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昭和 6 年 4 月７日  東京都深川区に西村清、ちゑの次男として生まれる。 
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平成 12 年 6 月～ 万有製薬株式会社つくば研究所名誉所長 
令和   4 年 3 月末まで 筑波大学生命科学動物資源センター客員研究員 
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平成 27 年  文化功労者 
平成 29 年  瑞宝重光章 
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これまでの研究を振り返って 
 
西村 暹 
 
はじめに 
 自分のこれまでの人生を振り返ってみて、節目、節目で自分に影響を与えて下さった恩
師、先輩に巡り会えたことが如何に大切だったかを思う。その巡り会いは、自分から求め
た場合もあったが、多くはそれに偶然が重なっている。物事はすべてが思うようにはいか
ないものだが、その場その場で最善を尽くすことでそれなりの成果に繋がると思うように
なってきた。これまでの成果を挙げられたのは、家族の支え、それによる憂い無き家庭、
さらに多くの共同研究者の努力に負うことが多いことは言うまでもない。はじめに厚く感
謝する次第だが、今回は主に恩師、先輩との出会いを中心として話を進めたいと思う。と
ころで、あまり謙虚に話をしたのではインパクトが少ないので、若干の自慢話を含むこと
を御容赦願いたい。 
 
生い立ち、両親、兄弟のこと 

私は昭和６年 4 月 7 日に西村清、ちゑの次男
として、東京都深川区の富岡八幡宮の裏で生ま
れたそうである。生まれた日に、ちょうどタイ
の皇太子が来日したそうで、当時のタイの国
名、シャム（暹羅）の一字をとって父母が名を
付けた。６歳上の長男は輝男、１歳下の弟は昭
と、皆太陽に関係するように父が選んだと聞い
ている。両親とも福井県武生市（現在の越前
市）の出身で、父は幼いときに両親を結核で亡
くし、養育費をつけて知り合いに預けられたた
め大変苦労したらしい。母もあまり豊かではな
い洋服屋の娘で、同じく苦労したようである。
よくは知らないが、二人は恋愛結婚で（母が１
歳年上）、苦学して東京に出てきた。二人とも
尋常小学校のみで高等教  育は受けておら
ず、検定試験で職を得たと聞いている。母は東
京都の幼稚園の保母として 10 番台の番号の免
許をとった、非常に早期の職業婦人だった。母
は 40 年近く深川区立明治幼稚園・明治小学校の教員を勤め、ずっと共稼ぎであった。い
わばウーマンリブのはしりで、加藤シズヱに心酔していたのを覚えている。父も検定で逓
信省に入り、終戦直前には横浜郵便局長になった。学歴が重要な官庁では、おそらく随分
苦労したことと思われる。そのせいかだんだん酒におぼれ、家族が大変苦労した。 
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以上のような家族背景から想像できるように、家は豊かではなかったが、勉強することな
らば許され、お小遣いは厳しく制限されていたが本を買うことなら了解された。いわば、
母は教育ママのはしりであった。兄には家庭教師（母の同僚の小学校の先生）をつけてい 
たほどで、府立三中（現在の両国高校）から、旧制一高に合格した時の母の喜び、興奮の
様子は今でも目に浮かぶほどである。私はというと、母が働いていた幼稚園にコネで数え
年４つから入れられた（言うなれば４年保育、したがって最後の時は一年留年ということ
になる）。しかも遅生まれなので、以外と度胸が据わっていたようである。学芸会で主役
の子が当日になって突然出るのがいやだと言い出したとき、すんなり代役をやったそうで
ある。小学校１年生の時に家が深川から荏原区（現在の品川区）に引っ越したが、その時
は学区内の小学校はよくないという理由で寄留し、徒歩で２５分はかかる第二延山小学校
へ通学した（当時はめずらしいやり方）。次男だったため兄に対してほど、勉強、勉強と
言われなかった。明治小学校一年生の時の担任で、かつ母の知り合いの先生に、母は「暹
さんはお兄さんより頭がいいですよ」と言われたと後年になって聞いた。これは独創性が
あるという意味らしい。第二延山小学校へ移ってから、通学路に大井町線の踏切があっ
た。ここにいつも踏切の番人がいるのを見て、もったいない人の使い方だと思った。そこ
で、夏休みの宿題で無人踏切装置を作成して提出した。あまりに熱中していたので、それ
を持っただけでランドセルを背負わずに学校へ行ってしまうという始末であった。 
小学校時代の恩師は勝亦権十郎先生である。先生は父兄の影響で生徒を差別せず、生徒に
ははだかで接する方だった。ちょうど尋常小学校から国民学校に変わったときで、新しい
教科書ができた。先生は理科の授業で電気モーターの原理を教えることになったが、「自
分もよくわからないので一緒に勉強しよう」と言われたことを覚えている。当時は小学校
から中学校に進学するときに、担任の先生が受験する学校を決めていた。学区内で一番が
都立一中（今の日比谷高校）で、クラスから一人、次が都立高校と都立八中（今の小山台
高校）だった。私は都立八中にでもいければよいと考えていた。ところが、母が父兄会に
呼び出されて行ったところ、先生から都立一中を受けなさいと言われて、驚いて帰ってき
た。先生は母に、暹君は鉄の箱に入っているような感じがすると言っていたとのことで、
内向的だったのかもしれない。それでも先生は私にある何かを認めて下さり、志望校を決
めたのだと思う。 
 
中学、高校、大学時代 

中学校１年生になった昭和 19 年は、戦争も激しさを増してきた頃である。昭和 20 年
になると、父も忙しく、また酒を飲んでいてあまり頼りにもならず、兄は一高から東大法
科に入ったが徴兵されて広島に駐屯しており、私が一家の責任を任されるようになった。
防空壕を掘ったり、貴重品を穴に埋めたり、全部私がやった。もっとも子供の価値判断だ
から、当時貴重な真っ白な画用紙や、教科書などは防空壕に入れたが、父が逓信省の関係
で集めていた貴重な切手の収集は家が焼けたときに灰になってしまった。家が焼けたあと
は、防空壕で生活していた。当時中学校の先生方がすばらしかったのは、昭和 20 年９月
１日から、通常通り授業が始まったことである。 
都立一中は、都立一高ついで日比谷高校と名前を変えたが、我々生徒は皆６年間同じ学校
にいたことになる。ところで父は、終戦直前に、南方へ転勤の可能性もあるからと横浜郵
便局長から日本飛行協会に転出した。しかし終戦後日本飛行協会はなくなって失職し、前
職のつてで武生の郵便局へ降格でつとめることになった。だが父から何の仕送りもなく、
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家族皆で助け合って生活しなければならない羽目となった。私も模型の電車を作って模型
屋に売って稼いだりして家計を助けた。後述するように、兄も私も結核にかかってしまっ
たので、弟の昭は昼間働くため夜間の都立大学に入った。私も大学に入ってからは家庭教 
師をし、大学院に入ってからは兄が勤めるようになった特許法律事務所で翻訳などをし
た。要するに高校以後、親から月謝のサポートを受けないでやってきた。もっとも当時は
同級生に似たような境遇の人が多かったので、何の引け目も感じない時代であった。 
－津田栄先生－ 中学１年の時から、何となく化学が好きになった。兄のお古の教科書を
読んだり、黒色火薬を自分で作りたくて、父や母にコネで試薬や実験器具を取り寄せても
らったりした。私の興味がますます化学に傾いていったのは、高校の化学の先生、津田栄
先生のおかげである。先生は終戦まで京城大学の教授だったが、終戦後帰国されて旧制一
高の教官になり、すぐに日比谷高校に転出してこられて以来、長く高校卒業後も教えを受
けることになった。先生から受けた強い影響は、第一に実験中心、第二に化学教育に対す
る類なき情熱である。先生は教え方も大変うまかった。授業中には必ず実験をして見せて
下さった。先生の執筆した高校の化学の教科書は当時有名だったが、それも実験から根ざ
したもので、日本の化学教育の基礎を築かれた方である。日比谷高校を退職されてから
は、田園調布のご自宅に化学教育研究所を設立し、そこで高校の先生への実験指導をする
一方、高校生の実験指導もされた。土曜日の午後、そこに高校時代の理科クラブ仲間が大
学入学後も集まって、都内の高校から応募してきた生徒さんに実験を教えたことは楽しい
思い出である。仲間には徳丸克己元筑波大学化学系副学長がいた。生徒さんで今でもおつ
きあいがある人もいる。津田先生の化学教育にかける熱意は並々ならぬものであった。後
年がんの脳転移で言葉が不自由になられてからも、決して教科書の執筆をあきらめず、奥
様への口述筆記で教科書の改訂をされていた。 
－新海明彦先生－ 東大入学直後 800ｍのランニングをしていた時、気分が悪くなった。
診察を受けたら結核にかかっていることが判明したので、ほとんど授業に出ないままに停
学となってしまった。兄も結核にかかっていたので、当初二人とも近くの某医大で診ても
らっていた。そこにたまたま亀田喜美治という方が患者さんの中にいて、「こんなところ
で診てもらっていては駄目」と言われた。そこで、亀田さんと一高で同じ寮にいた、当時
国立中野療養所部長の新海明彦先生に診ていただくことになった。当時まだ新しかった治
療である横隔膜捻除を行い、腹腔内に空気を入れる気腹という治療（病巣が右肺下にあっ
た）を受けた。以来７年間にわたって病気を治療していただいたが、それとともに先生の
献身的な努力とヒューマニズムに強く影響を受けた。また、結核という病気を通じて多く
の人に出会い、違った経験を持ったことも、将来メディカルサイエンスを志す要因となっ
た。患者の中には多数の学生がいたが、毎週一回中野療養所に診察に通った際、先生は
「君たち学生はお金が無いのだから、受付を素通りして来い」と言われ、もぐりで診てい
ただいた（現在では考えられないこと）。ところで、当時の気胸、気腹の機械は空気注入
のスピードがおそく、沢山の患者さんをこなせなかった。私は高校時代からガラス細工に
こっていて、津田先生の紹介で先生と東大化学科の同級であった東工大教授の安藤暹（の
ぼる）先生１のところに入り浸っていた。そこでの経験を生かして、空気圧のかかる気胸
の機械を自作して先生のところに持っていき、大変喜ばれた（無検定の機械を使うなど、
これも今では考えられないことである）。新海先生は、大変敬虔なクリスチャンで、我々
に志と希望を与えて下さった。 
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1.たまたまお会いした安藤先生の名前が自分と同じ暹であることに驚いた。理由を伺う
と、先生の生まれた日に、日露戦争に備えてイタリアで建造された戦艦日進が日本に入港
したので、その 2 字をつなげて名前になったとのことであった。先生のご研究は純粋な水
が必要で、そのための巨大な蒸留装置がガラス細工で組み立てられていた。 

大学院、応用微生物研究所、癌研 
 東大に入って一年の休学後復学しても、教養学部の 1 年目は療養でほとんど学校に行か
ず、出席が必須の体育だけ出ている状態だった。2 年目からほぼ平常に学校に行くように
なり、高校時代の化学への興味がふたたび頭をもたげて、当時教養学部の化学科の教授だ
った野村裕次郎先生のところへ放課後有機実験を習いに行くようになった。先生は大変懇
切丁寧に教えて下さったが、何工程もある有機合成実験はどうも最後までうまくいかなか
った。そこで、理学部化学科 4 年では、生化学に進むことにした。その主な理由は、生物
化学教室の当時のスタッフの熱意と、元気にあふれた田宮信雄、石本眞助手、また、大学
院生だった近藤洋一、亀山忠典氏の影響に他ならない。将来の生物化学、分子生物学の発
展を予見したわけではなかった。ちょうどその年に左右田徳郎先生が定年退官され、大阪
大学の赤堀四郎先生が兼任で来られることになった。生物化学教室への大学院志望は四人
いたが、二人は本郷に残り、二人は赤堀先生が兼任しておられる応用微生物研究所（現在
の分子細胞生物学研究所）第５研究室へ配属ということになった。ともかく千谷晃一と八
木達彦は赤煉瓦の化学教室に残りたいと言い、こちらは雨が漏ってくるような汚い生化学
教室よりは新築されたばかりの応微研が良いと、細田淳子さんと二人で５研に行くことに
なった。当時の５研は日本の分子生物学のメッカだということは正確には把握していなか
った。想えば巡り合わせというか、本当に幸運であった。 
 当時（1955 年）の５研のテーマはタンパク質の生合成機構で、丸尾文治、高橋甫先生、
助手として野村眞康（現カリフォルニア大学アーバイン校教授、リボゾームの再構成の研
究などで有名）、三井宏美氏がいた。赤堀先生のそれまでのアミラーゼ研究の関係から、
野村さんは枯草菌のアミラーゼを材料として、三井さんは須田正巳先生が研究していたシ
ュードモナスのピロカテカーゼの誘導系を作って研究をしていた。どちらもセルフリー系
（細胞をすり潰して、試験管内で反応させる）をつくって、タンパク質合成のメカニズム
を追求するというもので、細田さんが野村さんに、私は三井さんについた。今考えてみて
も、この研究テーマは極めて斬新かつ独創的であった。リボゾーム、mRNA、tRNA も発
見されておらず、アミノ酸の活性化機構も明らかになっていなかった時代である。戦略は
正しかったが、残念ながら後世に残る成果は生まれなかった。しかし、研究者の熱意、勉
強の雰囲気は忘れられない。1 年後に吉川寛、さらに大石道夫氏が入ってきた。研究室は
民主的で、毎回行われるジャーナルクラブも教授・助手・大学院生の区別なく受け持った。
この経験は、あとで国立がんセンター研究所や万有製薬つくば研究所でも引き継がれてい
た。 
ところで、ピロカテカーゼのセルフリーの酵素誘導はうまくいかなかったが、ちょうどそ
のとき、枯草菌のセルフリーでのアミラーゼ合成は面白い結果が出てきたので、私はそち
らの方にテーマを変えることになった。その頃ひょんなことから、枯草菌の培養液がアミ
ラーゼの他にリボヌクレアーゼ（RNase）を分泌することを発見した。その頃はなにがな
んでもタンパク質生合成機構ということで、RNase については余分な発見として実験報告
会で発表したところ、赤堀先生からもっとじっくり研究をしなさいと助言をいただいた。
結局これが RNaseT1 に次ぐ新しいプリン特異的 RNase の分離同定につながり、学位取得
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の主論文となった。ところで、BBA（生化学系の英文学術誌、Biochim.Biophys.Acta）に
載った論文は私の単独名で、これも丸尾先生による研究室の民主的な運営の反映である。 
 ５研には技官として和田津留さんがおられたが、和田さんは癌研（財団法人癌研究会癌
研究所）の福岡文子部長の知り合いだったため、和田さんの紹介で私も癌研の研究を手伝
うようになった。博士課程の最後の年には生命保険協会の奨学金を受け取ることになり、 
卒業後は癌研に研究員として採用されることになった。白状すれば、メディカルサイエン
スに興味はあったが、特にがん研究を志して癌研に入ったわけではない。中原和郎先生と
いう有名な先生がおられ、生化学部のリーダーの小野哲生氏は新進気鋭だし、設備も整っ
ていた。学会発表に出かける時も過分の出張旅費をいただいたりして、とにかくかっこよ
い研究所だった。入所した時、杉村隆先生（元国立がんセンター名誉総長）は米国に留学
して癌研におらず、直良博人氏がちょうどロックフェラー財団の給費留学生として、ベル
ギーのブラッシェー（Brachet）のもとへ留学するところだった。夢のような留学が自分
にも可能かなと想ったものである。 
 ところで、当時のがんの生化学研究は生化学者の墓場といわれるほど難しいもので、や
やもすると正常細胞と癌細胞を比較するだけの研究になりがちであった。中原先生は生命
科学に重要なインパクトがあれば、何をやってもよいというお考えで、私が枯草菌の
RNase 研究を続けることにも賛成してくださった。正式入所 1 年後、1961 年に亀山忠典
氏が留学から帰国した。彼はオークリッジ国立原子力研究所生物学部のノベリ博士（G. 
D. Novelli）のところで、大腸菌のβ－ガラクトシダーゼのセルフリー合成の研究で有名
だった。彼の話を聞くうちに、タンパク質生合成のテーマが忘れられず、入所して一年も
経たぬうちに中原先生に留学の可能性をお伺いすることになった。先生は快諾して下さ
り、ロックフェラー財団給費留学生の手配をして下さった。中原先生は弟子を信頼すると
細かなことは気にせず、100％サポートされる方であった。私は以来ずっと、先生から身
に余る破格の扱いを受けた。 
 留学は決まったが、話す英語の方はいささか心配だった。福岡文子部長が会話の勉強を
しなさいと言って、今は妻である美智子を紹介して下さった。どうも半分以上はお見合い
の意味もあったらしい。一人で留学しようと思っていたのだが、土壇場で結婚することに
なり、中原先生に結婚式の仲人を厚かましくお願いしたら、それもまたお引き受け下さっ
た。それまで中原先生はそのようなことをなさらなかったと聞いている。司会はちょっと
前に留学から帰った杉村隆先生にお願いした。もちろん大変うまくやっていただいたが、
司会を先生にお願いしたのは私だけではないかと思っている。福岡部長は結婚式にお金は
かける必要はないとおっしゃり、学士会館に、これまでお世話になった方々100 名以上お
呼びしてビールにサンドイッチだけ、美智子は衣装直しなし、というやり方だった。幸い
出席した友人からは大変良い会だったと言われたが、今から考えると随分失礼なことをし
たと思っている。かかった費用は８万円だったが、両方の両親には一切負担をかけず、二
人の貯金でまかなった。 
ロックフェラー財団は、二人で行くと申請すれば二人分の旅費と滞在費が出るが、私は申
請のあとで結婚が決まったため、一人分（滞在費１月＄250）しか支給されなかった。旅
費だけは奇妙なことにファーストクラス分が賄われたため、それを二人分に分けた。旅客
船で横浜からロサンゼルス、汽車でロサンゼルスからノックスビルへと、合計 20 日近い
旅行となった。12 月上旬にはあわただしくオークリッジへ向かった。当時妻の美智子は
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米国大使館に秘書として勤務しており、月給は私の倍の 4 万円だった。それを大使館の計
らいで米ドルでいただいたので、随分オークリッジでの生活の助けとなった。 
 
オークリッジ国立原子力研究所 
 当時の日本は貧しく、米国では見るものすべてがすばらしかった。スーパーマーケット
には美味しそうなものがあふれ、しかも値段を気にすることなく買える。アパートも広々 
 
しているし（１月の家賃＄52）、第一、自動車を運転できることが夢のようであった
（1953 年のフォードセダン、中古で＄350）。ノベリ先生の実験室には、日本ではなかな
か使えない実験機器があふれていた。液体シンチレーションカウンター、超遠心機、ベッ
クマン分光光度計などである。また、放射性アミノ酸を惜しげもなく使えるのは驚きであ
った。ノベリ先生は自由に研究をさせて下さるタイプで、私が枯草菌 RNase のタンパク
質合成系への影響を見たいと申し出ると、簡単に了解された。そこで手始めに、当時ノベ
リ先生の研究室に沢山あった大腸菌の未分画 tRNA を処理したら、ピリミジン特異の膵
臓 RNase とは異なり、簡単にはアミノ酸受容能が失活しないことが分かった。しかもこ
のような現象は RNase 処理を行うときに Mg2+を加えておかないと起こらないこと、さら
に RNase 処理により未だアミノ酸受容能を保持した tRNA は、一部切断が起こっている
ことが分かった。さらに調べると RNase 処理した tRNA は、アミノ酸は受容出来てもタ
ンパク合成でのアミノ酸転移活性は失われていた。当時は tRNA の全構造もわかっていな
い時だが、この結果はコドン認識の箇所は切断失活しても、アミノ酸受容能は残るという
ことで、tRNA が二つの機能を別々に持つというクリックのアダプター説を生化学的に示
したことにもなった（図１）。 

 
  

図１ 枯草菌RNaseによる大腸菌バリンtRNAのアンチコドンでの選択的な切断。切断されるとタンパク合成におけるアミノ酸
転移能は失われるが、未だアミノ酸受容活性は保持している。これを熱変性させると両活性とも失われる。Vは修飾ヌクレオ
シド、ウリジン-5-オキシ燐酸；ピリミジン系ヌクレオシドだが、枯草菌RNaseで切断される。ピリミジン特異RNaseAでは、高次
構造で保護されていないCCA末端のC残基が切断されるため、Mg２＋存在下でもアミノ酸受容能が失われる。
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ノベリ先生の研究室には、ちょうど梶昭夫妻がポストドクトラルフェローとしてきてい
て、彼らと毎日のように話をしたものである。夜、遅くまで実験しているのは我々だけだ
った。梶さんは、ポストドクトラルフェローは勉強のためなのだから一カ所に二年以上い
ることはないと助言してくれた。三年以上米国に滞在できるならどこか他に移った方が良
いと私も思うようになり、一年ちょっとすぎた頃に当時マディソンに移ってこられた野村
さんに相談したところ、コラナ先生の研究室がよいと薦めて下さった。勉強不足で当時コ
ラナ先生が何で有名か、今何をしているかも知らなかったので、第一候補はこれまで枯草 
菌 RNase のサンプルを送ったりして文通をしていたバーグ先生（P. Berg）、第二候補はコ
ラナ先生と決め、ノベリ先生に相談した。ノベリ先生は早速バーグ先生に電話したが、残
念なことにポストは一杯で空いていなかった。そこで次にコラナ先生に電話して下さった。
10 分位話していただろうか、ノベリ先生が OK のサインをそばにいた私に出した。野村
さんの強い推薦があったからか、面接もなく手紙を書くわけでもなく、極めて簡単な採用
決定だった。 
 
マディソン、ウィスコンシン 
 1963 年 10 月末に U-Hall（自動車の後ろに付けて引っ張る小さな貨車）を引いて、テネ
シーからウィスコンシンのマディソン市に移動した。U-Hall には tRNA や RNase 等、実
験材料も積み込んでいた。到着早々これから行う実験についてコラナ先生と相談したとこ
ろ、はじめコラナ先生と決めていたプロジェクト「酵母フェニルアラニン tRNA を Mg2+

存在下、枯草菌 RNase で処理してアンチコドン領域で切断された断片を得る」というア
イディアは、まだコラナの研究室での準備が進んでおらず実行不可能なことが分かった２。
そこでテーマを変えて、一定の塩基配列を持ったオリゴデオキシリボヌクレオチドを用い
て、RNA ポリメラーゼで RNA を合成し、それを大腸菌のタンパク質合成系に入れて遺伝
情報を調べることになった。同僚のデービッド（David S. Jones）とまず大腸菌の RNA ポ
リメラーゼをバーグの発表した方法に従って分離することを始めたが、さっぱりうまくい
かない。ついにはコラナ先生がわざわざスタンフォード大学のバーグの研究室まで出向い
て、実験ノートの写しを持ってきて、それを参考にしてやっと RNA ポリメラーゼがとれ
るようになった。その結果、RNA ポリメラーゼで見事デオキシオリゴヌクレオチドを鋳
型として長鎖の RNA はできたが、それを分離して大腸菌のセルフリータンパク合成系に
加えても、さっぱり放射性アミノ酸のタンパク質への取り込みは起こらなかった。トライ
アンドエラーの実験が続く中で、デービッドが RNA を分離しないで、RNA 合成反応液を
直接タンパク合成系に加える、いわゆる Wood-Barg の 2－ステップ反応を試みたら、見事
タンパク合成が起こることが分かった。ここへくるまでにほぼ１年以上かかったが、あと
は一瀉千里で実験が進んだ。ポリ（U-C）（U と C が交互に配列している長鎖 RNA）でセ
リンとロイシンが交互に配列したポリペプチドができることから、セリンとロイシンの遺
伝暗号が決まると同時に、遺伝情報は 3 塩基配列（トリプレット）で重複していない
（"non-overlap"）ことが証明された（図２、図３）。現在では高等学校の生物の教科書に
も出ている遺伝暗号表の初めての結果である。これらの遺伝暗号の解読に関する研究成果
はコラナ博士がニーレンバーグ博士やホーリー博士と共に、1968 年にノーベル医学生理
学賞を受賞された主要な業績の一つとなった。当時は本当に興奮して実験したもので、実
験結果が出ると、液体シンチレーションカウンターで 5 分計測する前に、20 秒の測定で
だいたいの結果を知り、すぐに次の実験を始めるという具合で、1 日に 3－4 回の実験を
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こなした。おかげで残りの 5 ヶ月間に 7 報の論文ができあがった。コラナ先生と毎日のよ
うに実験の打ち合わせや、論文構成について討論したのも貴重な思い出である。 コラナ
先生とは、以来これまでずっとおつきあいいただくことになる。先生の研究のやり方で感
銘することは、自分がその学問領域を切り開いていくという確固たる自信をもってテーマ
を選び、かつそれを成し遂げるためのたぐいまれな能力と努力である。また、研究を通じ
た人とのつきあいを大事にする方で、先生の研究室を離れてからも絶えず助言して下さっ
た。また、コラナ先生は研究成果の他に研究プロセスを大事にする方である。とうてい私
には及ぶところではないが、自分の研究のやり方のお手本となった。 

ところで、マディソンに移ってから 8 ヶ月ほどたった頃であろうか、中原先生から直筆
のお手紙をいただいた。先生が癌研から新しくできる国立がんセンター研究所へ移られる
ので、帰国後はぜひ国立がんセンターに来い、とのお誘いであった。私は即座にお受けす
る旨の返事を出した。後日小野哲生部長からも癌研に残るようにとのお手紙をいただいた
が、決心は変わらなかった。1965 年早々に帰ってきてほしい、という中原先生のご要望
を 5 月まで延ばしていただいた。この一件をコラナ先生に報告したところ、「そんなに早
く帰ることはないだろう、このままやっていれば米国で独立のポジションもとれる」と言
われた。しかし、私の決心は変わらなかったが、その何よりの理由は中原先生が大変私に
期待をして下さっていて、それに応えたいという気持、第二には先生の破格の申し出で、
35 歳の私に一つの研究室を任せるということだった。コラナ先生のところでさらにすば
らしい成果が出せたとしても、それはポストドクトラルフェローの仕事であり、私は早く
独立したかったのである。 
 2.この方法は、のちにホーリー博士（R. W. Holly）が応用して、酵母アラニン tRNA の
半分子を得ることに成功し、これが 1964 年に酵母アラニン tRNA の全構造決定に繋がっ
た。 
                     
