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會 員 動 靜

專 賣醫 ニ任 ス　 多 田 繁

六級 俸下賜　 專 費醫 多 田 繁

岡山地 方專 賣局在勤 ヲ命 ス　 (十月十九日)

第一遣外艦隊司 令部附兼特設 病

院船笠戸丸乗組 海軍軍醫少佐　 菅 田 直 樹

冤兼職　 (十月二＋七日)

岡山醫科大學教授　 田 村 於 兎

賜本俸 二級俸

岡山醫科大學教授　 八木田 九一郎

賜本俸三緻俸

岡山醫科大學教授　 奥 島 貫 一 郎

本俸七級俸 下賜

(十一月一日)

叙 正五 位　 從五 位勲三等功五級　 出 射 一 郎

從七 位 森 定 惠

從七 位 大 田 澄
(各 通)

從七位 毛 利 明 弘

從七 位 丹 原 驍 夫

叙正七位　 (九月一 日)

○安 藤 書一君 本年二月出發欧米各國に出張せられたる同君は西伯利亜を經て本月十二日無事歸任せら

れたり

○廣 田照 輝君 は一年志願兵として入營中なりしが病氣の為め除隊となり今般八幡市製鐵所病院に勤務

せられたり

○佐 藤倶 正君 は豫て岡山醫科大學解剖學教室に勤務中なりしが今回京都帝國大學醫學都眼科教室に轉

勤せられたり

○木 多 秀 夫君 は今般栃木縣那須郡大田原町田崎病院に轉勤せられたり

○賀川 哲 夫君 明治四十年岡山醫學專門學校卒業後東京大學醫學部土肥教室に於て研究し數年前より東

京市山村病院副院長として勤務し居られしが今囘同院を辭し同市麹町區内幸町一丁目に於て開業せられた

り尚ほ帝國女子醫專の講義と醫家語學雜誌の編輯とは從前通り努力せらるる筈なり

○島薗順次郎君 は今同東京市本郷區駒込千駄木町五〇に移轉せられたり

〇三 宮 信彦君 豫て岡山醫科大學解剖學教室に於て研究中なりしが今般同教室を辭し歸郷せられたり

〓學 位授 與　 三宮信彦,北 山加一郎の兩君は論文を岡山醫科大學に提出し學位を請求し居られしが去

十月十日の教授會を通過し同月三十一日醫學博士の學位を授與せられたり共主論文及び参考論交は左の如

し

三 宮 信 彦 君

主 論 文

所謂酸性核ニ關スル實驗的研究竝ニ其組織學的本性ニ就テ(邦 文)

(昭和二年九月本會雜誌第四五二號掲載)
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參 考 論 文

其一.固 定藥 卜シテ「スル フオ.サ リチ ール」酸 ニ就テ(獨 文)

(大正十五年十月 「フォ リア.ア ナ トミカ,ヤ ボニ カ」 第四巻 ニ掲載)

其 二.末 梢有髓神經繊維 ノシュ ミツ卜.ランデルマ ン氏割 ノ死後變化 竝 ニ生 前及 ビ死後 ニ於テ帥 經繊

維 ガ蒙 リタル諸種 作用 ノ之 ニ及ボス影響 ニ就テ(邦 文)

(昭和二年一月本會雜誌第 四四 四號ニ掲載)

共 三.膵 ニ於 ケル所謂副核 ノー選擇的染色 ニ就テ

附.該 特異染色法 ニ基 ク之 ガ本態的考 察(獨 文)

(昭和二年三月 「フオ リア.ア ナ トミカ.ヤボ ニカ」第五巻 ニ掲載)

其 四.シ ュ ミツ ト.ランデルマ ン氏 劑ニ關 スル形態 的研 究竝 ニ其諸種型間 ニ於 ケル膨 化差 異 ニ關 スル

考 察

附.厚 径 ヲ異 ニスル神經繊維 間 ニ於 ケル該 割 ノ數的比例 ニ就テ(獨 文)

(昭和二年三月 「フオ リア.ア ナ ト ミカ.ヤ ボニカ」第 五巻 ニ掲載)

其五.牛 ニ於 ケル脊髓前根 及 ビ後 根 ノ出入部位 ニ關 スル組 織學的知見 補遺(獨 文)

