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小川勝士先生を偲んで
矢部 芳郎
岡山大学名誉教授 ･本研究会名誉会員

昭和 61年 (1986) の岡山実験動物研究会の
会報 に､小川勝士先生による特別講演 ｢
動物実験 と
私｣の要 旨がある｡ その講演は､昭和 59年 (19
84)､私が､定年 を前に してお忙 しい先生に､無理
にお願 い した ものだった｡先生は､敗戦後 まもない
現 :岡山
昭和 23年 (1948) に岡山医科大学 (
大学医学部) の病理学教室 に入 られ､以後､一貫 し
て病理学の教育 と研究に従事 して来 られた｡従って､
先生の身体 には､戦後か らの岡山大学医学部の動物
実験が､ しみ込んでい ると思 ったか らである そ こ
にあるものを､短 く紹介 してみ よ う｡
｡

最初 にあるのは､戦後 10年 ほ どの間の ことであ
るD 当時､実験 に使用 され る動物の殆 どすべてが､
いわゆる動物屋 さんか ら持 ち込まれ る雑系の もので
あった こと ;それ らの動物 は､大工 さんに作っても
らった木製 の箱､または､手製 のケージ､で飼育 さ
れ た こと ;餌 としては､麦や野菜屑や グラン ドの周
りか ら刈 りとって きたクローバ を与 えた こと ;床敷
には､稲藁 を刻んだ ものを使用 した こと､そ して､
床敷 をかえるのを怠 るとダニが繁殖 して､それに巧
交
まれた こと ;時には蛇が入 ってきてラ ッ トな どを飲
み込 んだ こと ;暖房用具 としては､電気ス トーブや
石炭 ス トーブが使用 された こと､そ して､そのため
に､火 が心配でな らなかった こと ;な どについて話
されてい る｡
次 は､昭和 33年 (1958) になって､純系マ
ウスが導入 された頃のことである｡米国か ら純系マ
ウスが導入 され､その飼育 ･繁殖のために､また､
それ らを使用 して行 う実験のために､それ までの動
物小屋 とい った ものではな く､研究棟 の一画 (
マウ
ス ･コ ロニー と名づ けられた)が当て られた こと ;
また､設備的にも資材 の面でも改善 され て､少 しは､
欧米 の動物実験 に近い状態になった こと ;が話 され
てい る｡
ついで､動物実験施設が建設 され るまでの ことで
ある｡小動物 に関す る問題 は改善 されたが､少 し大
形 の動物 を使用 して行 う実験では､飼育場所や動物
の鳴 き声 といった難 しい問題があった こと ;そ うし
た ことで､病院の患者 さんな どか ら苦情がでて困っ
た こと ;そ うした ことのために､昭和 45年 (19
70) 頃 よ り､動物実験のための総合的施設 を建設
す る動 きが始 まった こと ;そ して､昭和 58年 (1
9 8 3) 一
一一戦後 3 8年､そ して､先生が定年で退

職 され る 2年前 一一一 になって､よ うや く､岡山大学
医学部 に動物実験施設 (
現 :自然生命科学研究支援
セ ンター ･動物資源部門)が完成 し､何 とか近代的
といえる環境 と設備 のある ところで､動物実験がで
きるよ うになった こと ;が詣 されている｡
私は､それ らの ことの殆 どすべて (
少な くとも昭
和 30年頃か らの) を､先生の近 くで見てきた｡事
実､先生は､いつ も､ ご自身の動物実験がよ り良い
もの となるよ うに､いろいろ工夫 し努力 してお られ
た｡それ と同時 に､岡山大学医学部にお ける動物実
験の全体が､ よ り良い もの となってい くよ うに､世
話人の中心 となって努力 してお られた｡そ して､そ
れが一応完 了 した段階で､定年 によ り退職 されたの
である｡
さらに､忘れ られ ないのは､先生が､ この講演で
使用 されたスライ ドのことである スライ ドの原 図
｡

マウス.ラット用木製ケージと飼料 く
昭和 20年代)
(
小川鯵士先生の靖かれた絵のひとつ)
は､鉛筆で描 かれ た絵であった｡それ らは､戦後か
ら動物実験施設 ができるまでの間に先生が使用 され
た動物の飼育箱 ､飼 育器材､飼育室の内景 t外景､
設備等の絵であ り､すべて､先生が､昔 を思い出 し
なが ら､ ご自身で措かれた ものであった｡私が ｢
先
生は､絵がお上手ですね｡先生の絵 には､写真 には
ない味わいがあ ります よ｣ とい うと､先生が､笑い
なが ら､｢
私 は､子供の ころ､絵 を描 くのが好きだっ
た｣ といわれ たのを､おぼえてい る そ して講演当
日､｢
写真 がないので｣ とことわ られて､それ らの絵
｡

53
のスライ ドを示 しなが ら話 を され た先生のお姿が､
今で も､はっき り見えるO
先生 は､講演のは じめに､｢
学 問 とは縁遠い昔話で
貴重 なお時間を費や します ことをお許 し下 さい｣ と
言われた ‑‑ 目新 しい ことを言 わない ことに､気 を
つ かわれたので しょう｡ しか し､先生 の話 と､それ
に使用 された絵 には､｢
貧 しいけれ ども､何 とか工夫
して､良い動物実験 を しよ う｡ また､良い動物実験
が出来 るよ うに しなけれ ば｣ と努力 し続 け られた､
先生の気持 が こめ られていたのです｡ そ して､ 口に
は出 され なかったけれ ども､｢この姿勢 は､何時の時
代 に も大切 なんだ よ !｣と言われたのだ と思います｡
先生 にいただいた ご指導 とご厚 情 に､心か らの感
謝 を ささげつつ､
平成 21年 (2009) 12月

小川勝士先生略歴 :大正 9年 (1920) 1月 2
4 日香川県高松市 に生､昭和 20年 (1945) 節
潟 医科大学卒業 ､昭和 23年 (1948) 岡 山医科
大学病理学教室 (
浜崎教授)副手､昭和 37年 (1
962)岡山大学教授 (
医学部)､昭和 60年 (19
85) 定年退官 し､岡山大学名誉教授 ､平成 21年
(2009) 10月 15日没
この筆 を とるよ うにすす めて 下さった猪貴義先生
と佐藤勝紀先生 (
小川先生の特別講演要 旨の コピー
を送 って下 さった) に､心 よ り感謝致 します｡