                     
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susumu at his lab bench (Madison 1964), a photo from Dieter Söll 
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左写真：Khorana先生と（遺伝情報解読の成果がケミカルエンジニアリングニュースに掲載された） 
右写真：Susumu and Michiko at Thanksgiving with Gobind Khorana (Madison 1963), a photo from Dieter Söll 
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国立がんセンター研究所に着任して 
 中原先生との約束通り、日本に帰国した翌日の 5 月 1 日に国立がんセンター研究所に
出向いて先生にお会いした。先生は 4 年前と変わらぬ温かい眼差しで、これからの研究を
期待していると言われた。再び破格のおとりなしで、ウイルス部の室長ということにな
り、自由に研究をして良いこととなった。 
 帰国前に日本での研究について心に決めていたことが二つあった。第一は「帰ってから
一週間以内に実験を始めること」である。これまで米国留学中は良い研究をしていても、
帰国後は雑用にかまけてなかなか研究を始めない人を見てきたので、そのようにならない
ようにと思っていた。 
 第二の決心は「米国でやっていた研究の続きはやらないこと」である。帰ってからは新
しいことをやろうと決めていた。コラナ先生は親切にこれまでの研究を続けても良いとい
われ、そのために必要な種々のデオキシオリゴヌクレオチドを持って帰ることも了解され
た。しかし続きの研究をしていたのではコラナ先生に勝てる訳がない。かといって全く新
しい領域に入ることも難しい。そこでオークリッジでやっていた tRNA の研究との関係も
あって、遺伝情報認識の要として働いている tRNA の研究を大腸菌を材料として始めるこ
とにした。当時 1965 年はホーリーが酵母アラニン tRNA の全構造を決定した 1 年後で、
多くの研究室で他のアミノ酸に対応する tRNA 構造研究が続けて行われていたが、それ
らはすべて酵母が材料であって、不思議なことに分子遺伝学的研究のしやすい大腸菌
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tRNA の構造研究はどこもやっていなかった。また、それまでアミノ酸特異 tRNA の精製
は、向流分配、逆相カラムクロマトグラフィー、DEAE－セファデクスカラムクロマトグ
ラフィーなど、どれか一つを使うだけで、これらの精製法を組み合わせて使うということ
は誰も行っていなかった。原理の異なる精製法を組み合わせて用いることは、酵素精製で
は当たり前のことである。幸い私はオークリッジで RPC-5 逆相クロマトグラフィーのこ
とを知っていたし、またウィスコンシンではボック博士（R. M. Bock）のところで DEAE
－セファデクス A-50 カラムクロマトグラフィーがうまく働いていることを身近に見てい
たので、これを組み合わせて用いることにした。大腸菌が大量に要るが、丸尾文治先生の
ご紹介で、科研化学の江角新一郎氏が労もいとわず何 Kg という大量の大腸菌を培養し、
しかもフェノール処理までして核酸分画を作って下さった。これは、以来 10 年以上にわ
たって何 10 回と無償でしていただいた。江角博士並びに科研のご尽力、親切、寛大さが
なければ、大腸菌 tRNA の大量分離精製というプロジェクトは成り立たなかった。本当に
感謝する次第である。 
－大腸菌 tRNA 中の修飾塩基の同定－ 幾つかの分離法を組み合わせる方法は以外とう
まくいって、大腸菌のバリン、チロシン、メチオニン、フェニルアラニン特異 tRNA が精
製できることがわかり、1967 年には BBA に論文を発表することができた。どの tRNA の
一次構造を決めようかという時、精製しやすいこと、またサプレッサーtRNA との関係も
あって、チロシン tRNA を選んだ。ちょうど同じ頃、英国ケンブリッジの分子生物学研究
所（MRC）でサンガー法を用いて、アーベルソン（J. Abelson）らが大腸菌チロシン
tRNA の一次構造を決定してしまった。全く大変な強敵がいたものである。主にやってい
た原田文夫さん（元金沢大学癌研究所教授）はじめ、我々の落胆はひどいものだった。コ
ラナ先生の研究室では、その頃大腸菌チロシン tRNA 遺伝子の全合成を計画していた。コ
ラナ先生はサンガー法で決めた一次構造は 100％信用できないということで、以後コラナ
研のラジバンダリー博士（U. L. RajBandary）とグロス博士（H. J. Gross）との共同研究で
一次構造決定の仕事を続けることにした。残念なことに MRC の結果が正しいことが確認
され、大変な努力にもかかわらず論文にはならなかった。只一つの逃げ道は、MRC グル
ープは放射性同位元素、32Ｐで標識した tRNA を用いており、構造未知の修飾塩基を同定
できずに単に A*とか G*としか記載していなかったので、それらの構造を明らかにするこ
とだった。チロシン tRNA のアンチコドンの 3' 側に隣接して存在する修飾ヌクレオシド
は 2－メチルチオ－N6－(Δ2‐イソペンテニル)アデノシンと同定され、この結果は
Biochem. Biophys. Res. Commun. (BBRC)に発表した（図 4）。 
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図4   Dr. U. L. RajBhandaryとの共同研究によって始めて構造決定された修飾ヌクレオシド（ms2i6A）。
赤は、アデノシンから修飾された部位を示す。
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この時に初めてマクロスキー博士（J. A. McCloskey）と共同研究が始まった。原田文夫
さんの努力で他の大腸菌の tRNA の構造決定を続けたが、完成間近で MRC にやられるこ
とが続いた。彼らも我々が BBA に発表した tRNA の精製法を応用していたのである。そ
の後は我々が先行することもあったが、この研究を通じて大腸菌 tRNA には多数の構造
未知の修飾塩基が存在することがわかり、研究の方向はそれらの構造決定と機能の解析へ
と変わった。10 年間で 10 種におよぶ修飾ヌクレオシドが同定された。石倉久之さん（元
自治医科大学教授）のグループとの共同研究で、特定の修飾ヌクレオシドが tRNA のコド
ン認識のパターンに応じて、アンチコドンに隣接して存在することを発見したのも早い頃
の成果である。また、アンチコドンの 1 字目に存在する幾つかの修飾ヌクレオシドが
tRNA のコドン認識の特異性を決めていることが明らかとなった。その中でも特に興味が
あったのは、我々がＱと名付けたものである（図 5）。 
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このヌクレオシドの構造決定は、ちょうどサバチカルで国立がんセンター研究所に滞
在し、その後も長いおつきあいが続いたマクロスキー博士の貢献が大きい。今まで核酸中
には見つかっていなかった７－デアザグアノシン骨格を持っていたために、その構造決定
は至難で、今では考えられないような量の tRNA（～200ｇ）を要した。Ｑ（キューオシ
ン）については、その特異な生合成経路の発見へと発展した。ゴードンカンファレンスに
出席した際に、友人のオークリッジ国立原子力研究所のジェーコブソン博士（K. B. 
Jacobson）に会い、彼が「テネシー大学のファーカス博士（W. Farkas）が tRNA へのグア
ニンの取り込みという奇妙な現象を見つけている」と教えてくれた。 
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そこで、これはもしかしたらＱの生合成に関係しているのではないかと考えて、当時大

学院生で来ていた岡田典弘氏（現東工大教授、分子進化の研究で著名）がＱを含むアミノ
酸特異 tRNA を使って調べたのが発端である。すなわち、前駆体 tRNA 中のグアニン残基
と Q、または Q 前駆体塩基との間の tRNA・グアニントランスグリコシラーゼによる塩
基置換反応によって生合成されることが分かった。このようなユニークな反応で、核酸の
転写後修飾がおこる例は、Q 又は Q 誘導体の生合成以外には見つかっていない（図 6）。
なお Q 塩基については、現在でも本当は何をしているか謎が多く、今もノックアウトマ
ウス（特定の遺伝子を失活させた遺伝的改変マウス）の実験が進行中である。 
 
RNA からがん研究 
 1965 年に国立がんセンター研究所に奉職したときに、中原和郎所長から再び、生命現
象の本質にかかわることなら何をやってもよろしいと言われていたし、tRNA の遺伝情報
解読の分子機構を明らかにするのは充分意義のあることだと思っていた。もっとも中原先
生はそうは言いつつ、私が直接がんの問題に取り組んでいないことを残念に思っておられ
たようだし、自分もそれを感じていた。一方 1970 年から 1980 年にかけての分子生物学の
発展は著しく、他の領域の研究、特に遺伝子 DNA の研究は急速な進歩を遂げつつあった。
tRNA の修飾塩基は確かに重要だが、それまでの長い研究の過程で決定的なインパクトを 
与える結果がみつからないことが、将来の研究をどうすべきかを考え直す一因となった。
また、長くがんセンター研究所にいて多方面のがん研究者と接する機会があり、また日々
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病院を訪れるがんの患者さんをかいま見ることも、がんの問題をより深く考えるようにな
った理由である。具体的に、がん研究にかかわる発端は二つあった。一つは、当時研究所
長をしていた杉村隆先生が肉や魚の焼け焦げに多量の変異原物質が存在することを見つけ
た。アミノ酸の加熱によって生じるヘテロサイクリックアミン、Glu P-1、Trp P-1 等であ
る。杉村先生との話で、実際の食品の焦げにはもっと違った物質が存在するのではないか
ということで、生化学部の長尾美奈子博士と共同で取り組むことになった。長尾さんのグ
ループで何 Kg という量の丸干しいわしの焼け焦げをつくり、それを葛西宏さん（現産業
医大教授）が分離同定し、変異原活性の測定は長尾さんのグループが行うという方法で、
その結果 1Q、Me-1Q、Me-1Qx という有名な変異原物質／発がん物質が発見された。こ
れも葛西さんが修飾ヌクレオシドの構造決定で培った能力が役立ったと思っている。とこ
ろで、変異原物質の分離精製の際に、代謝活性化を必要としない変異原活性が多量に存在
することに葛西さんが気づいた。これが酸素ラジカル（活性酸素）で DNA 中に生成する
8－ヒドロキシグアニン（8-OH-G）の発見に繋がった（図 7）。 
 

酸素

ラジカル

還元剤と酸素

金属と酸素

アスベストと過酸化水素

ポリフェノール、過酸化水素、Fe3+

X-線

DNA中のデオキシグアノシン DNA中の8-OH-dG

図7 8-OH-Gの構造とそのグアニンからの生成メカニズム。

 
つまり、8－ヒドロキシグアニンは機能面から発見されたものではないが、幸運にもそ

の後の研究によって、これが DNA 中に多数存在する修飾塩基のなかでも特に遺伝的変異
や発がんに関わっていることが、その後の我々や他の多くの研究者の働きで分かったので
ある。我々も、当時対がん 10 カ年プロジェクトのサポートでリサーチレジデントとして
研究室に滞在していたチャング博士（M.-H. Chung、現ソウル大学薬理学部長）が中心と
なって、8－ヒドロキシグアニンに特異的なエンドヌクレアーゼ／リアーゼを大腸菌やヒ
ト、マウス細胞から分離した。また、これに対応する遺伝子（OGG1）をノックアウトし
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たマウスでは、8-OH-G が DNA 中に蓄積し、突然変異の頻度が増加する事を明らかにし
た。 
 8-OH-G の除去・修復の機構に関しては、我々や他の多くの研究者によって以下のよう
なことが分かっている。すなわち、一旦 DNA 中に 8-OH-G が生成されたときは前述し
たように OGG1 によって 8-OH-G が除去され、その結果グアニンからチミンへの突然変
異（G→T のトランスバージョン）を防ぐ。一方、関口睦夫博士らの研究によって、ヌク
レオチドプール内の dGTP（デオキシグアノシントリフォスフェート）が 8-OH-dGTP に
なると、8-OH-dGTP は DNA 鎖のシトシン（C）を認識する代わりにアデニン（A）を
認識して、DNA 中に取り込まれ、この結果、アデニンからシトシンへの変異（A→C の
変異）が誘導される。これを防ぐ為に 8-OH-dGTP を特異的に分解するピロフォスファ
ターゼ（MutT）が存在する。また一旦 DNA 中に 8-OH-G が生成すると、次の DNA 複
製の際に 8-OH-G と A のミスマッチしたペアができるが、このアデニン残基を特異的に
除去修復するミスマッチ修復酵素 MutY がミラー博士（J. Miller）によって発見された。
以上述べたように、8-OH-G の除去修復に関連して 3 種の遺伝子（遺伝子産物）が関わっ
ていることになる。しかもこの 3 種の遺伝子は、大腸菌からマウス、ヒトまで広く存在
している。このことは、8-OH-G が生物学的に極めて重要なことを示している（図 8）。
また OGG1 や他の 8-OH-G の除去修復に関わる遺伝子のノックアウトマウスでは、各種
臓器においてがんの発生が増加することが報告されている。またヒトの肺がん組織の
DNA では頻繁に OGG1 の変異が見られ、肺がん組織では OGG1 の活性が低下している
ことが報告されている。さらに、ヒトがんの発生に 8-OH-G が決定的に関わっているこ
とを示す例は、遺伝的に高頻度に大腸がんを発生する家系では、大腸菌 MutY アナローグ
の MYH 遺伝子に欠失が見られることである。このような結果は、一般的なヒトの発がん
に 8-OH-G が密接に関わっていることを強く示唆している。 
 

 
 
 
 
左から穂積本男氏、西村暹先生、杉村隆先生。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. M.-H. Chungと葛西宏氏（国立がんセンター研究所にて） 
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ここに挙げた論文は、2000 年の 5 月の時点で西村先生が「RNA からがん研究
へ」の小冊子の中で選ばれた論文に 2022 年の秋に至るまでの論文を加えたも
のである（岡田典弘、追記）。 
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お世話になった先生、諸先輩方 

      

 
注：以下に収録した文章のなかで新たに「偲ぶ会」の為に書かれた

文章は最後に（2022 年 10 月）と記してあります。その他の文章
は 22 年前に上梓した「RNA からがん研究へ」に収録されている
文章の再掲です。そこで示された役職は当時の役職です。 
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西村暹先生と模型電車 
 
丸尾 文治 

 
 西村暹さんが大学院の学生として東大、応用微生物研究所の第 5 研究室に来られたのは
昭和 30 年の頃でした。当時の 5 研は赤堀四郎教授、丸尾文治、高橋庸助教授、野村眞康、
三井宏美助手というスタッフで、西村さんと細田淳子さん、吉川寛さんなどが大学院生と
して集まって来られました。そんな或る日、西村さんが私の家に遊びに来られた時、子供
達におみやげとして模型の電車を下さいました。これが大変よく出来たもので、ボール紙
を自分で切って糊で貼って作ったものなのに、その正確さと言い、頑丈さと言い、またレ
ールの上の走り具合と言い、素晴らしい出来で、子供達はその後長年に亘り、レールをあ
ちらこちらに敷いて、楽しませて頂きました。こんなに正確で、しっかりしたものを作る
とは、ただ者ではないなと直感したことを今でも鮮明に覚えています。 
 西村さんは博士論文の研究で枯草菌のリボヌクレアーゼの精製、結晶化に成功されまし
た。その特性なども詳しく調べられたのですが、これが単に論文のための研究でなく、驚
くことにこの時作ったリボヌクレアーゼを今でも持っておられ、米国オークリッジ国立研
究所で、ノベリーの所で tRNA の研究をした時も、その後日本へ帰って来て輝かしい
tRNA の研究をされた時も、すべて博士論文の時作ったリボヌクレアーゼを使っていると
の事です。西村さんのこの緻密さと、正確さと、自分の仕事に対する厳格さには、まこと
に頭の下がる思いです。アメリカではノベリーの所から、コラーナの研究室に移り、遺伝
の暗号が 3 塩基で出来ていることを確定した有名な西村・コラーナの研究を完成されたわ
けです。ところがこの研究のために作った多種類の合成 mRNA は、コラーナの実験室の
冷蔵庫がその後故障したため、今や世界中で西村さんの所にしか残っていないのだそうで
す。これは 21 世紀に残すべき世界の宝ですが、ここにも西村さんの緻密な計画性が光り
輝いているではありませんか。 
 このたびは今まで引き受けてこられた大役を退かれるそうですが、伺いますと実験研究
は自由に続けられます由、何よりです。いよいよこれから西村さんの最も好きな、最も得
意とする仕事を心おきなく楽しむことが出来ることでしょう。またそれが我が国にとって
も、広く人類にとっても最も有り難いことです。益々お元気で、好きな研究に没頭して下
さい。 
 

（東京大学名誉教授）  
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西村暹君との交友 
 
杉村 隆 
 
 思えば西村暹君に最初に会ったのは昭和 35 年（1960）秋のことである。丁度 40 年前で
ある。紅顔とはいえなくも若かかりし二人であった。当時の癌研は戦後の復興期にあり、
癌研化学部の意気は、まさに天をつくようで、何でもこれから出来るような気がしていた。
賞など一つももらっていなくても、未来という大きな賞が目の前にあった。遠藤英也、小
野哲生、穂積本男君等が一つの大部屋で自ら実験をし、自ら器具の洗浄をしていた。当時
私は米国での 3 年の留学より帰国し、西村君は、東大理学部生物学科のドクターコースを
応微研の丸尾文治先生の所で終わり、癌研の助手であった。枯草菌の RNAase を結晶化し、
それの基質特異性が既知の RNAase と違っていたので注目されていた。枯草菌の培養基を
作るため、大豆を大きな鍋の中で料理して、日がなかき混ぜていた。分子生物学という言
葉が科学者の間に広がり始めた頃であるというのに。西村君はその RNAase を使って
tRNA のアミノ酸受容部とアミノ酸活性部の機能ドメインを分けたり、ハイブリッド分子
を作ったりした。やがて英語の個人レッスンの先生だった現夫人と結婚をされて、新婚旅
行のようにオークリッジのノベリ博士の所へ、そしてウィスコンシンのコラナ博士の所で
輝かしい仕事をすることになる。 
 当時から批判精神が他人に対しても自分に対しても強く、くだらない仕事と評価する名
人であり、小生もその影響を大いに受けた。二人で話していると、ろくな仕事をしている
人はいないことになった。当時の癌研の所長は中原和郎先生で、自ら実験をされていたが、
先生の実験もくだらないものに当然含まれたが、先生の御人格には 100%脱帽して、二人
とも今に至っている。つまり Noble な精神構造に傾倒していた。 
 癌研時代は皆、夜の 11 時頃まで仕事をしていたというと調子が良いが、午後は中庭で
2、3 時間もピンポンに興じていた。甚だ自由な、厳しくもある研究生活をしていた。 
 やがて癌研から国立がんセンターへ移る時も、二人とも中原先生が来いというからつい
て行ったというような所があった。その頃の西村君は「がん、がんと言っても、がんの研
究なんかダメですよ」というのが口癖であった。Warburg 以来、がんは嫌気性解糖が高い
とか、がんを起こす化学物質があり、生体で代謝されたり生体分子と結合することが着々
と明らかにされていたので、「このおっさんは困ったものだ」と内心思うこともあったが、
遺伝子の研究手段が限られていた当時、もっともでもあった。 
 年齢が近いので、いつも不意に部屋に現れ「杉村さん・・・を知っていますか?だめで
すよ」と率直な意見を述べてくれるので、誠に有り難かった。世の中に広めたいことは
「これは西村君にだけ言うのだが、、、」というと、勿ちの内に世の中に広まった。本来極
めて親切な心事の方であり、頼まれると NO とは言えない。40 年間の交友関係を顧みる
と、前半 1/3 位は、よくあるノーベル症候群に罹患していたが、それも快癒した。楽しい
交遊の想い出が多く、一方迷惑も随分かけたような気がする。 
 

（国立がんセンター名誉総長・東邦大学名誉学長） 
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Nishimura in Madison and the Genetic Code 
 
H. Gobind Khorana 
 
 The young Susumu arrived in my laboratory in the fall of 1963 with a trunk of his car, full of 
his samples and biochemical preparations. He got to work without loss of time on transcription 
of short DNAs and, later, on the double stranded DNA polymers of repeating sequence. He 
went on to carry out in vitro protein synthesis using the synthetic templates of defined 
nucleotide sequences. By January 1965 he had done the most important experiment of our 
careers, namely the precise defining of the basic features of the genetic code. 
 The National Cancer Center Research Institute in Tokyo was just getting started and the first 
visionary director of the Institute appointed Susumu, at a very young age, as director of the 
Biological Division. Thus began Susumu's illustrious career and scientific productivity including 
international collaborations. These proved exemplary for molecular biology in Japan and 
science in general. Susumu's contributions had a great impact on the enormous momentum in 
Japanese science of that period. During all these years our scientific interactions and personal 
friendship continued to grow and, indeed, I was also happy to have a number of subsequent 
Japanese colleagues in my laboratory on Susumu's recommendations. One shining example is 
that of Takao Sekiya who also developed along Susumu's lines and continued the tradition of 
excellence at the National Cancer Center Research Institute. 
 One of the great gifts in my life has been the evolution of a life-long deep personal relationship 
with Susumu. This has involved all kinds of activities including many hikes both in Japan and 
the United States. These have been most memorable in our lives. 
Susumu, on this special occasion I send my congratulations and best wishes for your good 

health and continued productivity for many, many more years to come. 
 

(Professor, Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology) 
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Some reminiscences of the old days 
 
Masayasu Nomura 
 
 It is with some emotion to reminisce about those old days when Susumu and I were working 
in the same laboratory in the Institute of Applied Microbiology, recently renamed the Institute 
of Molecular and Cellular Biology, University of Tokyo. This Institute was established in 1953 
and my first official position, “assistant" (used to be translated as instructor), was in the 
laboratory of Professor Shiro Akabori. As I remember, Susumu came as one of the lab's first 
graduate students in 1954. We were together in the same lab until I left the Institute in 1957 to 
do postdoctoral work in the United States. 
 Professor Akabori, who was living near Osaka, had his primary professorship at Osaka 
University in addition to two professorships at the University of Tokyo, and was only able to 
spend a few days in our laboratory each month. In addition, the assistant professor under 
Akabori, Dr. Bunji Maruo, soon took a three year (according to my memory) sabbatical leave in 
the States working with Dr. Andrew Benson on phospholipid biochemistry. Consequently, 
Susumu and other graduate students were left under the supervision and guidance of two young 
assistants, the late Hiromi Mitsui and myself. Both of us were still in our twenties and without 
a Ph.D degree. Susumu worked with Hiromi Mitsui first and then switched to work with me. 
As his research project, I suggested he work on RNase secreted by a strain of Bacillus subtilis. 
Looking back at those days, I regret that I could not be of much help to Susumu at that important 
student time. I lacked qualifications to teach Ph.D students how to do research and to give a 
research project to them. But, those were the days. The country was just recovering from the 
post-war economical and social chaotic conditions. We were all young, naïve, not well informed 
of new science that was developing rapidly abroad, but we were full of hope and working hard. 
In any event, Susumu purified and characterized the RNase. The first short paper on this subject 
published by Susumu carried my name, but not Professor Akabori's, so I was also formally 
recognized as his first "mentor/supervisor.” After I left the laboratory, Susumu continued to 
characterize the enzyme with respect to its cleavage specificity, and finished his thesis work on 
this subject. I suspect that this thesis research might have initiated his life-long interest in 
nucleic acid biochemistry. If this were really the case, my contact with Susumu at that time 
would not have been totally useless after all, and I often tried to think in that way. Regardless of 
his initial experience in scientific research, like many other excellent scientists, Susumu did not 
need a special guidance, and had a genuine quality and talent to become a successful scientist, 
as we have witnessed since then. 
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 The next time Susumu and I had close interactions was in Madison, Wisconsin, during the 
time when he worked with Gobind Khorana, from 1963 to 1965. I had known Gobind, and 
when Gobind was looking for a post doctorate with a good biochemistry background, I 
recommended Susumu as an excellent postdoc. I knew at that time that Susumu was not 
completely happy at Oak Ridge working in another laboratory, so I persuaded Susumu to work 
with Gobind which turned out to be a great thing. I do not need to elaborate here how Susumu 
was productive in Gobind's lab, participating in the historical events which led to elucidation of 
the genetic code. I feel happy that I could play a small role in Susumu's career development in 
this respect, compensating for my inadequate role as a "supervisor" during his student time in 
Tokyo. 
 Susumu and Michiko lived in the same apartment building as Junko and I in Madison. We 
have many nice memories of those Madison days as well as subsequent frequent meetings 
together in both the States and Japan. A few months ago, Susumu visited here in Irvine. He told 
me that after retirement from the directorship he would stay in the Banyu Tsukuba research 
institute and start his own projects in a small laboratory. I am sure that he will enjoy his own 
research as well as a relaxed life in Tsukuba. Junko and I send all the best wishes to both Susumu 
and Michiko. 
 
(Professor, Department of Biological Chemistry. University of California, Irvine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野村眞康、潤子ご夫妻（1971年、マジソンにて）  
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万有での西村先生 
 
長坂 健二郎 
 
 万有では社内でお互いに「さん」付けで呼び合うよう心懸けてはいるが、西村名誉所長
については、本年 6 月後進に道を譲られたことでもあり、敬愛の念を篭めて、西村先生と
お呼びすることにしたい。 
 さてその西村先生に私が初めてお会いしたのは 1992 年春のことであった。次の研究開
発本部長として紹介されたのを覚えている。西村先生はその時既に、学士院賞、恩賜賞、
高松宮妃特別賞など、名だたる栄誉を数多く受けられ、世界有数の癌研究者としての地位
を確立しておられた。当時私は当社の営業本部長だったが、ご高承の通り、製薬会社では
営業と研究開発の両本部が極めて密接な関係にあり、新任の研究開発本部長と良好な協調
関係を築くことが不可欠であった。何分このように立派なご経歴な方だけに、私のような
門外漢はどのように接しさせて戴けば良いのか、と不安であったが、お目にかかって直ち
に杞憂と分かった。親しみ易い温顔と暖かく包み込むような眼差し、安堵の念と共にご一
緒に仕事をしたいという意欲が湧いてきた。 
 それから 8 年間、先生のご活躍には眼を見張るものがあった。まず同年 3 月にオープン
した「つくば研究所」の体制整備に取組まれたが、最も苦心されたのが人材集めであった。
それまで当社では、基礎研究とは名ばかりで、新研究所の建物が完成しても、そこで働く
研究者は僅かな人数だった。当社の知名度は当時、極端に低く、素人の私までが知人の著
名大学教授に拝み込んで、卒業生を推薦してもらうという状況であった。ましてや実績の
ある研究者を中途採用することなど夢のまた夢であった。そこでやむなく若手中心に陣容
を整えることになったが、ここにおいて西村先生の名声が俄然、絶大な威力を発揮した。
先生のお名前を慕って将来有望な若手が大勢応募して来たばかりでなく、遠く海外から青
い眼の研究者が来日したり、海外在住の日本人研究者が帰国したりしてくれた。 
 こうした内外の優秀な研究陣を得て、つくば研究所は西村所長のもと、一丸となって活
動を開始した。新しい建物、新しいメンバーということが、かえって過去の柵に捕われな
いオリジナルな発想を生んだようである。何種類かの抗癌剤に加え、エンドセリンアンタ
ゴニスト、ムスカリンⅢアンタゴニスト、糖尿病薬、抗肥満薬等々、次々に物真似（ミ
ー・トゥ）でない眞の創薬候補品を生み出した。もとより当社の 10 倍規模を誇るメルク
の研究陣との交流も大きな助けになったが、何といっても若い研究者を中心とする熱意が
創薬活動の原動力となった。個々の熱意を組織としての力に結集されたのが西村先生であ
る。お陰で、新研究所ができても具体的な候補品が出て来るのは早くて 10 年先、という
私の予想は美事に覆えされた。 
 西村先生は豊かな余技の持ち主でもある。バラ作りは玄人はだしで、いつの間にかつく
ば研究所には美しいバラの花壇が出来上がっているし、また模型飛行機の腕前もプロ級と
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聞いている。地元の同好者と一緒になって、ラジコンに熱中している姿を想像するだに愉
快である。そして最後に、嬉しいことに、熱烈なる巨人ファンであることも記しておきた
い。 
 つくば研究所長御在任中、西村先生は職掌柄、人事や予算等、アドミニストレーション
の分野で貴重なお時間をかなり費消されたのではないかと拝察する。この点に関しても持
前の明るさを前面に出しながら、雑事を上手に処理して下さった。ご退任に当り、再び研
究生活に戻りたいとのご希望を伺ったので、当社ではつくば研究所の中に特別研究室を設
けることとした。研究助手の中には海外からの応募者も居り、国際色豊かである。先生の
ご研究が更に深まると共に、この西村研究室が若手科学者の良き手本となることを願って
やまない。 
 

（万有製薬株式会社・代表取締役会長兼社長） 
 
 
 

 

 
つくば研究所の開所式にて（1993 年）。 
右から東山記之前会長、岩垂孝一前名誉会長、西村先生。 
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西村先生の情熱がもたらした偉大な成果 
 
