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検証・中国に於ける生体実験

東京帝大医学部の犯罪 美馬聡昭著 桐書房（2013年）
戦前の中国人を実験動物としてきた中心部隊は、伝染病研究所（現医科学研究所）の研究者であり、現在

もこの研究所は東大総長の管理下にある。

過去の問題を闇から闇へと葬ってはいけない。

日本の医学が正当に発展していくためには、これらの歴史的事実を正確に検証する必要がある。

背陰河、満州国衛生技術廠、731部隊や「同仁会」中国支部には数多くの医師が参加し、各大学の学長や医

学部長、医学部教授になって活躍している。

彼らは、戦後アメリカとの取引によって免罪されたかもしれないが、彼らの犯罪は我が国医学史の中で

正確に語り続けられなければならない。

はじめに

団塊の世代を中心に広がり国民病となったB型肝炎が、針も注射器も換えないずさんな集団予防接種が原

因であったことを立証するため、1989年6月30日国・厚生省を相手に原告5人を立て、蝦夷地札幌からB

型肝炎訴訟を起こした。訴訟は長期に及んだが、2006年6月16日最高裁判決が出て、原告5人全てに対し

て国の損害賠償が認められ、完全勝訴に終わった。この間17年の歳月が流れていた。

私は、この訴訟の資料収集の中で1993年秋、戦前の国民病肺結核解決の為、中国で生体実験が行われてい

たという医学的事実を発見した。結核予防のための生体実験は、1931年春からハルピン郊外の背陰河（ハ

イインガ）で始まった。ここでは結核菌の人に対する致死量の検討、ツベルクリン反応検査の判定基準の

作成、BCGが結核菌に先祖返りしないことの確認、BCG接種量と結核予防効果の関係、BCG未接種者と既接

種者の長期予後（2年間）についての観察が、他民族（主に中国人）の生体実験で行われた。背陰河では、

感染症の最先端の研究（日本脳炎、第4性病）も、生体実験で行われていた。そこでは、世界的研究成果

もあった。

その後、結核の生体実験は、1934年10月にできた満州国衛生技術廠（新京、長春）、別名満洲伝研へと

引き継がれ、終戦直前まで、結核予防のための生体実験が繰り返された。ここでは液状のBCGワクチンか

ら、凍結乾燥ワクチンの製造が行なわれ、乾燥ワクチンの効果及び経過観察が行なわれた。

戦後実施されたBCG接種の接種法も決定された。戦後誰もが経験したことのある、年1回のツベルクリ

ン反応検査と、その結果ツベルクリン反応陰性者、擬陽性者に、BCGの再接種を行なうという医学的根拠が、

生体実験で実証されたのである。

背陰河、満州国衛生技術廠で、我が国の結核問題解決のために生体実験の犠牲となった中国人は、7000名

を超える大規模なものであった。

一方1938年春からは、結核の生体実験とは別に、731部隊を中心とする細菌兵器の開発、細菌戦の実践

が行なわれた。同時期に「同仁会」中国支部を隠れ蓑にして、防疫給水部による細菌製剤づくりが、生体

実験を伴って始まった。

1931年に始まる中国での大規模で計画的な生体実験は、石井四郎の個人的な力でなされてきたというのが

今までの定説であったが、これは間違いであることを、文献的に明らかにすることができたと考えている。

中国での生体実験を企画、立案、実行に移したのは、小泉親彦（陸軍軍医総監、厚生大臣）と宮川米次

（第5代伝染病研究所所長、「同仁会」副会長）である、石井四郎は、彼らの単なる傀儡であたと言える。

中国での生体実験は、日本国の命運をかけた機密の国家プロジェクトであったと理解すべきである。こ

れを証明するための文書は、今も破棄されず現存する可能性もある。

背陰河、満州国衛生技術廠（満洲伝研）での実験の概要を、医学的に検証するのに、19年の歳月を要した
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が、宮川米次に焦点を当て歴史を見直せば、今まで行われた中国での生体実験の全貌を明確にすることも

可能であると考える。

東大医学部の名称は、1877年東京大学医学部（第1次）、1886年帝大医科大学（帝国大学令）、1897年

東京帝国大学医科大学（京都帝国大学創立による）、1919年東京帝大医学部、1947年東京大学医学部（第

2次）と変更になっている。

人名（ 、 ）は左に卒業大学、右に卒業年度を入れた。東大医学部の場合、創立以来名称が何度

か変わっているので、東大医学部は単に東大、他学部は学部の頭文字を入れた。例えば東大理学部は東大

理とした、また他の大学も東大に準じた。

なおこの文中の人名については、敬称は省略した。

序章 ある発見

731部隊のことは、森村誠一が1981年11月に出版した著書『悪魔の飽食』で有名になっていたので、

私も知っていた。しかしこの本を読むまでは、わが国の医学界の指導的な立場にある医師たちが、何のた

めらいもなく生体実験を行っていたなど知らなかった。大変ショッキングな本であった。

1993年春、実行委員会に入り会員を増やし、さらにカンパ集めなど忙しい毎日が続いた。そんな中で、

実行委員会のメンバーに医師を１人でも増すべく努力をしたが、医師は増えないばかりか、昔の友人(医師)

から「７３１問題は森村誠一で終わった」と言われた。 この一言が私を奮い立たせ、７３１部隊 問題に

真剣に取り組む契機となった。札幌での７３１部隊展の実行委員会に医師として参加したのは 結果的には

私一人であった。

実行委員会の中に、「北大結核研究所」の所長であった高橋義夫(北大、1934年卒)の息子がいた。

彼の話によると、森村誠一の『悪魔の飽食』が出版されてから、「父親が、急に気が変になったように

なり、恐れ慄き夜も眠れなくなった。」「また父親は戦前満州の子どもたちの腋窩（えきか）にＢＣＧの

接種をしていた。」、その理由が知りたくて、実行委員会に入会したとのことであった。高橋義夫の在籍

期間は、1950年北大結核研究所教授、1953年同所長、以降、通算18年間、所長として務めた。

『悪魔の飽食』が出版されたのは退職後のことであった。また所長であった高橋は、組合活動に協力的

な温厚な人物であったという。

高橋義夫の息子の一言がヒントになり、その後私は医者人生の半分くらいを、結核問題と生体実験の謎

を解くために費やす結果となった。

結核予防というと、BCG接種である。ＢＣＧ接種は、戦前戦後強制的に行われてきた最大の予防接種であ

る。

ＢＣＧの結核予防効果について議論するとき、いつも文献や教科書に医学的根拠として引用されていたの

が、日本学術振興会第8小(結核予防)委員会の報告書であった。

私はこの原本のコピーを、1993年8月、札幌医大の図書館を通して、財団法人結核予防会から取り寄せた。

この報告書の解読が、私の人生最大の仕事になろうなどとは、このときには夢にも思わなかった。

報告書は、1943年8月、財団法人結核予防会から出版された、日本学術振興会第8小(結核予防)委員会の

『結核予防接種に関する報告書』【岡治道（はるみち）自家用】である。

本学術振興会とは、1932年天皇からのご下賜（かし）金(150万円)をもとにできたもので、経済不況から

の脱出と富国をめざすことを目的に、すべての研究の促進を図るためにつくられたものであった。

第１章背蔭河での生体実験

細菌戦いわゆる“７３１部隊”

私はこれまで、わが国の細菌戦については、森村誠一の本くらいしか読んでいなかった。再度森村誠一の

『悪魔の飽食』を読み返し、続編、第3部も読んだ。それから常石敬一の『細菌戦部隊と自決した二人の医

学者』 『消えた細菌戦部隊』 医学者たちの組織犯罪』、韓暁著、山邉悠喜子（やまべゆきこ）訳 『731

部隊の犯罪』、吉開那津子著 『消せない記憶』、シェルダン・Ｈ・ハリス著、近藤昭二訳 『死の工場』

を読んで、内藤良一「老ＳＬの騒音」などにも目を通した。本論に入る前に、これまでに理解した、731部
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隊の概略を記しておく。私がこれから述べることは生体実験に深く関わるからである。

1931年9月18日、南満州鉄道株式会社(半官半民)の持つていた大連→奉天(戦後瀋陽)→長春間の、奉天郊

外で鉄道の爆破事件が起きた。満州事変の始まりであった。日本軍は、これを当時満州を支配していた張

作霖（ちょうさくりん）の犯行として、満州への侵略を開始した。

満州事変後、すぐに細菌戦部隊(隊長石井四郎)は、ハルビンの南東70ｋｍの背蔭河（はいいんが）とい

う寒村にやってきた。

部隊の名称は、石井の偽名、東郷にちなんで「東郷部隊」と呼ばれた。また彼の故郷の名前をとって「加

茂部隊」と呼ばれることもあった。この工場(生体実験場)で、細菌戦のための生体実験を始めた。

部隊の規模については、731部隊研究者によって異なっていたが、シェルダン・Ｈ・ハリスの主張が正

確であろうと考えた。彼は実験場の広さは、500ｍ四方の区画であったとしていた。細菌工場は、現地では

中馬城と呼ばれ、周りは3ｍの高さの壁で囲まれ、その上には数本の有刺鉄線と、別に1本の高電圧線が張

り巡らされていた。周囲５ｋｍは立ち入り禁止区域であった。中馬城の収容人数は常時500名から600名が

収容されていたが、本来は1000名収容できるように造られていた。

常石によると、1934年9月28日に「マルタ」（ここでいうマルタとは生体実験の対象にされた中国人） の

脱走事件があり、2人の細菌戦部隊隊員の死亡が確認されたという。しかし後で、彼のいう脱走事件の日時

と私の見解は違ってきた。

現在まで、背蔭河については、いつからいつまで、どんな生体実験が行われていたかは、明らかにされ

ていない。

７31研究家である松村高夫によると、平房の生体実験場は1935年から測量が始まり、1936年8月には「東

郷部隊」は正式に天皇に認められ、「関東軍防疫給水部」となった。初代の隊長はもちろん石井四郎（京

大、1920年卒）であった。「関東軍防疫給水部」は3階建ての堅固なビルとして1940年には完成し、1941年

には部隊名が「731部隊」に変わった。

ここでは細菌兵器になりえるすべての細菌(炭疽菌、コレラ菌、ペスト菌、破傷風菌、赤痢菌、腸チフス

菌など)の製造や生体実験が繰り返されていた。

実戦で初めて細菌兵器が使用されたのは、ノモンハン事件のときだという。ノモンハン事件とは 1939年

5月11日から9月16日の期間の、ロシア国境でのロシア軍と日本軍との戦闘のことである。

この戦いで日本軍は、壊滅的な打撃を受け敗北するが、その中にあっても細菌戦部隊は、苦戦の中で唯

一活躍したということで、1939年10月1日石井四郎は関東軍から感謝状をもらっている。石井四郎は、731

部隊の隊長として活躍していたが、一時北野政次（まさじ）(東大、1920年卒)に代わった時期もあった。

北野政次は、1942年8月1日から1945v年3月1日まで石井四郎に代わって部隊長を務めた。さらに731部隊は、

満州全域に支部を広げたといわれている。

193６年に天皇から別の軍令が出て、長春郊外の西南10ｋｍにある小村に、動植物に対する細菌戦を目的

とした、関東軍軍馬防疫廠がつくられた。隊長は若松有次郎(東大理獣、1922年卒)である。これらの細菌

戦部隊はその後、関東軍が細菌戦部隊を数字で呼ぶようになってから「第100（いちまるまる）部隊」と呼

ばれるようになった。

ここでは炭疽、馬鼻疽（ばびそ）(馬の伝染病)、枯葉病(小豆を犯す病気)、黒穂病(麦の天敵)などにつ

いて、家畜はもちろんのこと人間の生体実験も行っていたという。この部隊もまた満州各地に支部を持っ

ていた。

1937年7月7日から日中戦争が始まり、日本軍は中国全土へ侵略を開始した。1937年12月から1938年2月ま

での2ヵ月間、中国の首都、南京で略奪、強姦、殺戮（さつりく）を繰り返した。いわゆる南京大虐殺とい

われている事件が起こり、このときの犠牲者は数十万人に上ったといわれている。世界を震させた事件の

約1年後に、南京にも細菌戦部隊がやってきた。部隊番号は栄（さかえ）1644 部隊といわれ、部隊

長は石井の腹心増田知貞（ともさだ）(京大、1926年卒)であった。彼らの任務は、細菌兵器の増産と、品

質管理のための生体実験であったという。

背蔭河に始まる日本の細菌戦部隊への資金は、湯水のように注がれ続けた。

常石によると、アメリカは戦後1945年8月から1947年11月まで、4次にわたる調査団を送り、日本の細菌

戦に関する情報を手に入れようと躍起になった。１回目、1945年8月28日、来日したサンダースは、わが国
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の細菌戦の司令塔は、東京帝大付属伝染病研究所の宮川米次(東大、1910年卒)と踏んで調査に入った。調

