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　結核の成り立ちについて医学史上に輝く画期的な論文を残したローベルト・コッホは、その仕事を「人々の健康増進のために」
としており、少しでも多くの人 を々救うことができれば幸いであると結びましたが、当初の目的を達成し、その成果は 1905 年
のノーベル賞受賞として結実しました。2015 年 12 月に大村智博士に授与されたノーベル賞もこれに似たところがあります。
　博士は、特に開発途上国の何百万人にも及ぶ患者の疾病を防ぐ薬の開発を指導して成功し、その薬はオンコセルカ症（河
川盲目症）やリンパ系フィラリア症（象皮症）のような深刻な病気に対する特効薬となっています。これは地球規模での人類
の健康増進に多大な貢献をしている模範例と言えるものです。
　若い科学者たちにとって、博士の生き方や業績は、研究をいかに確かな戦略に基づいて体系的に行うべきかという良い手
本となるでしょう。それは生物活性物質の同定から患者の治療までの広範囲にわたり、洗練された合理的なスクリーニング
システム、もととなる微生物と有効物質の同定、化学分析、生合成経路の解析、蛋白質、遺伝子の同定、活性度を増し、
副作用を減らすための操作、さらには患者や予防すべき人々に対する臨床研究、そして幅広い普及活動などが含まれます。
　このように広範囲な研究活動を長年にわたり続けるためには、確固たる信念だけでなく、製薬会社や WHO に代表される
保健衛生に関わる国際組織との連携体制を築いていく手腕も問われ、これらすべてを上手くまとめ上げる力量があったから
こそ、新薬の開発に成功したのです。
　このたびの大村博士のノーベル賞受賞は、長年の揺らぐことのない博士の歩みを称えるものです。2015 年ノーベル賞の栄
冠を博士が授与されたことは誠に喜ばしいニュースです。ローベルト・コッホ研究所と北里研究所はそれぞれの創立者二人
に始まる歴史的な繋がりを持ち、我 コ々ッホ研究所スタッフ一同はこのたびの朗報に接し、大村博士と北里研究所に対して
この上ない称賛を送りたいと思います。
　もちろん、ノーベル賞受賞後の博士は今まで以上に公務が増え、国際会議への招待や科学分野のシンポジウムなどへの
参加要請が増加することになるでしょう。それらを適度に抑えつつ、博士自らが若き研究者たちの良き師としても活躍される
ことを願っています。これこそ科学のさらなる発展に向けての大きな礎になるからです。

When Robert Koch published his historical epoch-making manuscript on the etiology of tuberculosis, he finished it modestly 
with the words that he did this work "in the interest of Public Health” (at that time named "Gesundheitspflege") “and hopes that 
Public Health will receive major benefit from it". He achieved this goal and received 1905 the Nobel Prize. In December 2015, 
the Nobel Prize was awarded to Prof. Ōmura for his similar achievements. He had a key role in the successful development of 
drugs preventing disease in many millions of people, particularly in developing countries. It was a major contribution in the 
fight against serious debilitating diseases like river blindness and elephantiasis. It represents paradigmatically an enormous 
contribution to Public Health at the global level, i. e. improvement of global health.
His life and achievements can be a role model for young scientists to follow in their research systematically a stringent 
strategy. It ranges all the way from the identification of biologically active substances to the treatment of patients. It includes 
sophisticated and relevant screening systems, characterization of the source organisms and the active substance, chemical 
analysis, studies of biosynthetic pathways including characterization of the corresponding proteins and their genes, chemical 
modifications to improve activity and to reduce adverse side effects and finally clinical studies and wide-spread application 
in patients and risk groups. Such work over a broad range required commitment over many years but also skillful inclusion of 
international partnerships with pharmaceutical companies and involvement of major health authorities like WHO. The well-
orchestrated work covered all relevant prerequisites for the successful development of a new drug. 
The Nobel Prize honors with Prof. Ōmura a person with the unwavering commitment over many years focused on the long term 
goal. 
What pleasant news it was to learn that the Nobel Prize committee selected Prof. Ōmura as Nobel Prize laureate for 2015! In 
view of the historical connection between Robert Koch Institute and the Kitasato Institute and their two famous founders, the 
staff of the RKI congratulates Prof. Ōmura and the Kitasato Institute cordially to this most prestigious honor!
Of course, the Nobel Prize transforms a person to a public figure. This goes along with many new demands e. g. to speak at 
major international meetings or to be adviser in scientific boards or scientific organizations. Hopefully, this additional workload 
will remain in a reasonable limit and allow sufficient time to follow the scientific work and to function fruitfully as mentor for 
young scientists – an important investment in the future of science.