明樂 泰 
 
 私が西村先生に初めて出会ったのは、まだ西村先生がガンセンターにいらっしゃる頃で、
厚生省からの依頼でアメリカへ NIH 研究費の配分方法と実態についての調査団として行
った時だった。 Washington, DC、New York City と旅行し、Manhattan での夜、西村先生
は元気にもミュージカルを観に行かれた。翌朝の朝食で西村先生は「明樂さん、出ました
よ、出ましたよ」と大変興奮しておっしゃるので何事かと思ったら、ミュージカルの帰り
ブロードウェイを歩いていたら自転車に乗ったひったくりに遭われたと言うのである。先
生が大事そうに抱えていたプログラムをひったくって行ったが、慌てていたらしく、自転
車が転んで大騒ぎで逃げていったということで、とられた物がプログラムだけだったせい
もあって、名物のひったくりを直接体験する事が出来た事を楽しそうに話されたのが印象
的だった。この好奇心が西村先生の、研究も、趣味もの原動力だったと思う。 
 先生のご趣味のバラの栽培はつくば研究所の皆が楽しんだが、モデルプレーンの方は、
週末に研究所に行くと先生のモデルプレーンに頭上から襲われるというもっぱらの評判だ
った。モデルプレーンはメルクの連中の間でも有名になり、メルクの帰りに軽いけど大き
なお荷物を持って居られるのを屡々拝見し、まめな方だなという印象が強かった。 
 万有のつくば研究所はメルクグループが世界に持っている 7 つの研究所の一つと位置づ
けられている。立ち上げてからの日が浅く、通常製薬会社の基礎研究所は立ち上げて数年
で最初の開発候補品が、その後も数年に一つづつ候補品が出れば良いとされている。西村
先生の研究所の打率はそれより遙かに良く、1992 年の創設以来 8 年間で、10 の開発候補
品を見いだした。メルクのシステムは上記 7 つの研究所から出た物は総て Safety 
Assessment Review Committee という中央の委員会で検討し、考えられないくらい厳しい
基準での審査を経て開発候補品となる。当然世界規模での開発に値するものだけが選ばれ
る事になる。西村先生が来る前の万有基礎研究所は目黒にあって規模が小さかった事もあ
るが、それ以前は何十年かにわたってたった 1 つの、それも国内だけに通用する開発候補
品しか生み出さなかったことを考えると、西村先生のインパクトがいかに大きかったかが
判る。メルクの 7 つの研究所の中の少なくとも 2 つはつくば研究所の数倍の規模だが、最
近ではつくば研究所の生産性が一番大きいといっても良い状態が続いている。 
 西村先生には長い間の研究所長の重責ご苦労様と申し上げたい。今後もつくば研究所で
ご自分の研究を続けられて自由にご自身の夢を追いかけられる事になるが、ますますイン
パクトの大きい研究の成果も夢では無いと思っている。 
 

（万有製薬研究開発本部長） 
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執念の西村先生 
 
吉田 光昭 
 
 西村先生のｔＲＮＡへの執念には、ただ敬服するのみです。研究者とは、そのようにあ
るべきものかと、毎日お会いする度にしきりと反省させられています。アメリカで最新の
ｔＲＮＡ精製技術を確立した西村先生が国立がんセンターに帰国され、その直ぐ後に大学
院生であった私がお会いしたわけですから、既に 35,6 年にもなるでしょうか。ｔＲＮＡ
の研究や微量塩基の研究などを通して先生に多くの指導を受けましたが、思うところがあ
って tｔＲＮＡの研究をやめることにした時に、西村先生に大いなる警告を受けたことを
思い出します。今頃から癌ウイルスの研究をやっても、所詮は外国のまねをする程度に終
わるのだから、流行を追っているようでは本当のサイエンスは出来ない、と言ったお叱り
でありました。西村先生のこのお叱りにより、その後の私の進路にはいい加減な妥協が許
されなくなり、適当な成果では人まねと誹られると言う威圧感がいつも後ろについてきた
ように記憶します。後進を思って下さったお叱りであったと、今思い、感謝しています。 
 その後、先生とは直接の関係もなくなり、癌研究所を経て東大・医科研で仕事をしたわ
けですが、定年も間近になりその後の余生を気にし始めていた頃、西村先生から萬有に来
いとお誘いを受け、そのお陰で今、西村先生の後の椅子に座っていることになりました。
萬有つくば研究所に来て、印象深く思ったことがいくつかありますが、西村先生が未だに
ｔＲＮＡの研究を続けておられることに、大いに感激すると同時に、その執念に驚いたも
のです。自分と言えば、トリのウイルス、マウスのウイルス、ヒトのウイルスと渡り歩い
たわけで、我彼の違いに不思議な思いを抱いたものでした。西村先生は、研究所での第一
線の仕事から退かれましたが、今もご自分の研究室を持たれ、外国からのポスドクなどと
ともにｔＲＮＡの研究を続けておられ、自らアイソトープ実験取扱者の許可を取り直して
実験を始めておられます。研究にこのように飽くなき執念を燃やし続けておられる姿を見
ると、これが真の研究者というものかと思いを新たにさせられています。そう思うと、
時々自分のしていることが厭になることがあります。先生には末永く頑張ってほしいと思
うと同時に、自分も研究に戻りたいと願っています。 
 

（万有製薬つくば研究所 所長、東京大学名誉教授）
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長くて短いお付き合い 
 
吉田 光昭  
 

西村先生と緊密にお付き合いさせてもらったのは、私が万有製薬にお世話になってか
らでした。大学の定年を前にしたころ西村先生からお誘いを受け、つくば研究所の先生の
後を引き継ぐことになったのですが、アカデミアで自由放題に過ごした経験しかない私に
とっての企業は、言いようのない激しいカルチャーショックでした。そのショックを曲が
りなりにも越えることが出来たのは、西村先生のご指導と励ましがあったからです。「こ
うしたらだめだよ」「あれはだめだ」と「だめだ、だめだ」のご指導は１年以上にもわた
りました。今さらお礼の申し上げようもありませんが、先生の築かれたものを本当には引
き継げなかったことをお詫びしたい思いです。 

その後も先生のすぐ近くに住みながら親しくお付き合いすることもなく、お会いする
のはいつも東京の会議や学会で、そのたびに「近いうちに」と繰り返しながらそのままで
終わってしまいました。とても残念であり、後悔していますが、まだまだ先があると思っ
ていたのです。最近では「足が痛い」とこぼしておられましたがとてもお元気なご様子で
したので。 

西村先生に初めてお会いしたのは、私が酵母の tRNA の研究を行っていた頃で、先生
と同じ研究分野の学生としてでした。その時の先生のキーワードは「大腸菌 tRNA」であ
り「小言幸兵衛」でしたが、後者は私の指導教官のインプットでした。このキーワードは
忘れられません。私ががんウイルスを始めようとした時、「今からそんなことをやってア
メリカの真似をするだけに終わるよ」と言われ、あるいは万有に入ってからは「Me too
創薬はだめ、ウイルス研究でもだめ」と叱咤されたからでしょう。そして安易な妥協をし
ないための楔として心の中に打ち込まれたからに違いありません。褒めれば良いという安
易なスタイルでないところに大いに好感を持ったものでした。 
 西村先生の研究への執念には脱帽です。昨年の終わり頃にお会いした時、筑波大学の研
究室に今も出向いて実験していると嬉しそうに話されていました。私などは羨ましさに紛
れて、そろそろ止めたらどうですか、などと言ったものでしたが、その時の涼しげな横顔
が目に焼き付いています。「リモコンの飛行機やヘリ以上に好きなんだよ」と言っておら
れたのかも知れません。 

先生、好きなことをやりながらゆっくりとお休みください。ご冥福を祈ります。 
          

                     (2020 年 10 月) 
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応用微生物研究所時代の友人達 
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西村さんの優れた能力 
 
千谷 晃一 
 
 私は、西村さんとは 1953 年東大理学部化学科に進学以来 50 年間に近い友人である。当
時の化学科は 1 学年の定員が 20 名程度であったので、全員同時に講議を聞き、同時に実
験をした。クラス会や 1 泊旅行なども出席率が良かったように記憶している。休講などの
時に遊ぶのも一緒のことが多かったが、彼が運動をするのを見た記憶が無いので、西村さ
んは種々の優れた能力の持ち主であるが、その中で運動能力にはやや欠けているのかも知
れない。特に目立って優れていたのは判断力と批判力で、クラス会の時などには必ず一言、
的を得た適切かつ特異的批判をするので、私はふざけて彼に“小言幸兵衛”というあだなを
つけたが、徐々に尊敬するようになった。現在でも自分で判断に困ることがある時、彼に
相談すると直ちに適切な判断に基づく返事が帰ってくるので感心している。 
 大学院も同じ生物化学を専攻したが、当時から急に生物化学専攻の希望者が多くなった
ので、私ほか 2 名は理学部化学科で、西村さんほか 1 名は籍は理学部において、実際には
応用微生物研究所で院生の研究に従事することになった（指導教授はいずれも当時阪大理
学部教授と兼任の赤堀四郎先生）。しかし、彼はそこでは分子生物学の野村真康さんでは
無く、酵素化学の三井宏美さん（いずれも当時は助手）から直接の研究指導を受けたよう
である。 
 大学院生の時具体的に何をしたのか、またその後の彼の進路などに関しては詳細を知ら
ないが、就職した頃か、アメリカ留学の頃からか、徐々に分子生物学研究者に変身し、文
献によれば、彼の好きな有機化学を基礎に国際的に著明な分子生物学的業績を挙げられ、
一流の分子生物学者になられたことは事実である。私が 20 年間程日本を留守にして帰国
した時は、彼は国立がんセンター研究所の部長として活躍中で、間もなく日本学士院賞な
らびに恩賜賞を受賞し、化学科の時の同窓生でお祝いのクラス会を開いたことを覚えてい
る。 
 国立がんセンター研究所を定年退職後は、万有製薬つくば研究所長を勤められ、数年前、
同じ化学科の時の私共の先輩に当る群馬大の近藤洋一さんの退官記念会の時に、新しい研
究所で進行中の新規制癌剤の開発の話をされ、その面でも多大の業績を挙げられているこ
とを知った。講演内容の基礎は相変わらず有機化学であったが、大学生の頃の印象である
判断力と批判力に加え、柔軟性や組織力にも大いに優れていることを改めて認識した。私
などは最近痴呆症が始まったように自覚しているが、西村さんは未だ至って頭脳明晰で、
記憶力も衰えず、頭脳に関しては老化現象など全く見られない。退任はされても、科学界
からの引退は未だ早いように痛感している。今後はその優れた能力を発揮して、“小言幸
兵衛”として日本の科学全体の進歩に貢献して頂きたいと願っている。 
 

（藤田保健衛生大学名誉教授） 
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西村研初期の頃の思い出 
 
石倉 久之 
 
 私が西村さんと一緒に仕事をしたのは 1966~72 年で、最初は西村さんもウイルス部の
室長だったときだから、西村研創設期時代といえるだろう。私は 1965（昭和 40）年に帰
国し、アメリカでやっていた tRNA の構造解析の仕事を続けたいと思っていた。西村さん
は、私の前年に帰国して、1965 年から国立がんセンター研究所で室長となり、大腸菌の
tRNA の研究をやるということで、それなら私も一緒にと御願いして共同研究をさせてい
ただくことになった。私はアメリカでは酵母のセリン tRNA をやっていたので、大腸菌の
セリン tRNA を中心に構造解析をさせて貰うことになり、当時、私は国立予防衛生研究所
（現国立感染症研究所）から東京医科歯科大学に移ったばかりで、昼間は医科歯科大学で
仕事をして、夕方から国立がんセンター研に行くという研究生活が始まった。これは結局
6 年間続くことになる。その間に、色々なアミノ酸の tRNA を分析して、コードが U で始
まるアミノ酸に対応する tRNA のアンチコドンの 3'側に隣接する部位にはイソペンテニル
化した A の誘導体が存在し、コードが A で始まるアミノ酸に対応する tRNA の同じ部位
にはカルバモイルトレオニンを含む A の誘導体が含まれるという通則を西村さんと一緒
に発見できたことが仕事の上ではなんといっても一番嬉しい出来事だった。 
 ちょうど、このころは大学紛争の時代で、東京医科歯科大学もその一つの拠点となり、
ついには催涙弾を警察が打ち込んでこれを排除する事態にまでなったときだったので、西
村さんと一緒に仕事をしていなかったら全く成果が得られない時代だった筈である。その
点でも西村さんには大変感謝している。当時、西村研は若い人たちばかりでとても活気に
溢れていた。論文紹介のゼミには私も参加させて貰い、西村研の人たちがゼミのためにわ
ざわざ東京医科歯科大学の方に来てくれたこともある。旅行も一緒に行かせて貰ったのも
今では懐かしい思い出である。1972（昭和 47）年に自治医科大学が開設され私も招かれ
てそちらに移り、西村さんとの共同研究も終了せざるを得なくなったが、移ってからは枯
草菌の tRNA を中心に構造解析の研究を続け、大腸菌にはなかった新しい修飾ヌクレオシ
ドをいくつか発見できた。これも西村研での経験のたまものと感謝している。 
 最後に、西村研での大発見であるヌクレオシド Q についてのエピソードを一つ。今で
はキューインとかキューオシンとか呼ばれて世界中で有名になったこのヌクレオシド Q
の Q は、実は当時流行っていて発見者の原田さんも大好きだった「オバ Q」の Q をとっ
て名付けられたのである。このことを知る人も段々少なくなってきたと思うので、そのこ
ろのいきさつを知る者の一人として、ここに紹介させていただくこととする。 
 

（自治医科大学名誉教授） 
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西村さんとのｔRNA 共同研究 
 
石倉 久之 
 
1965年（昭和40年）夏に、私は2年10ヶ月の米国留学を終え、予研と略される
国立予防衛生研究所（現国立感染症研究所）化学部に戻って、さて、これからどんな
仕事をしようかをすぐには決められずにいました。アメリカではNIH  (Natiomal 
Institutes  of Health)の中のNational  Institte of Mental Healthで酵母のtRNAの構造研
究をやっていたので、何とかtRNA の仕事を続けたいと思っていたところ、国立
がんセンター研究所の室長になられた西村さんが大腸菌のtRNA の構造研究を始め
るということを聞き、是非一緒にとお願いしたら、快諾してくれて共同研究がスタ
ートしました。西村さんも私も東京大学理学部化学科の出身で、西村さんが1年上
に当たります。私は修士課程に入学したときに生物化学研究を選び、赤堀四郎先生
の教室に属していましたが、西村さんも大学院は生物化学を選んで、同じ東大の応
用微生物研究所の第5研究室で研究をされていました。その時の教授がやはり赤堀先
生で、当時、赤堀先生は大阪大学化学科が本職だったと思うのですが東大の二つの教
室も兼任されておられました。同じ先生が教授をされていたこともあり、二つの研
究室は仲が良く、一緒に休暇旅行などもしたりしていました。こうして、西村さん
とは前から知り合いだったことも共同研究をすることになった一因だと思います。 
共同研究の最初から、私はセリン特異的tRNA の構造解明を任されることになり、予 
研での仕事から始まりましたが、私は1966年（昭和41年）10月から東京医科
歯科大学医学部附属硬組織研究施設の、やはり東大理学部化学科の先輩で、コラーゲ
ン研究の第一人者である永井裕教授の研究室に助教授として移る事になりました。永
井教授は東京理科大理学部化学科の非常勤講師もされており、東京理科大学化学科の卒
研生を毎年何人か預かっておられました。その中の一人が山田優子さんで、1967
年からは、山田さんがわたしと一緒にtRNAの仕事をすることになりました。1
年経って東京理科大を卒業するに際して、就職口を探しているとき、西村さんが
研究補助員を求めているという事をしり、西村さんに話をしたところ、引き受け
てくれて、セリンtRNAの研究は続けられる事になったのです。丁度、この頃、大
学紛争の時代が始まり、医科歯科大学では学生の大学占拠などもおきて、研究がほ
とんどできないような事態が起こってきていたので、午後5時からは地下鉄を乗り継
いでお茶の水から東銀座まで乗り、がんセンター研究所に通い詰めていました。その
お蔭で、警察が最終的に催涙ガスまでも使って東京医科歯科大学を占拠していた学
生を排除した日、私はがんセンター研究所にいて難を免れる事ができました。 
こうして私が自治医科大学に移る1972年（昭和47年）までに素晴らしい成果が挙
がり、 8報もの英文の原著論文を発表して、時代の最先端を走ることができました。
この成果を認めて、私を自治医大教授に推薦してくれた方もいたことを聞いていま
す。これも、このtRNA共同研究のお蔭だと西村さんに心から感謝しています。 
謹んで西村さんのご冥福をお祈り申し上げます。どうも有り難うございました。                                                            

                                                                  (2022年10月) 
 

（自治医科大学名誉教授）  
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西村さんとの 40 年 
 
大石 道夫 
 
 私が西村暹さんと最初にお会いしてから既に 40 年以上の歳月が経ちました。1958 年 
（昭和 33 年）に理学部の生物学科を卒業した私が、新設された生物化学科の大学院に入
学し、東京大学応用微生物研究所の赤堀四郎教授（後に丸尾文治教授）の下で実験するこ
とになりました。そこでは細田淳子さん（故人）、吉川寛さん（奈良先端大）らの指導の
下に枯草菌の菌体外酵素の蛋白質合成の実験を始めましたが、私の 3 年先輩として理学部
化学科から来られた西村さんは、既にそこで枯草菌の菌体外酵素であるリボヌクレアーゼ
の研究をされていました。それから 40 数年、私の在米生活を含めて非常に長い間しばし
ばお会いし、今日に至るまで先輩後輩の間柄として親しくおつきあいをさせていただいて
います。このような長いおつきあいですが、西村さんのことを思うとどうしても思い出す
のは、応微研時代の西村さんのことです。西村さんは私の行っていた実験とは違う実験を
していたのですが、私が生物学科の出身であることもあり、いつも私の欠点、特に化学的 
な見地から実験の不備を鋭く指摘していただきました。西村さんの歯に衣を着せぬ批判は
当時からのもので、私の実験についても「だから生物出身の人は困る」と口癖のように言
われました。けれども西村さんの人柄は、辛口の批判とは全く逆に、非常にフェアで且つ
非常に暖かい気持ちで人に接しているのは、私が西村さんと同じ研究室で大学院生活を始
めてすぐわかりました。最初は少し怖かったのですが、慣れるに従って色々な分からない
ことを遠慮なく聞いて勉強になり、それらがその後の私の研究生活にどれほど役に立った
かわかりません。結局、西村さんの批判は、科学者としての冷静な事実に基づいた批判で
あり、他の人のともすればお世辞的な議論とは際だって違うところにありました。 
 さて、西村さんの今までの学問的な業績は、今ここに私が述べるまでもないことですが、
最近の西村さんは依然として学問的な意見と同時に、より大局的な見地から科学一般につ
いて非常に鋭く且つ公正な意見を、私も同席する色々な会合で発言しておられます。私の
現在勤務しているかずさ DNA 研究所での理事会でも、西村さんは理事としていつも率直
且つ鋭い質問をされ、また的確なアドバイスをしていただけるので、我々としても非常に
助かっている次第です。特に西村さんが「がんセンター」を辞められて企業（萬有製薬）
に入られたせいか、その発言の内容に現実的な視点が多く加わった様な気がします。今後
は正式な役職から離れられるとのことですが、今後とも我々後輩への良き指導者、助言者
として、今までどおり率直且つ時には辛辣な意見を発言し続けられることを心から希望し
ます。既に 40 数年にも及ぶ長いおつきあいですが、本当に色々な助言、忠告をいただき、
感謝の気持ちでいっぱいですし、西村さんが先輩としておられるのは私の誇りでもありま
す。 
 

（かずさ DNA 研究所・所長） 
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昭和一桁生まれの仲間の一人からのメッセージ 
 
三浦 謹一郎 
 
 西村暹さんとは同時代をかなり近い分野で、そして、しばらくはかなり近い場所で研究
生活を送ったことになります。東大には流石に秀才がたくさんいますが、彼は手強い秀才
という感じでしたから、彼にはとても歯が立ちませんが、ときにはライバルのように思っ
ていました。その西村さんと一緒のときに学士院賞を受賞できたことは自分にとっては印
象的なことでした。 
 私どもが大学院の学生だった頃は東京地区の生化学の若手の集まりがあって院生同士の
交流も盛んでした。とくに西村さんが所属していた研究室は応微研の 5 研で、助手の野村
眞康さんと三井宏美さんを中心に、研究でも、若手の交流でも一つの拠点の感がありまし
た。私は大学院の博士課程の 2 年頃から雑誌「蛋白質 核酸 酵素」の編集委員の一人であ
った渡辺格先生の補助を務めるアルバイトをしていましたが、その仕事のこともあって応
微研の 5 研にはよく行って情報を集めたりしていました。 
 その後西村さんが所属するようになった大塚の癌研も私はよく訪れていました。私は修
士課程の 2 年目から RNA の分別をやったり、構造上の特徴を調べることをしていて、だ
んだんリボヌクレアーゼを研究に使うようになりました。西村さんは応微研の頃から蛋白
合成系の研究をしていましたが、同時に枯草菌などのリボヌクレアーゼを研究していて、
互いに実験のやり方を相談することがありました。 
 西村さんはその後米国に留学し、最初 Oak Ridge の Novelli の所で in vitro 蛋白合成系の
仕事をし、それから Wisconsin の Khorana の研究室でかの有名な遺伝暗号解読の詰めの実
験に加わりました。西村さんはそのとき in vitro の蛋白合成系を使って、加えた mRNA と
合成されたペプチドのアミノ酸配列の関係を調べる段階を担当しました。彼はまさに鍵と
なる実験をやっていたわけで、Khorana 研では当時とくに重要な存在だったに違いありま
せん。また、西村さん自身もあの大きな仕事で、誰でもが納得するクリアな実験の大切さ
を体得されたのだろうと思います。西村さんは批評が厳しいことで知られていますが、
Khorana さんのことを少しでも批判したことは聞いたことがありません。 
 その後帰国してからは国立ガンセンターの部長になって大腸菌の転移 RNA の構造を網
羅的に調べ上げる仕事をされましたが、ちょうど私も転移 RNA とウイルス RNA の構造
研究をしていたので、よく実験方法の相談をしたことを憶えています。とくに微量成分を
含めて RNA 由来のヌクレオチド成分を二次元のペーパークロマトグラフできれいに展開
する方法を彼に薦めて上げたことは私には忘れ得ぬ思い出です。彼はその後転移 RNA の
研究だけでなく、発癌物質と発癌機構の研究や、がん遺伝子産物の研究など素晴らしい研
究を進めました。西村さんの優れた研究を讃え、これからも元気に過ごされることを祈っ
ております。 
 

（学習院大学理学部生命分子科学研究所・所長） 
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5 研時代の思い出 
 
水野 重樹 
 
 今からもう 40 年も昔のことになるが、昭和 34 年（1959 年）4 月に私は東京大学大学院
化学系研究科の修士課程 1 年に進学し、応用微生物研究所第 5 研究部（5 研）で大学院生
活を始めた。応微研が出来て数年経ったところで、5 研の教授は初代の赤堀四郎先生から
丸尾文治先生に引き継がれたばかりであった。当時の 5 研は理学部と農学部から大学院生
をとれる体制で、丸尾先生が理学部の大学院指導教官、助教授の高橋甫先生が農学部の大
学院指導教官であった。5 研には私の前に丸山芳治さん（後に東京大学農学部農芸化学科
生物化学講座教授、故人）が一時おられたが、農学部から正式に修士課程 1 年に進学した
のは私が初めてであったと思う。私が 5 研に入った時には、修士課程 2 年に大石道夫さん
（現、かずさ DNA 研究所所長）、博士課程 1 年に吉田（三井）恵津子さん（後に化学同
人編集部）、2 年に吉川寛さん（現、奈良先端科学技術大学院大学教授）、3 年に細田淳子
さん（故人）と西村暹さんがおられたが、いずれも理学部から進学してこられた方々であ
った。当時の助手は野村真康さん（現、カリフォルニア大学教授）と三井宏美さん（後に
新潟大学理学部教授、故人）であったが、野村さんはアメリカに留学中で、吉田さんと私
は三井さんに直接指導を仰いで、Pseudomonas 属細菌の細胞膜系による核酸、タンパク
質合成の研究を行った。他の大学院生の皆さんは赤堀先生から丸尾先生に受け継がれた枯
草菌によるアミラーゼ生産に関わるテーマで研究を行っていた。 
 以上のように、西村さんは私の 4 年先輩で大学院時代は 1 年間しかオーバーラプしてい
ないのだが、分子生物学の黎明期に同じ研究室で生活をともにした先輩として大変印象が
強く、またその後も折に触れて親しくしていただいて今日に至っている。西村さんは大学
院時代からがん研に出入りしておられ、がん研究との関わりをすでに持っておられたが、
当時は確かリボヌクレアーゼ関係の研究をしておられたと記憶している。その頃から酵素
の生成や反応生成物の構造など生化学的な実験をきちんと進めておられた。当時は
Benzer, Brenner, Jacob, Stent らによるバクテリオファージや大腸菌の遺伝学が活発に研究
されていた時代で、タンパク質合成に関しては Hoagland, Zamecnik, Berg, Lipmann, 
Nisman らによってアミノ酸の活性化と tRNA の関与が明らかにされつつあった。
Nirenberg によるセルフリータンパク合成系の開発や Brenner, Jacob, Meselson による
mRNA の概念の確立の直前であった。Holley によって酵母のアラニル tRNA の塩基配列が
初めて決定されたのも、西村さんが Khorana 研で精力的に遺伝暗号の解明に参画されたの
もそれから数年後のことであった。 
 私どもは野村さんが一時帰国されたときにショ糖密度勾配遠心法を教わり、早速ガラス
細工屋さんに頼んで密度勾配作成の道具を作ってもらい、細菌の高分子 RNA の分離分画
を始めた。当時、私ども大学院生は毎月の PNAS の論文などによって必死になってファー
ジや大腸菌の遺伝学の勉強をしたが、5 研や伝研に若手が集まってよく勉強会を開いた。
理学部の松原謙一さんや応微研の小檜山さんなどがリーダー格であった。西村さんももち
ろんこれらの勉強会に参加しておられたが、どちらかというと遺伝学的な概念よりも生化
学的に遺伝情報発現に関与する分子や機構を理解しなければだめだという信念が強く、わ
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れわれの遺伝学への熱の上げ方を少し違った立場から見ておられたように思う。西村さん
は時々、われわれの研究や学会で発表される研究結果に対して、そんなことをして何にな
るのというような発言をされるのが印象的であった。生化学的にしっかりした研究でなけ
れば学問の進歩に貢献しないという立場と若い頃からのがん研究とのつながりから、研究
はヒトの生命現象の理解に役立つことでなければならないという考え方を強くもっておら
れるのだと私なりの解釈をしたものであるが、西村さんご自身で正にそのような考え方を
貫いて数々の世界的業績を上げて来られたのは衆目の一致するところであろう。 
 さて、研究以外のことで若き日の西村さんの思い出というと、一つは確か若手の勉強会
かなにかを下呂温泉でやった帰りかと思うが、小檜山さんや三井さんに誘われて北アルプ
スの穂高岳に登ったことがある。夏とはいえ残雪も多く、運動靴に軽装備の我々にはずい
ぶん危ない山歩きであった。西村さんも足を滑らせたり怖い思いをして頑張って登られた
が、今思っても天候が急変しなくてよかったと冷や汗ものである。もう一つは 5 研でよく
私と西村さんでフルートの合奏をしたことである。研究の合間にチゼリウス室（大きな電
気泳動分析装置のあった部屋）に籠もってやさしい 2 重奏の曲を熱心に練習したものであ
る。私はもうずいぶん昔にすっかりやめてしまったが、大学に入って直ぐから芸大の川崎
優先生について勉強をして、フルートを吹くことは当時の最大の趣味であった。西村さん
のフルートを一緒に買いに行ったと記憶しているので、西村さんはこの頃フルートを始め
られたのだと思うが、非常なる熱意で練習をなさり、すぐに合奏を楽しめるようになった。
もっともこれは私どもだけが楽しんだことであって、まわりの方々にはさぞ迷惑であった
ことと思う。 
 最後に、西村さんも私も第一線に立って研究をするという年齢ではなくなりましたが、
研究や教育の場を持ち続けることができることは大変幸せなことと思っています。学問の
道はその人の一生と重なるものと思います。どうぞ今後とも西村さんの目指す学問の道を
究めていただきたく思います。そしてよき先輩として今後ともご助言、ご指導をいただき
たくお願いいたします。 
 