査に通訳として名乗り出たのが英語にきわめて堪能な内藤良一(京大、1931年卒)、のちのミドリ十字社長

であった。そこで2人の駆け引きが始まったが、内藤はわが国の細菌戦の司令塔は満州の石井部隊であり、

わが国では生体実験などなかったとして、サンダースの説得に成功した。サンダースは宮川米次にも石井

四郎にも会えないまま本国へ帰った。次に来日したのがトンプソンで、彼は1946年1月11日に来日した。石

井四郎や北野政次らの尋問をすることになったが、石井らは細菌戦の実施を認めたが、生体実験を行った

ことは話さなかった。

一方ソ連では、1946年秋に捕虜になっていた731部隊員から、731部隊では生体実験が大規模に行われて

いたことを知り、現地調査も実施していた。1947年1月初め、ソ連は石井四郎などの、731部隊の幹部3人の

尋問を要求してきた。ここで初めてアメリカは、わが国の細菌戦部隊が、生体実験をしていたという事実

を知った。

このため3回目には、細菌戦の専門家ノバート・Hフェルが、1947年4月16日に日本に到着した。日本に到

着して約2ヵ月間、部隊の生体実験について調査し、細菌戦に関わった医師を戦争犯罪者としないという約

束のもとに、731部隊の生体実験の資料を手に入れたのである。

秋には、エドウイン・V・ヒルとジヨーゼフ・ヴイクターも来日し、4回目の調査を行い「ヒル・レポー

としてまと られ、1947年12月12日に本国へ報告された。これらの文書は「トップ・シークレット」（極秘）

であった。

かつての国民病肺結核

これから書くのはわが国の国民病結核を生体実験で解決しようとした話であるから、結核について理解を

深めてもらいたいと思いまとめたものである。産業革命とともに、先進各国では結核が爆発的に広がり社

会問題となった。ロンドンでは1760年の結核死亡率は、人口10万対900以上であった。 1930年のハンブル

クでも人口10万対700と報告されている。

わが国にも江戸時代の終わりと同時に結の波は押し寄せてきたが、欧米にははるかに遅れしかも違った

形態をとった。わが国の特徴は、最初若い女性(女の子)に広がったことであった。

明治政府は、1872年10月フランスの技術者を招いて、官営の富岡製糸(蚕の繭から絹糸をとる)工場を群

馬県富岡につくった。富岡工場で働いていたのは、社会的地位の高い士族の子女が募集されていたから、

製糸工場は華やいだ雰囲気であった。ところが政府は富岡工場建設以降も官営の工場を建設していったが。

1880年からは民間へと払い下げを開始した。

満州伝研は結核の生体実験工場

この問題についても、柳澤謙を追い続ける中で解決した。

柳澤謙は前にも述べた「ＢＣＧ騒動」中に、参議院厚生委員会の証人尋間で次のように答えている。

「私は一番先に日本で乾燥ワクチン(乾燥凍結ワクチン)の共同研究を、陸軍医学校において行ったのであ

ります。昭和17年頃の秋に、大体実験室の研究に成功いたしましたので、直ちに陸軍医学校の器械で大量

生産を行いまして、培養試験、動物実験、」さらに人体接種を行っています。一ヶ年間に12％という発病

率の軍関係のある集団で、これを任意に４「群に分かちまして、Ⅰ群には乾燥前の液体のワクチン、それ

からⅡ群には同じワクチンを陸軍医学校の大量生産の器械で乾燥しまして、それを10℃内外の温度に3ヶ月

保存したワクチン、第Ⅲ群は同じ条件で6ヶ月保存したワクチン、それから最後のⅣ群はＢＣＧを全然使わ

ない、こういう群を分かちまして、接種して1年半ばかり結核の発病をみたのでありますが、液状ワクチン

の発病率は3.1％、3ヶ月保存したワクチンは3.5％、6ヶ月保存のワクチンは5.1％、ＢＣＧワクチンを接種

しない群では12.5％の発病をみました。なおＢＣＧを接種した3群とも死亡者は1名も出ていませんが、Ｂ

ＣＧを接種しない群では、2名の結核死亡者を出しております。」

1942年の秋から1年半となると1944年の春ということになり、終戦の前年である。

常石敬一著『医学者たちの組織犯罪』の記載から乾燥ＢＣＧのことが、1951年11月9日の朝日新聞に掲載

されていることを知った。そこで朝日新聞本社から当日の新聞を取り寄せた。
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柳澤の国会で発言したＩ群、Ⅱ群、Ⅲ群、Ⅳ群の被験者数が、新聞で明らかになった(表６)。

ここで注目したのは、乾燥ワクチンと非乾燥ワクチン投与の比較試験が行われているが、この試験は同

じ時期に行われたのではないということである。

彼がＢＣＧ未接種と既接種の経過観察を行ったのは満州国衛生技術廠しか考えられない。「なぜなら背

蔭河の経過観察棟「Ａ工場」に空きはなかった。

満州国衛生技術廠(新京、現長春)には、1934年10月阿部俊男(東大、1919年卒)が所長として赴任するが、

阿部は所長になる2年ほど前まで、長崎医大の教授をしていた。その後研究のため伝研に帰っていたが、宮

川米次の強い希望で、1934「年の春、満州伝研行きが決まり秋赴任した。満州国衛生技術廠は、わが国の

伝染病研究所のような施設であって、その後満州伝研と呼ばれていた。満

州国衛生技術廠の広さは99.150㎡(約3万555坪)もあった。

阿部は戦後ソ連に抑留され、1947年シベリアで死亡している。

阿部赴任の翌年すなわち1935年12月16日には、田中正稔、加地信および嘱託浅田順一、島崎正雄、菅野

征らが伝染病研究所から派遣された。田中は阿部の片腕として期待されていた。

田中正稔は、柳澤謙の同期であり、ともに背蔭河の工場で働いていた。彼の赴任と同時にＢＣＧの生体

実験の準備も開始されたと推測される。ところが1938年6月9日交通事故で死亡した。

（※実際は、交通事故ではなく、「服毒自殺により満州伝研の研究中に30代で自ら命を絶ったのです。」

『BCGと人体実験』美馬聡昭著より）

そのため阿部は柳澤の赴任を要請したが、『わが一生の思い出』によると、「満州のことを良く知って

いた岳父 (義父)の助言によりそれを断り、代わって高橋義夫に行ってもらうことにした。」のである。 高

橋義夫の赴任時期は明確になっていないが、彼は1936年9月2日、フランスのパスツール研究所に2年間の予

定で留学していた。彼が満州国衛生技術廠副所長に赴任したのは田中の死後まもなくであろう。

柳澤が、BCG未接種者群144名とBCG既接種者群162名との経過観察を行った表6は、1938年前後の2年間と

思われる。西野・今村の報告に柳澤のものも加えたと考えれば表５の謎が解ける。

ＢＣＧ未接種者群と既接種者群との同時経過観察では、今村荒男のマルタ数が最も多く、ＢＣＧ未接種

者群は544人、ＢＣＧ既接種者群は544人、合計1088人であった。したがって「Ａ」工場(結核経過観察棟)

は、1000人を超える収容施設であったと推定された。

今まで述べてきた生体実験(マルタ)などから第8小(結核予防)委員会の結論としては、ＢＣＧ接種によっ

て結核の発病率は２分の１以下に減少し、死亡率では８分の1以下にまで減少すると結論を出した。

また、ＢＣＧ未接種者と、既接種者の結核感染者に関する臨床的考察では、ＢＣＧが行われていれば、

自然感染では当然起こるべき病巣を胸部写真に現れない程度にし、治癒するものが半数であった。また、

ＢＣＧ接種が行われていれば、胸部写真で結核病巣が現れても4分の3は慢性型にならず治癒すると結論づ

けている・背蔭河の工場では毎日胸部写真が撮られていたので、これらの結論づけは簡単なことであった

と思われる。

西野忠次郎とは

武見太郎(慶大、1930年卒)は、戦後1957年4月から1983年3月までの26年間日本医師会会長を務め、日本

医師会のドンと呼ばれた男である。武見太郎の回想録を読むと、背蔭河当時の西野忠次郎の人間性がよく

理解できる記述がある。武見は、卒業と同時に内科教室に入局した。当時の内科教授は西野忠次郎、平井

文雄(京大、1911年卒)、大森憲太(東大、1915年卒)であり、主任教授は西野忠次郎であった。

「当時の医局風景を思い出すと、これまたこっけいの一語に尽きる。西野教授が酒を飲みだすとお相手

をする取り巻き連中で、医局は夕方から宴会場とまでは行かないけれども、特別な雰囲気を持った酒場に

変わった。その後片付けをする当直の看護婦さんは、たいていなことではないと同情してみていたことが

度々あった。私は酒を飲まないので、このグループの人々と一緒になることは少なかった。このグループ

の結束は、純粋に学問上の結びつきとは云えないが、非常に強いものがあった。医局の片隅に天丼に達す

るビール箱が置いてあったし、月給日ともなれば安い待合(料亭)の女中が医局に行列して勘定を取りにく

るという有様で、医局生活を学問の場として考えていたわれわれは、大きな矛盾を感じた。この医局の隣

が、図書室であたこともまことに皮肉なことであった。 この酒びたりの雰囲気の中で患者に取り返しのつ
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かない生と死の問題が出てくることを考えると、容易ならざるものを私は感じた。」と回想している。

彼は33歳のとき決意をして、医局を辞めることにした。彼が辞表を出したのは、医学について根本的に

認識を異にするというのが辞職の理由だったので、西野教授からひどく叱責され、「家庭の事情という風

に書き換えて来い。」と言われたが、彼はとうとう書き換えることに同意はしなかった。

武見太郎は、西野が生体実験に手を染めていたことに気づいていたのだろう。

背蔭河はいつ終了したのか

マルタの「Ｂ工場」からの逃亡事件は、1933年10月27日で、この直前からＢＣＧ接種が始まった。

また『陸軍軍医学校五十年史』で、「1935年12月5日1等軍医の石井要が満州国の関東軍で特種任務につ

いていたが、匪賊討伐に参加し、左頚部に敵弾が当たり、ハルビン陸軍病院入院、その後東京陸軍軍医学

校で加療していたが、 翌1936年2月1日死亡。2月7日には陸軍軍医学校葬となっている。」という記載があ

り、このときにはまだ背蔭河で実験が継続されていたということになる。

問題を解く鍵はやはり、柳澤にあった。後述するが、1944年3月に「ＢＣＧの再接種に関する研究」(益

子義教の博士論文)が、公にされる７年前に同じような実験(ツベルクリン反応がまだ現れないうちに、Ｂ

ＣＧの結核菌に対する予防効果が表れ、またツベルクリン反応が一度現れ、再び消えてもなお結核菌に対

する予防効果がある)を行ったことを、柳澤謙は『わが一生の思い出』で告白している。

1937年6月「実験医学雑誌」(雑報、21巻6号)で、宮川米次はＢＣＧの予防接種問題に触れて、「ツベル

クリン反応陰性者に一定量のＢＣＧを皮下接種しても、局所反応はおきない。硬結膿瘍の形成は決してお

きない。これに反してツベルクリン反応陽性者に使用すれば発赤硬結をおこし、時々化膿する。この膿瘍

も1年以内には治癒し、ほとんど何らの障害はない。そして著しく結核罹患率を低下させる。ＢＣＧは生き

ているが威力のない結核菌で、丁度種痘による天然痘の予防と同一意義がある。」と、わがことのように

喜んでいる。これは第8小(結核予防)委員会が開かれる前年、1937年6月15日の伝染病研究所記念日式辞の

挨拶である。

1937年の春までに、ＢＣＧの結核予防に対する実験のめどはついていたと考えられる。

先にも書いたが、矢追秀武は著書『私の70年史』に「柳澤謙を知ったのは、1937年4月30日であた。」と

書いており、柳澤謙が1931年春から1937年春までの6年間背蔭河にいたという確証がつかめた。

また「Ａ工場」では、1933年秋からＢＣＧ接種後の経過観察が行われた。最初の2年間は西野忠次郎で1933

年から2年間、次に今村荒男が1935年から2年間である。つまり経過観察終了するに4年間

かかる。終了したのは1937年秋と考えるのが妥当である。

終了年度は韓暁と一致し、時期(季節)についてはハリスの記載と一致した。

ただ背蔭河工場の爆発は事故によるという意見もあるが、証拠隠滅のための爆破であると考えられる。

敗戦時の平房とは違い、背蔭河は施設の跡形もなく壊され、現在その所在地もわからないので、余裕をも

って破壊されたのだろう。

第3章 国家機密の抹殺

日本学術振興会第8小（結核予防）委員会

日本学術振興会第八小(結核予防)委員会の委員長には、当時東京帝国大学総長であった長与又郎(東大、

1905年卒)指名され、1938年4月1日より正式に始まった。

当面の課題は次に記載する事項であった。

1、旧ツベルクリンの標準決定

2、本邦における結核感染および発病羅患蔓延の実状ならびに其の原因調査

3、結核発病予防を目的とするＢＣＧ効果の実験

4、予防方法の検討と決定

5、其他委員会の決議により必要と認めたる事項

6、期間 5ケ年

委員は陸海軍、厚生省ならびに大学および研究所より選ばれた専門家35名以内とし、差し当たり24名が委

託された。この名簿を卒業年度順に並べ替えると次のようになる。
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慶大教授 西野忠次郎 (東大、1904年卒)

