれ,発 熱,血 便,次 いで肝硬変 を来す風土病が あ

り,原 因不 明の奇病,難 病 として恐れ られていた.

1904年(明 治37年),現 在 の岡山大学 医学部の前 身であ る岡山医

学専 門学校 の病理学教授だ った桂 田富士郎先生は,甲 府の流行地

で解 剖 した猫の門脈 内か ら新 しい寄生虫 を発見 し,「日本住 血吸虫

S6kistosomajaponi6um Katsurada」 と命名 した.医 学の進歩 に

大 きく貢献 したこの業績 に対 して,1918年(大 正7年)に 帝 国学

士 院賞が授与 された.ま た先生の名 を冠 する 「桂 田賞」が贈 られ

ている.

日本住血吸虫は 日本か らは撲滅 されたが,今 で もアジアに広 く

分布 して多 くの人々を苦 しめている.日本住血吸虫発見100年 を記

念 し,桂 田先生 を顕彰する とともに,先 生の使命 とされた寄生 虫

感染症か ら人類が解放 され ることを念願する.

2004年5月26日

岡山大学医学部

岡山医学会 と桂 田富士郎

岡山県医学校 が近畿 ・中四国で唯一 の国立 の第三高

等 中学校 医学部 になったのは1888年(明 治21)で,国

立医学部 の岡山へ の設置 に関 して,学 校側 は もちろん,

高坂駒三郎 を中心 とした学生が団結 して強烈 な誘致運

動 を行 ってい る.岡 山医学会 は研究発表機関 の必要性

か ら,学 生 と協議 して積極的 な支援 に よって翌89年 に

発足 した.岡 山医学会雑誌第1号17)が 発行 されたのは同

年12月13日 で,医 学部主事(校 長)で あ る菅会長 の他

は,幹 事,編 集委員,会 計 など最初 はすべ て学生が担

当 した.

「ここに明治22年11月 某 日,わ が岡山において医学

士,開 業医,医 科学生等諸君相 謀 り,岡 山医学会 を組

織せ し第1回 を第三高等 中学校 医学部 内に開か る.ま

こ とに慶すべ き賀すべ きこ とな り.そ もそ も本会 を創

立せ られた る,け だ し偶然 にあらざるを信 ず.

お よそ医学な るものは,す こぶ る 日進 の学術 にて,

一 日一時た るも忽 にすべか らざるは勿論 な りとす
.故

に広 く有志 を募 り互 いに知識 を交換 し,こ れが 日進 の

学理に遅 れ ざらんこ とを努む るにあ り.こ れ本会 の創

立せ られた る起 因な りとす.願 わ くは諸君 と共 に刻苦

精励,彼 我の長短 を補 い,も って本会 の隆盛 と医学の

進歩 を謀 らん ことを.開 会 に際 していささか祝意 に代

う」.
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菅会長はこのように創刊の辞を述べている.

桂田が岡山へ着任 したのは,第 三高等中学校医学部

が発足 して2年 目の1890年(明 治23)で ある.1887年

に石川県金沢医学校を卒業 し,東 大病理学教室で初代

教授の三浦守治に師事 した.三 浦の推薦によって岡山

へ赴任 し,3年 後の1893年 に初代の病理学教授に昇進

しており,東 大以外では最初の専任の病理学教授であ

った.岡 医誌によると初め助教諭として赴任 している.

◎桂田富士郎氏は本部助教諭を拝命 し本月十九 日着岡

せ られたり

氏は病理解剖学の教授を担当する由

(8号,1890.7.27)

◎叙任及辞令

本会の叙任及辞令を官報に由て調査すれば大略左の

如 し

任第三高等中学校教授 桂 田富士郎

叙高等官入等 第三高等中学校教授 桂田富士郎

(九月一 日内閣)

年俸金三百六十円下賜

第三高等中学校教授 桂田富士郎

第三高等中学校医学部勤務 を命ず

第三高等中学校教授 桂田富士郎

(九月一 日文部省)

(46号,1893.10.10)

桂 田は病理解剖学 とともに法 医学 も担 当し,教 育 と

研 究に精力的 に情熱 を傾 けてお り,岡 医誌に驚異的 と

もいえ る努力 の記録 が残 されている.第2回 岡山医学

会総会 の 「巨大細胞論 」 を最初 に,そ の後 も毎回の よ

うに発表 し発言 してい る.さ らに岡医誌に桂 田自身,

または指導 による研 究論文,外 国文献の抄録,医 学制

度や 医学史 についての随想,批 判,論 戦 なども寄稿 し

てお り,そ の回数は他 の教授 に比 して圧倒 的に多い.

日本住血吸 虫の研 究中 も,岡 山医学会の総会,通 常会

での発表 と岡医誌への抄録報告 を欠か していない.

中山の調査15)によると桂 田の論文 は200編 に達 し,病

理学 のあ らゆる領域 に及 んでお り,全 体 を通 じて寄生

虫に関す る ものが多い.赴 任 した1890年 か ら在任24年

間の岡医誌への論文 は111編 で,1年 間の論文数 は赴任

した翌年 の28編 が最 も多い.岡 医誌への発 表は少数 の

共著 もあるが,創 刊 以来,桂 田が最 も多いのは間違 い

ない と思 われ る.

1904年(明 治37)か ら日本住血吸虫の研究 に関す る

多 くの発表が見 られ る.