　日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士は、著書「旅人―ある物理学者の回想」の中で、「未知の世界を探求
する人々は、地図を持たない旅行者である。地図は探求の結果として、できるのである。目的地がどこにあるか、まだわか
らない。もちろん、目的地へ向っての真直ぐな道など、できてはいない」と述べています。
　大村智博士は科学における卓越した探求者であり、準備された心と幾分かのセレンディピティによって定められた方向お
よび経験をもとに計画を立て、自然界の果てしない微生物の世界を航海しています。今、世界は大村博士の洞察力や革新
的かつ先駆的な取り組みと、世界中の人々にもたらした恩恵を理解するに至り、2015 年ノーベル生理学・医学賞が博士に授
与されました。
　大村博士は田舎の農家で育ったことで自然が人類に与えてくれるものに魅了されると同時に、自然は我々の必要とするも
のをすべて与えてくれるのであり、我々はただそれを見出す方法を発見すればいいのだと確信するようになりました。
　大村博士は若い頃、日本初の NMR（核磁気共鳴装置）を用いて化合物の化学構造を解明するために一晩中研究に没頭
しました。三十代後半には、新しい技術や装置を学び研究を広げていくために米国に留学しました。留学先は提示された
中では最も低い給料だったのですが、幸いなことに生涯の師であり友となるマックス・ティシュラー博士（ウエスレーヤン大学）
に招かれる機会に恵まれました。このティシュラー研究室への留学が、大手製薬企業メルク社とのユニークな共同研究やイ
ベルメクチンの発見、開発という幸運につながったのです。それらすべての結果や業績は、新しい微生物を発見し未知の化
合物を見出すためのユニークな探索手法を考案する、大村博士の超人的な能力の賜物と言えるでしょう。
　さらに、役に立つ化合物をより多く見つけ出したいという大村博士のたゆまぬ熱意は、デヴィッド・ホップウッド博士（英国ジョ
ンイネスセンター）との共同研究において、ハイブリッド抗生物質と呼ばれる新しいタイプの抗生物質を創製する画期的な技
術を生み出しました。これは現在使われているほとんどの抗生物質が効かなくなってしまうという恐ろしい予測を覆す、素晴
らしい可能性を秘めたものです。
　北里研究所における長年の研究生活において、常に大村博士は研究所の先達を尊敬し、特に創立者である北里柴三郎
博士とその「研究の成果は速やかに社会に役立たせるべきである」という実学の精神を拠り所としてきました。大村博士の
努力、洞察力、不断の献身、そして数億人もの大人から子どもまでの生活と健康を向上させた、博士の発見した有用な化
合物――これらに世界は大いに感謝すべきです。さらに大村博士が、未来の世代の健康と福祉に寄与する新しい化合物を
発見する終わりのない探索のために、未来の探求者の手助けとして創造した地図にも、我々は感謝の意を表すべきでしょう。

Hideki Yukawa (Japan’s first Nobel laureate) opined, “those who explore an unknown world are travellers without a map, the map is the result 
of the exploration. Their destination is not known, the path that leads to it not yet made”
Satoshi Ōmura is a supreme scientific explorer, navigating the infinite world of Nature’s billions of microorganisms, exploiting a strategy 
based on experience and a path determined by a prepared mind, together with a degree of serendipity. The world is now recognising his 
foresight and innovative, pioneering approach and the benefits it is bringing to populations worldwide, culminating in the award of the 2015 
Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Captivated by what Nature has to offer the human race from his upbringing in a rural farming family, he became convinced that Nature 
can provide everything we need, we just have to find ways of finding it. As a young researcher, he sacrificed his nights working on Japan’s 
first NMR machine to visualise and understand the structure of chemicals. He travelled to the US in his late-30s to gain experience in new 
techniques, new equipment and so further and expand his research, fortunately, taking the opportunity of an invitation from someone who 
turned out to be a lifelong friend and mentor, Max Tishler, even though it was the lowest-paid offer that he received. That led to a unique 
partnership with the Merck pharmaceutical giant and the somewhat fortuitous discovery and development of ivermectin, all thanks to his 
uncanny ability to discover new microbes and devise unique screening mechanisms to detect hitherto unknown chemicals. His constant 
passion and drive to find yet more beneficial compounds led him to create, along with David Hopwood, a pathfinding technique for developing 
hybrid antibiotics, which offers tremendous potential in helping to offset the dire prognosis as most of today’s antibiotics cease to work. 
In a career-long association with the Kitasato Institute, he has always respected its past scientific luminaries, especially the eponymous 
founder and his fundamental philosophy “to apply the benefits of scientific research to the benefit of society as quickly as possible”. For his 
endeavours, his vision, tireless commitment and the beneficial chemicals he has discovered that have improved the lives and wellbeing of 
hundreds of millions of men, women and children, the world can be truly thankful. And for the maps he has created to help guide future 
explorers in the never-ending quest to find novel substances to safeguard the health and welfare of future generations.
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――大村智博士のノーベル賞受賞を祝して――

大村智博士の 2015 年ノーベル生理学・医学賞受賞を祝して、北里柴三郎博士の時代より交流のある
ドイツ国立ローベルト・コッホ研究所前所長のラインハルト・ブルガー氏および北里大学の客員教授で

大村博士の信頼篤いスタッフであるアンディ・クランプ氏からメッセージが届きました。