（日本大学生物資源科学部 教授、東北大学名誉教授） 
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西村小言幸兵衛さんと蝶 
 
吉川 寛        
 
 親愛と尊敬の念をこめて、小言幸兵衛さん、天下のご意見番の西村さんと呼ばせていた
だきます。小言のことはあとに置いていくとして、まず、見事なお働きの“ご意見番”から
始めましょう。数年前から、文部省の科学研究費にかかわる各種の委員会や審議会で、西
村さんと同席するようになりました。どの会においても西村さんは真摯に熱心に取り組ま
れるので、その歯に衣を着せぬ発言は誰もが傾聴しなければならない重みを持っています。
会を重ねると、西村さんが座っておられるだけで会が引き締まるのです。発言の論拠と評
価の基準はただ 2 点、サイエンスとして優れているかどうかと不要の金が使われていない
かどうかであります。この至極当たり前のことを、はっきり指摘できる研究者が少ないの
は、多くが脛に傷のある、疚しさを抱えているからでしょう。天下がその発言に正当さを
認めたとき、名実ともにご意見番と言われるのです。西村さんに座っていただいていると、
お叱りがあってもなくても安心して会を終えることができるので、私が主宰する委員会に
何度もお願いして助けていただきました。癌、ゲノム、脳のような大型の研究費がバブル
現象に終わらないようにするには、第二、第三の西村さんがなくてはならないと自戒を込
めて痛感しています。 
 私が西村さんと親交したのは、東大応用微生物研究所〈分子細胞生物学研究所を経て現、
定量生命科学研究所〉に大学院生として進学した時でした。その頃の第五研究室は教授、
助教授が不在で（赤堀四郎教授が大阪大学と兼任しておられたので殆ど不在状態）若者の
独立自治区のようなもので、野村眞康（故人）、三井宏美（故人）の二人の助手と西村暹、
細田淳子（故人）吉田恵津子（現三井恵津子）、大石道夫、水野重樹（故人）と私の 6 人
の大学院生が年齢の区別なく、喧々諤々新しい学問の創造のために切磋琢磨していました。
古い学問や体制を批判することは新しい学問を創るために避けて通れない道筋に過ぎなか
ったのでしょう。この雰囲気の中で、論客が育つのは自然の成り行きであったと思います。
おそらくこのメンバーの誰もが、一歩研究室の外に出ると“小言幸兵衛”と言われていたの
ではないでしょうか。その中でも西村さんは院生のリーダー格でした。私は生来不器用で、
実験は失敗続きの上、文章作りも苦手でした。実験技術はいうまでもなく、化学科の実習
では不可欠のガラス細工は職人芸をみせるという、なにごとにも器用な西村さんには我慢
がならなかったのでしょう。ある時、私が初めて英語の論文を苦吟しながら書いている時
のこと、下書きに目を通してくれた西村さんから、“吉川君の文章は日本語も英語も電報
のようにぶつ切れで、つながりが良くない”と酷評されました。人一倍負けん気だけは強
かった私ですから、この時の悔しさはインプリントされてしまったらしく、いまだに英文
を書くたびに思い出しています。憤慨はしたものの、癖は一朝一夕の努力では直しようも
なく、いっそのこと電報スタイルを売り物にしてやろうと思うようになりました。努力が
実ったがどうか、私の英文はネイティブスピーカーの間でも比較的好評を博しています。
最近手にした英文の修正ソフトによると、最適の字数はセンテンス当たり 30 文字以下と
のこと、電報スタイルに近いものであることを知って、意を強くしています。それにして
も、一生忘れないような苦言を呈してくれる研究仲間が存在するでしょうか。仲間意識が
希薄な昨今の院生をみていると、40 年前を懐かしむと同時に小言幸兵衛さんも天下のご
意見番もなかなか生まれそうにない日本の将来を憂うばかりです。 
以上は 20 年以上前に書いたものですが、今もそれほど色あせていないし、追悼の文とし
てもおかしくないと思います。その時の文集には間に合わなく埋もれていたのを拾いだし



54 
 

て下さったのを嬉しく思います。しかし、小言幸兵衛さんのままで終わるのは矢張り追悼
には失礼ですから、西村さんを良く知る方々には少し意外におもわれるエピソードを追加
することにしました。 
 
蝶に目覚めた北海道旅行 
 それは 60 年前、1958 年の出来事です。この年、日本生化学会の年会が札幌で開催され、
私たち院生もそれぞれの研究発表を抱えて出席することが許されました。その上私には”
生化学若手研究者の会“を代表して大学院生の待遇改善などの課題で理事会の先生方と交
渉する役割が与えられており、その準備に追われて生まれて初めての北海道なのに、その
地図を手にする余裕すら失っていました。そんな時、西村さんから思いがけず北海道の旅
行、それも蝶の採集旅行を提案されたのです。私の蝶好きは周知のことでしたが、一度も
補虫網など手にしたことのない西村さんの提案にはおどろかされました。あとできくと、
当時西村さんは中原和郎先生に心酔してよく池袋のがん研究所にいっておられて、先生か
ら北海道蝶旅行を勧められたようです。中原先生はいうまでもなく我が国のがん研究の先
駆者の一人ですが、知る人ぞ知る国内外の蝶の収集家であるばかりでなく、新種の蝶に学
名をつけるほど国際的に知られた蝶の研究者でした。いずれにしろ、西村さんの提案は私
を夢中にさせ、学会発表と理事会との交渉からくるストレスは吹っ飛んでしまいました。 

学会の用件を無事にすませて、7 月 17 日それぞれの補虫網に身を固めた二人の一週間
にわたる北海道旅行が始まりました。まず向かったのは帯広にあるサナトリウム、緑の芝
生と白樺の並木の広がる敷地に点在する病棟の一角で、西村さんの親しい知人である所長
さんが歓迎のパーティーを開いてくださいました。夜には暖炉を囲んで、地域医療につい
てその楽しさや課題を語り合った後、蝶に詳しい所員の方からこれからの旅程のアドバイ
スを受け、雌阿寒岳、阿寒湖、大雪黒岳を選びました。 
 雌阿寒へは阿寒湖へのバス路線の途中、野中温泉入り口から数キロの林道を歩いて、ラ
ンプの宿へ向かいました。この林道は蝶の宝庫で、西村さんの手慣らしには最適でした。
目的のひとつであるオオイチモンジを大格闘の末網中にしたときは“これが昆虫採集とい
うものかね、たいしたことはないね”と相変わらずの口調、大いに笑いました。その夜は
戦時中を思い出すランプの光で、実験の難しさや、研究者としての将来の計画など、初め
てゆっくり話し合うことができ、西村さんの広い知識と思慮深い性格をあらためて知るこ
とができました。 

宿の主人の勧めで早朝に出発、採集は忘れて一気に登りきると山頂の砂地に多数の蝶
が舞っているのに驚きました。今ではすっかり北海道の蝶に通じている西村さんが、“コ
ヒオドシがこんなところにいるの”との声に慌てて網を取り出し、息せき切って数頭を手
中に収めました。収穫に満足し、活火山を思わせる光景に感動し、水蒸気らしい白煙が昇
る火口を見下ろしながら、のんびり弁当を食べていると、監視員らしい二人が近づいてき
て、”何をしている、いつ噴火するかわからんぞ、早く降りろ“と大声で一喝、取るものも
取りあえず一目散で駆け下りました。足には自信のある私ですが、この時の西村さんの速
さには、ついていくのが精一杯でした。宿に着くと主人は、”登山禁止の警告はでていた
んだけと、まだ大丈夫だと分かっていたのですよ“と涼しい顔にはあきれるばかりでした。
もう一日、温泉とランプの夜をたのしんだあと、バスに乗って阿寒湖へ、湖畔でヒョウモ
ンチョウを追いかけたあと、最後のそして最大の目的地層雲峡に向かいました。 
憧れの層雲峡は期待通り、渓谷と断崖に囲まれた秘境でしたが、その一角にホテルとロー
プウェイの近代的施設が共生しているのに驚かされました。一夜を民宿に過ごした朝、ロ
ープウェイとリフトを乗り継いで黒岳の中腹に到着、高山蝶が飛び交う登山道を採集しな
がら登って 1900m の山頂に着いたのは昼頃、好天の山頂はチングルマやコマクサなど高
山植物のお花畑が広がっていました。黒岳でのお目当ては珍蝶ウスバキチョウ、コマクサ
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を食草とする日本では大雪山にのみ生息する希少な高山蝶です。1965 年に天然記念物に
指定され採集禁止種になりましたが、当時はまだ採ることができました。しかし黒岳には
貴重な高山植物が多く、厳しく盗掘が取り締まられていて、監視員が定期的に見回ってい
ました。そのようなところでコマクサに集まる蝶を追って網を振ることに私が躊躇してい
ると、あの慎重な西村さんに、僕が見張っているからと後押しされ、あわてて近くに飛ん
でいるウスバキチョウを 2 頭採って、別にやましくもないのに早々に山頂を後にしまし
た。その夜は民宿の主人が釣り上げたヤマメを肴に美酒を酌み交わしたのは言うまでもあ
りません。 
 予定より一日伸びて 8 日間になったこの旅は 65 年後の今も忘れられないものになりま
した。当時は旅行者も少なく、予約なしの行き当たりばったりでも困ることはなかったの
ですが、毎日の宿、列車とバスの時刻など地図を片手に調べ、連絡をとって効率的で安心
な旅を演出してくれたのは専ら西村さん、私は蝶のことだけ考えておればよいという楽な
旅でした。その蝶も、初めは採るのに戸惑っていた西村さんでしたが、黒岳では私をリー
ドするまでになり、補虫網の振り方も見事に進化していました。 
 
癌研究と蝶 
 まもなく西村さんは癌研究会癌研究所に就職して応微研を去り、その後米国のコラナの
研究室で研鑽をつまれ、私は卒業と同時に米国に留学、9 年間を過ごしましたので、二人
が親しく再会したのは 1970 年になってからでした。がんセンターを尋ねた私を西村さん
がまず連れて行ってくれたのは池袋の癌研究所、中原先生の所長室でした。見事な世界の
蝶の標本をまえに、10 年前の北海道旅行を初めてご報告することができました。その
後、がんセンターに戻ってセンター長の杉村隆先生に紹介されましたが、ここでも話題は
癌でも DNA 複製でもなく蝶のことばかりになのに驚かされました。西村さんの周囲には
蝶が満ち溢れていたのです。 
 中原先生は 1976 に故人になられ、杉村先生は一昨年 9 月に他界されました。そして西
村さんの突然の訃報、これで西村さんと蝶のつながりについての生き証人はなくなり、北
海道旅行の思い出を語ることも出来なくなりました。ここに追悼の名を借りて文章にまと
めましたので、在りし日の西村さんのあまり知られない一面をしのんでいただければ幸い
です。最近はお会いする機会もすくなくなりましたが、家内の病気を心配して、定期的に
お電話を頂きました。家内が 10 年ほど前、慢性骨髄性白血病に罹患した時から、相談に
乗ってくださったのです。西村さんによれば“抗がん剤で唯一効果がある”薬が開発され、
その後も 2 世代、3 世代の新薬の開発が進んでいます。製薬企業の動向に詳しい西村さん
から次々新しい情報を知らせてもらいました。幸い 2 世代目の薬が良く効いてほとんど
完解したことを報告すると、”安心はできないよ、再発を抑えるためには一生薬を飲み続
ける覚悟をして、君は奥さんより先に死ぬことはできないよ“と厳しい現実を認識させら
れました。もう二度と相談できない無言の電話に向かって、”私はもう少し長生きさせて
いただきます“と語りかけました。心からご冥福をお祈りします。  
 

（2022 年 10 月）              
           （大阪大学名誉教授、奈良先端科学技術大学院大学名誉教授） 
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留学時代の同僚 
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遺伝暗号決定の頃の西村先生 
 
大塚 栄子 
 

1963 年の秋、西村先生はオークリッジでの 1 年の滞在の後、テネシー州から引っ越し
荷物を車の後に引っ張ってウイスコンシン州マヂソンに来られました。丁度その年の 4 月
にコラナ研に着いたばかりだった私は西村先生が研究室に来られるまではファーストネー
ムでコラナ先生を呼ぶことを躊躇していたことを憶えています。そのころのコラナ研の様
子については 1967 年頃に書いたことがあるので、繰り返しになるかもしれませんが、遺
伝暗号決定に西村先生が活躍された様子は近くで見ていて大変印象的でした。 

1963 年頃には遺伝学からの情報や酵素的に得られたホモポリヌクレオチドを用いた実
験から、一部の遺伝暗号が推定されており、配列既知のメッセンジャーRNA があれば直
接的な解決になる状況でした。ちょうど Kornberg の DNA polymerase Ⅰが見つかり、
RNA polymerase （Ochoa の polynucleotide phosphorylase ではなく）が数ヶ所で発見され
た頃でした。コラナ研ではジエステル法による DNA 断片の合成法が完成しつつあり、相
補的な断片を用いて DNA polymerase による増幅と伸長が試みられていました。これを
RNA に転写すると配列既知のメッセンジャーRNA が得られるはずです。コラナ研で生化
学の本格的な実験が始まったのは西村先生が参加されてからでした。二個、三個、四個の
塩基の繰り返しのあるメッセンジャーRNA から生成するペプチドのアミノ酸配列から遺
伝暗号が解かれて行く様子は見事でした。西村先生の実験の速度はヨーロッパ人（という
と問題かもしれませんが）の 2 倍以上でした。1964 年にニューヨークで開かれた国際生
化学会で Nirenberg がリボトリップレットと tRNA がリボソームと複合体を作ることを発
表して、64 種のリボトリップレット合成が急きょコラナ研のテーマになり結合実験が始
まりました。この時はリボソームの單離の仕方を教えていただいて合成屋がにわか生化学
者になりました。この手ほどきはのちのちまで役立っていますので、大変感謝しておりま
す。 

日本に帰ってからも、お世話になりましたが、とくに ras 遺伝子合成とその蛋白の構造
研究に参加する機会を与えていただいこと、8ーヒドロキシグアニンの研究に関わること
ができたことは非常に幸運であったと西村先生にアメリカでお目にかかったことに感謝し
ております。 

近頃は評価の会でお目にかかることが多くなりましたが、益々お元気で後輩を叱咤激
励して下さる様お願いいたします。 
 

（通産省工業技術院北海道工業技術研究所・主任研究官、北海道大学名誉教授） 
  



59 
 

西村暹先生の思いで 
 
大塚 榮子 
 

西村先生のご逝去に接しまして、ご冥福をお祈りし長年お世話になった感謝の追悼をし
たいと思います。 

西村先生に初めてお目にかかったのはウイスコンシン大学酵素研究所のコラナ研に留
学して間もない１９６３年の秋でした。テネシー州オークリッジでのポスドクを終えてコ
ラナ研に来られました。遺伝暗号解明の時で、オチョアーやニーレンバーグはホモポリマ
ーを使ってアミノ酸に対応する tRNA がリボソームと複合体を形成することを発見してい
ました。コラナ研ではリボトリップレットを６４種合成し、ラベル化したアミノ酸をチャ
ージしたｔRNA との結合実験をすることになりました。Dieter Soll さんと一緒に西村先
生から大腸菌からのリボソーム調製を習いました。配列既知の長鎖 RNA からのポリペプ
チドのアミノ酸配列を決定することによって、遺伝暗号が最終的に決まりましたが、これ
はほとんど西村先生の実験でした。１９６７年の東京国際生化学会でのコラナ先生の遺伝
暗号決定の講演でのハイライトでした。 

帰国後もいろいろ教えていただくことがありましたが、対がん 10 か年のプロジェクト
が始まって、 Ras 遺伝子合成の共同研究に参加することになりました。膀胱がんで変異
が発見された Ras 遺伝子のイントロンを除いて合成遺伝子を大腸菌で大量発現して、タン
パクの性質や立体構造を知ろうとしました。特に正常なタンパクと変異したものとの違い
が問題でした。結果的にはどちらの遺伝子からもタンパクを生成することができて、変異
によって GTPase 活性が阻害されることや変異箇所と結合部位は近いことなどがわかりま
した。構造解析をした Kim 博士と３名で高松宮妃がん研究基金特別賞を授与されまし
た。北大薬学部ではこの遺伝子の研究から損傷塩基と変異の関係などへ更に発展させるこ
とができました。 
 ２００８年に札幌で生化学会と分子生物学会の合同年会を開催した時にはコラナ先生を
特別講演に招待しましたが、西村先生には座長をしていただきました。 
 文化功労者となられたお祝いの会ではお元気なご夫妻とお話出来たことが楽しく思い出
されます。 

２０１５年の札幌での RNA 学会でお話したのが最後だったかもしれませんが、これか
らお目にかかれないのは本当に残念です。ご冥福をお祈りします。 

(2022 年 10 月) 
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Friendship through Science 
 
 
 Dr. Susumu Nishimura is a colleague whom I have known for some 36 years, and during that 
time I have come to recognize in him a scientist of the highest academic quality along with 
personal qualities of integrity, wise judgement, and infectious enthusiasm and humor. It is a 
great privilege to count Susumu among my closest friends. 
 We first met in 1964 in Dr. Khorana's Laboratory, at The Institute for Enzyme Research, 
Madison, Wisconsin. There we worked together on the in vitro synthesis of polypeptides 
directed by DNA-like polymers containing di- and tri-nucleotides in repeating sequences. This 
work contributed to the elucidation of the genetic code for which Dr. Khorana was to share in 
the award of the Nobel Prize. During that time Susumu taught me (then a chemist) many 
biochemical techniques, including the long and arduous preparation of RNA polymerase which 
involved working continuously for 36 hours, and the largescale growth of E. coli, for which we 
gained the dubious distinction of contaminating the Biochemistry department with one of the 
T-even bacteriophages! 
 In the following years our contact and friendship continued through correspondence, 
attending conferences and visits by Susumu until, in 1986, I joined him for two years at the 
National Cancer Center Research Institute in Tokyo, supported by a Fellowship from the 
Japanese Foundation for Cancer Research. These were very fruitful and enjoyable years when 
our main research interest centered on an investigation of the effects of mutants introduced into 
the Moloney murine leukemia virus around the termination codon between the gag and pol 
genes. Not only did we enjoy many happy times in the laboratory, both with our science and 
with many parties (the lab. seemed to find any excuse for a party - a birthday, somebody arriving, 
somebody leaving etc., etc!) but also we made it a habit to eat out each Friday evening when 
Susumu would introduce my wife and I to the many different types of Japanese food. In addition, 
there were trips to the various famous and beautiful landmarks of Japan, including Mount Fuji 
and the Izu Peninsula. I had the grate honor also of attending the ceremony for the presentation 
of the Academy Prize to Susumu. Susumu, thank you for your support, encouragement, advice 
and guidance and, most of all, for the friendship of both Michiko and yourself. 
 

(Professor Emeritus, Department of Biochemistry, University of Liverpool) 
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Susumu was my teacher 
 
Dieter Söll 
 
 Susumu was my teacher - my biochemistry teacher. In 1963 Khorana's laboratory at the 
University of Wisconsin was a stable of excellent postdocs with chemical training. We were 
challenged by the biochemical and molecular biological problems required to crack the Genetic 
Code; but that expertise was scarce. Then came Susumu (from the Oak Ridge National 
Laboratory) - and the situation changed. He really taught me biochemistry, in the cold room 
and in the laboratory. But the most important thing I learned from him: the successful 
biochemist knows which corners to cut in order to reach the experimental goal in the shortest 
time! This became deeply ingrained and stayed with me throughout my scientific career; it 
helped in numerous situations to come up with the most rational and successful experimental 
strategy. Thanks, Susumu! 
 

(Professor, Department of Molecular Biophysics & Biochemistry, Yale University) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Susumu and Dieter Söll(Kyoto station, September 2016)   
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Susumu was my teacher. 

 Dieter Söll 

Susumu Nishimura was a formative influence on my career as a scientist. I had the good 
fortune to get to know him during our postdoctoral time in Gobind Khorana’s laboratory in 
Madison, Wisconsin. The Khorana lab was a whirlwind experience with rapid research 
advances that led to establishment of the genetic code in 1965. Susumu taught me the detailed 
biochemical techniques that I ─ as a chemist ─ had to master in order to carry out creative 
molecular biology. We became scientific and personal friends, and later met many times all 
over the world in pursuit of tRNA science. I admired his creativity and positive view of spirited 
research, that made him a great trailblazer. Surely, I would not have become the scientist I am 
without his influence on my scientific outlook and conduct.   

                                                                                                      October in 2020 

 
 
 

 
Khorana group 1965 (Susumu Nishimura and Eiko Ohtsuka next to Gobind Khorana. Dieter 
Söll is second from right.) 
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My recollections of Dr. Susumu Nishimura, 
a great scientist and friend. 
 
Uttam L. RajBhandary 
 
 I first met Susumu in 1963 when he arrived at the Institute for Enzyme Research in Madison, 
Wisconsin for his postdoctoral work with Dr. Gobind Khorana. The Khorana laboratory 
consisted of scientists from all over the world including several from Japan. Scientifically, it was 
a specially exciting time; work on the genetic code had just started, progress was rapid and every 
week there was a new result. Susumu, along with David Jones, Eiko Ohtsuka, Hikoya Hayatsu, 
Rolf Lohrmann, Dieter Söll, Bob Wells, Richard Morgan, T.M. Jacob and others were among 
those who helped solve the genetic code. What impressed me most about Susumu then was how 
incredibly hard he worked and how effective he was in the laboratory. It seemed to us that he 
knew everything and could do anything. 
 Susumu went back to Japan in 1965 and established a strong research group working on 
transfer RNAs. In particular, his work on modified nucleotides was unparalleled. He then moved 
on to carcinogens, mutagens and mechanisms of mutagenesis, an area in which his laboratory 
continues to make important contributions to this day. 
 In 1990, I had the good fortune of spending two months working in Susumu's laboratory at 
the Cancer Center Research Institute in Tokyo. It was a most stimulating place to work and a 
most happy environment and I enjoyed it immensely. Susumu was there at all times and it was 
good to be exposed once again to the famous Japanese work ethic. Susumu lived in an apartment 
at the back of the Cancer Center. He showed me personally where the most reasonable Sushi 
bars and tempura places close to the Institute were. 
 I have been privileged to be a friend and collaborator of Susumu for all these years. Looking 
back, there are several things about Susumu that strike me as being quite remarkable. His 
modesty in spite of his successes and the honors and the awards that he has received, his 
treatment at all times of the junior colleagues in his group with respect and consideration and 
his constant good humor. I have never seen Susumu without a smile on his face. So, Susumu, 
on the occasion of your official “retirement" as Director of Merck-Banyu Research Institute, it 
is my great pleasure to wish you and Michiko good health, many more years of fruitful and 
enjoyable research and ITSUMADEMO OGENKIDE. 
 

(Professor, Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology) 
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Ignore Retirement! 
 
Hans J. Gross 
 
 I had been interested in Japanese culture from my student times on. Not only had I travelled 
to Berlin in order to see the “Kanadehon Chushingura” and “Kagami jishi” performed by the 
famous Tokyo Kabuki Theater, I had also started to collect old Ukioe and had read "Genji 
Monogatari” in a German translation. Hence I was looking forward to meet a real Japanese, and 
this happened in fall 1967 when I met Dr. Susumu Nishimura. I had just started my postdoctoral 
year with U.L. RajBhandary and H.G. Khorana at the Enzyme Research Institute in Madison, 
Wisconsin. My project was sequencing tRNATTyr from E. coli (the gene of which was being 
synthesized in parallel) together with Simon Chang. This tRNA contained two new nucleosides, 
one of which, in cooperation with Susumu's group at the National Cancer Center Research 
Institute in Tokyo, was soon after his visit to Madison identified as 2-methylthio N6(D2-
isopentenyl) adenosine (1). As far as I remember, Susumu brought a synthetic sample of this 
compound which I had isolated from tyrosine tRNA by paper chromatography. This first 
discussion with him raised my interest in modified nucleosides and was the start of a long 
standing cooperation and lasting friendship. Our next achievement was the structure 
elucidation of the most complicated nucleoside ever found in a mammalian tRNA called Q* (2), 
followed by a study on the unusual codon recognition of mammalian tRNAVal (3) and another 
isolation and structure determination of a new highly modified nucleoside from mammalian 
tRNA, namely N[(9-b-D-ribofuranosyl-2-methylthiopurin-6-yl) carbamoyl] threonine (4). 
Beyond these joint scientific activities we have regularly met in Germany, in Japan and in the 
USA, often discussing Japanese culture and arts and enjoying good meals. Now, at the occasion 
of his official retirement, I would like to thank Susumu für 33 years of friendship. My advice for 
the future is: “Don't really retire! Let us follow the shining example of our dear friend and 
teacher H.G. Khorana and let us ignore retirement." 
 
(1) F. Harada, H.J. Gross, F. Kimura, S.H. Chang, S. Nishimura & U.L. RajBhandary, Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 33, 299-306 (1968). 
(2) H. Kasai, K. Nakanishi, R.D. Macfarlane, D.F. Torgerson, Z. Ohashi, J.A., McCloskey, H.J. 
Gross & S. Nishimura, J. Am. Chem. Soc. 98, 5044-5046 (1976). 
(3) P. Jank, N. Shindo-Okada, S. Nishimura & H.J. Gross, Nucleic Acids Res. 4, 1999-2008 
(1977). 
(4) Z. Yamaizumi, S. Nishimura, K.K. Limburg, M. Raba, H.J. Gross, P.F. Crain & J.A. 
McCloskey, J. Am. Chem. Soc. 101, 2224-2225 (1979). 
 