「桂 田富士郎君は学術取 り調べの ために東 京に出張

を命 じられ,3月31日 に出発上京,本 月6日 に山梨県

下 に転 じ,同 県下の地方病 の取 り調べ を終 わ り,同9

日山梨県医学会春季総会 の席上において一場 の演説 を

行 い,10日 甲府 を去 り12日 に帰 岡した」.消 息欄18)に報

じられ ている甲府へ の出張記事が最初 で,解 剖 につ い

ては記載 されていない.新 しい寄生虫の発見 を詳細 に

報 じた岡医誌173号 の第1報.5)は,多 くの研究者 に引用

され た貴重 な歴史的な論文 である といえ る.欧 文発表

は21編 で,と くに寄生 虫の病原的意義 につ いては世界

的にその権威 が認 め られて いた.

住血吸虫 を発見 して半年後の1905年1月 に,研 究 で

超 多忙 であった桂 田は,新 設の京都帝 国大学福 岡医科

大学(九 大医学部)病 理解剖 学講座 の兼担 を命 じられ

た.岡 医誌の記録 に よる と再 三にわたって福 岡へ 出張

して講義 を行 い,そ の上 「首下が り病 」の調査 のため

徳 島へ も出張 を命 じられた.福 岡へ の正式赴任 をつ よ

く要望 され,両 校 の校長 同士の了解 も成 立 していたが,

桂 田は九州へ の転任 を受諾 しなか った.桂 田に とって

は帝大教 授へ昇任す るよ りも,何 は ともあれ,自 分が

発見 した寄生虫研究 に没頭す るこ との方がは るか に重

要 であったに違 いない.

桂 田の3時 間睡眠による研究生活12)は超 人的 と驚嘆

されていた.東 大 出身教授 の中にあって地方 医学校 出

6
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図7　 岡山医学会雑誌 第173号

身というハンディの克服,東 大以外では初めての病理

学教授の自覚 と責任,さ らに地方の研究者でも東京や

京都の学者に遅れをとりたくない,と いう負けじ魂 と

意気込みが,の ちに校長 との衝突に発展 したものと中

山は推論 している15).

桂 田は学内にあっては,赴 任翌年の91年 に岡山医学

会の評議員,95年 に会誌編集主幹,97年 幹事,98年 に

会計主幹,ド イツ留学から帰朝後の1903年 には副会長

に推され,会 と会誌の発展のために尽力して第一人者

になっていた.退 職 して2年 後1916年(大 正5)の 岡

山医学会総会において桂田は名誉会長に推挙 されてお

り,『岡山医学会五十年史』19)の明治編は桂 田がひとりで

執筆 したものである.会 と会誌創刊の立役者であった

高坂20)は,次 ぎのように桂田の貢献を絶賛している.

「余,業 を終 えて別れを本会に告 ぐるに先立ち,桂

田富士郎先生は東京大学病理学教室より抜きん出て,

第三高等中学校医学部に赴任せ られた.そ の卓抜せ才

幹 と研磨に倦むことなき学識は,会 長,幹 事諸氏を輔

翼 して 日本医学を我が岡山医学会に紹介せ られ,本 会

を盛大ならしむると同時に,会 誌に光輝を添えられた

偉大な功績を想起 し,容 易ならざる困難に遭遇せ られ

たるを感謝せずんば非ず.な お我 らが当時,会 を組織

し会誌を刊行するに至 りたるは,結 果は学術上はさて

お き,学 生 間は もちろん,学 生 と教授 との相互意志の

疎通親 睦 を増加 し得 たる利益 の多大 な りしこ とは,73

翁の今 日,記 憶を新 にす るものあ り」.こ のよ うに桂 田

は,揺 籃 時代 の岡山医学会 と医学会雑誌 に とって最大

の功労者であった,と いって も過 言ではないであろ う.

98年(平 成10)の'8月,千 葉 の幕張 メッセで開かれ

た第9回 の国際寄生 虫学会 の開会 式に天皇 ・皇后両陛

下が臨席 された.

「寄生虫感染 によって起 こる病気 は古 くか ら人類 を

苦 しめて来 ました.我 が国において も,寄 生 虫による

様々 な疾患が知 られていま した.命 にかかわ る重大 な

寄生虫症 として,地 域社会に悲惨 な状況 をつ くり出 し

た もの に 日本住 血吸虫症が あ ります.こ の病気 の病原

虫 として,桂 田富士郎博士 によ り日本住 血吸虫が新種

として記載 され ました…」.世 界各 地か ら700人 を超 え

る参加者 を迎 えた開会式 の祝辞の冒頭 で,陛 下 はこの

ように桂 田の業績 をたたえるお言葉 を述べ られている21).

日本住血吸虫の虫卵 は,中 国湖南省 長沙の馬王堆古

墳 で発掘 された紀元前 の女性遺体 か らも発見 されてい

るとい う.日本住血吸虫症(Schistosomiasis japonica)

は,せ まい地域 の風土病 ではな く,古 代 か ら存在 して

い る広 く国際的な人畜共通 の疾患(zoonosis)で あ り,

撲滅へ の道 はまだ まだ遠 い.た とえ世 界中か ら日本住

血吸虫が消 え去 って も,桂 田富士郎の名 は消 えること

はないであろ う.
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