北里研究所副部長 渡辺義正 (済世舎、1904年卒)

東大総長 長与又郎 (東大、1905年卒)

海軍省医務局長海軍軍医中将 高杉新一郎 (東大、1907年卒)

東北大教授 熊谷岱蔵 （東大、1907年卒）

東大教授 緒方知三郎 （東大、1907年卒）

北大教授 有馬英二 （東大、1908年卒）

厚生省予防局長 高野六郎 （東大、1909年卒）

東大教授 坂口泰蔵 （東大、1910年卒）

陸軍軍医学校長・陸軍軍医中将 寺師義信 （京大、1910年卒）

京大医学部長 戸田正三 （京大、1910年卒）

東大教授 栗山重信 （東大、1911年卒）

阪大教授 今村荒男 （東大、1912年卒）

慶大教授 小林六造 （京大、1913年卒）

伝研所員 佐藤秀三 （東大、1915年卒）

東大講師 岡治道 （東大、1917年卒）

海軍医学校教官・海軍軍医中佐 沓掛諒 （新潟医専、1917年卒）

厚生省体育官 原田豊 （東大、1918年卒）

厚生省予防局予防課長 勝俣稔 （東大、1919年卒）

北大教授 井上善十郎 （東大、1920年卒）

厚生省体育官 野津謙 （東大、1923年卒）

九大教授 戸田忠雄 （東大、1924年卒）

満鉄衛生課長 千種峰蔵 （慶大、1924年卒）

伝研所員 柳澤謙 （東大、1９31年卒）

委員会の幹事の中心には、柳澤謙がなった。彼はこのとき31歳という若さであった。

BCGの人体接種試験

長与又郎は伝染病研究所所長在任中は、結核対策について傍観していた。ところが第8小委員会では積極

的に参画するようになった。この頃の長与又郎日記の中に何度も学術振興会や結核研究所の問題が書かれ

ている。

柳澤謙は『わが一生の思い出』で、第８小委員会のことを以下のように追憶している。

「ＢＣＧの人体使用を我が国で最初に試みたのは、阪大の今村荒男で1929年のことである。1935年には、

九大の戸田忠雄と伝研で人体接種試験が開始されている。阪大および九大では竹尾株が使用され、伝研で

は伝研株が使われた。学術振興会第8小委員会が協同研究を行なう場合、どちらの株菌、すなわち竹尾株を

選ぶか、伝研株をとるかで可成りの討議が行なわれたが、長与委員長は両株の毒性や免疫試験を至急する

ように指示された。ある日の委員会終ったあとで、長与又郎が今村荒男と私を呼んで、今週中にでも私が、

1ケ所で伝研株と竹尾株の毒性や免疫効果を至急比較するように言われた。菌株の検査は伝研でやることに

なったので私の責任は重大なものであった。

今村からもらった牛胆汁の入ったグリセリン馬鈴薯培地に培養したＢＣＧ (竹尾株)と、牛胆汁の入って

いないグリセリン馬鈴薯培地に継代培養したＢＣＧ(伝研株)とを比較すると，発育状態は肉限的に全くち

がう。竹尾株は表面滑らかな集落のかたまりなのに反して、伝研株は表面が粗雑な集落であった。

菌を染色すると、竹尾株のほうが伝研株よりやや大きいが、発育速度を比較すると伝研株より遅いなど

が判明した。両株をモルモットに接種して毒力を比較すると、内臓の変化に変わりはなかったが、竹尾株

では接種局所に潰瘍ができてなかなか治らないのに反して、伝研株では潰瘍も小さく治りやすかった。ど

うも竹尾株の方が毒力がやや強いように思われた。しかし暫くは竹尾株で人体接種試験を行うことに決め

られた。
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背蔭河では、すべて伝研株が使用されていたのに不思議な感があるが、長与又郎には背蔭河のことが知ら

されていなかったから当然の結果かもしれない。

第8小委員会の最終報告書では、「伝研株でも竹尾株でもどちらでも良い。」とされた。

「ＢＣＧが使用できるようになった頃、ＢＣＧの毒力が恐ろしいとみえて、はじめて人体研究をする臨床

の大先生は0.0001ｍｇ接種からはじめていた。その頃私たちはＢＣＧ接種は0.03ｍｇ皮下接種を進めてい

たのだから、その隔たりはとても大きかった。

その頃、今でもはっきり記憶に残る思い出がある。東北大学の熊谷岱蔵先生のことであるが、先生は、

最初はＢＣＧなどたいしたことがないと思っておられたらしい。ツベルクリン反応陰性の看護婦の一群に

ＢＣＧを接種し、他群には何もやらないで比較された訳である。接種して3ヵ月くらいにお目にかかったと

きには、皮下接種の場合、接種局所に潰瘍ができて、苦情が多くて困ると嘆いていた。それから1年たって

会ったときは、接種群からの結核発病の少ないことに驚かれたらしい。

そのとき私に、皮下接種を静脈接種に変えたら接種局所の潰瘍ができなくて良いではないか。ひとつや

ってみないかとのことであったが、私はその経験は動物実験ですらないし(真っ赤な嘘)、ＢＣＧの静脈内

接種の文献は内外にないので、頭をかしげてそれを拒んだ。ところが先生は勇敢に、ツベルクリン反応陰

性者の看護婦にやられたのである。なるほど接種局所には大きな変化は出なかったが、接種者のうちから

一人失明者が出た。眼科で調べるとそれは眼底出血であったらしい。2－3ヶ月で全快したと聞いたが、そ

れから先生もＢＣＧの静脈内接種をあきらめた。

皮下接種からはじまったＢＣＧ接種も、再接種を行なうグループが次第に増加するに伴い、局所反応も

いよいよ多発するようになったので、接種方法の改善とワクチンの製法の改良に、研究が向けられていっ

た。

皮下1ヶ所接種法から皮下分割2ヶ所接種法、静脈内接種法、皮内接種法、経口的接種法、腋窩、皮下接

種法、腹腔内接種法、経皮接種法など次々に接種法が、各方面で研究されるに至ったのである。

皮下2-3ヶ所分割接種法は潰瘍こそ小さいけれども、瘢痕が多くなるし、特にその潰瘍が融合した場合に

は、一層大きな瘢痕を残すので賛成できない。

静脈内接種の場合は、熊谷岱蔵の経験から眼底出血者もみられたので、ツベルクリン反応陽性者に誤っ

て接種した場合には、接種局所の変化はないにしても、毛細血管などに小出血があり、一時的にも出血部

に機能障害がおこる可能性もあるので、これも接種方法として、推奨する訳にはいかない。

腋窩皮下接種法は、高橋義夫が満州で試みて接種局所にはほとんど問題ないということで、私たちも人

体にやってみたが、時には注射針を入れたとき血液が、ワクチンを入れた注射器に突如として入ってくる

ことが数々あり、不気味であるし、大体、年頃の女性などにこの接種法を行うことはなかなかできず、こ

れも長続きしなかった。

その間仙台市の某国民学校で熊谷岱蔵、海老名敏明(東北大、1927年卒)の指導で同法を実施したときに、

多分腋窩をとおり抜けて筋肉内に接種されたため、かなり多数の局所反応が出て、部位が部位だけにその

治療には大変苦労したという報告もあって、それ以降はまったくこの方法を用いるものがなくなった。

さて腹腔内接種、特に乳幼児に満州で山岡克己(東大、1930年卒)が行ったもので局所にも全身的にも副

作用がなかったという報告があり、第8小委員会で討議の対象になったが、東大小児科教授の栗山重信は腸

を損傷する恐れがあるし、人体の腹腔内接種は日本では行われた報告を聞かないと反対した。

ついに皮内法が圧倒的に大多数の委員の経験を経て、一時は一般化するにいたった。ともあれ1941年迄

はＢＣＧワクチンは皮内接種でやっても被接種者からは苦情は出なかったのである。

第8小委員会では、1941年8月16日、長与又郎がＳ字状結腸癌の全身転移で死亡。死後は委員長に熊谷岱

蔵が代わったが、熊谷は当時背蔭河の生体実験など何も知らなかった。また長与又郎の剖検を行ったのは

緒方知三郎と三田村篤志郎であった。

柳澤謙の遺稿集発見 、

筆者が『わが一生の思い出』(非売品)の一部を偶然手に入れたのは、2007年8月末のことである。その後

どうしても柳澤の遺稿集の全文を読破しないかぎり、ＢＣＧと生体実験の全容を解明できないと判断して

彼の遺稿集を必死で探した。その結果、彼の故郷が新潟県中頸城郡（なかくびきぐん）津有（つあり）村
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であることがわかった。ここは現在の高田市に当たる。年甲斐もなく、胸をドキドキさせながら、2007年

12月高田市立図書館へ電話したところ、図書館が所蔵していることが判明した。早速札幌市立中央図書館

に貸し出しを依頼して送ってもらい、暮れも押し迫った12月28日に札幌ですべてを閲覧することができた。

ついに核心に触れることができたのである。

『わが一生の思い出』は、「第一編 誕生から結婚まで」「第二編 研究生活とその周辺」「第三編 海

外旅行の印象記」からなっていた。

この自叙伝は、1977年8月、彼が国立予防研究所(現国立感染症研究所)所長を70歳で退職後、毎年夏の１

ヵ月半、山中湖の別荘にこもり、執筆していたものである。

ところが、『悪魔の飽食』が1981年11月に発売され、発売と同時にベストセラーになった。高橋義夫と

同様に彼もまた、自分の過去が暴かれる可能性に恐れ慄いたと思われる。

彼にとって人生最大のストレスだったのではないかと予測される。『悪魔の飽食』の出版半年後の1982

年5月3日に心筋梗塞を起こし、一時良くなるも6月18日には再発作を起こし死亡した。75歳であった。

『わが一生の思い出』はまだ未完であったが、彼の息子は父の遺志を実現しようと考え、遺稿集(非売品)