(Professor, Institut für Biochemie, Universität Würzburg) 
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国立がんセンター研究所 
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西村 暹先生を偲んで 
中釜 斉 

 
私が西村先生に初めてお会いしたのは 1986 年の春と記憶します。対がん 10 か年総合戦

略（第１期：1984 年～1993 年）の支援事業として設立されたリサーチレジデント（RR）
制度の２期生として、私が国立がんセンター研究所での研究をスタートした時期で、当時
西村先生は生物学部の部長をされていました。それまで研究というものに全く触れたこと
がなかった私は、研究所の発がん研究部（長尾美奈子部長）で「ヒト肝臓がんの形質転換
遺伝子を同定する」というテーマで研究をスタートしました。RR の 1 期生として既に研
究を始めていた石川冬木先生（京都大学教授）や石坂幸人先生（国立国際医療研究センタ
ー研究所副所長）、島礼先生（宮城県立がんセンター前研究所長）らとともに、慣れない
実験に四苦八苦しながらも日々切磋琢磨していたわけですが、西村先生は杉村隆先生
（1926-2020；当時総長）の直属グループであった発がん研究部と生化学部の合同カンフ
ァレンスに顔をだされては、常に本質的で厳しいコメントを我々に投げかけ、叱咤激励さ
れていました。我々若手研究者に対しては極端に批判的なコメントはされませんでしたが、
発表する側にとっては生化学研究の大御所に提示する全てのデータを見透かされているよ
うな気持ちにさせられ、西村先生の前での発表は極めて緊張度の高いものであったと記憶
しています。研究初心者の私は、自分の無知さと無経験さを丸裸にされているような感覚
にさせられました。そのため、研究のプログレスレポートや Cell、Nature 等の論文紹介の
際には、自らの浅薄さが安易に露呈しないように、持てるものを最大限に注力して臨んだ
ものでした。発表が終わるとぐったりとしていたことが、今さらながらに懐かしい記憶と
して思い起こされます。その後、私が米国 MIT での留学（1991-1995）を経て、約 10 年
ぶりに再び研究所に戻って来た時には西村先生はすでに研究所を定年退職され、萬有製薬
つくば研究所所長を務められていましたので、直接的な接点の機会は減りました。それで
も、日本癌学会や米国癌学会等のがん関連学会でお会いした際には、私の研究に対して有
意義な示唆をいくつも頂きました。西村先生の tRNA の新規修飾塩基の同定や活性酸素に
よる DNA 修飾としての 8-オキソグアニン（8-oxo-G）の発見、8-OH-G の除去修復機構
として OGG1 の同定など、酸化ストレスによる発がん機構の解明に関する研究の展開は
とても魅力的に感じていました。発がん研究の領域に足を踏み入れた私にとっては大きな
道標でありました。研究に向き合う時の西村先生は常に真摯かつ謙虚であり、得られたデ
ータに誠実に向き合う姿勢は一貫しており、私が研究者としての自立と自覚を育て上げて
いく上において重要なロールモデルのお一人でした。 
西村先生の古くからの友人の杉村隆先生が 2 年前に亡くなられた後も、患者さんの紹介

や若手研究者の研究内容について、時折お電話でお話をさせていただいていました。 
いつも溌剌としておられた西村先生の突然の訃報には未だに驚きを禁じ得ません。今年 3
月 15 日に西村先生から最後にいただいたお手紙は、若手研究者の将来を気にかけられた
内容であり、最後まで若手研究者の育成にもご尽力いただいていたと改めて感じています。
長年の盟友であった杉村先生が亡くられた 9 月 6 日（2020 年）の丁度 2 年後の 2022 年 9
月 5 日にご逝去されたことも、長年に亘ってご指導頂いた者の一人としてお二人の不思議
な繋がりを感じています。「そんなこと（研究）をしていてもダメですよ、中釜さん」と
いう先生の声が耳の奥で今でも響いています。先生のご冥福を心よりお祈りいたします。 
 

(2022 年 10 月) 
（国立研究開発法人 国立がん研究センター理事長） 
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西村暹先生を偲ぶ 
  
垣添 忠生 

 
 西村進先生が亡くなられた。2020 年 9 月 5 日のことである。91 歳と人生 100 年時代が
取り沙汰される時代には、いささかお若かったのが残念である。 
 西村先生の盟友 杉村隆先生もその 2 年前の 2018 年 9 月 6 日、94 歳で亡くなられ
た。一日違いで相次いで亡くなられたことは、お二人の永年に亘る深い友情の証しではな
いかと、いささかの感慨を覚える。 
 私は 30 代、40 代の頃、泌尿器科医ではあるが当時生化学部長だった杉村隆先生に弟子
入りして、膀胱がんの基礎研究に没頭した。二足の草鞋を履いたのである。東大泌尿器科
から夜、国立がんセンターの３代前の旧い研究所に通い、11 時、12 時まで研究するので
ある。こんな面白い世界があるのかと思った。若くて疲れを知らず、また誰かに強制され
た訳ではないので研究にのめり込んだ。楽しかった。 
 杉村先生のところには、西村先生もよく顔を出されていた。tRNA の研究、8-OH-dG
の研究、そして当時杉村グループが総力を挙げておられた heterocyclic amine の研究等と
の関連であろう。自然に私も時折、西村先生とお話する機会も生じ、知遇を得た。 
 西村先生は高松宮妃財団の国際シンポジウムや、昔の文部省がん特の研究発表会などに
は必ず出席され、積極的に議論に参加しておられた。 
 晩年、やや御身体をこわされ、高松宮妃国際シンポジウムで久しぶりにお目にかかる
と、前方に座られ、質問こそされなかったが眼光が炯々としておられたのが強い印象とし
て残っている。 
 西村先生は国立がんセンターを退職された後もいろいろな部署で研究を続けられた。特
に、筑波大学の客員教授時代、研究費の獲得に極めて貪欲であられ、電話を頂くと私もそ
の都度御協力申し上げた。 
そうして西村先生は 84 歳まで研究の現場に立たれ、その御姿勢は私のような門外漢にと
っても眼に焼き付くようであった。 
 私は国立がんセンターと深く関係のあるがんの英文臨床誌 Jap.J.Clin.Oncol.の編集主幹
を努めていた。現在は編集・出版業務はオックスフォード大学出版局(OUP)が引き受け
てくれている。 
 西村先生は JJCO の研究所からのボードメンバーとして永く御貢献いただいた。かなり
御高齢になっても編集委員会に御参加下さり、貴重な御助言を頂いた。 
 編集委員会の際、（現在はコロナ禍のせいで全てオンライン会議になってしまったが）、
OUP は参加メンバーにうな重を用意してくれていた。これがなかなか美味で、西村先生
は少し余った弁当を「これ良いかな？」と一つ手にしてニッコリされるような稚気愛すべ
き御側面もあった。 
 西村先生のように、秀れたがんの基礎研究者が 91 歳でお亡くなりになったのは返す返
すも残念であり、無念である。今は只、先生の御冥福を静かに祈るのみである。 
 

（2022 年 10 月） 
 （公益財団法人 日本対がん協会 会長  

  国立がんセンター 名誉総長） 
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西村 暹先生 ありがとうございました 
                                              
今井 浩三 
 

この度の西村 暹先生の訃報に接し、心より哀悼の意を表したいと存じます。 
西村先生とは、高松宮妃癌研究基金の学術委員会で何年にもわたり、とてもお世話になり
ました。杉村先生が学術委員長で、厳しくご指導いただきましたが、西村先生にも分子生
物学の分野においてとても貴重なご意見をいただくことができ、心から感謝いたしており
ます。 
また、毎年高松宮妃癌研究基金が主催の国際シンポジウム懇親会、あるいは日本癌学会評
議員・名誉会員懇親会では、親しくお話しする機会があり、お会いできるのを楽しみにし
ておりました。 
2007 年 1 月 21－25 日にワイコロア、ハワイで第 7 回の AACR-JCA Joint Conference （日
米がん）が開催されました。アメリカ側は、Ｖanderbilt 大学の Lynn M. Matrisian 教授、
日本側は、私が Conference Chairpersons を務めさせていただきました。 
この会に西村 暹先生がご出席してくださり、大変嬉しかったことを覚えています。この
ときは、奥様も御参加下さり、楽しい思い出になっております。 

 
西村先生は、アメリカへの留学時代に、「遺伝情報の解読とそのタンパク質合成への役

割の解明」でノーベル生理学・医学賞を受賞されたハー・ゴビンド・コラナ博士のもとで、
遺伝暗号解読プロジェクトで中心的な役割を果たされ、帰国後国立がんセンターにおいて、
転移 RNA（tRNA）の構造と機能の解明に取り組み、多くの新知見を発表されました。ま
た、発がん機構に関係する研究にも大きく貢献されました。焼けこげ中には、ミクロゾー
ムによる活性化を要しない、変異原物質があることに気づかれ、これが、1983 年に、活
性酵素によって DNA 中のグアニン残基が 8-OH-G (現在では、8-オキソグアニンとも呼ば
れる) に変換されるという事実の発見につながり、これらの業績により文化功労者の栄
に浴されました。 

 
2014 年、日本 RNA 学会で「特別講演」をされた後に、西村先生からのご寄稿 『生きた
化石のたわ言：５０年の研究からの教訓』 が本学会の記録に掲載されていますので、再
掲させていただきます。 
 
５０年の研究から得た教訓 

1. Do not forget previous findings. 
2. Do not discard an unexpected finding. 
3. Do not labor over other people’s evaluations. 
4. Critically evaluate the work yourself. 
5. Do not hesitate to collaborate and share the credit. 
6. Make a good plan, work hard and hope for good luck. 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E6%9A%97%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/8-%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%BD%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3
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ご自身の研究に常に厳しいまなざしを注いでおられた西村先生らしい重要な内容の教
訓であります。特に 5 番、6 番はどの分野の方にも重要ですので、今後の我々の研究に、
西村先生が残してくださった大切な遺言と思われます。 
また、西村先生は、いつも奥様はじめご家族のことを気にかけていらっしゃいました。長
年にわたり本当に大変お世話になりました。心からご冥福をお祈り申し上げます。  
               

 (2022 年 10 月) 
（日本医療研究開発機構プログラムスーパーバイザー 

              元東京大学医科学研究所 教授・病院長） 

 
 
 

 
中釜斉氏（左）と今井浩三氏（右）、2015年 12月 20日、 
西村先生の文化功労者を祝う会にて。 
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西村暹先生を偲ぶ 
 
下遠野 邦忠 
 
昭和５７年のことだと記憶しているが、がんセンター研究所の江角浩安先生から、近いう
ちに築地あたりで昼飯を一緒にしたいが都合を知らせてくれ、という電話があった。私は
留学から帰り、遺伝研の三浦謹一郎先生の部屋に戻って一年近くが過ぎる頃で、留学先で
習得したレトロウイルスの仕事を始める準備をしていた。その後江角先生と 1～２度の電
話のやり取りがあり、食事会に杉村隆先生と西村暹先生も参加すると言っている、との事
であった。西村先生には核酸化学シンポジウムなどでお姿を拝見したくらいでしかなかっ
た。三浦先生から tRNA の研究、その中でも特に修飾塩基の発見と構造決定、その機能に
ついてのお仕事で分子生物学を牽引されている方であることを伺っていた。杉村先生にお
会いしたのは、留学する前に仕事のことで三輪正直先生をがんセンターに訪ねた時以来で
ある。席についていると杉村先生が遅れて姿を見せ、その横に座られたのが西村先生であ
った。私は緊張して、この会が早く終わってほしいと考えていたので、会話がどのように
続いたのか覚えていない。後で感じた事であるが、この時に面接されたのだと思った。西
村先生は始終穏やかに振る舞っておられ、実際に面と向かうと、極めて温厚な雰囲気の先
生であったのが印象的であった。 
その翌年にがんセンター研究所のウイルス部にお世話になり、両先生と接する機会が多く
なった。対がん１０ヶ年戦略による研究活動が始まり、そのことでがんセンターを訪問さ
れた中曽根元首相に、杉村先生が今後のがん研究の方向を説明された。その後すぐに西村
研究室の番頭役をしておられた関谷剛男先生のお名前を冠した「関谷会」という研究会が
発足し、関谷先生が会を率いた。その会は、当時次々と明らかになってきたがん遺伝子、
がん抑制遺伝子の研究を深めて、がんを分子生物学的に理解しようとするものであったと
思う。所内で興味を持つ人々が集まり、自分の仕事の話、今後の進め方などを話して研究
のあり方を議論していた。関谷会の終わりには西村先生が世界のがんの研究の中で特に重
要な論文を紹介しつつ、本会の方向性について大変貴重な考えを述べられた。 
先生ご自身には RAS タンパク質の結晶構造解析の様な特筆する業績があるが、当時流行
していたがん遺伝子やがん抑制遺伝子の研究には直接は関わらなかったと思う。むしろ、
部屋の人たちに任せた。その中から、それらの遺伝子の研究に加えて他の重要な成果が
多々生まれた。研究仲間を育てる才能にも長けていた。 
西村先生は、杉村先生が中心となって進めていた突然変異物質の研究に協力している過程
で、DNA 中に活性酸素で出来る 8-hydroxyguanine を発見されたと伺っているが、西村先
生ご自身が取り組んでおられた tRNA 修飾塩基の研究が、そのような発見に結びついたの
だと思う。その後、本修飾塩基の生成、代謝や DNA 複製時の機能などを明らかにし、が
ん研究に大きな足跡を残した。 
西村先生はサイエンスを俯瞰しつつ、研究を深める稀有な能力のある方だと思う。 
日本の分子生物学の黎明期からその発展に大きな寄与をされ、その後もがんの研究で世界
を牽引された先生のご冥福をお祈りします。 

                     （2022 年 10 月） 
（元国立がんセンター研究所ウイルス部長） 
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西村先生を偲ぶ会に寄せて 
 
吉田 輝彦 
 

私は 1983 年に医学部を卒業し、1985 年に国立がんセンター研究所血清部のリサーチ・
レジデントとして採用された。最初の「対がん 10 カ年総合戦略」が 1984 年からであるか
ら、2 期生ということになるのだと思う。受け入れてくださったのは寺田雅昭部長で、そ
の後、研究所長を経て総長になられた。 

今回、この文章を書くために Wikipedia を調べた。西村先生の方が年長であるが、お二
人は同時期に国立がんセンター研究所の部長をされており、強烈な個性の杉村隆先生率い
る研究所の中で、我々にはあずかり知らぬ様々な苦楽を共にされたのだろうと思う。その
中には、おそらくどの世代にもある、同僚の間の様々な競争や協力があったはずと思うが、
寺田先生からは西村先生に関する愚痴を聞いたことがない。むしろ時々西村先生のしぐさ
の物真似をされたり、西村先生のお仕事と人柄に対する基本的な敬意と信頼があることが
感じられた。研究所 4F に居た我々にとって、6F（生物学部）は安心できる場所であった。 
しかしその理由の一つには、西村先生の研究テーマが直接、当時の寺田研とはぶつからな
いものであったこともあるだろう。西村先生の Wikipedia は未完成のようだが、その「専
門業績」には、１）遺伝暗号の解読、２）大腸菌 tRNA 中の修飾塩基の同定、３）8-ヒド
ロキシグアニンの発見、４）がん遺伝子産物（RAS）の X 線結晶構造解析が挙げられてい
る。このうち１）は在米中の Har Gobind Khorana 研での仕事とのことで、Khorana のノ
ーベル生理学・医学賞受賞につながったとされている。２）以降は帰国後、国立がんセン
ターでの仕事であり、私も「6F では tRNA の研究をしている」というのが当時の主な認
識であった（8-OH-G は言うまでもなく、がん研究の新しい分野を切り拓く業績であった
が、恥ずかしながら私個人の化学の基礎知識不足のため、よく理解できず、当時の興奮の
記憶があまり残っていない）。 

当時、国立がんセンター研究所では「自分が面白いと思うことをやれ。役に立つと思
うことを、役に立たせようとしてやるのではなく、本当に面白いことを追求すれば、必ず
重要な真理に到達する」というようなスピリットがあった。当時の幹部たちがそう言って
いた。それは特に当時、いたずらに流行を追わず、海外の物真似をしないという独立自尊
の精神、自由・反骨の気概が必要であったということではないかと思う。少し後に、臨床
試験系の研究者から、「研究所は好きなことを自由にやっていて、よい御身分だ。我々は
苦しいこと・つらいことでも、やらなければならないことを必死にやっているのに」と聞
いて、びっくりしたことを憶えている。「え、研究者なのに、好きでないことをやってい
るの？」と。もちろん、がん患者と家族の苦悩を十分に感得できていなかった私が、例外
的に単純すぎたという点はあるだろう。 

私もこの年になると、西村先生も当時の我々には見えないところで、多くの困難な予
算獲得や、組織管理の仕事に苦労されていたはずであることがよくわかる。それでも今、
思い出すのは西村先生の子どものような好奇心丸出しの、屈託のない笑顔である。権威主
義的なところは全くなく、ズボンの後ろにはよくシャツがはみ出していた。我々のような
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他の部の若い者にも関心を持ってくださり、優しい気遣いを感じさせる声をかけてくださ
った。そして僕たちは「自分が好きなこと」を思う存分できた。 

ナショナルセンターとして、大学とは異なるミッションを持ち、「自分が好きなこと」
をやるだけでは済まないことは言うまでもない。これは実は西村先生の頃からそうであっ
たのだが、当時と異なるのは、生命科学とその技術が進歩し、本態解明のみならず、保
健・医療の現場に対して、より強力で直接的な影響を与えるようになったこと、そして日
本が欧米に追い付くだけではなく、真に我が国ならではの agenda を考えなくてはならな
い・それが期待されている時代に入っていることだろう。 
人が替わり、時代が進むことで失うものと得るものがある。西村先生の時代にあって、未
来につなげていきたいものを今一度、しっかりとつかまえておきたい。 
 

（2022 年 10 月） 
 （国立がん研究センター 中央病院 遺伝子診療部門 

  研究所 臨床ゲノム解析部門）  
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西村 暹先生の思い出    
 
若林 敬二 
 
「若林さん、若林さん、あれはダメですよ。」「もっとしっかり研究を進めないと。」 国
立がんセンター研究所セミナー終了後、少しハスキーな声で、研究所の廊下で西村先生に
声を掛けられ、励まされたことを思い出す。 

40 数年前、当時、研究所長であった杉村 隆先生、生化学部室長の長尾美奈子先生等
は魚や肉を焼くときに立ち上がる煙や肉の焦げた部分に変異原性が認められることを、
1977 年に発見、報告した。又、蛋白質やアミノ酸を加熱しても強い変異原性が生ずるこ
とがわかった。この研究成果を契機として、国立がんセンター研究所、静岡薬科大学、東
京大学薬学部との共同研究が開始され、アミノ酸加熱分解中より、Trp-P-1, Trp-P-2, Glu-
P-1, Glu-P-２等の変異原性ヘテロサイクリックアミン（HCA）が同定された。私は、こ
の共同研究がきっかけとなり、1979 年に研究所の研究員の職を得ることができた。その
後、研究所生物学部長の西村先生、葛西 宏研究員、山泉二郎研究員等との加熱食品中の
変異原物質探索研究が始まり、1980～1981 年に葛西博士等は、焦げた丸干しイワシや牛
肉より IQ, MeIQ, MeIQx 等の新規変異原性 HCA を同定した。これら変異原性 HCA に関
する研究は、更に、発がん性、代謝活性化機構、DNA 付加体構造、ヒト暴露量、疫学調
査等へと多岐にわたり展開し、食事性因子とヒト発がんとの関連性を示す有用な具体例と
して、国の内外から高く評価されている。西村先生は、研究を進める上でいつも有益で的
を得た意見を述べられ、HCA 研究が大きく進展したことが思い起こされる。 

西村先生のグループの発がん要因に関する研究は、その後、DNA の酸化的傷害により
生ずる 8-OH-dG の研究に進展した。種々の加熱食品中や動物体内での 8-OH-dG の生成
や検出、8-OH-dG の除去修復機構等の発がんにおける生物学的役割に関する先駆的成果
が次々と明らかにされ、国際的に大変、注目された。 

その後、1992～1999 年に先生は万有製薬つくば研究所長として活躍された。私は、一
度、つくば研究所に於いてセミナーをさせていただく機会を得、その時、研究所に勤務し
ていた武藤 誠先生（現在、京都大学）や大島正伸先生（現在、金沢大学）と知り合いに
なり、共同研究に発展した。つくば研究所を退官された後も、西村先生とは学会や高松宮
妃癌研究基金の会合等でお会いする機会があり、折に触れ、がん研究の方向性や今やるべ
き研究等について御指導を頂き、時には強い口調で注意して頂いた御厚情に、大変、感謝
している。 
 西村先生の御冥福を心よりお祈りいたします。 

（2022 年 10 月） 
（静岡県立大学） 
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西村暹先生 –国立がんセンター研究所における大先輩– 
 
寺田 雅昭 
 

西村暹先生のお名前を知ったのは 25 年以上も前、私がまだ米国にいた頃でした。tRNA
の研究で世界的な研究をされ、中でもマイナーベースを数多く発見・同定されたことはよ
く知られていました。当時、米国で分子生物学の分野で知られていた日本人は少ないもの
でした。特に日本の地で独創的な研究実績をあげた分子生物学者は極く限られた人で、勿
論、西村先生はそのお一人でした。その当時でも優れた質の高い論文が日本から発表され
ていましたが、そのほとんどがその時代の潮流に乗った線香花火のような仕事だったと思
います。当時も現在も、分子生物学はともすれば“活性”に頼り、物質の“構造”が軽んぜら
れる傾向がありましたが、西村先生は“構造”に強く仕事が独創的で、その結果、先生の業
績は残り、世界的にも高い評価があるのだと思います。 

1978 年から私が国立がんセンター研究所で仕事をするようになり、先生と毎日接する
ようになりました。私の前もって持っておりました先生に対する高い評価は全く正しいこ
とを知りました。とにかく、化学とくに核酸の化学に強く、新しいことに挑戦し、解決し
ていく能力は並外れておられました。私は先生の tRNA の仕事のほか、p21 の構造決定、
塩基配列決定に deazaG を用いること、ヒドロオキシグアニンの発見など、極めてユニー
クな優れた業績を次々とあげられるのを目の前で見てきました。面白い研究成果が出ると、
「寺田さん、すごいだろう」「もう少し秘密にしておかなくては」などと本当に嬉しそう
な顔をされていたことを覚えています。一方、自分たちのものであれ、他人のものであれ、
研究成果に関する評価は厳しく、駄目な仕事はもう無茶苦茶と言ってよいくらいひどい批
判をされます。あの温厚な人懐っこい顔でニコニコされて、次から次へと恐ろしく口の悪
い意見が出てくるのには参ることが多くありました。「何が新しいの?」「ものまねじゃな
いの?」「どうしてそんな実験をするの?」等、大変です。この悪口とも思える批判は全く
研究に関してだけであり、研究以外の個人的なことには親分肌で、とくに弟子思いです。
国立がんセンターを退職され、萬有製薬株式会社つくば研究所に行かれた後も研究所長で
あった私のところへ電話をかけてこられたり、顔を合わせれば、先生のお弟子さんの名前
を挙げて種々と心配をされていました。退職後、研究所長として萬有製薬株式会社つくば
研究所に行かれた時は正直言って少々心配をしていました。アカデミックな西村先生が果
たして企業の研究所でやっていけるだろうかと。これは全くの杞憂でした。治験の問題な
ど、全く異なる分野をすぐ理解され、また研究所全体を見事に組織の長として引っ張られ
てきました。これも先生の科学者としての立派な態度と、温かい人間性によるものと考え
ています。 
この度、先生は萬有製薬株式会社つくば研究所を退職されるわけですが、大変お元気で

シャープな頭脳は全然衰えられていません。先生が御健康に留意され、益々の御活躍をさ
れることを祈っています。 
 

（国立がんセンター総長） 
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門前の小僧 
 
瀬野 悍二 
 
ウイスコンシンでの面接 
 1964 年の秋、セントルイスのアパートにプリンストン大学の末岡登博士から手紙が舞
い込んだ。「ウイスコンシンのコラーナ博士のところにいる西村暹という若い優秀な研究
者が近々東京の国立がんセンター研究所に室長として着任することになり研究員を探して
いる。もし興味あれば直接連絡を取るように」とあった。前年、プリンストンを訪れた時、
帰国後の就職先を探していることを話していた。早速、西村暹博士に手紙を出し面接の運
びとなった。 
ウイスコンシン大学には着任早々の野村眞康博士がおられた。私が金沢大学で第一回フ

ァージ講習会を受けた時の講師であった関係から私を憶えていて下さり、西村博士との対
面に仲介の労をとって下さった。何処の馬の骨ともわからない私を大して詳しい話もしな
いまま採用して下さったのは、末岡、野村両博士の紹介に加え私の仕事が当時のトップラ
ンク雑誌 JMB に掲載されたためと思われた。厳寒の翌朝帰路に就くとき、私のおんぼろ
車のエンジンがかかるかどうか見届けるため寒い戸外に出てきて見送って下さった。責任
感の強い思慮深い方という印象を受けた。 
 
門前の小僧 
 翌年 4 月末に帰国、築地の国立がんセンター研究所ウイルス部での毎日が始まった。当
初、西村研究室は原田文夫君と私だけだった（翌春、北里大学の川西教授からの卒研生成
島浦治君が加わった）。化学者西村先生は当時の華やかな分子遺伝学に対する敵がい心に
も似た気概と見識で、生命現象の物質的解明を目差しておられた。当時は蛋白質合成
（fidelity）の研究に未分画 tRNA を使うのが普通であったが、先生はその時代は終わった
との認識から 1kg 単位の大腸菌からスタートするアミノ酸特異的 tRNA の大量分離精製を
始められた。学生時代から実験の神様と言われた西村先生と実験を絶対失敗しないと言う
凄腕の原田君の横で、核酸化学の知識と技術が皆無に等しい私の門前の小僧としての修業
が始まった。アイソトープの汚染を最少に防ぐピペット操作、ペーパー/薄層プレートに
資料をスポットするときのコツ、大腸菌を摺りつぶすときの臭いによるつぶれ具合の判定、
カラムに樹脂を詰めるコツ、プラスチックチューブを蝋細工のように自在に伸ばすことな
ど、西村先生自身から手ほどきを受けた。 
 
オバ Q 
 tRNA をアミノ酸特異的分子種ごとに分離精製できたことで続々と微量成分が発見され
てきた。その化学的特性と生物機能の研究で世界の専売特許的発展を遂げることになった
のは、まさに化学者西村先生の面目躍如たるものであった。当時を思い起こすと、狭い部
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長室には常に数本のカラムが立っていて、新技術の開発も含め tRNA の分離精製は全て西
村先生が忙しい会議等の時間を縫って引き受けておられた。チロシン tRNA の T2 消化物
を 2 次元ペーパークロマトに展開して発見された未知のスポットを原田君はマンガ「オバ
Q」にちなんで Q と名付けた。そのままもっともらしく正式名 queuosine となり今日に至
っている。 
 
研究最優先 
 古今東西、共同研究者が書いた論文原稿がボスの机上に 1 年以上も放置されることがあ
るらしいが、西村先生の場合は違った。私が原稿をもって行くと、いつも大体 1 時間ほど
で部長室からお呼びがかかった。原稿には欄外に鉛筆でチェック印があるだけで書き込み
はない。チェック印の内容は口答で受けた。私も独立後は共同研究者がもってきた論文原
稿は最優先でみるように努めた。また、西村先生は特定文献の引用を該当内容が載ってい
るページで指示されたが、こればかりは真似できなかった。 
 
埼玉県立がんセンター 
 門前の小僧 10 年の修業後（1975 年）、当時の研究所長杉村隆先生の強い推薦をいただ
き新設の埼玉県立がんセンター研究所に移った。研究員を探す段階で西村先生に相談する
と、その場で丸尾文治先生に電話してくださり、丸尾先生は博士号を取ったばかりの鮎澤
大君を推薦して下さった。鮎澤君から後で聞いた話だが、彼はストロミンジャー研究室の
ポストドックが内定していたので、私との面接もそこそこに西村先生の所に報告に行き、
埼玉には行かない旨を伝えたそうである。ところが即座に埼玉行きを説得され、採用後も
「人生、進路を一旦決めたら、あれこれ迷わずにベストを尽くすように」と云われたと聞
く。 
 
北里大学軍団 
 研究室で 2～3 人が雑談していると、西村先生はニコニコしながら興味津々でよく話の
輪に入ってこられた。日頃、研究以外ではピリピリした雰囲気を作らない西村先生の人柄
を表している。その一つの帰結は、北里大学の川西教授から毎年派遣されてくる卒研女子
学生と研究室の独身男性との間の絶え間ないロマンス誕生で、先生がお引き受けになった
仲人役は枚挙にいとまがない。 
 西村先生との出会いを出発点として、我ながら上出来の研究者生活を送らせていただい
た。また、世界に通用する研究に参加でき、トップレベルの研究の厳しさの香りをかがせ
ていただいた。改めてお礼申し上げます。 
 