(昭和 二年六月 「フオ リア.ア ナ ト ミカ.ヤボ ニカ」第 五巻 ニ掲載)

北 山 加 一 郎 君

主 論 文

「カルシウ ム」新陳代謝 ニ關 スル知見 補遺(獨 文)

(昭 和二年本會維誌第四四四號 ニ掲載)

參 考 論 文

一.秋 疫 ノ症状 ニ就テ(邦 文)(神 品,鹽 澤,北 山共著)

(東 京醫學會雜誌第三七券第一一號 ニ掲載)

二.秋 疫 ノ病原體 ニ就テ(英 文)(神 品,鹽 澤,北 山共著)

(米 國實驗醫學雜誌第四二巻第六號 ニ掲載)

三.秋 疫「スピ ヘー タ」卜鼠族 トノ關係 ニ就テ(邦 文)(神 品,鹽 澤,北 山共 著)

(醫 事新聞 第一一四〇號 ニ掲載)

四.實 驗 的腦 脊髓膜 炎 ノ病理補遺(第 一囘報告)

實 驗的 ワイ クセルバウム氏 菌腦 脊髓膜炎 ニ於 ケル腦 實質 ノ變化 ニ就テ(邦 文)(北 山,筧 共著)

(神 經學維誌第二七巻第一號 ニ掲載)

五.實 驗 的腦 脊髓膜 炎 ノ病理補遺(第 二囘報告)

實驗的肺 炎菌 腦脊髄膜炎及 ビ膠質境界膜 ノ抵抗 ニ就テ(邦 文)

(神經學 雜誌昭和二年六月 ニ掲載)
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六.十 二指腸液ニ關スル研究(第 一囘報告)

十二指腸潰瘍診断上ニ於ケル十二指腸「ボンブ」ノ債値ニ就テ(邦 文)(北 山,篠井,川ロ共著)

(昭和二年八月本會雜誌ニ掲載)

七.十 二指腸液ニ關スル研究(第 二囘報告)

本邦人十二指腸ノ細菌ニ就テ(邦 文)(北 山,篠井,川 ロ共著)

(昭和二年九月本會雜誌ニ掲載)

〓解 剖 祭　 岡山醫科大學にては昨年十一月より本年十月迄解剖したる五+八 名の慰霊の爲め去月二十

九日午前十時より當市小橋町國清禪寺に於て解剖祭を施行したり参會者同學教職員,學 生,遺族及び來賓等

三百餘名にして僧侶の讀經,田 中學長,學生總代岡村好幸君,來賓窪谷岡山市長の祭文朗讀ありて學長,上

坂教授,學生綿代,來賓總代及び遺族總代の燒香ありて同十一時半其式を終ヘー同に茶菓の饗應ありたり

〓 東京 通信　 臺灣總督府醫學專門學校教授廣畑龍造君の上京を機とし本月十三日銀座三十間堀芳蘭亭

に於て岡山醫學同憲會を開催し互に胸襟を開き顴談し夜の深きを知らざりし

〓香川 縣 同窟 團 體見學　 香川縣岡山醫校同窓會員中左記諸君は本月二十二日午前十時來岡し岡山

醫科大學を見學せられたり先づ附屬醫院各教室に於て各教授或は講師より懇篤なる説明を聴き書食後は基

礎教室を参觀し午後三時より第一講堂に於て安藤教授が最近歸朝の際欧洲にて購入せられたる産科の活動

冩眞を觀て午後七時當地發にて歸郷せられたり

伊賀鶴三郎　 池浦 義夫　 北條新之助　 大川 清　 河合 決　 吉馴 秀雄

田中彦三郎　 高橋 榮　 中河與吉郎　 桑島 傳　 山田 收　 後藤 輝巳

薗原松三郎　 赤澤 中　 末澤虎三郎

〓 第 八囘 全國官 公立病 院 事務 協議 會　 同會は本月二十日より三日間岡山醫科大學に於て開會

せり出席者は東京帝國大學醫學部附屬醫院外二十四病院にして最終日即ち二十二日午後は本縣倉敷町中央

病院を参觀して解散せり.