を出版した。出版の前に第二編は伝研で検閲を受けたのである。その結果、彼の業績目録の中から伝研の

機関誌「実験医学雑誌」に投稿されていた論文すべてが削除されていたし、またツベルクリン反応基準の

医学的根拠となった「厚生科学」2巻(1９41年)の論文も削除されていた。

遺稿集の発見は「結核予防と生体実験」の謎を解く鍵となった。『わが一生の思い出』については今ま

でも何度か引用してきたが、今回は戦後のＢＣＧ再接種の時期をどう決めたのかという点に焦点を当てる。

柳澤謙は、実験治療社主催の講演会(1940年10月)の段階で、ＢＣＧ接種を行ってツベルクリン反応が陽

性前後に、すでに結核感染防御能力があることを明らかにしている。ところが、ＢＣＧ再接種の時期をい

つにしたらよいのかという問題は、解決できていなかった。

この問題を解決したのは益子義教で、彼の実験は柳澤謙の結果を追試、発展させるものであった。この

研究は第1部として動物実験、第2部として人体接種試験の2つに分かれていた。実験動物として301匹とい

うモルモット(マルタ)を使用できたが、「これは私が陸海軍に関係していたからである」と自画自賛し、

さらに「これだけの大量動物を無駄なく、巧みに実験に使用したのは益子の優れた才能と努力」と、『わ

が一生の思い出』の中で益子を賞賛している。

さらに柳澤謙によると。

「益子義教に『ＢＣＧの再接種に関する研究』をもう1度動物ばかりでなく、人体についてもやってもら

った。この研究は、1944年3月28日厚生省研究所集談会(公衆衛生院はこの頃厚生省研究所)で、同年６月22

日には結核予防会結核研究所集談会において発表させた。それを益子は同年11月謄写版刷りとして東京帝

国大学に学位論文として提出し、学位を授与されたのである。」

この論文が、当時の雑誌に掲載されていないか徹底して調べた。該当する雑誌としては、「日本細菌学

雑誌」が有力であったが掲載されていなかった。この雑誌は、1944年7月発行の月刊誌で、伝染病研究所の

機関誌「実験医学雑誌」、北里研究所の機関誌「細菌学雑誌」と京都帝大の「日本微生物学病理学雑誌」

合併した雑誌であった。

この雑誌の顧問には、伝研の第7代所長の田宮猛雄（東大、1915年卒）、北研の北島多一（東大、1895年

卒）、木村廉(京大、1919年卒)がなっていた。

東京帝大医学部の博士論文であるため東大医学部に存在するのではと思い電話したところ、東大をはじ

め博士論文はすべて国会図書館で保管してあるとの返事だったので、国会図書館に連絡した。その論文の

タイトルは、柳澤の言うとおり「ＢＣＧの再接種に関する研究」であることが判明し、国会図書館関西館

に保管してあるという返事が返ってきた。論文博士号の授与は、1946年9月13日となっていた。

彼は東京都荒川区東日暮里で開業していた。鶯谷(うぐいすだに）医院(開院1957年7月2日、廃院2005年

11月24日)といったがすでに死亡していた。益子は、日本生活協同組合連合会医療部会から、『社会保険医

療とくすり』という本を出版していた。これは1984年5月31日発行のものである。当時の彼の肩書は新日本

医師協会(1948年10月設立)東京支部長で、略歴を見ると彼も東大、1939年卒であった。

彼もまた柳澤謙と同様に、医学部卒業と同時にマルタ実験に手を染めたと考えられ、この実験は時期的

にも満州国衛生技術廠で行われたと考えられる。



10

小泉親彦と昭和天皇

小泉親彦(東大、1908年卒)は、東大の不真面目な医学生であった。時々教室から抜け出し、よく汁粉屋に

行っていた。当然彼の成績はよくなかった。彼は1908年東大を卒業した。

卒後は陸軍に入隊。1910年には軍需工場で働く者の生活実態を調査し、「工人の生計および衛生」、1916

年には「日射病の本態に関する実験的研究」を発表し、東京医学会(東大医学部卒業生の会)から、両論文

とも優秀論文賞を受賞している。1914年6月、30歳で陸軍軍医学校の衛生学教室教官に任命されている。

このとき一時毒ガスの研究に走り、1918年には毒ガスの防毒マスクの試作品をつくり、自ら生体実験を行

ったが、排気室不備のため瀕死の重態になった。

「軍人は戦場で死ぬのが本懐(本望)なら、研究者が研究室で死ぬのは本懐である。」と言い張って、入

院はせず、教官室のベッドで過ごしたという話は有名である。

彼は、1919年1月から1920年9月まで欧米各国へ留学に出かけた。

ちょうど第一次世界大戦が終わった頃で、戦勝国イギリスでは、1919年6月3日に英国保健省ができてい

た。これをみた小泉は、わが国にも内務省から独立した、英国保健省のような組織をつくることを夢見る

ようになった。このときすでに英国では結核問題を解決していた。

1921年7月には、陸軍の胸膜炎調査委員になり、わが国の結核問題の早期解決を決意している。

一方彼は人一倍、心底、現人神(この世に人間の姿をして現れた神)天皇の崇拝者でもあった。

その天皇(昭和天皇)が、1929年11月7日陸軍軍医学校新築を祝い、陸軍軍医学校に初めて行幸した。こ

の様子が、『陸軍軍医学校五十年史』に書かれているが、現代語訳すると次のとおりになる。

「天皇は、9時45分に到着。学校長より陸軍軍医学校の沿革および現況について説明を受けた。その後休

憩し、10時から見学を開始した。見学は第一講堂にはじまり、次いで標本室、軍陣衛生学教室および第二

講堂に移られ、各室ともご熱心にご見学された。特に軍陣衛生学教室にては第一室より第九室まで各部屋

とも丁寧にみられ、小泉教官の説明を熱心に聞かれた。特に兵衣、兵食における業績については、お褒め

いただき、予定の時間を若干遅れた。最後に小泉は天皇と一緒に屋上まで上がったところ、朝から降って

いた細雨(霧雨)がにわかに止んで、陽光が雲よりもれ、都下の風景が手に取るようにみえた。小泉教官は

主要な建物の説明をした。

それに対して天皇は、いちいちうなずいていた。その後天皇は、再び便殿(天皇皇后などの休息所)に午前

11時30分に入り、少し休息して11時40分に帰られた。」

『陸軍軍医学校五十年史』でみるかぎり、天皇は小泉にわざわざ会いにきた感があった。

その年の暮れも迫った12月24日、小泉は天皇から思し召しがあり、天皇、皇后を前にして、「被服地

について」と題してご進講(講義)したのである。話の内容についての記載はないとのことであった(宮内庁

による)が、ご進講は午後4時から始まり、天皇からの質問などがあり、1時間50分に及んだ。小泉は涙が

止まらないほど感激し、皇居を去った。「これは小泉教官の光栄ばかりではなく、陸軍衛生部全体の名誉

でもあった。」と『陸軍軍医学校五十年史』には書かれている。

背蔭河での生体実験は、陸海空軍の全面協力のもとに行われたわけで、天皇の許可なくしてこのような重

大事を行うことは、できなかったはずである。この2回の天皇と小泉親彦の会談で、天皇は小泉を信じ、

小泉に賭けてみたのではないかと考えらる。
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小泉は、天皇と会談後の1932年4月には、近衛師団軍医部長になり、1933 年8月には陸軍軍医学校長に

就任している。

また1932年8月には、石井軍医正以下5名の軍医を新たに配属して、防疫研究室を開設したが、研究の

進行(背蔭河の研究)とともにすぐ狭くなったことで、翌年、近衛騎兵隊敷地約5000坪に新防疫研究室を新

築した。

1933年4月工事費20万円をもって着工し、10月に完成した。建物は鉄筋コンクリート2階建てで、延

べ1750㎡あった。建物の大きさは、北海道庁赤レンガ館1階フロアとほぼ同じである。このくらいの床面

積があれば、背蔭河の実験材料の保存が可能であると推定した。

遠藤二郎の日記、1934年8月11日には、背蔭河訪問時には、良好な飛行場ができていたと記載されてい

た。陸軍防疫研究室ができると同時に狭くなり、急遽新築したということは、背蔭河の実験が順調に進ん

で、実験材料が急増し、陸軍防疫研究室に空輸されていたと思われる。

1934年3月5日小泉は陸軍軍医総監になった。彼は51歳で陸軍軍医として最高の地位に上り詰めたので

ある。

小泉親彦の甥小泉昂一郎（こういちろう）によると、戦後の1945年9月13日、夜8時過ぎ、目白警察

署の署長が来訪。

明朝お迎えに来ますと言い、小泉はお役目ご苦労さまですと言った。それから変わったこともなく談笑し、

11時頃立って仏間に入った。ここで香をたき、衣装を直し、備前久勝の軍刀で腹十字に切り、右頸動脈を

切って絶息した。中国での生体実験の責任を、崇拝する天皇に累を及ぼさないために、自らの口を塞いだ

のであろう。

小泉親彦と宮川米次の絆

「日本医事新報」1955年12月17日号で、「小泉親彦を語る」と題して、座談会が持たれているが、小泉

について、宮川米次は次のように語っている。

「私が、小泉君と相知ったのは、高等学校時代である岡山六高で、私とちょうど2つ違いである。その交

友のはじまりには、面白いことがある 。 1901年のことであるが、賄い(寮の食事)の問題を中心として学

校騒動をやった。その時からである。当時小泉君は、2部(医学部)の3年で最上級、私は1年であったが私

もやんちゃをやるのは、人後に落ちなかったし、叉ちょうど1 年生の総代をやっていたから,すなわち両人

相知る機会をえて,本当に兄貴のように、尊敬と親しみを感じていた。彼は事あるごとに、よく面倒をみて

くれた。それは、私が東大に行ってからも続き、その後も小泉君とは一生変わらない間柄であった。

六高では、小泉君は、二回目、私は、四回目の卒業生である。六校会を開いて東京で酒を飲んでも、いつ

でも小泉君は、大将になってやってくる。酒も非常に強かった。ご承知の通り、六高という高等学校は、

酒を飲んではいけない学校であった。それをその当時から飲もうと行って、たいてい牛肉屋でやった。必

ず四合びんから、コップでぐいっと飲むという恰好であった。しかし気にいらないと一滴も飲まない、そ

ういうところは年をとってからでも同じであった。

厚生省をつくったのは当時首相であった近衛文麿であるがその機運をつくったのは小泉と私でありま

す.
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1937年夏、いよいよ日中戦争(7月7日)がひどくなったある夜 一緒に酒を飲んだとき、小泉君がどう

しても健民主義(健康な神民をつくる)で行かなければならない時なので、何とか近衛文麿(総理)を動かさ

なければならないので、 一寸骨を折ってくれるように頼まれた。

その結果、1937年8月6日保健省の予算が通り、紆余曲折はあったが、厚生省(1938年1月11 日成立）

ができた。その後1，2年たって第2次近衛内閣のとき、厚生行政はぜひ医学畑の人から出ないと伴食大臣

(役に立たない大臣)になってしまうと話したら、私に厚生大臣になれといわれたが、私は同仁会のことで

お国に尽くしているからと固辞した。

小泉君を厚生大臣にしてくれないかと頼んだが、軍の現職にいるものを引っ張ると、軍から何をいわれ

るか解らない、ということで中止になった。このとき小泉とはどんな人かと近衛公に聞かれた。

第三次内閣のときにも、近衛公から同じような話があり、また私にやれといわれた。このときも同じよ

うに、私は同仁会のことで手が回らないと話した。今度は一度小泉君にあってみたい、チャンスをつくる

ようにといわれた。近衛公という人は、やはり気にいると酒もなかなか強い。そこで大いに三人で飲んだ。

近衛公も完全に了解した。小泉君もまた腹がすわったので、それは面白い光景だった。」

その後、小泉は、1941年7月18日の第二次近衛内閣で、厚生大臣になる。この年の１２月８日、日本は、

ハワイの真珠湾の奇襲攻撃を行い、太平洋戦争が始まった。

小泉は、1944年７月２２日まで、厚生大臣を務めた。その後、勅選によって貴族院議員となったが、そ

こでは、一言も発言しなかった。

小泉厚生大臣になった翌年の1942年10月から、全国民へのＢＣＧ接種に踏み切った。

このときは、まだ第八小(結核予防)委員会報告書は提出されていなかった。まずは、国民学校(現在の小学

校)修了時の者について開始、その後、接種対象者は国民体力法(1940年４月に制定されたもので一五歳∼一

九歳男子が対象)の対象になっていた青年男子ばかりでなく、学校に通学する児童生徒、工場で働く労働者、

そして結核家族に及ぶ。全国民へと広げた。これによって、戦前 1000万人を超える国民がＢＣＧ接種を

受けることになったのである。

第4章 伝染病研究所と「実験医学雑誌」の雑報

希釈されているのに気づいた。調べると予防力も、正規の分の1に落ちてた。

その後の学会で二木は、最初から採用されてきた2㎎/㎖という菌量は、日本人には多過ぎるので菌量を

減らし、2回注射を3回に変更したと公表した。志賀はこれを二木の詭弁とし、伝研がその失態を隠したま

ま押し通そうとしていると憤激し、11月24日の「時事新報」に長文の公開書を発表して、林伝研所長、東

大総長の責任を追及した。「医事雑誌」も北研を応援した。

第4代伝研所長、長与又郎

このように、議会や医学界で伝研のあり方が絶えず問題となり、他方ではインフルエンザが世界中に流

行した。日本では1918年8月から1921年10月まで3回の大流行があり、患者数2380万5000人が罹患し、38万

9000人が死亡した。このような状況の中で、伝研の所長が交替した。

1919年4月林所長が辞意を表明し、長与又郎が選挙で選ばれて、６月4日第4代の所長になった。このとき

長与は41歳、ここから1934年2月1日まで、15年近く所長を務めることになる。

長与は、「伝研の使命はどこまでも研究が主でなければならない。1にも学問2にも学問、3にも学問とい

う風に願いたい。」と強調した。所員の研究には自由があった。

長与所長による組織改革は表１のようなものである。

伝研に、1914年以来続いた北研との確執に休戦ラッパが鳴った。それは長与家と北里の関係からである。

北里は、又郎の父専斎にも森村市左衛門(森村財閥)にも恩顧を受けた。

又郎の妻玉子は森村市左衛門の姪であり、結婚のときには北里が媒酌の役目を務めた。長与は所長就任

に当たって、新旧の伝研職員を帝国ホテルに招待して披露宴を開き、北里から挨拶を受けた。
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長与又郎は、「公家(いつも担がれるのを好む)のような人物である」と福島伴次は言う。