（国立遺伝学研究所名誉教授） 
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西村研こぼれ話    

瀬野 悍二 

1965 年６月、西村研が発足して先ず取りかかったのは大腸菌から各アミノ酸に対応す
る tRNA 分子種の分離精製だった。発足時のメンバーは西村暹、瀬野悍二、原田文夫、そ
れに北里大学衛生学部から川西教授の依頼で卒業研究実習のために来ていた 4 年生の成島
浦治だった。大橋二郎がすでにグループに加わっていたかは記憶が定かでない。この仕事
には大量の大腸菌が必要で、西村さんの知己がいる会社（赤羽駅の近くに工場）から大量
のタンク培養大腸菌をいただいたり、大腸菌を材料に研究を進めておられた東大医科研の
上代研究室や東大農学部の今堀研究室に通い、tRNA 画分のおこぼれを頂戴したりした。
西村さんは部長になられてからも部長室の入り口近くに太いカラムを立て専用のフラクシ
ョンコレクターを使い、部員が使う tRNA の提供は自分の役目だと言っておられた。また
当時は容易に特定サイズのチューブも手に入らない時代、西村さんは太いビニールチュー
ブの一部をバーナーで巧妙に熱してどろどろ寸前まで溶かし、素早く両端を二人の人間が
持って引っ張りながら移動して意図する均一サイズの細いチューブを用意する特技をもっ
ておられた。ちなみに、西村さんは大学に入ってから一年間肺結核のために休学されてい
る。その間人工気胸療法を受けられたが、自身が受ける気胸療法装置の改良点を担当医師
に提案して採用され、患者ながら面目躍如だったと言う。 
 
西村さんの科学者としての純粋な厳しさ 

毎週の雑誌会（journal club）で当番は最新号に載る論文を全部紹介する慣わしだったが、
西村さんはどんなに優れた内容の論文でも必ず一つは批判のコメントをされた。理解力は
勿論、記憶力も驚異的で、過去の論文を話題にする時、当該事項が載っているページを事
もなげに口にされるのは驚きだった。 

ある年の生化学会年会の口頭発表の時、西村さんの発表の前も tRNA のはたらきについ
ての発表だった。西村さんの登場となり冒頭の言葉は、“今や mixture の tRNA を使っても
のを言う時代ではありませんよ”だった。先輩格の先の演者の心中いかばかりかと、正論
とはいえ誰でも本人を前にして言える言葉ではないと内心恐れおののいたものだ。ただし、
西村さんの科学者としての純心さの故か、決して嫌みには聞こえなかった。 

また、さる偉い先生に対して、長年の親しい間柄とはいえ「先生は短編小説ばかりお
書きですね」とあけすけに言われたのには度肝をぬかれた。ところがこれも決して嫌みに
は聞こえなかったのは西村さんならではの純粋さ故か。決しておべんちゃらの言える人で
はなかった。 

西村さんは自分は化学屋だと言われ、生物屋に対して敵愾心に近いものをもっておら
れた。アミノ酸コードの決定研究にしても、Nirenberg の成果を認めながらも最終的には
Khorana の化学合成コドンが証明するのだと言っておられた。とはいえ、当時 60 名近く
いた Khorana 研のポストドックのうち多くは合成屋さんだったこともあり、西村さんは毎
日のようにボスと会い討論できたと言う。東大応微研の赤堀・丸尾研および大塚の癌研で
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中原和郎先生の薫陶を受けた西村さんは自称化学屋とはいえ、生物学のセンスも兼ね備え
た特別の存在だったからだろう。 
そうこうしている中に西村研は着々と発展し、海外も含め他大学から多くの若い院生や研
究者らが出入りして大グループとなり、海外で“Nishimura”と言えば以前にも増して通じ
た。そんな折、チロシン tRNA の塩基配列が古典的手法によって原田さんを中心にすすめ
られ論文投稿の寸前だった。ところが、英国 MRC の Sanger のグループが所謂 Sanger 法
によって全配列を Nature 誌上に発表してしまったのである。原田さんは勿論、流石の西
村さんもがっかりし、研究室はお通夜のような沈痛な雰囲気に包まれた。ところがである。
ラジオアイソトープを使った Sanger 法では当然ながらチロシン tRNA が特異的にもつＱ
ヌクレオシドは見逃されていた。ここで研究室は一転して明るさを取り戻し、西村さんに
よれば“ダルマは只では起きない”ということで、ダルマはＱを掴んでいたのである。ちな
みに、Ｑの命名者は原田さんで、愛読漫画オバケの Q 太郎に由来する。今や queuosine が
正式名だ。 

あるとき、“瀨野さん、研究者にとっての一番の喜びは論文を出し、それについて反応
の手紙が海外の研究者から来ることだよな”と活き活きとした口調で言っておられた。研
究者としては当たり前のこととは言え、何故か忘れられない。同時に中原和郎初代がんセ
ンター研究所長の至言“研究所ではどんな分野の研究をしてもよい。ただし、一流の研究
を！”も忘れられない。 

もう一つ、西村さんは出身研究室の丸尾教授が定年を迎えられ後任としての最大有力
候補として浮かび上がった。誰が見ても順当だと思ったが、 “瀬野さん、自分には研究に
専念できる今が一番向いているんだよ。教育は苦手なんだよ。” ところが、後日耳にした
のだが、西村さんの東大での特別講義シリーズは常に抜群の人気だったそうだ。 

その頃になって私は米国 Yale 大学の Soell の研究室に一年半出張し（1971~）、帰国後
に新設の埼玉県立がんセンター研究所に移った。次いで国立遺伝学研究所に移ったので、
西村研のその後の発展ぶりは他の方々が詳しい。大学院時代から酵母菌を用いた生物屋と
してスタートした私が分子生物学をかじり、縁あって西村研に参加でき、門前の小僧とし
て核酸の化学を学べたことは研究者として至福の人生だった。これを可能にして下さった
数多くの先輩、同僚の方々に感謝する。 

西村さんからいただく毎年の年賀状で楽しみなのは必ず手書きの添え書きがあること
だ。この数年は賀状に加えて電話をいただくようになっていた。しかも今年は一旦切られ
た電話のベルが再び鳴った。西村さんからで、受話器に飛び込んできたのは「ねえねえ瀨
野さん、うちの孫は気が優しいんだよなー。」この“人間西村”の言葉を耳に浮かべると、
西村さんがもうこの世におられないなんてどうしても納得できない。 

時間の面では非常に几帳面で、どんな会合にも必ず早目に来られていた西村さん、人
生後半ではもう少し遅刻されたってよかったのでは。“倶会一處”なのですから。 
       

（2022 年紅葉の秋）  
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国立がんセンター西村研究室の思い出 
 
小田 鈎一郎 
 

私が国立がんセンター研究所の西村さんの研究室を初めて訪れたのは、1968 年の 1~2
月頃で、もう 30 年以上前のことである。前年の大晦日に 4 年余の留学を終えて米国より
一時帰国し、自由な時間のある間に in vitro の翻訳系の実験について経験を積ませて頂こ
うと、お願いに参上したのである。 
 ヒトアデノウイルスはサル腎細胞では増殖不能で、当時その原因はアデノウイルス
mRNA の翻訳不全によると推定されていた。SV40 を重感染させるとこの欠陥が補われる
ことから、この機能は SV40 helper function と呼ばれていた。この機構を解析するために
in vitro 翻訳系の実験技術を身につけようと思ったのである。 

西村室長（当時）は快くお引き受け下さった。西村研では tRNA を生成し、その構造と
機能の関連を研究中であった。小生も精製やアミノ酸付加反応などを行うことになった。
当時、tRNA はアンチコドン周辺にニックを入れるとアミノ酸が付加されなくなると考え
られていた。ニックをいれたバリン tRNA を徐々に加熱、冷却し、吸光度の変化を調べた
時のことである。徐熱、徐冷は二本鎖 DNA では変成、再生の操作に相当するので、実験
後のサンプルにアミノ酸付加反応を行ってみたところ、バックグランドより高い、確か
15%程度の活性を認めたのである。再生の可能性があると、早速西村さんに相談した。そ
の結果 tRNA を 2 断片に分けて精製し、両者を混合して加熱後徐冷してアミノ酸付加の活
性を見ることになった。徐冷した tRNA にはニックのない tRNA の約 80%までの活性が回
復していることが分かった。この結果を基に僅か 4 ヶ月の期間であったが論文をまとめる
ことができた。 
 一時帰国したのは米国への再入国の許可を待つためで、数ヶ月後には許可が下りる見通
しであった。届いた知らせは法律通り 2 年を要するというもので、はたと考え込んでしま
った。この窮地を救ってくださったのが杉村生化学部長（当時）で、微化研の梅沢所長に
話して下さり、微化研に勤務することになった。梅沢先生も好きな研究をして良いとのこ
とで、当時微化研におられた関谷さんと一緒に SV40 感染細胞での tRNA の変化（修飾）
を調べることになった。2~3 種の tRNA に変化が生じることが分かった。感染の進行に伴
い刻々と変化して行く過程が印象的で、論文を Virology に発表した。 

その後東大医科研に癌ウイルス部（下条教授）が新設され、小生も参加することにな
った。自由に研究させていただき、アデノウイルス後期 mRNA の翻訳不全は initiation 
complex が形成されないこと、SV40 の重感染はそれを相補することが分かり、JMB や
Nature に論文を発表した。 
 西村研に 4 ヶ月御世話になっている間に、小生の長女が誕生した。短い期間ではあった
が、おめでたいこと続きで楽しく充実した期間であった。情報が洪水のように溢れ慌ただ
しい研究に追われる現在の研究事情と比べると、古き良き時代であった。新しい研究とい
うのは案外のどかで、じっくり研究に取り組める環境で生まれるのかもしれない。改めて
西村さんのご厚意に感謝の意を表したい。 

（東京理科大学基礎工学部・教授） 
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我が思い出の国立がんセンター研究所西村研究室 
 
渡辺 公綱 
 

私が初めてがんセンターを訪れたのは大学院に入ったばかりの頃で、当時はがんセン
ターの正門の前には、現在は高速道路になっているが、川ともお堀とも分からぬ用水路が
あったし、築地界隈にはまだ人力車が頻繁に往来していた。アメリカから帰国されてまだ
間もない頃だったと思うが、西村先生はウイルス部の分子遺伝室長で、室員は瀬野悍二さ
ん（前国立遺伝研部長）と原田文夫さん（現金沢大教授）、それから女性の研究補助員二
人の計 5 名であった。西村先生は Khorana 研究室で有名な遺伝暗号解読の研究をされた
が、その際鋳型の合成 RNA を得る過程で DNA ポリメラーゼを使われたので、私は森川
耿右君（現生物分子工学研部長）と共に、この酵素の精製法を学びに行ったのである。
我々の研究テーマは、森川君は IR、私は CD を用いて、ともに合成ポリヌクレオチドの
構造を解析するというもので、その試料調製に DNA ポリメラーゼが必要だったのである。
当時の研究所の印象は「生物物理」に「がんセンター研究所探訪記」として寄稿したが、
全員が平常の勤務時間内には殆ど机に着くことなく、実験に集中していることに大きなイ
ンパクトを受けたことが書かれている。また西村、瀬野両先生とも帰国されてから間もな
いせいだったかとも思うが、ライボ(A)とかの米国式の発音をされていたことや、酵素精
製のために原論文に挙げられていた高い試薬を買って頂いたことなどが特に記憶に残って
いる。 

私が本格的に西村先生にお世話になったのはそれから 5 年後、その頃新設された三菱化
成生命科学研究所に就職した頃である。私は、室長の大島泰郎先生（現東薬大教授）が温
泉源から採取された、高度好熱菌 Thermus thermophilus の tRNA の耐熱機構を調べると
いう新しいテーマをやることになったので、tRNA の専門家である西村先生にその精製法
と塩基配列決定法を教わるために、再び同研究室に客員研究員として所属することになっ
た。先生はすでに生物部の部長に昇進されており、研究室のスペースも室員数も大幅に増
えていた。当時の西村研究室は大腸菌 tRNA とその修飾塩基の構造と機能、生合成機構を
集中的に研究していたが、世界的な競争の渦の中心にあり、刻々と新しい情報が飛び交い、
大変な熱気に包まれていた。西村先生からは具体的な実験法以外にも多くのものを教わっ
た。それは世界の最先端の研究動向であったり、如何に本質的な問題に取り組むか、実験
の過程で時に生じる興味深いが全体から見れば些末な問題に気を取られずに如何に本題の
核心に迫るような実験計画を立てるかなどの研究に対する心構えであったりした。その頃
の先生については、世界的なジャーナルや成書に依頼されてレビュウを寄稿されていたこ
とや、新着ジャーナルの論文紹介の順番がくると、nature のいくつかの論文をごく短時間
で読破されていたことなどを半ば敬意と驚異の眼で眺めていたことなどが思い出される。
しかし先生は東京の下町育ちのせいであろうが、全く気のおけない、極めて率直に感じた
ままを言われる方だったので、あまり大先生と言う意識を持たずに frank に接することの
できる有り難い存在でもあった。ここで結局約3年間お世話になった。あれからすでに30
年近い歳月が流れたが、今振り返ってみてもガンセンターの西村研究室で過ごした 3 年余
は、私の自ら実験できた研究生活の中では最も充実していた時期ではなかったかと実感し
ている。 
 

（東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授） 
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西村先生から学んだこと 
 
森川 耿右 
 

西村先生とのおつき合いは、私が、東大、薬学部、坪井研究室に所属していた M2 の時
以来ですから、かれこれ 30 年以上にもなります。“光陰矢の如し”の麺をかみしめている
この頃です。当時、私は合成核酸の高次構造を振動スペクトルの手法を用いて解析する研
究を修士課程のテーマで始めたところでありました。坪井先生は、G-C と AT 塩基対の定
量化法の開発に関心があり、規則的配列をもつ合成核酸の調製を私のテーマとして与えた
わけです。国立ガンセンター研究所の西村先生は、短い合成 DNA を鋳型として DNA 合
成酵素を作用させ、規則的配列をもつ長鎖 DNA を in vitro で合成する技術を米国の
Khorana 研究室で修得していた唯一の研究者であり、私にその技術習得を託した訳です。
この頃、坪井研究室と今堀研究室は、手段は振動スペクトルと円偏光二色性（CD）と異
なっていたものの、共に DNA や RNA の立体構造解析をめざしていた関係の深い研究室
でありました。これがもとで、今堀研究室から同学年の渡辺公綱氏が派遣されることにな
り、偶然、西村研究室で私と一緒に実験指導を受けることになりました。縁とは不思議な
もので、渡辺氏とはこの時以来ずっとどんなことでも率直に言い合える悪友関係（親友と
は面はゆくて言い難い）が続いています。我々二人の直接の実験指導者は原田文夫氏でし
た。私の記憶では、現原田夫人は当時西村研究室の技官で、その頃から二人は格別仲がよ
く、互いによく冗談を言いあっていたのが思い出されます。 

坪井研究室は、分光学の基礎から応用まで広い分野をカバーしていたせいか、理論重視
の大学院生が多く、実験を軽視する傾向があり、私もその雰囲気に染まっていたきらいが
ありました。一方、ガンセンターの雰囲気は、給料取りのプロ集団のせいか、議論よりも
実験が重視されており、生化学分野の研究の本質が体感できたように思います。特に、
Arthur Kornberg 博士のオリジナルの論文に従って、DNA ポリメラーゼの精製を体験した
ことは、その後の私の研究生活に大きな影響を与えました。この仕事は最終目標の半分程
度ところで時間切れになってしまいましたが、修士論文はなんとか完成せることができま
した。 

博士課程に入って、私は、生体高分子の立体構造解析における分光学的手法の限界を感
じはじめていましたが、西村研究室との共同研究で tRNA の二次構造を赤外線吸収スペク
トルを用いて解析する仕事を行っていました。この研究は坪井先生が当時最も力を注いだ
テーマでありましたが、私の方は、核酸の立体構造には X 線結晶構造解析がより強力であ
り、この手法を tRNA の構造解析に適用するのが正当と考えていました。しかし、当時は、
坪井研究室と兄弟関係にあり、X 線結晶学を専門とする飯高研究室にあっても、単結晶の
構造解析に関しては低分子の経験しかなく、tRNA の単結晶構造解析に手を出すことは、
設備的にも、経験からいっても不可能な状態でありました。ところが、ちょうどこの時期
に、欧米の数カ所の研究グループから続々と tRNA 単結晶化の報告がでました。これらの
報告に刺激され、私も西村先生から供与された大腸菌 tRNAfmetの結晶化を試したところ一
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週間程で結晶が析出しました。これが契機となって、X 線結晶学を専攻するようになり、
現在至っているわけです。その後、様々な tRNA の結晶化に成功しましたが、構造決定可
能な高分解能の結晶は得られず、欧米のグループに先を越される結果となりました。しか
し、世界の一線の研究者と同じターゲットに取りくむことを通じて、最も重要な生物機能
をもつ分子を構造解析の対象として選択することの必要性を学んだ様に思います。また、
この時期西村先生を通じて欧米の多数の弟一線の研究者を知り、世界的な視野に立った時
自分の研究テーマがどこに位置しているのか常に自覚することの重要性を知りました。即
ち、西村先生は私とって世界をみる窓の様な存在でした。現在、私は立体構造からみた
DNA 修復機構の研究を主要なテーマとしており、西村先生の大きな範疇からでられない
でおります。いつまでもお元気で叱咤激励をお願いする次第です。 

 
（生物分子工学研究所構造解析部門・部門長） 

 
 
 

     
原田文夫、記子夫妻（1988年、兼六園にて） 
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こわそうでやさしい西村暹先生 
 
竹石 桂一 
 

私は学部 4 年生の卒業研究以来東京大学薬学部の恩師故浮田忠之進先生が主宰されてい
た教室に籍を置いておりました。浮田先生は、博士課程に進学したばかりの私を呼んで、
「我々の研究室もこれからは、天然の核酸分子である転移 RNA (tRNA)を材料に用いて研
究して行かなければならない時代がきている。そこで、tRNA の分野では世界の最先端で
研究している国立がんセンター研究所の西村暹博士の所に行って tRNA の精製法を習って
きなさい。」と言われました。早速、築地にある国立がんセンター研究所をお訪ねしまし
たが、これが西村先生との出会いでありました。1966 年 5 月初めのことです。 

当時のがんセンター研究所はお世辞にもきれいとは言い難いものでしたが、スタート
したばかりであり、活気に満ちあふれていました。当初 3 ヶ月位のつもりでしたが、いつ
の間にか 1 年が過ぎてしまいましたので、いっそのことがんセンターで博士課程の仕事を
させて頂きたいと、浮田・西村両先生にお願いして、結局さらに 1 年間西村研究室にお世
話になりました。当時の西村研究室では、大腸菌 tRNA の全構造や微量塩基の構造などを
次々と明らかにしていました。その中の一つ、いかにも最もらしい名前の微量塩基 Q 
(queuine)は、当時西村先生の片腕として活躍されていた原田文夫さん（現、金沢大学教
授）が見つけ、当時の人気漫画“オバケの Q 太郎”の Q をとって命名したのですが、この
事実を知っている人はあまりいないのではないかと思います。 

西村暹先生に初めてお会いした時、ちょっとこわそうで近寄りがたい印象でした。ま
して、研究室などで名指しでその人の仕事や能力を痛烈に批判している話などを耳にする
とびびってしまいます。しかし、実際にお話をするとそんなことはなく、いつも適切な助
言を親切にして下さり、また、いろいろと気を配って面倒をみて下さるやさしい先生でし
た。また、西村先生は海外出張された折には、テクニッシャンや卒業研究生なども含め、
研究室の一人、一人に、しかもその人にあったおみやげを買ってきて下さいました。この
時、西村先生の優しさ、気配りの細やかさに触れ、未だに非常に強い印象として残ってい
ます。 

30 数年前、西村先生は世田谷の官舎にお住まいでしたが、当時の研究室全員をご自宅
に呼んで下さり、皆で楽しいひとときを過ごさせて頂きました。このことや研究室の旅行
なども含め、西村研究室での 2 年間の研究生活は、まさに私のまたとない青春時代であっ
たといま改めて思います。そして、私が困り果てた時にいつも相談に乗って頂くのが西村
先生であり、博士課程 1 年の時から今日まで、特に私の人生における節目節目において、
西村先生には大変お世話になりました。この場をお借りして改めて御礼申し上げますと共
に、今後ともご指導・ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。 

 
末筆ながら、無事ご退任の時を迎えられましたことをお慶び申し上げ、また、先生、御

奥様、そしてご家族の皆様のご健勝を心よりお祈りする次第です。 
 

（静岡県立大学食品栄養科学部・教授） 
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西村 暹先生との思い出 
 
竹石 桂一  
 
 今から５０年以上前のことになりますが、大学院博士課程に在学中の私には二人の恩師
がおりました。一人は東京大学大学院薬学系研究科における指導教員の浮田忠之進教授で
あり、もう一人は当時まだ発足して間もない国立がんセンター研究所のウイルス部室長の
西村暹博士です。当時西村先生は留学先の Dr. Khorana 研究室から帰国されて、大腸菌の
アミノ酸特異的 tRNA を精製し、その一次構造の解析などを精力的にされていました。
私が博士後期課程に進んだ時に浮田教授から、西村研究室に行って酵母のアミノ酸特異的
tRNA の精製方法を習得して来るようにとの指示をいただきました。当初３ヶ月位のつも
りでおりましたが、次第に面白い結果も出てきて、結局２年間もお世話になってしまいま
した。その結果、私の博士論文は博士後期課程における実質的な指導教員として西村先生
にいろいろアドバイスをいただきながら行った研究をまとめたものになりました。 
 １９８７年に静岡県立大学が開学した時、私はその食品栄養科学部の遺伝子工学研究室
を担当させていただくことになり、助手を一名採用することになりましたが、なかなか適
当な人が見つかりませんでした。そこで、西村先生に相談したところすぐに適切な人を紹
介して下さり、非常に有り難く、また嬉しく思ったことを覚えています。お陰で研究室を
順調に軌道に乗せることができました。このように、困った時にいつも西村先生に助けて
いただき大変感謝しております。 
 私は静岡県立大学を定年退職した後、たまたま縁があってつくば市にある農業生物資源
研究所の特別招聘研究員として２００６年から５年間つくばで過ごしました。西村先生は
つくば市にご自宅を構えられていて、当時筑波大学の TARA センターで研究活動をされ
ていらしたので、ご挨拶がてら研究室を拝見させていただこうと思い先生をお尋ねしまし
た。夕方訪問を終えて帰る時、先生は行き付けのお寿司屋さんに連れて行って下さり、そ
こで先生お奨めの「バクダン」と称するお寿司などをご馳走になりました。西村先生はお
酒類を口にされませんので、私もアルコールを控えていろいろお話しをしながらお寿司を
食べることに専念したように記憶しています。これは今では懐かしい思い出です。 
 西村先生から毎年いただく年賀状には、必ず手書きのメッセージが二言三言添えられて
いました。ところが、今年（令和４年）の年賀状はいつもと異なり、小さな活字で近況が
びっしり書かれていました。そこには、奥様が一昨年大晦日に骨折され手術されたこと
や、昨年先生ご自身も車から降りられる際に骨折されて手術されたことなど、大変な災難
に会われたことが記されていました。その後快復されて、先生は研究を続けられる強い意
欲が溢れている文面でしたので、今年の夏頃にはきっとお元気で再びご活躍のことと思っ
ていた矢先に、訃報が舞い込んで来まして非常に驚きました。 
 二人の恩師が他界されてしまった今、私は大変寂しい気持ちで一杯ですが、西村先生に
はこれまで長きにわたっていただいたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、心から先
生のご冥福をお祈りいたしております。   
 

（2022 年 10 月） 
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東銀座の日々 
 
大坪 久子 
 
 私がはじめて西村先生にお目にかかったのは、昭和 43 年の夏の終わりだったと思う。
当時、九大薬学部の修士課程の一年生だった私は、指導教官の堀内先生（現創価大教授）
から「電子スピン共鳴の技術が生体高分子間の相互作用の検出に使えないか?」というテ
ーマをいただき、研究生活の一歩を踏み出したばかりであった。当初の目標は lac 
repressor をスピンラベルして、lac operon の repressor-promotor 相互作用をみようという
ものであったが、先輩が担当していた肝心の repressor 精製がなかなか進まず、私の研究
の方向は軌道修正が必要になっていた。「タンパク質がだめなら、核酸で」というわけで
は、勿論なかったと思うが、当時発表されて間もなかった tRNATyr の 4thio Uracil の S 残
基をスピンラベル試薬で標識して、トランスファーRNA の動態を観察しようということ
になった。「若いけれど、この分野の第一人者だ。しっかり学んで来い。」と堀内先生に激
励され、薬化学教室の先輩に合成してもらった標識試薬を携えて、私は築地のガンセンタ
ー研究所生物部の西村研の門をくぐったのである。 
 当時の西村研はまさに草創の時期で、毎日毎日何か新しいことがわかっていた時だった。
原田夫妻、瀬野先生と福原さん、石倉先生と山田優子さん、村尾さん、大橋さん、そして
誰よりもユニークな実吉さんと石井さん、こういったコアのメンバーのほかに、研究室の
内外、研究所の内外を問わず多くの研究者が気軽に出入りをし、楽しげに先生と
discussion をしていた。後年、「私も大学院の頃、西村先生のところにいました。」という
人に学会その他で多数お目にかかり、西村先生の懐の深さをつくづく感じることが多い。 
 研究室での西村先生は、毎日毎日カラムに向かっていられた。逆層クロマト、DEAE、
Sephadex 等々、あの古くて寒くて暗い cold room には長さも太さも異なる様々なカラム
が、文字通り林立していた。直径 10cm 弱、長さ（高さ?）2m 弱（?）のカラムなど梯子
をかけて上らねばサンプルチャージもグラディエントのセットもできない代物で駆けだし
の私にはまるで王者のように見えて、30 年以上たった今でも畏怖感が残っている。一度
何かの拍子にその大きなカラムの中に落っことしたパスツールピペットがすーっとレジン
の中まで沈み込んでしまい、レジンを引っかき回して取り出せば犯人がばれるだろう
し・・とほとほと困り果てたこともあった。どのカラムも先生が大層大切にされ、可愛が
っていらっしゃる（!?）のがよくわかるので、まだまだおしゃべりの好きだった私たちは
「カラムは先生のお子さまのようなものよ」とか、「今度のお子さまのお名前はきっと西
村カラムだわ!」などと噂していたものである。 
 私は「西村先生」の先生たる所以は、無垢な好奇心と、あの辛口だがまさに当を得てい
る批評と、それでいていつもまわりのことを気にかけて下さる優しさではないかと思って
いる。預かりの学生だった私にも、研究が進む環境を整えて下さり後は好きなようにやっ
てごらんという懐の深さとおおらかさをお持ちであった。私は夢中になって実験し、勿論
スピンラベルは成功し修士課程を終えた。その後、西村先生のもとを去り、研究分野も
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DNA 複製から組換えへと進んできたが、学会などで先生にお目にかかる機会は何度もあ
った。はじめの頃の数年間、お会いするたびに先生は「ほら、あのスピンラベルの仕事ね、
あれあのまま、おいとくのは惜しいね。」とおっしゃった。しかしほかの対象に夢中にな
っていた私は、先生の言葉の重さを熟慮できなかった。今、若い人たちと一緒に仕事をす
る身になって、指導者が口に出して「惜しいね。」と言わざるを得ないということは一体
どういうことなのかがわかってきたように思う。「ガンセンターは研究機関であって教育
機関ではない。」と先生はよくおっしゃっていたにもかかわらず、実験をなさる先生の背
中を見、厳しい批評に触れることによって、私たちは何が本質なのかを探究する姿勢を自
然に学んだように思う。 
 