〓 佛 國,英 國 の 族(上 の續き)

關 正 次

ル ーヴルの西 方には花の テュィル リー園がある.そ れに續いていま 「和 合の廣場」と名け られ てゐる とこ

ろこそ,一 七九三年,民 聚が時の王 ルイ十六世を ギロテ ィー ヌ(斷頭臺)に かけた跡で ある.王 妃 マ リーア ン

トア ネ ツトもやは り同様に終 らされた.續 いて この恐怖時代には 三千 近 くの人がギ ロテ イー ヌに上 さ され

た.佛 國の中等學校で用 ひられて ゐる歴 史教科 書に 「ルイ十 六世は同 じことを朝には よいと云 ひ,夕 にはわ

るいと云つた.身 體が大 きくて.重 くて,異 常に大食 した」 とある.一 國の王が多 く食 は うと少 く食は うと,

それ が一國に何の影響が あら う.そ れ を教科書に こと さらに載せてゐ るのは 王に對す る嫌悪 の情を養成す

るた めで ある としか考へ られない.私 どもには恐 ろ しいことで ある.佛 國で知つた人 々に 「ルイ十六世 を ど

う考へ る」 と聴 くと,「 彼は悪人ではなかつたが,無 定見で あつ た」 といふのがいつ もそ の答で あつた.佛

國に限 らず,何 庭で も,上 に立つ人に 正 しい定見が な くては下に働 く人 が困 ら う.「和合の廣場」か ら凱旋 門
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までの シヤムセ リゼ ー街 ニハ 自動車 が多 く疾走 してゐた.

九月四 日には,市 廰の前を通 り,シ テ島に灰色に さびた ノー トルダムを眺め,ル クサ ンプ ールの博物館 に

行つた.こ こには新 しい美術 品が見 られる.前 日に ルー ヴルで氣がついた ことで あ るが,そ こに見 に來てゐ

る人 達の話す言葉に殆 ど常 に英語で あつた.ル クサ ンブールで もやは りさうであ る.佛 國で讀 まれ る英語新

聞の うち,デ イ リーメイ ルの大 陸號は 「大陸で刊 行せ られ るどの米國新聞 よりも米 國人に多 く讀 まれ る」と

云 ひ,ニ ュ ーヨークヘラル ドの歐洲號は 「歐洲に居る米國人は勿論米 國新聞 を選 ぶ,こ の新聞は米 國以外で

刊 行せ られ る英語新聞 の うち最 も多 く米國人 に讀まれてゐ る」と稱へ,シ カゴ トリビュ ンは又 「大 陸で 刊行

せ られ る どの欧洲新聞 よ りも米國人に多 く讀まれ る,これに反對 の他新聞 の言葉 は まちが ひで ある」と告 げ

て競爭 してゐ る.惟 うに歐洲に入 り込 んで ゐる米 國人 は甚だ多數であ らう.

ルクサ ンブ ールの園を通つ てバ ンテオ ンに行 く.園 に老人が雀に「バ ン」をやつて ゐた.雀 は老人の足 もと

まで 近 よつて投 げられ る「パ ン」屑 を待つ.と きには手 に も飛 び上つ て「バ ン」を食ベ るさ うだ.パ ンテオ ンの

堂 に歴 史の壁書がにほふ,地 下室には ル ソー,ユ ーゴー,カ ル ノー等 の墓がある.

ジヤル デア ン.デ.ブ ラ ントと云へば植物 園で あるが,こ こに比較解 剖陳列館,動 物陳列 館,地 理 鑛物陳列

館,植 物 陳列 館が あ り,普 通の動物 園もある.バ リー來て ルー ヴルに人 のつ くつ た藝術を歎稱 した 者は 又 こ

こに來て 自然 の妙 に驚かねばな らぬ キュ ヴィエ氏 ラマルク氏 等が嘗 てここにゐた と云つただ けで も此等

陳列館 の普通で ない ことが想 像せ られや う.私 は先づ 動物 陳列館に入つ た.廣 い.幾 階に もなつ てゐる,そ

れ に大小あ らゆ る動物の 標本が處狭 く置 きな らベ られてあ る.そ して標本には よ く注意 が行 きとどき,す べ

てが 清潔で あ るのは うれ しい.た だ一つ遺憾なのは その 日が曇天で あつたた めか,光 が 不充分 で,館 の奥

まつた ところに兩 棲類の標本な ど十分に見えなかつた ことで ある.轉 じて比較解 剖陳列 館に行つたが,こ の

日が 日曜 日で あつた から人 が多 く入つて居 り,そ れに夕近 く,時 間が乏 しかつ た.そ れで 此 日は急いで一巡

す るだ けて,後 日再 び來てゆつ くり見 ることに した.