確かに彼は伝研所長の後、東大医学部長(1933-1934)、東大総長(1934-1938)、定年後は

1938年11月癌研究所所長に復し、1939年10月結核研究所所長に就任した。

長与が所長として長年努力して得た重要な成果は、1927年9月に勅令第289号によって、官制が改められ

たことである。主要な点は、伝研の所長は、東大(医学部)教授でなければならないという制限がなくなっ

たことである。それまで伝研の所長は、東大に付置されたときの勅令によって、東大医学部教授の中から、

文部大臣が任命することになっていた。青山、林、長与と続く歴代所長は東大(医学部)教授であった。

もう一つの点は、所員制度を設けたことである。

所員は所長と技師の間に置かれた、技師は、製造、検定、その他の技術をつかさどるのに対し、所員は

東大教授および助教授になり、所長の監督下において、検索、研究、検査および講習をつかさどることに

なった。助教授は教授の下につくのでなく、独立した立場になった。

さらにこの制度は東大の教授、助教授でありながら、学生に講義をしないで研究に専念してよいという

画期的な制度であった。

この官制改正によって、これまで東大の助教授を兼任していた宮川米次、河本禎助が教授に昇格、技師

の高木逸磨、田宮猛雄、佐藤秀三が教授に、同じく技師の小島三郎が助教授になった。

当時、技師の身分だけでは主任・高等官三等止まりだったので、教授、助教授になることによって待遇

が改善されたわけである。

所員制度は、単に肩書や待遇だけの問題にとどまらず、1945年度の終わりまで東大附属研究所を特徴づ

けた。伝研の技師、技手になるには高い学歴や優れた業績が必要であった。

表1 長輿又郎による組織改革(大正7年11月7日)

第1細菌血清学部 技師 石原喜久太郎

第2細菌血清学部 嘱託 西澤行蔵

第3細菌血清学部 技師 田官猛雄

第4細菌血清学部 技師 高木逸磨

第5細菌血清学部 技師 二木謙三

第6細菌血清学部 技師 佐藤秀三

第7細菌血清学部 技師 今村荒男

痘瘡及痘苗製造部 技師 城井尚義

第1病理学部 技師 長興又郎

第2病理学部 技師 長興又郎

動物学部 技師 山田信一郎

第1化学部 技師 河本禎助

第2化学部 技師 河本禎助

大動物免疫 技師 城井尚義(兼)

及採血作業部

ワクチン製造及包装部 嘱託 西澤行蔵(兼)、(副)技師 高木逸磨

附属医院 (院長)技師 宮川 米次

検査部 嘱託 小島三郎

事務部 嘱託 村上俊江

図書及編纂出版部 (監督)技師 宮川米次(兼)

長与が「うつ病」

長与又郎が精神症状を伴う重症「うつ病」を発症した。

この部分の「長与又郎日記」を意訳する。

1930年9月26日のことである。彼は恙虫（つつがむし）病と発疹チフスとの標本を比較検討していたときに、
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突然心臓発作を起こした。そのため伝研に入院となった。

その後も彼の症状は良くならず、心臓発作は続き、不眠、食欲不振、抑うつ気分も持続し、長年書き続

けていた日記の文字も、判読できないほどになり、代筆が多くなった。

「1930年11月18日(代筆)(略)大阪の今村荒男氏からはるばる送られた鯛の刺身をつくり少々食べ

たが非常に美味しかった」

1930年11月22日に、今度は東大島薗内科に入院した。島薗順次郎(東大、1905年卒)は、ビタミンB₁の研究で

知られている。相変わらず食欲も出ず、不眠が続き、初めて病院で年を越す結果になった。

「1931年１月6日午後11時より所長室において新年式挙行、宮川所長代理より年頭の訓辞があった。簡素な

る冷酒の宴が催された。」(「実験医学雑誌」雑報 、15巻１号)

長与の病気療養中は、伝研の所長代理は宮川米次だった。

1931年1月26日には島薗内科を退院し、自宅往診に切り替わったが、相変わらず日記は自分で書けない状態

であった。その日記の一部を紹介する

「1931年2月24日(代筆)快晴、ようやく春めいてきた。午後田宮氏、宮川氏相次いで来る。気分よく急を要

する伝研計画につき、部屋割りその他のことについて協議をした。多少疲れたため、夕食時に頭痛がおこ

り、気分の悪いことが数刻続いたが、夜になって回復した。」

「1931年2月25日(妻玉子代筆)、昨夜は、主として伝研計画問題のため興奮して不眠になり、そのため気分

がすぐれない。今後はかかる問題には、一切触れないように島薗氏から宮川氏に勧告を頼んだ。なお島薗

氏を通して、大学営繕課の内田祥三（よしかず）教授(東大建、1904年卒)に設計図の部屋割りは、不変な

ることを(宮川氏に)通告するように依頼した。部屋割りの不満は主として、宮川氏個人の問題と理解した。」

内田は東大の安田講堂、伝染病研究所、公衆衛生院などの建築で有名で。1943年からは東大総長も歴任

している。この日記から、長与が官川を毛嫌いしていたのがうかがえる。

「1931年4月6日(代筆)、今日は、53才の誕生日なり。不思議にも昨夜来、よく眠れ気分もよく、祝い

餅も食べ、赤飯と煮しめなどを食べた。罹病以来はじめて美味しく食べた。(略)記憶をたどればいつ頃か

ら、苦悩を重ねたことか。(略)脳に悩みある時には、失神、幻覚のあらわれたこともあった。脳の症状著

しく悪い時は食欲なく、意志のままに放置しておけば、私は餓死していただろう。(略)この間、日夜死の

神と対面する機会が何回もあった。しかし一度も死を恐れたことはなかった。(略）」

その後も症状は改善しなかったが、1931年6月に入った頃から、症状はとれ始め、6月中旬にはリハビリ

を始めるようになった。長与又郎の苦悩の１年であった。

1931年11月27日に、この間世話になった医師を招いて、全快祝いをしている。

その後、1932年3月5日午後、長与の全快祝賀会が、所内講堂で行われた(雑報、16巻4号)。3月12日には

出血性胃潰瘍が再発し、下血。4月9日島薗内科へ入院。その後5月4日手術。7月25日退院。7月28日帝国ホ

テルで全快祝いを行っている。

その後の日記をみると、

「1933年1月20日(金)晴、私は従来結核予防事業を傍観してきた。 (なぜなら)その組織よからず。真面目

な態度を欠いている。このたび政府の案は、大規模にして、初めて我が意を得たものである。この会なら

ば尽力のし甲斐がある。」

著者の小高健は何のことかわからないと言うが、「その組織よからず。」とは背蔭河の生体実験場を指す

と考えれば,長与がうつ病になった原因も明らかになる。彼の知らない間に、背蔭河の生体実験が始まろう

としていたことがうつ病のきっかけとなったのではないか。

1933年４月２５日に長与は医学部長に任じられたが、伝研の総意で1934年２月１日まで伝研所長との兼

務となった。

「実験医学雑誌」の雑報によると、長与が「テつ病」になった年(1930年)の４月２２日官川米次が支那(中

国)(雑報、14巻5号)へ出張し、その翌23日娘婿岡西順二郎(雑報、14巻6号)技手も支那へ出張している。

このときまだ石井四郎は帰朝していなかった。宮川と岡西は 「背蔭河の工場」の進展状況を視察したも

のと思

われる。
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蛇足であるが、常石が陸軍軍医学校防疫研究室で製造されたという赤痢内服ワクチンは、1932年に伝研

から製造発売になっている。軍医学校防疫研究室は、細菌製剤の製造・販売を行ってはいない。

第５代伝研所長、宮川米次

長与又郎が、「うつ病」で療養中は、宮川米次が約４年間伝染病研究所を掌握した。

彼が正式に伝染病研究所の所長に就任したのは、1934年2月1日である。このとき彼は49歳であった。

一方小泉親彦は、同年3月5日、宮川米次とほぼ同時期に陸軍軍医総督となり、陸軍省医務局長に就任し

た(50歳)。

宮川米次はこのときをもって名実ともに、軍の力を背景にして医学界に君臨した。また近衛文麿の主治

医でもあり、「時の人」であった。

伝研の助手、福島伴次によると、宮川は庶民的ではあったが、官僚大学の優等生であったので、「実る

稲穂は頭を下げる」などという諺はまったく知らなかったとみえ 目上の人に会ってもあごを引くくせがあ

ったので、だいぶ損をしたようだ。

1934年2月15日「所長就任の挨拶と希望」(雑報、18巻2号)で「伝研職員は人格養成が必要で、その人格

とは、日本魂がなければならず、いつも日本刀を腰に差している積もりでなけれならない。また伝研の使

命は、生きた学問でなければならない。このため血清やワクチンなども改良に改良を加え、常に良いもの

を社会に供給しなければならない。また今までと違って、整理整頓を上手にやってもらいたい。伝研を愛

する精神を持ってもらいたい。そうすればガーゼ」の一片を使うのも酒精の一滴を使うのも満身の注意が

注がれる。つくった規律は守ってもらいたい。大体朝は9時か9時半にご出勤を願い、そして退廳（たいち

ょう）も４時を正規にしたい。」などと述べ、所員の研究生活を規制した。

１９３５年以降の情報は、私が収集できた「実験医学雑誌」の「消えた雑報」をもとに述べる。

所長就任の初夏第４性病の発見を目的に背蔭河で200人(マルタ）にも及ぶ生体実験を行っている。この

ことの詳細は後で明らかにしたい。

1935年7月の「所懐」では、今後の伝研のあり方を示唆する重大な発言をしている(雑報、19巻7号)。

「実戦（戦争)には、正攻法と奇襲法がある。１軍を率いるものの最も苦心する所は、正攻をなすこともさ

ることながら、奇襲をいかに上手にやるかにある。それには頭脳の勝れた幕僚が必要である。吾ら科学戦

に携わっているものにも、完全に当てはめることはできる。」として細菌戦の体制づくりを指向している。

正式に宮川米次が細菌戦について言及したということは、このときすでに平房の工場の建設が開始されて

いたと考えられ、これは731部隊研究家松村高夫の見解に一致した。

1936年7月11日、「第80回講習終了式に際し、講習生ならびに全所員に告ぐ」で、とくに所員に所懐(所

感）を次のように述べている(雑報、20巻７号) 。

「新庁舎 (現在の医科学研究所)に移り、正に満２年の歳月がたった。本所の事業は年とともに発展し、

学部の数も最近では19学部に分かれるようになった。各部の者が、文字通り一家にすむことになった。私

は新庁舎に移転すると同時に組織の変更をしようと思っていたが、あまりに急激の変化も好ましくないと

考え、現在の 『アパートメント』生活に慣れた後に、改組を断行するのが良いと思い待っていた。

その改組の要点は、第１より第８研究部および診療部を設けて、従来の学部よりは遥かに大きくなるも

19学部を半減した。各研究診療部には、部長を置き教授をそれに当てることにし、その下に従来どおり主

任を配置した。そのほか特種研究(生体実験)を行う、特別研究室を設け、これは所長直属にすることにし

た。特別研究室は、現在４ケ所ある。１つは昆虫学研究室・山田信一郎(東大理、1915年卒)、2つ目は野辺

地敬三の疫学研究室、3つ目は食品研究室・遠山祐三(東大農芸、1912年卒)、4つ目は精製痘苗室・矢追秀

武である。現在いずれの方面の研究においても、到底１人では大研究はできなくなった。それには物理的

に大きいことが必要である。

本所の予算も今や昔の約4倍に達し、所員の総数も500人におよぼうとしている。従来分裂しやすかった各

学部をまとめて、大団結をするためにさらに大なる研究部をつくった。」(表２)

1937年5月(雑報、２１巻5∼6号)には,「カラアザール病研究団」の記事が掲載されていた。先般外務省部
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の一員として伝染病を主体とした、北支とくに山東省において、カラアザール病の流行状態、予防法なら