（東京大学分子細胞生物学研究所・講師） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1972年の西村研の研究室旅行（八ヶ岳を望む湖）、右端、西村先生。船の漕ぎ手、 
大坪久子。左端、木村記子（現・原田夫人）。 
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西村暹先生とても寂しくなりました・・ 
 
大坪 久子  
 

岡田典弘先生の命題は「自分のサイエンスに対して、西村先生の教えがどう影響を与
えたか」ということでした。たしかに、いつも心の中には何かがありました。何かという
のは、勿論、尊敬と感謝の念が一番ですが、それに加えて、西村暹先生の場合、科学者に
必要なのは重要性を見極める「直感」とそれを普遍化する「論理性」であり、知識の多寡
は問題ではない、必要なことは自分で調べればいいし、自分で無理なら共同研究をすれば
よい、という立ち位置でした。そして、共同研究がうまくいったときには新しい分野が拓
かれました。 

今回、改めて西村先生のエッセイ、「生きた化石のたわ言：５０年の研究からの教訓
（日本 RNA 学会誌）」を読み直しました。私の大好きなエッセイなのですが、そこでも
う一つ、とても大切な点に気づきました。それは、大学院時代の研究成果を留学先に持ち
込んだということです。「生きた化石のたわ言」には、以下のような記述があります。 

「大学院生時代に発見した枯草菌の RNase も、それをポスドクとして行った Dr. G. D. 
Novelli のところに持っていき、それを用いることで、tRNA の限定分解に成功し、新しい
研究の発展につながった。（中略） 文献上の情報は世界中の研究者がアクセスでき、そ
れから考えられる新しい研究プランは誰もが考える事である。それに比べ、自分の実験デ
ータは自分だけのもので、それに基づいた次のプランは独創的であるはずである」これは
まさしく真実です。 

そして、ここにいたって、私は 50 年前の自分の未熟さを今更のように思い返すのです。
修士課程を終えると、西村先生のもとを去り、研究分野も DNA 複製から組換えへと進ん
できたのですが、国内外の学会で先生にお目にかかる機会は何度もありました。はじめの
頃の数年間、お会いするたびに先生は「がんセンターでやった tRNA スピンラベルの仕事
ね、あのまま、おいとくのは惜しいね」 と言ってくださいました。しかし、 すでに正体
のわからない「動く遺伝子」の研究に夢中になっていた私は、先生のこのお言葉が何処か
ら由来したのか、熟慮できていなかったのです。 
人生は選択の連続です。研究テーマもそうです。私は「動く遺伝子」の研究に自分の半生
を費やしたことを誇りに思っていますし、満足もしています。 

ただ、私があの時、tRNA のスピンラベルの研究から高次構造の解析に進んでいたら、
一体どんな研究の地平が見渡せたのだろうか？ これは、よく考えることです。そして、
西村先生とも議論したいことなのですが、先生がもういらっしゃらないのが、とても寂し
いです。 

（文京区西片にて、令和 4 年、秋） 
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西村ファンの一人として、思い出の数々 
 
古市 泰宏 
 

1960 年代の後半は、日本の核酸研究の夜明けともいえる時だった。夜明けであるから、
起き出して陽が登るのを見ている人の数は少ない。当時 RNA に関する研究では、ごく限
られた先駆的研究者がこの分野を引っ張っていられ、東京では西村先生、上代（淑人）先
生、名古屋では三浦（謹一郎）先生、竹村（彰祐）先生がリーダーであった。私は、博士
課程（東京大学薬学部、浮田研究室）の学生で、浮田忠之進先生から頂いたテーマ
「tRNA の構造と機能」に関する研究を行っていた。 

浮田研究室では、すでに半数以上の助手や学生が tRNA の研究をスタートしていて、先
輩の竹石（桂一）さんはガンセンターの西村研究室へ tRNA の精製や構造解析のため常時
つめていたり、吉田（光昭）先輩は医科研の上代研究室へ tRNA 活性測定のため、ちょく
ちょく出掛けたりしていたし、助手の井村（仲正）さんは NYU の R. Chambers 博士の許
へ留学しているという具合であった。これらの先輩達から聞く出先の研究室の有様は、後
輩の学生にとって、とても刺激的で、魅力のあるものであった。西村研究室での 18 リッ
トルのポリバケツを使ったスケールの大きなフェノール抽出や、巨大な 10cm×2m の
DEAE セルロースカラムを使った tRNA の分画など“目をみはる”思いで聞いたものである。 

1969 年、学位を無事頂き、三島の国立遺伝学研究所へ移り、三浦先生と昆虫ウイルス
（蚕多核体病 ds RNA virus）のゲノム構造について研究を始めてからも、私の西村研究室
への関心は続いていた。西村先生とグループの仕事の進め方や考え方が、学生時代に引き
続き、私にとってもう“心の糧”のようになっていたのである。tRNA の中にトリス base と
同じ構造体を持つ微量塩基があり、“一切トリスを使わずに培養を含む全行程をやり直し
た”という実験やら、“アビセル（10cm×10cm）を 4 分割し、小さなプレートで迅速に 2
次元スポットを解析した”技術開発など“なるほど、なるほど”と勉強になったものである。
後年、先生がこれらの集大成を Progress in Nucleic Acid Research 誌上にレビューとしてま
とめられていられるが、この名著は今もって私の手許にある。キャップ構造中に微量塩基
7 methyl G や 2'-O-methyl nucleoside を同定した時にも、それまでの西村研ウオッチによ
り得られ、知らぬうちに心の中に熟成していた感覚が大いに授けになっていたことに間違
いはない。 

このような西村ファンであったが、西村先生とは、後年、昆虫ウイルス mRNA の 5'末
端にメチル基がついていること等を発見するまで親しくお話したことはなかったように思
う。その後、私は米国ニュージャージー州のロシュ分子生物学研究所へ留学し、そのまま
米国に停まることになったのだったが、西村先生には帰国した際にはガンセンターのセミ
ナーに招んでもらったりしているし、ニューイングランドで開かれるゴードンカンファレ
ンスでお目にかかることもあった。お会いすれば先生の変らぬ、穏やかな態度と励ましに
安堵しつつも、厳しい批判の中身に緊張する、という構図はいまになっても変わってはい
ないし、私の“なるほどナア”の感鳴に変りはない。 
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西村先生と共著で Nucleic Acid Research に一報出したことがあった。ニューヨークの街
角のコーヒーショップだったか、築地の喫茶店だったか憶い出せないが、何やらとても暑
い日に、ウイルス RNA の 3'末端配列を調べたいという希望を話したところ、先生が「そ
んなの......すればいいじゃない↓」と言って下さり、直ぐに共同研究の話はまとまった。 

サンプルは、当時私の研究室に居たポスドクのボブが作り、先生の友人の A. Kearny 博
士（米国アカデミー会員）がニュージャージーから日米癌の会があったハワイへ運び、西
村先生にはハワイから築地へ運んで頂いた。このサンプルは、日野さんが 2 次元クロマト
グラフィーで RNA の配列を決めて下さって、今では“信じられない速さ”で一報が出来て
しまった。この論文のことを、私は、とても嬉しく思っている。なんとなれば、この論文
によって冒頭に述べた日本の RNA 研究創世期の 3 巨人の先生方（上代、三浦、西村）と
共著者になれたのだったから。 

過日、萬有メルク製薬研究所へ先生をお訪ねした際、これからの日本の Science の在り
方、特に巨大な組織と資金を必要としない Science について、先生の抱負をうかがった。
そこには、研究所長としてメルクの巨大で強力な研究組織を見て来られた先生ではあるが、
基礎研究の巨大化への戸惑いと躊躇があるように思えた。「本当に良い Science は、そん
なにしなくてもできるのじゃない↑」との先生の素直な気持ちを充分理解して頷ける年齢
と経験を、私もいつの間にか積ませてもらっていた。「小さな規模だが、今後も研究を続
けるよ」と言われる西村先生が、後追いの私にはとても頼もしく見えるし、2 回目の
Retirement の後も“なるほどナア”と感心する研究を出して来られること心待ちにしている
のである。 
 

（エイジーン研究所 所長） 
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西村暹先生の御退任に際して 
 
関水 和久 
 

この度、西村暹先生の萬有製薬株式会社専務取締役御退任に際し、先生に私淑いたして
いる者の一人として、僭越ながら筆をとりました。現在私が生化学の領域で研究している
のは、西村先生に引きづり込まれたからであり、先生にお会いしなければ、おそらく私は
違う道を選んでいたと思います。 
 私が先生に初めてお会いしたのは、私が高校生の時でした。当時私は、生物マニア少年
で、生物部に属しており、ショウジョウバエを使った遺伝の実験や細菌の培養などに夢中
になっていました。物好きがあまりに度を超えていたものですから、当時の同級生の父上
で、西村先生のお知り合いの方の耳に入るところとなり、先生を紹介していただくことに
なったのです。私の親戚や知人には理科系の研究者はおらず、すでに生物学の第一線で活
躍されていた西村先生に直接お会いするということは、当時の私にとりまして、自分の将
来を決める大切なことでありました。夏の頃だと記憶しておりますが、東京築地にある国
立がんセンターの生物部長室に先生をお訪ねしました。高校生の私にとりまして、先生の
研究室の雰囲気はただまぶしく、その時の感激が昨日のことのように思い出されます。 
 西村先生は高校生の私に、いくつかのことを仰いました。それらのことは、今でも私の
頭に強く残っております。第一に、生物の研究はお金にならないということでした。「君、
生物の研究をしても、お金にはならないから、そのことを覚悟しておかなくっちゃあだめ
だよ。」と、例のかん高い声で先生が仰られたのをよく覚えております。研究は自分の利
得のためにやるものではない、という考え方は、私の脳裏に強烈に焼き付きました。第二
に先生が仰られたのは、本当に生物を理解したければ、若いときに化学や物理をよく勉強
しておくべきである、ということでした。当時私は、化学や物理は大の苦手で（現在もそ
うですが）、生物の研究には化学や物理は関係ない、と勝手に決め込んでいたものですか
ら、先生の言葉はショックでした。その後、機会があるごとに私は学生諸君には、自分が
不得意なくせに、化学や物理の重要性を説いています。もとをただせば高校生だった私へ
の衝撃が、後で私の口から出ているのだとも思われます。高校生が自然科学研究の最前線
に興味を持つことは大変大切なことです。昨今の教育環境は、当時の私のような、授業そ
っちのけの輩の存在を許さないのかもしれませんが、西村先生が私にして下さったことの
せめて一部でも、私は後輩諸君にしてあげたいと思っております。 
 その後、現在に至るまで私は、西村先生と研究室でご一緒させていただいた経験を持ち
ませんでしたが、ことあるごとに相談にのっていただきました。どの大学を受験するかと
いう進学相談に始まり、大学・大学院での研究室の選び方や就職先に至るまで、先生のご
意見を伺いました。私はその後、薬学部に進学しましたが、それは西村先生が、薬学部で
は化学や物理をしっかりやっているから、生物の研究をするためには薬学部にいったらよ
い、と仰ったのが大きな理由です。現在私は、薬学系研究科に所属しておりますが、当時
の西村先生の、薬学部での生物学研究に対する高い評価が現在でも続いているか、と少々
心配しております。 

西村先生の私に対するこれまでの御指導に対して改めて感謝いたすと共に、今後ともよ
ろしくお導き下さいますよう、謹んでお願い申し上げる次第です。 

 
（東京大学大学院薬学系研究科・教授）  
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ワトソン輪読会の思い出など ―西村暹先生を偲ぶ― 
 
田ノ岡 宏  
 

西村さんが癌研究所中原和郎先生の研究室に入られた頃のことは、今でも御健在でお
られる遠藤英也先生から伺うことができる。中原三羽烏といわれた遠藤、杉村隆、小野哲
生の三先生の研究室は戦後の貧しい時代からの立ち直りを目指した若々しい雰囲気であっ
たと伺っている。この中で生まれた杉村―西村の友情がその後の杉村体制の基盤になった
と見られる。 

西村さんはアメリカから帰国されて国立がんセンター研究所へウイルス部研究室長とし
て入られた。部長は西岡久寿彌先生で、西村研究室には瀬野悍二さんがおられた。研究所
は海軍の古い建物で、戦後はアメリカ進駐軍の病院として接収された名残が残っていた。
建物は古かったが中身は若い研究者の熱気でみなぎっていた。生化学部長だった杉村先生
の主催で、JD ワトソンの Molecular Biology of The Gene の輪読会が夜な夜な行われた。
生化学部は及川淳、川内卓、穂積本男の三室長に、藤村眞示さん、長尾美奈子さん方がお
られた。部外から西村さん、瀬野さんと私はこの会に加わることを許された。今でも書き
込みで真っ黒になったワトソンの本を見ると当時の活気さかんだった頃が懐かしく思い出
される。西村さんはいつも緻密で厳しいコメントを加えられた。私には分子生物学が始ま
りかけたその時代、この輪読会がどれほど大きな励ましと刺激になったかわからない。 

西村さんはその後多くの優れた研究業績をあげられたが、もっとも引用されたのは 8-
オキソグワニンの発見でなかろうか。実験を担当された葛西宏さんが DNA 資料や細胞に
放射線を照射された時には私もお手伝いさせて頂いた。放射線による 8-OHdG の収量は
予想したよりも低く、その検出には大線量が必要であったことが印象に残っている。しか
し、われわれが呼吸している空気そのものに DNA 酸化損傷が生じるということは、当時
Science 誌に呼吸をとめるように鼻をつまんだひとの写真が掲載されたことからでも、自
然界におけるがんリスクを考える上で大きな衝撃であった。 

後年、杉村先生が国立がんセンターを牽引されることになって、西村さんは絶えずその
傍におられてブレイン役を務められた。大変革を行った杉村体制の構想には西村さんの進
言が大きく影響していたとみられる。今頃は先に逝かれた杉村先生と肩を並べて、天国か
ら下界を眺めながら、いつものようにぼやき調を交えて、厳しい批判をしたり楽しかった
思い出を語り合っておられるであろうお姿を想像する。 

御霊よ、どうぞお安らかに。 
 

（2022 年 10 月） 
（元国立がんセンター研究所放射線研究部長、現在客員研究員）  
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西村暹先生との点と線 
 
関谷 剛男 
 
 私、東京大学薬学部の浮田忠之進先生の研究室で、卒業研究、大学院生活を送りました
が、その研究対象は転移 RNA でした。したがって、ウィスコンシン大学の H.G.コラーナ
博士、NIH の M.ニーレンバーグ博士等による遺伝コドン決定、コーネル大学の R.W. ホ
リー博士による初めての核酸構造決定としての酵母アラニン転移 RNA の塩基配列解明、
これらと機を一にしたタンパク質合成機構の研究の進展などに関して刻々の状況を新着雑
誌が届くたびにドキドキしながらたどったことを昨日のことのように思い出します。上記
の 3 博士はその功績により 1968 年にノーベル賞に輝いたのですが、コラーナ先生の研究
室でその受賞に決定的な貢献をされたのが西村先生です。ウイスコンシンから帰国され、
薬学部の記念講堂でのご講演に大変感銘を受けました。当時博士課程の大学院生、あるい
は、もう助手になられていたかもしれませんが、吉田光昭先生が「さすが西村先生だ。す
ごいだろう、すごいだろう。」とどういう訳か自分のことのように我々にやたら自慢して
らしたのが印象的でした。その吉田先生が 30 数年後の最近、万有製薬つくば研究所所長
として、西村先生の後をひきつがれたことは、何かプログラムされた人生展開を感じさせ
てなりません。 
 ところで、私ですが大学院終了後、梅澤浜夫先生が主宰され、抗生物質の発見で名高い
助微生物科学研究所の研究員となり、制がん物質の探索を行いながら、転移 RNA を遺伝
子レベルで、DNA レベルで解析したいともがいていました。国立がんセンター研究所生
物学部の部長として、転移 RNA 研究における世界のメッカとして研究を進められていま
した西村先生から、コラーナ研究室で転移 RNA の遺伝子解析をするポストドクトラルフ
ェローを探しているが挑戦してみないかとのお話をいただきました。梅澤先一生ならびに
竹内富雄所長は、大変寛大で直ちに米国行きを許してくださり、光栄にもコラーナ研究室
における西村先生の後輩となることができたのです。要所要所におけるこれら偉い先生方
のご厚意が行く先々を開いて下さることが、その後にも常であり、今更ながら心から感謝
いたしております。 
 西村先生が背後にいていただいたおかげで、コラーナ研におけるプロジェクトの遂行に
も何とか貢献でき、世界中に何百人と散らばるコラーナ研の先輩、後輩のつながり、いわ
ゆるコラーナファミリーの一員になることができました。5 年に一度のコラーナ先生を囲
んでの国際シンポジウムでますますその絆が深まり、海外に沢山の友人をもてるようにな
ったのも西村先生のおかげです。西村先生をはじめ、コラーナ研最初の日本人研究者でコ
ラーナ先生ご自慢の大塚栄子先生や、やはりコラーナ研で大活躍された早津彦哉先生など
がいらっしゃることからか、コラーナ先生は大変日本での研究生活が気に入られ、過去 7、
8 年毎年秋の一ヶ月を国立がんセンター研究所の私の研究室で過ごされるのが恒例になっ
ています。この折りには、日本の風物を愛されるコラーナ先生は、西村先生をはじめ、大
塚先生や我々の研究室の連中と一日ハイキングを楽しまれることも恒例になっています。 
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 ところで、コラーナ研でのプロジェクトを終了した私ですが、またまた西村先生から国
立がんセンター研究所の西村先生の研究室にお招きをいただき、またまた梅澤先生、竹内
先生が私のわがままを寛大にも快く許して下さり、とうとう西村先生の下で室長として仕
事をさせていただけることになったわけです。西村先生にはこれまで点としてお世話にな
っていたのが、べったりと線としてご指導いただけることになったわけです。西村研究室
での研究生活を通して、今回のシンポジウムに参加される国内外からの多くの先生方とも
お知り合いになることができました。 
 16 年前、当時の中曽根康弘首相の音頭取りで開始された、対がん 10 カ年総合戦略研究
事業の一環として、当時、所長をなさっておられた杉村隆先生のご尽力で国立がんセンタ
ー研究所に腫瘍遺伝子研究部が創設され、杉村先生、西村先生の後押しで、この部のお世
話をすることになったわけです。両先生の叱咤激励をいただきながら、本年 3 月無事役目
を終えることができましたが、これまた偉大な先生方のご厚意があってはじめて、役目を
全うできるということをここでも改めて肝に銘じた次第です。ところで、この上なく優秀
な秘書であり、コラーナ研究室でも仕事をされた二瓶賀世子さんには、西村研究室を通過
していかれた数多くの研究者がお世話になりました。二瓶さんが、秘書の腕を磨くために
米国へ武者修行というのも西村先生ならではのご配慮でした。西村先生のもとで様々なこ
とを学ばせていただきましたが、その多くは、二瓶さんを通してでありました。腫瘍遺伝
子研究部を立ち上げる際にも二瓶さんには大変お世話になりました。国際シンポジウムの
運営の仕方、研究費の申請から報告の仕方、学会誌の編集の仕方などなど研究室を運営し
てゆくための実務は二瓶さんに教わりました。西村先生に感謝申し上げますとともに、二
瓶さんにも心より感謝申し上げます。 
 実は、私の女房は西村先生の大ファンであります。偉大な先生に対して大ファンとは、
少々申し訳ない言い方ですが、国家公務員の給料は安すぎるだとかのグチなども気兼ねせ
ずに申し上げることができる大変気さくな先生であり、弟子たちの行く末にも大変心を配
ってくださる優しい先生であると、大ファンなのであります。これからも、様々な局面で
西村先生にはお世話になりっぱなしになることと存じますが、どうぞよろしくご指導ご鞭
撻いただけますようお願い申し上げます。 
 

（医藥品副作用被害救済·研究振興調査機構研究顧問 
元国立がんセンター研究所腫瘍遺伝子研究部 部長） 
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西村暹先生の御訃報に接して 
 
村上 善則 
 

西村暹先生の御訃報に接し、心より哀悼の意を表します。突然のご訃報が届いた 9 月９
日、私は 9 月 29 日－10 月 1 日に横浜で開催する第 81 回日本癌学会学術総会の学術会長
として、準備に明け暮れていました、長年ご指導を頂き、最近まで日米の癌学会に精力的
に出席され、辛口のコメントも含め、真の意味でサイエンスを楽しんでおられた西村先生
に、是非、今年の癌学会を見て頂きたかったのにと、どうにも残念な気持ちで一杯でした。    
ご手術の後もお元気に回復されたので、今でも信じられませんが、思い返せば 2020 年以
降、直接お目にかかれていないことに気づき、改めてコロナ禍が恨まれてなりません。 
私は 1985 年夏、国立がんセンター研究所に新設された腫瘍遺伝子研究部に採用された時、
関谷剛男部長に連れられて、初めて西村先生にご挨拶に伺いました。関谷先生が西村研究
室から独立されたこともあり、最初はジャーナルクラブも二部合同で行っていました。西
村研究室には、葛西先生、口野先生、大木先生、田矢先生など錚錚たる先生方が居られ、
毎回、喧々諤々の議論となり、東大病院での研修を終えて内科に入局した直後の自分には
非常に厳しい基礎研究の世界で、身が竦みましたが、極めてハイレベルの議論から多くの
ことを学びました。またゲル作成から手動の di-deoxy 法が最先端だった時代に、自動
DNA シークエンサーの開発研究がなされていたことも驚愕でした。科学とそれを支える
技術のすべてを統括されていた西村先生は本当に雲の上の存在でしたが、がんの臨床の疑
問など、気軽に話しかけて下さる大変温かい先生でもありました。また、当時は海外出張
の報告会を研究所で行っていましたが、西村先生が 20 分程度でまとめられる米国癌学会
の報告があまりに素晴らしく、自分で現地に行っても、これだけの理解は絶対得られない
と感動したことも忘れられません。その他、独身だった自分は公私にわたり、先生に大変
お世話になりました。あのお忙しい中で、バラを育てられ、また、私の留学先でもあるユ
タ州グレートソルトレイクにラジコン飛行機を飛ばしに行かれたという、ご趣味豊かな生
き方も尊敬して止まないところでした。つくばの万有製薬研究所に異動されてからも、折
りに触れて私の研究を励まして下さり、万有の研究所にセミナーでお呼び頂いたことも懐
かしく思い出されます。 
先生は 80 歳を超えても大変お元気で海外にも出張され、私はハワイの日米癌会議や米国
癌学会など、海外で先生にお会いして、ゆっくりお話しすることが多かったと思います。
これらの学会、また高松宮妃国際シンポジウムで、先生ほどサイエンスの細部とマクロの
研究動向の視点が冴えわたっておられる方を私は他に存じ上げません。今年の癌学会、コ
ロナ禍で現地開催かオンラインかを迷って、原則国内現地開催としましたが、西村先生な
らどんなご感想を持たれたか。「やっぱり議論はオンサイトでないとダメだよ、村上さん。
現地で出来て良かったですよ。でも、教育の講演はね、アメリカの大学の分子生物学の講
義なんて、ほとんどオンラインだって言うんだよ。これからは学会も随分変わっていくん
じゃあないかい？」といったお言葉を、もはや拝聴できないかと思うと、本当に寂しい限
りです。 
今までのご指導に深く感謝致しますと共に、先生の御冥福を心からお祈り申し上げます。 
 

（2022 年 10 月） 
（東京大学医科学研究所）  
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私もまた RNA から癌研究へ 
 
田矢 洋一 
 
 私が国立がんセンター研究所の西村先生の所で研究を始めたのは、大学院の博士課程に
進学した 1971 年であった。東大理学部生物化学科で修士課程の時まで指導教官であった
江上不二夫先生が定年退官されるので、tRNA を少しいじっていたことが縁となって、も
っと本格的に tRNA の研究をしたいと思い、すでに世界的に評価の高かった西村研究室を
希望したのであった。それ以来、2 年間のベルギー留学を含めて 21 年の長期間に渡って
在籍させていただいたことになる。 
 私は西村研の優等生ではなく、西村先生にとっては本当はかなり扱い難い弟子であった
ろうと思っている。しかし、自分が本当に興味をもったことしかやらないし、また、命令
してもその通りに動くような男でないことを見抜いて、西村先生は私を積極的に放任され
たのであろうと思っている。かくして、西村研の主流でなかった私は、いつも 1 人か 2 人
の少人数で、西村研の中心課題でなかった研究をずっと続けることになる。 
 最初の頃は tRNA メチル化酵素などの修飾酵素の研究を行った。しかし、これが縁とな
って、tRNA 中にも存在するサイトカイニン（イソペンテニルアデニン）の生合成機構を
筑波大学の田仲可昌さんとの共同研究で細胞性粘菌を用いて研究するという機会に出会う。
この研究は大変順調に進み、重要な植物ホルモンでありながらその生合成機構が不明であ
ったサイトカイニンの生合成の出発物質が意外にも 5'-AMP であるということを解明して
Nature に掲載されるという成果に結びついた。この研究は、今でも私が最も愛着を感じ
ている研究である。 
 私がベルギー留学から帰国した 1982 年 11 月は、あの有名なワインバーグらの ras 遺伝
子の点突然変異の論文が出た直後であった。この頃は私の興味も西村先生と一致し、これ
以来、私は癌遺伝子や癌抑制遺伝子の研究に転向することになる。私はその後、1989 年
に、RB 蛋白質がサイクリン依存性キナーゼでリン酸化されるということを見出す。自分
ではこれは細胞癌化の本質的な所に関与するリン酸化だと思ったのだが、日本の癌研究者
の圧倒的多くの人にはまだその意義を理解してもらえる状況ではなかった。その後、5 年
ほど経てからやっと多くの研究者は RB 蛋白質リン酸化の重要性を認識しだす。それにも
かかわらず、私は 1989 年の 11 月に行われた高松宮妃癌研究基金国際シンポジウムでの演
者に選ばれた。西村先生も細胞周期は全くの専門外だし、十分にはその意義を理解できな
かったはずであるが、何となく重要になりそうなことを感じ取って下さって、私が演者に
選ばれるようにサポートして下さったのだと思っている。 
 4 年ほど前からは p53 のリン酸化の研究も始め、それも世界的なブームとなって行くの
だが、これらはいずれも蛋白質の修飾の研究であり、私にとっては、かつて行っていた
tRNA 修飾酵素の研究と類似したものに思えて、気軽に始めることができたものであった。 

こう振り返ってみると、私もやはり RNA から癌研究への道を歩んできたのであった。 
 

（国立がんセンター研究所生物学部 室長） 
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自由な雰囲気での研究生活 
 
葛西 宏 
 

私は昭和 48 年－50 年、大学院生および微生物化学研究所研究員として、また昭和 53
年－平成 4 年、研究所生物学部研究員としてお世話になった。西村研究室の暖かさ、厳し
さの中で指導を受けた。当時、研究室のテーマは tRNA であった。私の専門は有機化学で
あったので、Q等の修飾塩基の構造決定は大変魅力的な研究テーマであった。毎週火曜日
の夕方から始まるジャーナルゼミでは蕎麦を食べながら分子生物学の最先端の話に接した
が、私にとっては難解で、当番のときは苦労したのを覚えている。菅平、霧積温泉への部
屋の旅行は大変楽しかった。 

コロンビア大化学教室へ留学して帰国した後は化学発癌に関連した研究をすることにな
った。当時の生化学部、杉村隆部長らと焼け焦げ中の変異原を分離することになった。幸
運にも 2、3 の新変異原を見い出し構造を決定する事ができた。私にとって幸せだったの
は、その時その時で、自分の興味と一致したテーマで研究できたことだ。そしてその成果
が研究室の大きな研究の流れの中で微力ながら役に立ったことだ。 