九 月五 日は 日曜 日で,博 物 館などは一般 に鎮 されて 居る,ア カデ ミー,ト ウ,メ デイシー ヌに 行 く.醫 學

學士院で ある.し か し,こ れは バ リーに あるだ けで 他にない.書 記に 會つて話 を聞 き,圖 書課主任に書庫 を

見せ て貰つ た.講 堂 もあ り,談 話室 もある.圖 書課主任が數册の 日本の雜誌を持つて來て示 した.

しば しば 名を聞か されたオ デオ ン座は間 口が二十間 もあ るまい,奥 行はそれ より十間ほ ど長か ら う,低 い

建物で,灰 色で あ る.外 か ら見た ところ土蔵 のや うで見 榮えが しない.案 外で あつた.

醫 科大學 に行 く.解 剖學教室に も組織學 教室 に も人 がゐない.門 衛に,解 剖學 教授の ニコラ氏は?,組 織

學 教授のブ ルナ ン氏は?,助 教授の某氏 は?.某 氏 は?と 聴いたがみな不在であ る.た だ解 剖學 助教授の

ホ ヴラ ック氏がゐ るだ ら うと云つたか ら,室 を教へて もらつて同氏をたつねた.五 十歳ば か りの氣の輕い人

であ る.學 生が 三人 その室で 勉強 してゐた 解 剖學教室に來 る學生は七 百人で,そ の約二五%は 外 國人.女

性は二〇%以 上居る.ホ ヴラツク氏 が二十 七年前 ここに學んだ ときは女性が三人に過 ぎなかつた と云ふ.

ホヴラ ック氏 と小使 の頭 とに案内せ られて各室を巡 る.解剖實習室は 八室 に分 れ,各 室 に解 剖臺が二十 ある.

一年に集 る屍 體の數は千以上だ と云ふか ら研究の 材料 と して豊 富で ある.屍 體を注入 して ゐるところ,屍 體

を貯藏 した 池,ニ コラ教授の室,圖 書室,す ベてを見た.「組織學教室に誰か ゐまいか」 と尋ねた ら,や は り

「誰 もゐな い」との ことに,か ねて覺悟は してゐた もの の落膽 した.
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醫科大學に近接 して 病理學の標本 を収 めた 博物館 と,比 較解 剖學の標本を集 めた 博物館 とがあ る.後 者は

鎮 されて見 ることが出來なかつた.

晝食を攝つた のち,ブ ルミツシュと呼ば れる通 りを歩いてゐた ら人 だか りが して,爭 ふ聲が聞 える.二 人

の若い米國人が 世界一周族 行をす るための金を 自分 等の冩 眞の載つた カー ドを賣つて得ん と して ゐる.こ

の二人に佛國の六十ばか りの婦人が おまへた ちの國か ら金を持つて 來い,或 はこの國で働 いて 金を得 よ.

この國は米國 とちがつ て貧乏だか ら,お まへたちにただでや る金が ない」 と頭を振 り,手を振つて くつ てか

かつて 居る.警 官が來て.老 婦人 の云ひ分 に理を認めたか,大 きな紙に地球 を描 いて世界一周旅行 と見 出 し

をつけ,同 情を乞ふや うなことを書いて ある ものを取 り去つて しまつた.老 婦人 は夢 中にな り相手 をえらば

ず 論ずる.私 の方に向つて長 く論ず るので.私 が何か云はれ てゐるや うで 迷惑 した.そ の方に向 き怒つた 顔

を しつ つに らんでやつた ら,は じめて 氣がつ いた 風で,す ぐ横に轉 じて,隣 の男に 「君は佛國人か,さ うか

聞 きな さい」 と其男に 對 して 又熱心に論 じ始めた.こ の老婦人,そ こを去 る とき も,後 に振 り返 り,振 り返

り,聲 高に辯 じ續 けた.