びに治療法に関する研究を目的とする、「カラアザール病研究団」が組織された。佐藤秀三を団長として、

そのほかに山田信一郎技師、石井信太郎(東大、１９２４年卒）と井田清、森下哲夫(東大、1935年卒)、細

井春夫(千葉大、1933年卒)の3博士が参加した。上海自然科学院、青島および済南「同仁会」医院医局員と

協同して、5月上旬より11月上旬に至るまで同地方において研究、試験を実施することになった。

山田信太郎(特別研究室)は５月５日東京駅から出発したが、５月20日山東省済南で急死。享年55歳であ

った。

カラアザールとは、別名内臓リーシュニア病ともいわれ、リーシニアという原虫を媒介するサンショウ

バエ(吸血昆虫)に刺されることによって、人から人へと感染する病気である。原虫に感染すると、原虫が

肝臓、牌臓、骨髄のマクロファージに進入し、肝腫、巨大な脾腫や貧血などが出現する。不顕性感染(感染

しても症状の出ない)のほうが多いが、症状の出たものの致死率は、70～90％である。

『わが一生の思い出』によると、この頃には佐藤秀三は就寝前に1時間くらい写経（経文を毛筆で書くこ

と）をして、心の平静を保つことを日課としていたという。

表2 本所職制改正

此度本所デハ職制ヲ次ノ如クニ改正シ7月ヨリ賞施スルコトヽナツタ。

傳染病研究所職制表

あるが、他の仕事(猿の実験)に忙殺されたためか、ついにそれよりの移植実験が行われなかったのは、返

すが

えすも遺憾であった。我々は当時氏らと実験室をならべて、研究に従事した者として目撃したまでを書き

留め

ておく次第である。

岡山の林教授は一昨年の流行に際し、6例の脳材料を用いて南洋尾長猿(カニクイザル)における移植実験

に、

大成功を収められた。とくに氏が東野という患者からえた病原体株は、強毒性であって、5世代に互って多

数の

猿にほとんど10割の感染率を示しつつ、その毒性を保持していたのである。しかもこの系統の動物の脳に

名称 部長 主任 担当業務

第1研究部 田 宮 田宮・羽里

各主任の業務担任は

現在の通りとす

第2研F究部 西澤 西澤・細谷

第3研究部 城井 城井

第4研究部 小島 小島

第5研究部 三田村 三田村・宮川

第6研究部 所長管掌 内野

第7研究部 佐藤 佐藤・矢追

第8研究部 高木 高木

付属醫院 院長宮川 宮川

特別研究室

昆虫学研究室

所長直属

山田

疫学研究室 野辺地

食品防疫研究室 遠山

精製痘苗研究室 矢追

事務部 檜山 檜山
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は、人の脳炎に極めて酷似する病状が証明された。林教授の所見はセントルイス脳炎における米国の学者

の猿につい

ての所見よりも、はるかに顕著なものであった。」

1936年2月14日、稲田龍吉は、第3小委員会及び共同作業者の研究・調査のまとめの中で、実験動物とし

てマウスは最も感受性が高く、猿は著しく低いと述べている。林や竹内の猿は、やはりマルタであった。

日中戦争始まる

宮川米次は、1937年６月１日を第１回目の伝染病研究所記念日とした。その式辞(雑報、21巻6号)で、彼

は「各国にも記念日がある。わが国では、神武天皇が即位した2月11日を紀元節としている。また東大は、

従来帝大学令の発布した3月1日を記念日にしていたが、本年(1937)から、4月12日に改正した。まだ伝病研

究所には記念日ない。6月1日を伝染病研究所の記念日としたい。この日を選んだ理由は、官立の研究所創

立されたのは1899年3月1日であるが、芝公園内の研究所が、この地に起工したのが1905年6月で、竣工した

のは1906年6月であった。ところが関東大震災(1923年9月1日)で大破して使用不能になり、現在の庁合は

1931年6月に起工し、1934年6月に現在の新庁合の竣工にいたった」と述べた。

このときの式辞では、濾過性病原体(ウイルス)としてリケッチア(恙虫病、発疹チフス、アメリカの紅斑

熱)、天然痘、流行性脳炎、麻疹、第四性病などを)挙げている。

今では細菌に分類されているリケッチアや第四性病を彼はウイルスと考えていた。これは当時濾過性か

どうかの判断の基準に用いていた、ザイツの濾過器の目が粗かったためと思われる。さらに恥ずかしいこ

とに彼は、ウイルスは光学顕微鏡で見えないという基礎知識を持ち合わせなかったのである。

この日の午前11時から、長与東大総長他多数の当所関係者を招待し、講堂において第１回記念式を行っ

た。

まず君が代斉唱の後所長の式辞があり、続いて食堂において簡単な立食の宴が催された。かねてから所内

より募集当選した所歌(伝研の歌)を合唱し、席上長与東大総長が祝辞を述べ、二木謙三の発声で万歳を三

唱して散会している。

1937年７月７日、日中戦争が始まった。このとき内閣総理大臣は近衛文麿であった。彼は戦前３回内閣総

理大臣になった。１回目は1937年６月4日から1939年1月４日、2回目は1940年７月22日から1941年７月18日、

3回目は1941年７月18日から10月18日までである。終戦後の1945年12月16日には、青酸カリを服用して自殺

した。

1937年11月12日(雑報、21巻11号)には、外務省より北支における防疫ならびに衛生の調査を委託され、

宮川米次所長、佐藤秀三、小島三郎両教授、八田貞義(日医大、1933年卒)、井田清両博士および事務高原

書記の一行は、去る11月12日に東京を出発し、12月12日東京に無事着いたという記事があった。このとき

陸軍軍医学校教官北川正隆少佐らも同行した。

1937年11月、「北支防衛調査団の使命について」(雑報、22巻1号)と題して講演した宮川は、「犬は養わ

れること、3日で終生その恩を忘れないといわれている。国民政府の樹立者孫文や蒋介石は、ともに彼らが

清国に反旗をひるがえした時は、命からがら日本に亡命し、有志の庇護によって再起を計った。特に蒋介

石のごときは、日本の士官学校において軍学の教養を受けた。ところが彼らは、一定の位置につき安定の

域に達すると、恩人の恩も忘れて刃向かおうとすることは決して許すことはできない。わが日本国民は、

国民政府を懲らしめるために鉾を取っているが、支那４億の民衆には怨念はない。常に血は水よりも濃し

と考え手をさしのべ、連携せんとしているのである。」と日中戦争を正当化している

1938年元旦式辞(雑報、22巻1号)では次のように述べている。

「現在はまさに非常時である。わが伝研に置いては全所員、一丸となって伝研の使命を完全に遂行する

こと、すなわち我々の本分をまっとうすることが、この非常時を乗り切る唯一の方法である。」と強調し、

さらに「1937年を回顧すると6月1日が伝研の記念日になり、年中行事の1つとなった。」「日支事変と伝研

の関係では、とくにガス壊疽、破傷風の血清の要求が急増した。だがこれも伝研内残すところなく厩舎を

建ててのりきった。」「また石井信太郎をはじめ約30名の出征者を出した。」「多年望んでいた厚生省・

公衆衛生院が本年中に開設 される。」「日本人と支那人は同文同種かという問題については、私は支那人

と同文同種であることを、疑うものである。人類学立場からいうのではない。それは風俗、習慣、物の考
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え方が徹底的に違う。日本語と支那語との相違は英語とドイツ語との相違よりはなはだしい。支那人には

義理人情はなく、利に走る。日本人は死体にむち打つことはしないが、支那人は死体を徹底的にさいなむ

習慣がある。風俗上に徹底的な相違がある。支那の下層特に婦人は、一生入浴しないことが非常に多い。

支那の家屋には、普通は便所はない。支那の松は不浄の樹で、松のある所は必ず墓地である。同様に亀も

淫乱な動物として非常に嫌う。今後日本人と中国人は、緊密に付き合うことになるので、中国人をよく理

解することが大切である。」

731部隊は1938年から活動開始

1938年4月1日から５日間、京都において第10回日本医学会が開催された。４月５日、日本医学会総会

の機会を利用して、宮川米次は、各国立大学総長、医学部長、医科大学長らを京都ホテルに招待し、対支

防疫事業を説明して、協力と援助を求めた。

宮川米次が、京都ホテルで対支防疫の説明をする直前、所員の石光、中込氏が陸軍技師に任ぜられ、彼

らはともに、北満石井部隊に赴任した。それぞれ3月31日、4月2日東京を汽車で出発した(雑報、22巻4号)

石光とは石光薫(東大 一九二〇年卒)中込とは中込亘(東大 一九二七年卒)である

また二木秀雄、石川太刀雄丸(京大、1931年卒)、岡本耕造(京大、1931年卒)、田部井和(京大、1931年卒）、

吉村寿人(京大、1930年卒)、田中英雄(京大理、1932年卒)なども、1938年3月平房の石井部隊に入隊してい

る。

731部隊研究家の多くは細菌戦の生体実験が1940年から始まったといわれるが、これは疑問である。「実

験医学雑誌」雑報を見るかぎり、1938年春には、関東軍防疫給水部において生体実験が可能になったので

ある。

731部に派遣されていた中込亘が8月13日殉死(戦死)。この中込の追悼会が9月26日に行われ三田村篤志郎

が追悼の辞を述べている(雑報、22巻10号)

中込が、1927年東大を卒業し、技手として伝研に入ったのは2年後の1929年であり、小島三郎の検査部に

所属した。伝研での主な研究は、消毒液検定法の基準となる基礎実験の完成、寒冷地衛生学の研究、さら

に細菌の生物学的性状(主にサルモネラ菌)に関する研究などであった。

また1940年8月1日付けで、米倉秀雄(東大。1935年卒)が石井(四)部隊に派遣されたことも雑報に掲載さ

れていた(雑報、24巻8号)

1938年4月28日、城井尚義、西澤行蔵の退職記念祝賀会が盛大に行われた(雑報、22巻5号)。彼らは伝研

が文部省に移管した当時の難問だった、ジフテリアおよび破傷風の血清、痘苗の製造を手がけ、これを解

決したからである。城井は「ジフテリア」、西澤が「痘苗」を担当した。八木澤正雄(1921年樺太出張中に

腸チフスで死亡)は「破傷風」を担当した。

この退職記念会で宮川米次は、「両博士には退職後は、以前設けた特別研究室でこれからも研究をして

もらう

予定である。」と語っている。

また「城井の門下には笠井がおり、西澤門下には特に多くの逸材が出ている。すなわち田辺文四郎。梶

塚隆二(東大、1914年卒)、松浦光清(九大、1913年卒)、平野林(岡山医専、1911年卒)、北野政次、島津忠

預(東大、1921年卒)、田中継雄(日医大、1933年卒)、家原小文治(九大、1915年卒)、早川清(東大、1930年

卒)などであり。現在陸軍細菌学会の中堅である。」と述べている。

さらに1938年6月1日、 「伝染病研究所創立40周年記念日」式辞(雑報、22巻6号)で、 「昨年7月7日には

じまった日中戦争は、当初の予想のとおり、長期戦の模様を呈している。昨年外務省、陸軍の委託を受け

て北支、満州に出張した。南京も我が軍の手に落ちた。ここにいたって上海、南京を中心とする地域でも、

防疫は非常に重大な要求となった。私は『同仁会』の副会長もしているので、その事業もしなければなら

ない。任務を担うため伝研からは、高木逸麿、石井信太郎が、北支(北京)防疫事業の首脳者となるため、4

月26日東京を出発した。高木は一旦帰郷し、万端の用意をし、一隊を連れて中国へ渡り、先発の石井君と

合体することになった。」

高木は最後(終戦)まで、一貫して北支を統括した。

「中支(上海、南京)の方は、阪大の谷口腆二(東大、1914年卒)、北大の井上善十郎が4月26日に大阪を出発。
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奥地に赴き、北支におけると同様な、段取りになった。」井上、谷口は伝研出身である。