コレ ージュ,ド ウ,フ ラ ンスは大學に附屬せず,獨 立 した研 究所で ある.建 物はあま り大 きくない.組 織學

のナ ゲオ ツト氏,比 較胎生學の フオー レフレ ミエ氏.組 織 生理學の ジヨ リー氏を尋ねたけれ ども,い づれ も

休 暇中だか ら不在である と云ふ.た だ一般生物學の グレ ー氏の ところが開かれて居 ると聞 いて,そ こへ行 け

ば,グ レー氏は 不在で あつ たけれ ども,次 席のキヤ ンクオー氏がゐた.こ こで いま犬の呼吸を研究 してゐ る

ポー ラ ンド人のザ ルネスキー氏は他か ら聞いて私の ことを知つてゐて くれた.研 究室は狭いけれ ど,機 械.

器具 は揃つてゐ る.動 物が澤山飼つ てあるのは研 究の多 く行 はれてゐ る證據であ る.そ れか らコレー ジュ,

ドウ,フ ラ ンスの他 の諸研究室 を訪 ふことが出來 なかつたのはかへす がへす も遺憾で あ るが仕 方がない.

コレ ージュ,ド ウ,フ ラ ンスを出ると,青 年が三人,車 に家の形を した箱を乗せ,旗 を お し立てて 歌を うた

ひなが ら行 き過 ぎた.側 にゐた男に 「あれは何です」 と聴 くと.「醫科の學生で す」 と云ふ.「何 のためにあ

んな ことを してゐるんです 」と間ふ と,「知 らぬ,し か し馬 鹿だ」 と棄て るや うに云つた.此 男の話 に よる

と,い つ か學生 が骨骼を描いた白い着物をつけて行列を した ことが ある,こ んな常軌を逸 した ことをす るの

は眞面 目でないか らだ,大 學教授 の某氏を 此男は知つて ゐるが,佛 國 の學生は勉強 しない,い ちばん眞面 目

に勉強す るのは支那 と日本 とから來た學生だ とその教授は云ふ さうであ る.

ソル ボ ンヌの建物を見た.法 科大學 と醫 科大學 とは ここに な くて他 に獨立 して ゐる.

九月六 日.バ リーの西方 にあ るヴエルサ イユに行 く.宮 殿の前 の廣場は地 面が凸凹 して,草 木がない.門

を入つ てから も粗雑な敷石がやは り凹 凸 して,樹 が見 えぬ.沙 漠の宮殿のや うで殺 風景だ な と思 ひなが ら,

宮殿の裏側へ出 ると,そ こは池あ り,森 あ り,花 壇あ る,實 に美 しい庭 園で ある.そ れか ら左右の間に湖 が

遠 く見 渡せる.庭 園を歩いて小 ト リア ノン,大 ト リア ノンの庭 園に行つた.時 は秋 の初,風 が吹けば葉 がお

も しろ く散 る.そ の落葉 の路 を踏んで しみ じみ故郷を想つた.

ベルサイュ宮殿の壁薗は殆 どみな戰爭を うつ した もので,か へつ て凄惨 の氣が迫 る.「鏡 の間」 はいちば

ん大 き くて美 しい.こ こで一八七一 年佛國 を貢か した 獨逸聯邦 軍の盟主ウ イルヘルム王が帝位に即 き,一 九

一 九年には獨逸國が貢けて 平和 條約が成立つた.そ の平和條約 を署名す ると きに用 ひた机は 他の室に置 い

て説明が 附 してある.
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「鏡の間」か ら一間置 いて 「王妃の間」が ある.其 壁 に二つ の入 ロが作 られ て,左 の ものは 床下を くぐつ

て 「王 の間」 に通 じて居 り,右 の ものはいつ くもの小 さい室に通ず る.一 七 八九年十月六 日,バ リーか ら民

衆が押 寄せて この 宮殿 に侵入 し,「王妃の間」に近 ついた とき も.マ リーア ントア ネツ トは左 の ものか らぬ

けて王 ルイ十六世 のもとに走つ た と云ふ.

宮殿 の處 々に い くつ もの ルイ十六世 とマ リーア ン ン卜アネ ツトとの像や 醤 が 飾つて ある.ギ ロテ イー ヌ

にか け命を斷 つておいて.な ほ も長 く見世 物と して慘 酷に この王 と王妃 とを取扱 ふ佛國入 の心裡が知れぬ.