伝研記念日の式後「午後₁時から陸軍医学校教官石井四郎大佐の好意で今次事変(日中戦争)の戦場映画を

放映した。一同戦地における勇士のご苦労を目のあたりにみて、皇軍に対する感謝の念を深くした。」と

ある。

狂気の医学

1939年6月１日、伝染病研究所創立41周年記念日(雑報、23巻6号)で宮川米次は、「伝染病研究所創立41

周年記念日に当たり、医学界を展望して所感を述べる」の中で、「皇軍の武運を祈って、本所の発展を心

から願うものである。本年5月末日までに召集されたものは37名であり、現在召集中のものが30名、めでた

く凱旋したものが7名である。」と報告した。また戦争と文化の問題に言及し、「戦争は破壊であり、建設

である。自然科学、人文科学は欧米に依存状態であったが、今日ではほとんど独立した。医学の方面でも

独立した医学、すなわち日本医学ができた.なかには外科学会の貴重な経験もある.これは戦争のお陰とい

ってよい.独立した日本医学を東亜(アジアの東部)に普及させる時期に到達した。」と語った。「日中戦争

で事業(細菌製剤)は画期的に伸び,1938年の所員数も増加し一躍600余名にも達した.」と述べている。

記念日には、降りしきる大雨にもかかわらず1000人の一般参加者があった。

「外科学会の貴重な経験」とは次のことである。

1938年４月２日から４日まで第39回の外科学会総会が京都で行われ、4日に阪大教授小澤凱夫（ときお）

(阪大、１９２１年卒）の宿題告あった。演題は「肺切除」でその内容は「肺切除の限界について」であっ

た。

「使用したのは体重200ｇ内外の家兎 (雄)である。平板固定器に仰臥位で固定した。手術は無菌的に無

麻酔で行った。右側第５肋間から行い、右側肺葉は各葉を種々の組み合わせで摘出した。その後甲状腺に

触れないようにして左葉に入り、左側肺動脈および主気管支を肋膜外で結紮し、左側肺の全摘を行った。

結果として右葉一葉を摘出することは絶対に危険はなく、左葉切除と右葉二葉の組み合わせでは下葉以外

の二葉を摘出する時は動物は生命を保持した。下葉と他に一葉を摘出した動物は数時間後には死亡した。

肺摘出の限度は左右肺容積の約１００分の65まで可能であった。」

この宿題告の司会は京大教授鳥潟隆三(京大、1904年卒)が行い、この発表に参加者全員狂気し起立して

拍手喝采を送った。ところがなぜか小澤凱夫が「日本外科学会雑誌」に掲載したのは約４年後で、症例数

も７例になっていた。ふつう宿題報告は、同時に雑誌にも掲載される。

『結核のあゆみ』(結核予防会)の中で岡西順二郎は、1938年(昭和13年)には小澤凱夫が４例の肺切除術

を報告したと書いていた。例とは人のことをいう。つまり実験動物が家兎ではなく人間であることを認め

ている。

家兎の体重を20倍すれば人の体重になる。宮川米次のいう日本独自の医学とは「中国人を実験動物とし

て犠牲 にし、確立した医学(生体実験医学）」としか言いようがない。

１９４０年６月１日には、予定どおり伝染病研究所42周年記念式典が午前11時から行われており(雑報、

24巻６号）、

宮川の式辞は、雑報24巻7号に掲載されたはずである。ところが、雑報、24巻7号では、学術集談会と学友

会の寄付の記事しか掲載されていない。非常に不自然である。

式辞が出てこなところをみると、式辞の内容はだれが見ても決して公にはできないものと判断できる。

この式辞では、 「満州国衛生技術廠、七三一部隊、 同仁会中国支部」の現状と、今後の展望について話

したのかも知れない。

1940年に、伝研に大事件が起きた。それは10月31日、助教授選考のための臨時主任会議において、作業

に関係している部を軽視している傾向がないか、今まで放任してきたのは無責任である、私事や情実は不

可などという 意見出された。

翌11月1日も同じ会議が連続して開かれた。協議に入ったところ、突発事件が起こって議事が混乱し、3

日後所長から辞任の申し出があった。

この突発事件の内容は不明。福島伴次が「宮川の娘婿、岡西順二郎追い出しの一幕で、あまりにも悲し

く語るに忍ない。」と書いているが、真相はわからない。
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同仁会とは

医学の近代化に曲がりなりにも成功したわが国では、日本の医学および随伴する技術を、中国やアジア

諸国に広めることを目的として、1902年「同仁会」が結成された。

この目的を達成するために、医学校や医院の設立、医師、薬剤師などの日本からの派遣、その移住、開

業に対

する援助、医事衛生や薬品に関する調査や機関の設置、留学生の勧誘、保護、さらに出版などを漸次行う

こととした。

初代会長は、明治の外交官長岡護美（もりよし）、2代目は1904年から大隈重信、3代目は1928年から内

田康哉4代目は1935年から林権助、5代目は1939年10月9日から近衛文麿(45歳)であった。初代のときには副

会長は北里柴三郎であったが、伝研移管直後に副会長の交替があり、青山胤通となった。

このように「同仁会」が、大隈・青山体制になったことが北里の心境に影響し、創立のときに北里は積

極的に活躍したが、それ以後は役員としての名前を連ねているだけで、「同仁会」の歴史に登場してこな

い。

伝研では青山、林、長与と歴代の所長が、これと関係していた。

「同仁会」は最初、会費および寄付金によって運営されたが、1918年以降国庫補助を受けるようになっ

た。

林、近衛会長の時代には政府との関係がますます密接になり、政府機関の1つのように取り扱われるに至

った。

このことは資金面にも現れ、昭和期、とくに日清戦争が終わってからは、ほとんど国費によって運営され

た。

朝鮮に朝鮮総督府が置かれ、満州に満鉄が発足すると、「同仁会」の事業の重点は中国に置かれるよう

になった。

診療活動は、1937年7月7日の日中戦争の勃発によりいったん中止され、職員が引き揚げた。

９月になって再び診療救護班を派遣することになり、10月占領地へ出発した。

これを機会に、「同仁会」の性格も変わり、宣撫（せんぶ）診療(占領地の人々の人心を安心させるため

の診療行為)と居留人(中国の占領地に暮らす人々)の救助活動が主になった(図２)。

一方「同仁会」は、首脳部の若返りを図った。「同仁会」では、当初から会長はお飾りであり、実権は

副会長にあった。1938年3月23日、「同仁会」事業は外務省管轄として、副会長には伝染病研究所宮川米次

(53歳)、専務には陸軍医務局の田辺文四郎(東大、1912年卒、当時55歳)が任命された。

『同仁会40年史』で北支について見ると、北支支部には班長高木逸麿。副班長・石井信太郎、その他医

師32名、

薬剤師3名、技術員6名、看護婦28名、合計71名の要員が派遣されている。

また中支支部の本部(上海)には谷口腆二、井上善十郎、梅田芳次郎(北大、1926年卒)、澤純三(阪大、1924

年卒)を含め医師19名、薬剤師４名、技術員８名、看護婦１８名で、合計４９名であり、南京支部には医師

５名、薬剤師２名、技術員７名、看護婦14名など合計28名の要員であった。

中支「同仁会」支部には元伝染病研究所の所員だった井上善十郎、谷口腆二、そして彼らの部下である

澤純三、小林義雄(阪大、1929年卒)、梅田芳次郎が参加している。特殊研究(マルタ実験)を開始したのが

図２から理解できる。同仁会でも細菌戦の準備は、完了したことになる。「特種」、「特別」あるいは「特

殊」は生体実験の隠語である。

井上善十郎は、1929年7月から1957年まで北大衛生学教室の教授で、その後北海道医師会の第5代会長を

1953年4月1日から1955年11月13日まで務めている。

1941年12月13日には蒙彊（もうきょう）支部(現在の内モンゴル省と河北省の北部)が設立され、1942年5

月8日に海南支部の結成をみた。

これで中国の「同仁会」は、すべて結成された(図３)。
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青木義男著『同仁会診療防疫班』(非売品)によると、中支に行った谷口腆二は翌1939年3月勇退し、井上

善十郎が後を継いだが井上善十郎も1941年7月退職した。梅田芳次郎は1943年8月3日バスに乗って移動中、

クリーク(灌漑に使用する小川)に転落して、不慮の死を遂げた。戦争(日中戦争)が進行すると同時に、「同

仁会」の宣撫診療や防疫を行う医師には補填がなかった。それは軍部が防疫給水部の増設に次ぐ増設を行

い、細菌学者や防疫関係者が取られたためであった。

「同仁会」は中国以外のアジア諸国まで広がった。1944年11月にはフィリピンのマニラに、同じく1944

年11月にはビルマのラング－ンにも結成された。ラング－ンに向かう部隊が、シンガポ－ルの防疫給水部

に20日間滞在したと記載されている。この防疫給水部がいつできたのかは記載されていなかった。

『わが一生の思い出』には、柳澤に代わって野辺地慶三と阪大の木下良順(東大、1920年卒)がマニラに行

って無事に帰ってきたが、飛行機から油が漏れて、命からがらだったと聞いて驚いたと記述されていた。

ただ時期については明記されていない。

一方この時期に、中国で731部隊とは異なる細菌戦部隊の結成があったことを、西里扶甬子はその著書『生

物戦部隊731』で述べている。彼女によると1938年2月には北京「甲」1855部隊(北支防疫給水本部)、1939

年4月南京「栄」1644部隊(中支防疫給水部)、1939年8月広東「波」8604部隊(南支防疫給水部)がつくられ、

1942年3月にはシンガポ－ルに「岡」9402部隊が、防疫給水部として設置されたなっている。

ところが『同仁会40年史』にも『同仁会診療防疫班』にも広東やシンガポールに「同仁会」支部が結成

されたという記録はない。さらに「栄」1644部隊の部隊員の証言では、「南京では南京城内の中央大学の4

階が中支防疫給水部の建物であった。」「南京のワクチンと抗血清の能力は、一番でしたから終戦のとき、

私は連合軍の司令官に徴用されて、3000万人分のワクチンをつくるよう頼まれました。そんなものはわけ

ないもので、1ヶ月もあればできてしまいました。」「細菌を注射して3ヶ月から4ヶ月して、マルタの全血

を採取した。全採取というのは、最後の1滴まで血を絞り取ることです。」などの証言も書かれていた。

私と彼女の見解は、防疫給水部の置かれた場所と「同仁会」支部の置かれた場所の違いはあるが、いず

れにしても、「同仁会」ができると同時に一部の病院が防疫給水部となり、ここでは主にマルタを材料と

して細菌製剤がつくられていたと思われる。

青木義男は、著書『同仁会診療防疫班』の中で、宮川米次の日記が存在し、その日記を戦後、娘婿の岡

西順二郎に見せてもらったと語っている。今でも宮川米次の日記は、存在する可能性は大きい。

閲覧できれば、戦前の「同仁会」と防疫給水部の関係ばかりでなく、背蔭河から始まった生体実験の全

貌が明らかになると考えている。

第６代所長、三田村篤志郎は何を言たのか

1940年11月20日付けで、伝染病研究所所長は、宮川から三田村篤志郎(病理)となった。その就任の挨拶(雑

報、24巻12号)で三田村は、「宮川前所長は1934年2月1日所長の職についてから6年あまり、さらに長与前

所長の病気静養中補佐されていた1930年から数えると 10年間研究所の運営をしてきた。宮川前所長の功績

は大きい。この機会に所員一同を代表して深謝したい。今後私は公平無私、諸君とともに伝染病研究の公

僕として、私の最善を尽くす。」としか語っておらず、宮川を批判してはいない。この年の11月18日、宮

川の娘婿、技手岡西順二郎が辞任。

1941年1月11日付けで佐藤秀三は教授を辞め、上海の自然科学研究所所長に赴任した。その送別会は、1

月16日に行われ、佐藤は悲壮な決意を述べ、参加者全員ひっそり静まり返り声も出なかった(雑報、25巻２

号）という。

1941年6月1日にも伝研42周年記念式が行われた。

三田村の挨拶は、「伝染病研究所が国立の研究所になったのは1899年3月31日のことで、正確には今年が

42周年になる。本年は聖戦5周年で時局重大な秋(陰暦)にあたり、当所も従軍将士(将軍と兵士)を戦場に送

っているが、武運長久で使命を達成されることを念願している。」というきわめて簡単なものであった。

記念式は午前１０時から式典が始まり、記念撮影、昼食会、所内見学及び文化映画などが催され、午後５

時半頃無事了した。三田村によると、「今回の記念日には、特に北里研究所の諸先生が多数参加され、和

気あいあいの一日を過ごしたことであり、両研究所が学問のために協力する気運が明らかになった。とこ
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ろが伝研の台所状況は悪くなっており、この会も米を出して食料を調達した事情で多くの方々を呼べなか

った。」ことを詫びている(雑報、25巻7号)