王妃衛兵の間 に 置いてあ り マ リーア ントア ネツ トの像 を見 ると,首 飾 りに吊 した ものに ルイ十 六世 の顔 の

一 側が刻んで ある.い かに も憐れで ある.私 は 暫くそ の前にぢつ と立つ た.佛 國の人たちに もこれを見た と

きだ けは同情の 念が起き るにちが ひな い.マ リーア ントア ネ ツトは佛國人で な くて.オ ース ト リアか ら嫁 し

て 來たので あ る.そ れだけ,な ほ,同 情や酌 量の念 が湧 く筈で はないか と思ふ.

バ リーに歸 り,日 本大使館に行つて 日本料理 屋を教へて もらひ,そ こへ行つ て 日本食 をたべ た.

九 月七 日.こ れ をバ リー滯在の最後 の 日とす る,道 を歩いてゐて印刷所 をのぞ き リハ タイブを見 た.リ ノ

タイブが三臺置 いてあ る.女 が普通の タイプ ライ ターを打つや うに字を打つて 行 くと,上 方か ら活字が 落ち

で 來て一列にな らぶ.ハ ン ドル一つ動かせば 機 械が ひと りで はたらいて十 秒間 もたたぬ うちに その錆型を

送 り出す.こ れがす ぐ印刷 に用 ひられ る.ゆ くゆ くは 日本の各大學に一量づつは備へ る必要があ ら うと考へ

てみた.

國立圖書館 をのぞいた のち.再 び ジヤルデア ン.デ,ブ ラン トの比較解 剖陳列 館を訪ふ.動 物の骨骼,内 臓

の標本,化 石,諸 人種 の頭骨等をかな り詳細に見 る.日 本人 の頭骨 も二百ばか り集 めてあつた.

翌朝出發の準備を終 り,夜,又 同 じ日本料理屋へ 行つ て愉快に食事 した.

九月八 日.午 前十時に バ リーを立ち,途 中一度數分間停車 しただ けで 走 りつ づけ,午 後 一時す ぎカレーに

着 いた.海 峡 は今 日は波が穏かで ある.船 は一時 間で これを渡 り英國の ドーヴアーに達 した.官 吏の身分調

査や所 持品検査 も極 めて寛大であつた.

ドーヴアーか ら,こ こセ ヴ ンオークスまで,車 〓か ら外 の景色をあかず眺めた.家 の壁は赤 い煉瓦の もめ

が多 い 佛 國で はそれがいつ も灰色で あつた.と きどき見 る羊 の群 も私 には珍 ら しい.途 中一度 汽車を乗 り

換へた.汽 車 を待つ 間,驛 の構内で 汽車中で 知 り合つた子供連れの夫妻 と小食 を攝つ た.英 國の人 は悠長で.

何 とな く上品で ある.

セ ヴ ンオー クスは ロ ンドンか ら 二十二哩離れた ところに あ り,土 地は 海面 よりは 平均五 百 フィ ー トも高

い.人 ロは一萬 あ まりで,静 かな氣持の よい町で ある.そ の近郊の景色が よいが,殊 に町にす ぐ接 して ノル

公 園 と云ふのがあ り,森 には鹿が多 く住んで居 る.そ こにお伽噺に出て來 るや うな 古い殿様の屋敷 もある.

私が ロ ンドンに入 る前に ここに來て 一週間 あま りを過 さうとす るのは,一 つは ど うかす ると思はず ロか ら

出 る佛語を 忘れて 英語に慣れるため と.い ま一つは英國 のほ んと うの人情や 風俗を觀察 した いためで あ る,

ロ ンドンに行 けば 多 くの博物館,研 究所等があ り,そ れらの特長は知るこ とが出來 る.し か し其 他一般 に現

れた ところは一見 他の國の都市 と大同小異で,そ れか らは容 易に英國の眞相はつか めぬで あ らう.そ れで,

若 し短時 日旅 行 して 英國と云ふものの概念を得や うとす るなら,ロ ンドンを見 るとと もに,田 舍に數 日乃至

數週 を過 して飾 らぬ此國 の人たち に接す るが賢明な方法で あると私は考へた ので あ る.

(以上.セ ヴ ンオ ークスにて)
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