宮川米次の伝染病研究所記念日の数え方は単純計算でも間違っているが、なぜ三田村篤志郎がこのよう

に42周年記念日をあえて訂正したのかは不明である。答えは、未だ見つけられない。1940年の伝研42周年

記念式での宮川米次の式辞にあるのかもしれない。

1941年12月8日、朝のラジオは臨時ニュースを放送し、わが国は西太平洋上で欧米と戦争状態に入ったこ

とを告げた。来るべきときがついに来た。１億国民だれもが今日を覚悟していたときが来たのである。わ

が伝研においても当日午前10時に正面玄関にす同参集し、三田村所長からの訓示があった、と記されてい

る(雑報、26巻1号)。

1942年６月１日、伝染病研究所43周年記念日には、記念式典が予定どおり行われており、所長の挨拶が

掲載されていた(雑報、26巻8号)。

それには「伝染病研究所が今日あるのは北里、志賀両先生の創立以来の努力が基礎をなしている。伝研

移管後の初年において、すなわち1916年から1917年にかけては重い病のために痩せられた青山先生が重い

足を引きずりながら、あるいは各室を回診され、私共の研究を指導された。今感激と感謝を持って想起す

る。次に昨年8月16日亡くなった長与先生は1919年6月から1934年3月までの15年間伝染病研究所の所長とし

て尽力してきた。長与先生の在任中、伝染病研究所は研究を持って生命とすべきことを強調され、身をも

って範を示された。また人としては、正義と愛を2つの翼として、公平無私を舵とする生涯を送った。伝染

病研究所が今日あるのは先生のおかげである。」と記されていた。

この式辞の特徴は、宮川米次を一切無視していることであった。

また伝研の記念式に、北里研究所の小林六造が新たに来賓として呼ばれていたことが目についた。

1943年6月1日、「伝染病研究所創立44周年記念日の所長式辞、来賓祝辞ならびに来賓の演説は紙面の

都合上、本年は掲載せず、別に印刷し関係諸方面に配布することにした。部数には若干の余裕があるので、

希望者は当事務所まで申し込んでください。」(雑報、27巻7号)とされ、三田村の挨拶は掲載されていなか

った。

７月３０日午後１時より、東条英機内閣の岡部長景文部大臣、東大内田祥三総長が伝研を視察している

(雑報、27巻 8号) 。

小高健著『伝染病研究所』によると、三田村自身の話として、彼は４人の良き師、植村正久、青山胤通、

長与又郎およびルードヴィッヒ・アショフに師事したことを生涯の幸福とした。このうち、ただ一人医学

者でない植村は、明治・大正期のわが国における代表的なキリスト教指導者である。

43周年記念の三田村の挨拶の内容を「実験医学雑誌」に掲載できなかったのは、きわめて異例であり、

彼は43周年記念の挨拶で、伝研が生体実験の中心を担ってきたことを懺悔したのかもしれない。

一方伝研の台所はさらに苦しくなり、1943年6月には空き地を使って薩摩芋の植え付けを行い、このため

に要した薩摩芋の種は100貫であった。1貫とは3.75ｋｇである。10月30日には芋掘りがあり、収穫は400貫

あった(雑報、27巻11号)。

1944年の雑報(雑報、28巻1号）には、昨年旧動物小屋の跡地に全職員協力して8月下旬大根の種まきをし

たが、この12月4日には大根引きを行った。大根は薩摩芋と違い、種蒔後の手入れが大変であった。それで

も収穫は、40貫を突破した、と記載されている。

1944年1月1日の新年祝賀式は、午前11時本所職員一同講堂に集まり、三田村所長が病気のため宮川前所

長が祝辞を述べ、本年こそ最も重大な年であることを強調された。一同聖戦完遂の決意を新たにした(雑報、

28巻2号)。

1944年5月13日、田宮猛雄が伝染病研究所の第7代所長になった。

1944年9月20日には、「日本細菌学雑誌」が創刊された。これは前にも述べたように伝染病研究所の「実

験医学雑誌」、北里研究所の「細菌学雑誌」、京大の「日本微生物学病理学会雑誌」を合併した雑誌であ

る。

「日本細菌学雑誌」の創刊の辞を起草したのが、伝研の川喜多愛郎(東大、1932年卒)、北研の平野憲正(京

都医専、1914年卒)、京大の東（ひがし）昇(京大、1938年卒)であった。要約すると、「国運をかけた戦争

のさなかにあって、銃後(戦場の後方)を守って創刊される本誌は、特に技術とつながりの深い応用方面と
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広い接触面をもつ微生物学なる学問の性格を自然と反映して，おのずから戦時色を濃くおびるであらう。

いま戦争完遂至上命令をおろそかにしたすべての研究は，学者の本分を忘れ、同時に学問の本質をも逸し

たる所とみなされなければならない。われわれはまずそのことを胸に深く銘記する。」

これはすべての細菌学者を細菌戦に動員することを意図して書かれたものにほかならない。この中の1人

である平野憲正は、戦後細菌製剤協会で活躍している。

伝研では、終戦直後戦争責任の追及を免れるため、書類の焼却処分が各所で行われた。主任会議録のう

ち終戦前後約7ヶ月分が、外部に持ち出され失われたままになっているという。

1945年8月15日戦争は終わった。ところが第７代所長の研究室で9月3日、助教授・岡本啓 (柳澤と同期)

がガス自殺した。これはマルタ実験を苦にしたものであった。ほかには伝研での自殺者は出ていない。

佐藤秀三が責任者であった自然科学研究所では生体実験は行われず、戦後研究所を中国側に渡し長崎に

まで引き揚げてきたが、その地で1946年10月栄養失調で死亡した。

また宮川米次は、公職追放を免れるため1945年10月3日で退職した。その後1946年1月1日、東京芝浦電気

株式会社生物理化学研究所長、1948年同社付属東生病院長に就任した。1959年12月26日胃癌で死亡、74歳

であった。

国立公衆衛生院

私は2008年12月初め、港区白金台にある伝染病研究所(現医科学研究所)を訪れた。伝染病研究所を未だ

見たことがなかったからである。その同じ敷地内に、巨大な威圧感漂うレンガづくりの建物があった。そ

れが公衆衛生院である。

公衆衛生院とは、関東大震災(1923年9月1日)後の9月8日、ロックフェラー財団からアメリカと同じよう

な公衆衛生学校設立を目的に、公衆衛生組織をつくるなら寄付をしたいとの申し入れがあり、この提案を

日本側は受け入れることになった。ところが新組織の長に一時長与又郎の名前が挙がったが、長与が断っ

た経緯などもあり、なかなか実を結ばなかった。

公衆衛生院設立に一貫して尽力し、アメリカ側と交渉してきたのが野辺地慶三だった。交渉は難航して

きたが、厚生省が設立されると、その管轄下に2カ月後(1938年3月29日)という早さで、この組織がつくら

れた。初代院長は林春雄、教授には伝研特種研究室の野辺地慶三(疫学部長)らが就任した。

この組織は、1940年に厚生科学研究所に改称、1941年には体育研究所、1942年11月には厚生省研究所、

1946年11月には公衆衛生院、1949年6月に国立公衆衛生院、2002年4月には国立医療科学院に変わり、現在

は埼玉県和光市に移転した。したがって、今ある公衆衛生院の建物は空き家である。

1938年1月1日、宮川米次は「昭和13年元旦式辞」(雑報、22巻1号)で 、「多年望んでいた保健衛生

の中枢機関である厚生省も本年開設せられることになった。とにかく衛生行政が乱れていたものが、まさ

に1機構の許に統制されたことは、北支における衛生開発とならんで誠に喜ばしい。これと同時に、多年の

苦心が実って、伝研と文字通り姉妹関係になる公衆衛生院が開所される。感無量である。諸君この公衆衛

生院が伝研内にならんで建立されたのは、一朝一夕の苦心ではないことをご承知下さい。本所(伝研)と完

全に姉妹関係になるか否かは、今後携わる人によるのである。私は伝研の使命上、徹底的に協調し、一心

同体の意気を持って日本の衛生開発に向かって努力したいと念願している。」と述べている。

戦前公衆衛生院は、何をした組織なのか明らかにされていない。本来の公衆衛生の仕事をしてこなかっ

たことだけは明らかである。公衆衛生院の疫学部長、野辺地慶三は、コレラの世界的権威といわれ、現在

も彼のコレラ菌の分類が使われている

また小高健著『伝染病研究所』によると野辺地は、1947年8月、GHQの公衆衛生福祉局のサムスの怒りに

触れ(著者は理由はわからないと言っている)、その怒りは翌日からの出勤ができないほどの強い命令であ

り、9月17日退職したと記述されている。

彼はその後、12月には日大医学部、1949年5月には名大医学部教授になっている。

公衆衛生院に、中国での生体実験(満州国衛生技術廠では結核予防、731部隊では細菌兵器の開発、「同

仁会」支部では細菌製剤の製造)の司令部があったとも推察され、司令部としては十分な威厳と広さはあっ

た。
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おわりに

2006年10月、日本医師会から『臨床試験のABC』〔監修。高久史麿(東大、1954年卒）〕という1冊の医学

書が出版された。「ABC」シリーズは日本医師会が開業医の生涯教育を目的に、1989年から日本医師会会員

に無料で配布しているもので、この中にはベストセラーになったものが多くある。臨床試験は、現在治験

と称せられるようになった。治験とは、製薬会社で開発中の医薬品を健康な人や患者に使用してもらい有

効性や安全性を確認するもので、私も興味がありこの本を一気に読んだ。

『臨床試験のABC』の目的は、安く、早く、信頼のおける薬を製薬会社がつくれるようにするためのもの

で、今まで大学の教室に任されていた治験事業を、開業医に任せることを意図して書かれたものである。

ところがこの本の中で、「生命倫理の過去・現在・未来」という表題で、赤林朗（あきら）（東大、1983

卒、東大保健科学講座教授)が、治験を行う場合には、治験を担当する医師は、医学における倫理観を徹底

することが必要と述べ、彼は過去の非倫理的な実験として、第1に第2次世界大戦の頃、ドイツの医師が強

制収容所の囚人に対して、低体温実験、マスタードの生体実験など、数々の残虐な生体実験を繰り返した

ことを挙げ、第2に米国連邦衛生局が、1932年からアフリカ系アメリカ人に梅毒の自然経過をみる研究を行

ったが、この時すでに梅毒の治療法が確立されていたにもかかわらず治療をせずに、検査だけして放置し

ていたことを挙げている。わが国の非倫理的な実験については、まったく触れられていなかった。

それではわが国には非倫理的なものはなかったのか？それにはすべての人が否と答えるだろう。

わが国では、家永三郎の教科書問題の裁判で、731部隊という細菌戦部隊が存在した事実が認められ高校

は社会科の教科書にも記載されている。

しかも赤林が大学を卒業する2年前には、森村誠一による『悪魔の飽食』が出版され、中国で大規模な生

体実験があったことは、彼も学生の頃に熟知していたはずである。それなのに彼は、この事実さえ無視し、

医学倫理問題を語っている。とでも奇異な感じがした。

医学者として出世しようと思えば、「うそつき」にならなければならないのも事実である。事実のみを

追究しようとすればやっかいなことが起きる。

私はいくつになっても事実を追究する。

私は、わが国で初めて、文献に基づき背蔭河の生体実験の内容を解明し、さらに満州伝研(満州国衛生技

術廠) についても光を当てることができたと確信している。

戦前日本の医学者が中国大陸で行った許しがたい膨大な生体実験の裏には、常に伝染病研究所の宮川米

次と陸軍の小泉親彦がいた。

彼らは自国の結核病解決のために、背蔭河、満州国衛生技術廠で中国人を実験動物とした生体実験を行

い、自国の結核問題を解決に導こうとした。さらには新しい病原体の発見にも生体実験を行った。

「同仁会」の宮川米次は、軍と協力のうえ、1938年から始まった細菌戦(731部隊)では細菌戦に使用可能

な細菌の選択、細菌戦の実践を行い、中国の「同仁会」支部では、細菌製剤の製造、改良を、中国人を実

験動物として行ってきた。これらは人類史上かつてない暴挙である。

今まで中国での生体実験の責任者は、陸軍の石井四郎といわれてきたが、私が今まで述べてきたように、

これは大きな間違いで、彼は宮川米次や小泉親彦から委嘱された現場責任者であったといえる。

背蔭河で始まった、中国人を実験動物と←た生体実験は、国家事業として行われたのである。

この国家プロジェクトの中心を担っていたのが東京帝大医学部出身者であり、彼らが平然と中国人を実

験動物にできたのは、選民思想があったためである。

すなわち現在でも、東大に入ることは日本人にとってはエリ－トであるし、医学部はエリ－ト中のエリ

－トなのである。つまり選民なのである。時代が変われば、機会さえあれば、彼らは何を企むかわからな

い人たちといっても過言ではない。

戦前の中国人を実験動物としてきた中心部隊は、伝染病研究所(現医科学研究所)の研究者であり、現在

もこの研究所は東大総長の管理下にある。

過去の問題を闇から闇へと葬ってはいけない。日本の医学が正当に発展していくためには、これらの歴

史的事実を正確に検証する必要がある。

背蔭河、満州国衛生技術廠、731部隊や「同仁会」中国支部には数多くの医師が参加し、戦後彼らは、各
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大学の学長や医学部長、医学部教授になって活躍している。

彼らは、戦後アメリカとの取引によって免罪されたかもしれないが、彼らの犯罪はわが国の医学史の中

で正確に語り続けられなければならない。

私が明らかにできたことは、戦前の生体実験の真実の概略のみであり、詳細についてはさらに研究し明

らかにされるべきである。情熱を持った医師をはじめとした医療従事者の協力なくして、東京帝大医学部

の犯罪の全貌を明らかにすることはできない。全国からこの問題に取り組む人たちが立ち上がることを期

待したい。