1983 年、偶然の実験結果から 8-ヒドロキシグアニンという DNA 損傷が見つかり活性
酸素による発癌機構の研究の発端になった。これも当初から活性酸素をねらってやった訳
ではなくごく簡単な化学的実験による結果であった。ここでも自分の特技が生かせてうれ
しかった。がんセンター在籍中に健康十訓というテレフォンカードが職員に配られたこと
があった。健康十訓;少肉多菜、少塩多酢、少糖多果、少食多盟、少衣多浴、少車多歩、
少煩多眠、少怒多笑、少言多行、少欲多施（横井也有）。これらのかなりの項目が偶然に
も活性酸素に関連することがわかった。そしてがん予防法にもなる。 

西村研究室在籍中に何人もの海外からの著名な研究者（J.A. McCloskey, H.J. Gross, M.H. 
Chung, A. Grollman, L.A. Loeb, etc.）と接する機会があったことも貴重な体験であった。
私の研究生活は不安と共に始まったが、西村研究室という、私にとってはレベルが高いけ
れど、暖かく自由な雰囲気の世界に入れていただいたからこそ、研究の面白さを知ること
が出来たと思っている。 
 

（産業医科大学 教授） 
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西村研究室の思い出              
 
葛西 宏 

 
私は、昭和 48～50 年、大学院時代および微化研研究員として、また昭和 53 年～平成 4

年、がんセンター研究所職員として在籍し、西村先生の暖かさ、厳しさの中で良き指導を
受けた。 

研究室のテーマは tRNA で、化学が専門の私にできることは修飾塩基の構造決定であ
った。初日に西村先生より未知修飾ヌクレオシド Q について説明を受けた。原田さん、
大橋さんにより Q の分離が既に始められていた。巨大なイオン交換カラムを使い、Q の
分離を 5 回行ったことが実に懐かしい。そしてその頃の最終的精製法はペーパークロマト
グラフィーであった。ユタ大のマクロスキー博士により質量分析が詳細に行われた。しか
しなかなか構造は決まらず、私自身は Q の分解反応を調べ、また結晶化を試みた。大量
に分離された Q を用いて当時最先端の 220MHz の NMR 測定をカリフォルニア大に依頼
した。最終的には、デアザグアニンという特異な骨格と大きな側鎖を持つ構造が推定され
た。私はこの研究に途中から加わったにもかかわらず筆頭著者として論文を発表させてい
ただき、また学位取得できたことに関し西村先生には厚く御礼申し上げたい。 

海外留学し、帰国後の事情は一変しており、次第に発がん関連の研究に移行した。分析
装置も高速液体クロマトグラフィーに変わっており、サンプル注入後、次々に現れるピー
クの UV スペクトルを瞬時に見ることができる装置が導入された。西村先生はその装置
がご自慢で、ご自身楽しまれ、熱心に修飾塩基の実験をされていたことを思い出す。 
昭和５８年、発がん物質は DNA と反応するという基本原理に基き、加熱した糖によるに
よるグアニン修飾を調べた所、偶然 8－ヒドロキシグアニン（8-OHG）という DNA の修
飾塩基が見つかり、活性酸素による発がん機構の研究が始まった。この発見には西村先生
より手ほどきを受けた tRNA 分析技術と、新しい分析装置による解析が大いに役立った。
その後 8-OHG が多方面から研究され、変異誘発、修復酵素といった生命現象との関係が
明らかになり、また発がん過程で DNA 中に増加することもわかった。最初、試験管内の
反応として見つかった 8-OHG が、その後世界的に一定の評価が得られるまで発展してい
ったことは喜ばしい。 

私の研究生活において、変転したそれぞれのテーマが私自身の興味と一致したことを
幸せに思う。そしてその成果が、西村研究室の大きな研究の流れの中で、役立ったことは
有り難いことである。 
異分野から入ったが故、不安と共に始まった研究生活、しかし西村研究室という最先端の
研究の場に在籍させていただいたからこそ、面白い研究を続けることができたと思ってい
る。        
西村先生に心より深く感謝申し上げる。    
 

（2022 年 10 月） 
（産業医科大学名誉教授） 
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Q 生合成の解明の頃 
    
岡田 典弘 
 
博士課程に進学して一年が過ぎようとしていたが、データらしいデーターは出ず、鬱屈し
ていた。1976 年の初めの頃である。東大に入学するのに１年浪人していたし、本郷に進
学するのに２年も留年をしていたので、もう 28 歳になっていた。ある日、西村暹先生が
Farkas の 1973 年に発表された tRNA のグアニル化の論文（1）を持って、実験室にやって
きて、「この論文面白そうだから、追試してみない？」というのである。「Q の生合成に何
か関係があるかもしれない。」Farkas の論文には、ウサギの網状赤血球を使うと放射能で
標識されたグアニンが tRNA 中に取り込まれるということが述べてある。「オリゴヌクレ
オチドに放射能が存在するので tRNA の内部に取り込まれるようだ、一体何が起こってい
るのだろう？」当時の西村研究室の利点は大腸菌のすべての精製した tRNA が揃っていた
ということである。そこでこの鶏の網状赤血球の粗抽出液を酵素として用いて、どの
tRNA がグアニンの取り込みの基質になるか調べてみた。そうすると面白いことに、His, 
Tyr, Asp, Asn の４種の tRNA のみにグアニンが取り込まれた。Q が存在する tRNA のみが
基質になったのである。そこからは仕事は早かった、放射能が取り込まれたオリゴヌクレ
オチドを生成して、部分分解法で配列を決定して、取り込まれた標識されたグアニンが
tRNA 中の Q 塩基と塩基の交換反応で取り込まれたことを証明したのである。最終的にこ
の塩基の交換反応が証明されるまでの数ヶ月間は、「本当に塩基の交換反応などというも
のが起こるのだろうか？」という自問自答の毎日であった。こんなことが本当に起こり得
るかもしれないと思っていたのは西村先生と実験をやっている当の本人だけであったろう
と思う。８月ごろには全てのデータが揃い、１０月には NAR に論文が出版されている(2)。 
  次の問題は、この現象の本体が何かということをいかにして攻めるか、ということで
ある。これを考えあぐねていた夜、ふとこのような活性が大腸菌にもあるのではないかと
思い付いた。そこでいてもたっても居られなくなり真夜中に研究室に戻り大腸菌を培養し
て、朝早くそれをすりつぶしてグアニンの取り込み実験をしたところ、なんと大腸菌に非
常に強い活性が認められたのである。ただ大腸菌の tRNA は基質にならず、Q を持たない
酵母の tRNA だけが基質になる。観察されたのは、Q と G の交換反応ではなく、G と G
の交換反応である。勇んでそれを西村先生に報告したところ、「いよいよこれは Q の生合
成だね」と言われた言葉が今でも耳に木霊している。部下の仕事の全体に対する透徹した
理解、このような言葉が如何に部下を encourage させるか、あと約二年弱の残りの期間こ
の言葉を頼りに朝から夜遅くまで研究に励むことになる。実際、グアニンが塩基の交換反
応でポリヌクレオチド鎖に取り込まれるというような反応は Q の生合成に関係があるか
もしれないが、この反応だけでは生物学的に意味をなさない。この酵素の真の基質が別に
あるはずであり、それはどのようにしたら見つけたら良いか？あれこれ考えているうちに、
Katze が、メチオニン酸要求性の rel-の変異株で Q の生合成が不完全であるという報告を
しているのに出会った。早速大腸菌を放射能存在化で培養して、標識された tRNA を単離
して、いくつかの異なった Q の前駆体が tRNA 中に貯まることを証明した。メチオニン
の濃度を変えることによって最初に出現する可能性の高い前駆体を推定し、その構造を決
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定した(3)。これが preQ1 であり、これが真の基質ではないかと想定した。この想定に基
づき、西村先生が名古屋大の後藤俊夫教授に共同研究を申し込み、preQ1 塩基を合成して
もらった。種々の実験でpreQ1塩基がグアニン取り込み酵素（TGT）の真の基質であるこ
とが最終的に証明された(4,5)。博士課程を終えるまでの約2年ちょっとの間は馬車馬のよ
うに実験をして極めて productive な毎日であった。この期間、8 報の第一著者の論文を出
し、その後約 1 年の米国留学ののちに筑波大の講師として赴任し新しい研究を開始した。 

40 年も前の話である。全 DNA の転写という常識に反した実験を筑波大で始めた時に
は、この研究は上手くいけば新しい分野の発見に繋がるという予感があったし、実際これ
はレトロポゾンという大きな分野の創成につながった。その期間中も、西村先生は常に面
白いと言ってくださったし、つい 7 年前に、東工大を定年後移った国際科学振興財団で漢
方薬の研究を開始した際も、西村先生は最も良き理解者であった。今まで科学として手が
つけられなかった未病という状態をイントロン・リテンションという形で記述できる事を
示した我々の最初の漢方薬の論文では著者として参加していただいている（6）。これまで、
さまざまな研究にチャレンジしてきたが、いつも西村先生の「いよいよこれは Q の生合
成だね」という言葉が木霊していたような気がする。「他の誰もが判らなくても岡田さん
の研究の面白さは自分は良く知っているよ」という声がいつも聞こえていて、これに励ま
されてこれまで 40 年間研究を続けて来れた気がする。西村先生、本当にほんとうに有難
うございました。 
 
（1）Farkas,W.R. et al. The guanylation of transfer RNA: An enzymatic reaction. BBA 294, 94-105 (1973) 

（2）Okada, N., Harada, F. and Nishimura, S. Specific replacement of Q base in the anticodon of tRNA by guanine catalyzed  

by a cell-free extract of rabbit reticulocytes. 3, 2593-604. (1976) 

（3）Okada, N. et al. Structure determination of a nucleoside Q precursor isolated from E. coli tRNA: 7-{aminomethyl)-7- 

deazaguanosine. 5, 2289-96 (1978) 

（4）Okada N. and Nishimura S. Isolation and characterization of a guanine insertion enzyme, a specific tRNA transglycosylase, from  

Escherichia coli. J. Biol. Chem. 254, 3061-6 (1979) 

（5）Okada N., Noguchi S., Kasai H., Shindo-Okada N., Ohgi T., Goto T. and Nishimura S. Novel mechanism of 

 posttranscriptional modification of tRNA. - insertion of bases of Q-precursors into transfer-RNA by  

a specific transfer-RNA transglycosylase reaction. J. Biol. Chem. 254, 3067-73 (1979) 

（6）Okada N, Oshima K, Iwasaki Y, (11 authors), Nishimura S. Intron retention as a new pre-symptomatic marker of aging and its 

recovery to the normal state by a traditional Japanese multi-herbal medicine. Gene 794 (2021) 

(2022 年 10 月) 

 

 

 
  



100 
 

Made-in-Japan の研究 
 

岡田 典弘 
 
 私が西村暹先生の研究室で、東京大学の薬学系研究科修士課程の学生として研究を開始
したのはもう 20 年以上も前のことである。日本のサイエンスの状況は現在と全く異なっ
ていたし、サイエンスを巡る人的・経済的な状況も現在のバブルとしかいいようのないよ
うな場所から見ると、若い人には殆ど想像ができないに違いない。生物学の研究は 1980
年頃を境にして、DNA 塩基配列の決定法の発見を契機に一新し、研究のスタイルや質が
激変した。何時だったか村松正実先生が的確に指摘されていたように、1980 年以前のサ
イエンスを BC (before cloning)時代、1980 年以降を AD (after DNA)時代と呼ぶことは適
切であると思われる。私は 1978 年に博士号を取得しているので、博士論文のテーマは BC
時代に行い、職を得て一人前の研究者として AD 時代に船出をしたということになる。わ
れわれの世代が良くも悪くも、研究者としてそのスタイルを決定する博士論文を作成する
時代のすべてを BC 時代として生きた最後の世代である。 
 学生の視点からサイエンスの世界を眺めていたのでどれほど正確かは分からない。しか
し、BC 時代においては学生の目から見てもサイエンスの質と量、研究費の額のアメリカ
と日本の差はあまりにも大きく、中原中也の詩ではないがそれこそ「無限のまえで腕を振
る」という感じで、日本で独創的な研究をするという台詞が白々しく聞こえるほどであっ
たと思う。そのような時代にあって、日本で科学者として如何に生きるかという西村先生
の戦略は極めて明瞭であった。西村先生がアメリカ合衆国留学時代に Khorana 先生の下で
行った遺伝暗号解読の研究が Khorana 先生のノーベル賞受賞に大いに貢献したということ
は周知のことであるが、西村先生は日本に帰国後、遺伝暗号解読研究の継続として、
tRNA の研究を開始され、tRNA 中には普通の 4 塩基の他に微量塩基成分がありこれが遺
伝暗号の解読に決定的に重要であることを認識され、この研究に当時は殆ど全精力を費や
すようになるのである。ここが非凡なところである、と私は思う。西村先生ほどの秀才で
あり、がんセンターという資金的にも恵まれた所に在り、アメリカにこれほど多くの知己
がある先生にしてみれば、もうすこし派手な研究に着手しても良いのではないか、と考え
ても無理のない所だと思う。西村先生は、BC 時代にあって日本で独創的な研究をするこ
との困難さを良く知っておられた。アメリカ人にはまねのできないところまで微に入り細
に入り研究を深めることにより、独創性と普遍性を獲得するのだ、という先生の信念は、
アメリカの研究水準の高さ、欧米人の研究者としての思考の確かさを熟知した上で、もと
もと科学的な土壌の乏しい日本人が如何にサイエンスを行うか、という言わば日本人科学
者にとっては永遠の課題に対する先生なりの解答なのであった、と思う。tRNA の微量塩
基成分という研究分野は、日本で発祥し、機能の問題と共に発展させられ、現在も渡辺公
綱氏や横山茂之氏らによって引き継がれている。 
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 1973 年の春から（当時先生は 42 歳）、1978 年の春までの 5 年間の西村研究室での研究
期間中に、私は微量塩基成分 Q の生合成機構解明の研究に携わったのだが、幸い面白い
結果を出すことができた。これは塩基がポリヌクレオチド鎖上で塩基の挿げ替え反応をす
る最初の例であったし、実験をしていて「こんなことが起こりえるのだろうか?」という
いつも自問自答の中にいたことを懐かしく思い出す。実験科学者は面白いデータを出すこ
とによって成長する。Q の研究をはじめたのは最後の 2 年間であり、それまでは何をやっ
てもうまくいかなかった学生があれよあれよという間に成長をしていく過程を私も実感し
ていたし、多分対外的にもそのように見えたに違いない。Q生合成解明のクライマックス
のころは大体夜の（朝のといったほうがよいかもしれないが）2 時ごろまでは実験をして
いた。データをそろえて机の上に整理して置いておく。翌日 9 時ごろ私が実験室に行くと、
西村先生が既にデータを見ていて「それでは次にこういう実験をしよう」と提案される。
その内容が、一晩の間私が明日はこういう実験をしなければと考えていたことと一致して
いることを見出したことの幸福感というのは研究をやっている学生冥利に尽きるといえる
と思う。その後筑波大学で独立して自分のテーマで研究をするようになったので、ボスと
一緒に未知の現象の解明に挑んでいるのだという一体感・幸福感はあれ以来一度も経験し
たことがないのである。 
 弟子は師の価値観の下で生きる。意識するしないにかかわらず、そのように生きざるを
えないのだと思う。筑波大学で自分の研究をはじめた時の私は、日本で科学者が如何にし
て独創的でありうるかという問いに対して西村先生が与えた解答を知悉していた。「自分
の発見に固執し、微にいり細にいり徹底的に深めること」。筑波大学の講師になって暫ら
くして私はひょんなことから、全 DNA を転写してみるという実験を始めたのだが、私に
はこれが一つの分野の創出に繋がるという予感があった。そのときに、これを面白いとい
ってくれたのは先生だけであったと思う。この研究は幸いにレトロポゾンの tRNA 起源の
発見や系統関係に関する応用などに結実することができた。時代は AD 時代に変わって久
しく、彼我のサイエンスの差は一見縮まったかに見える。しかし本当に日本でやってもア
メリカでやってもサイエンスは同じであり、Made-in-Japan の研究というようなことを考
える必要はもうないのだろうか?私には日本人が日本語を話し「日本人としての同一性を
意識しつづける限りなくならない、これは古くてしかも新しい課題であると思っている。 
 

（東京工業大学大学院生命理工学研究科 教授） 
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西村先生には人生の岐路で二度助けていただいた。 
感謝してもしきれない。 
                                   
山本 伸子 
 
 私は仙台市郊外の田舎で育った。父の転勤で東京の高校に通うことになり、1 年生の時
に、たまたま核酸化学を研究テーマにしていた非常勤の先生から DNA とセントラルドグ
マについて教わった。生物といえば分類学の時代で数学の好きな私には縁遠い学問だっ
た。しかし、たった 4 種類の物質の並び方で生命現象を統一的に理解できるのかもしれ
ないと考えると、私はすっかり夢中になってしまった。ところが高校 2 年の時に仙台に戻
り地元の東北大学に入学したが、核酸化学を学べる学部はなかった。量子化学を専攻し、
大学院に進学して論文も出したが、核酸化学への恋は諦めることができなかった。 
 そこで、博士課程 2 年次、結婚して夫が東京の企業に就職したのを機にｔRNA 研究の
第一人者である西村先生に手紙を書き、研究生として勉強させてほしい旨お願いした。当
時は、女性が大学院に進学するだけでも親戚中から「何様になるつもりか」「結婚しない
のか」と非難轟轟。夫の研究を支えるために妻が働くという図式はよくある話だったが、
夫が就職して妻がその薄給で学業を続けるというのは非常識だと四面楚歌状態だった。私
は必死だった。そんな私を西村先生はあっさり受け入れてくれた。 

私の研究テーマは酵母ミトコンドリアｔRNA 中の微量塩基の構造決定で、山泉先生に
指導していただいた。毎日 500ｇのパン酵母をすり潰し、遠心分離機でミトコンドリア画
分を抽出する。この工程を繰り返してミトコンドリアを集め、そこからｔＲＮＡを抽出し
た。ところが、どんなに注意深く抽出しても取れるのは細胞質由来のものばかり。途方に
暮れたある日、フランス語の論文を見つけ出し、まるで暗号解読のように読み解くと、Ｒ
ＮＡ阻害剤を添加するとよいことが分かった。ミトコンドリアｔRNA の量は極めて少な
いので、カラムにかけられる量を得て、さらに微量塩基までたどり着くのは重労働だっ
た。その後の構造決定は専門領域なので問題なく進めることができた。 
葛西先生と塩見さんが行っていた発がん物質の構造決定や発がん機構の研究も化学領域な
のでなじみがあり、セミナーで紹介される論文も何とか理解することができた。しかし、
関谷先生や口野先生が行っている遺伝子配列に関する研究は全くの専門外。セミナーの内
容も難しくてついていける状態ではなかった。何とか少しでも理解できるようになりたい
と南浦和から有楽町までの京浜東北線の 1 時間は私の勉強の場だった。また、先生方の
下で研究している渋谷さん、根本さん、森さん、羽生さん達は粘土でガラス板を固定しア
クリルアミドを注入してゲルを作製して電気泳動を行っていた。塩基配列を決めるという
時代の最先端の研究。ちょっとうらやましい気がした。 
 生活は苦しかった。外食はおろか形のある肉すら購入できず、ひき肉と野菜の食事がや
っとの極貧状態だった。しかし、西村先生が国際会議から帰国された後のセミナーで、
「この研究はまだ Nature にも載っていないのだけどね」と前置きして話される海外の湯
気の立つような情報に接すると、「一体、これまでの私の研究はトップから何周遅れてい
たのだろうか？トップを走る人には見える景色が違うのだろうな」と思った。そんな研究
の日々は大いに刺激的で楽しかった。いよいよ学位が取れる見通しが立ったが、就職は皆
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無。家事を分担してくれていた夫にこれ以上甘えるわけにはいかず、私は家庭に入って子
供を産み育てる覚悟をした。 
 大きなおなかで実験ノートを整理していた 3 月末、西村先生がニコニコ顔で日本学術振
興会の奨励研究員のポストが回ってきたことを伝えてくれた。窮すれば通ずで、わずか
10 万円の給料とはいえ、産休明けの保育園料を賄うには充分であった。何とか 2 年間の
研究生活を続けられることになった。 
 ところが、4 月に入って突然西村先生に呼ばれ、「いまだかつて、子育てをしながら研
究を続けられた人はいない。あなたは家も遠いのだから無理だ。休んでばかりいるとほか
の研究者のモラール低下になるから辞めて欲しい」と言われた。世の常識からすれば当然
のことである。しかし、3 月末の先生の対応とは大違い。誰か上の人に言われたのかもし
れないと思った。「子供を産んで、やってみて駄目だと感じたら、すぐに私の方から申し
出ます」とお願いして時間をいただいた。長女は共働きの子供としては模範的な丈夫な子
で、熱を出すのは金曜日の夜、日曜日の午後には平常に戻っていて、突発性発疹のような
病気も長期連休の前日に発症するという親孝行な娘だった。夫は毎日保育園の送り迎えを
してくれた。だから子供が生まれても仕事を休むということは一度もなかった。 
 それを見た先生は、国内外からの訪問者に「この人は、ご主人が保育園の送り迎えを全
部やってくれて研究を続けている人です」と私を紹介してくれた。そして先生は「僕は妻
のキャリアを中断させてしまった。それを申し訳なく思っている」と私に何度も語ってく
れた。もしかすると、その後悔が私の応援につながっていたのかもしれない。 
 その後、キヤノンに就職した。国立がんセンターでは女性を理由に差別されることは全
くなかったが、民間企業では女性研究者は珍しく、常にパワハラを受け続けた。学会発表
も制限され、研究費がもらえないこともあった。しかし、私は研究が続けられることが嬉
しく、電子デバイス用に開発され放置されていた化学物質の中から新しいインターカレー
ターを発見したり、インクジェット技術を利用した DNA マイクロアレイの開発を行っ
た。DNA マイクロアレイでは、自動化装置の開発も含め新規事業として社内で承認され
たが、最終的には中止させられてしまった。でも、多少なりともバイオで成果を出せて、
やっと長年応援してくれた西村先生に少し恩返しができたように思っている。 
 キヤノンを早期退職後、臨床心理士と公認心理師の資格を取り、現在心理カウンセラー
として働いている。女性からのセクハラ、パワハラ等の相談も多く、女性の立場は 40 年
前から一向に改善されていないと感じる。そしてその時、「2 人の娘がいて、好きな研究
も楽しめた自分は幸せだなぁ」とつくづく感じるのである。 
 
西村先生、本当にありがとうございました。         
 

(2022 年 10 月) 
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西村 暹先生の思い出   
 
 島 礼 
 

残念ですが、西村先生ががんセンターの５階にいらした時、私は７階のウイルス部に
いたので、直接教えていただくことはできませんでした。しかし当時のウイルス部は、下
遠野邦忠先生、原田文夫先生、加藤宣之先生、竹内康裕君など RNA 研究者のたまり場で
したので、それに紛れてお顔を覚えていただいたように思います。今、一番に思い出され
るのは、西村先生の最終講演です。研究所の一階の大会議場は黒山の人だかり。なんとか
後の方に潜りみました。tRNA,8-OH-G,変異RASの構造の話もされましたが、はっきりと
記憶に残っているのは、ずらっとBBAへの論文リストが並んだtRNAのスライドでした。
「今は Cell に出すことが大事だと言われているが、BBA のような雑誌にきちっとした論
文を報告することも同じく大事だ。」ということをおっしゃいました。なぜ覚えているか
というと、田舎から出てきた私は、がん関係のデータが出ず辛い毎日だったからです。唯
一救いだったのは、以前大学行った生化学の仕事が BBA にでていたことで、尊敬する西
村先生が BBA に出されていたのだから、地味だけど真面目にやった生化学の仕事もやは
り大事なんだ（レベルが違いすぎますが、、）と思って自分を慰めたことが思い出されます。 

その後、たしか学会の懇親会で声をかけていただいた時の事です。先生はすでに、一線
を退いていらっしゃいました。その時、楽しそうに、「かならず毎日実験をしている。朝
一番に HPLC の電源を入れて実験をしているよ。」と話されたのにびっくりしました。私
は管理職になってしまっていましたが、これはまずい。と思い自分で実験をするこにしま
した。私の場合は、マウスの世話だったので、比較的すいた時間でできたので、実験をし
たとは言えないのですが、それでも西村先生に負けないようにと思い。毎日やりました。
もちろん次にお会いした時は、「私も先生に負けず毎日実験しています。」と申し上げまし
た。また、毎年頂いた年賀状には先生が投稿準備中の論文のことが必ず書かれており、や
はり負けられないなと思った次第でした。先生のお姿で忘れられない光景があります。先
生は、最近まで AACR でも出席されていらっしゃいましたが、たまたまある時、帰りの
飛行機で私（もちろんエコノミー）の３列後が先生の席でした。文化功労者の先生が、狭
い席に体を曲げて横になられているのを見て頭が下がりました。常にご自身が自ら先頭に
立って我々を鼓舞してくださいました。 

私の現役時代机の前に貼っていたものがあります。先生が、万有の研究所長時代の体験
をもとに書かれ、生化学雑誌のアトモスフェアー掲載された文章『創薬研究の難しさ』生
化学第 80 巻 2008 は、創薬研究は総合科学である。として、すべき項目を６つ挙げられ、
(1)ターゲット分子の同定(6)遺伝子改変マウスなどを用いた薬効の確認を挙げられ、それ
は基礎研究者が貢献できる余地が十分にあり、それ以外の分野は企業との協力が重要とあ
りました。先生が基礎研究と創薬現場の両方で先頭に立ってこられた先生のご経験に裏打
ちされた提言でした。「各人が自分の研究を地道に進めていけばいつか新薬の開発に結び
つく。」研究所の若いメンバーにはいつもこれを見せていました。もちろん、今の AMED
事業などに大きな影響を与えた考え方になったと思います。 

先生には、感謝の気持ちでいっぱいです。         
                                （2022 年 10 月） 

（前宮城県立がんセンター研究所長） 
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西村先生を偲ぶ会に寄せて 
 
坂本 裕美 
 

私は 1979 年３月に日本女子大学理学科より卒論研究でがんセンターに通うことにな
り、当時の生化学部佐藤茂秋部長の元、中易教江先生にご指導いただきました。生化学部
は、所長になられた杉村隆先生の出身の部署であったため、Work Conference も Journal 
Club も、いつも杉村先生がいらっしゃって、ピリピリしてもいましたが、桜の季節には
みんなでお弁当を持って浜離宮に花見に行ったりもしていました。現在の前の前の研究所
の建物で、海軍病院（海軍軍医学校）だった建物と聞いています。卒論研究が終わった
1980 年４月からはがんセンターに就職し、私ががんセンターに来るより４か月程前にア
メリカから室長として帰国された寺田雅昭先生について仕事をするようになりました（余
談：寺田先生は今もお元気です）。 

その後昭和 57 年（1982 年）に研究所が新しい建物に引っ越しになり、その際に私のボ
スの寺田先生が血清部の部長になり、私も血清部へ移動となり、実家の（？）生化学部は
新しい建物の５階、血清部は 4 階に引っ越しました。西村先生が部長をしていらっしゃっ
た生物学部は６階だったように思います。 

いつの頃から私の記憶の中に西村先生が登場されたのか、あまりに昔で本当の事を言
って良く思い出せません。でも、気が付けば、部も違うし階も違うのに、いつも笑顔で話
しかけてくださったり、お声がけくださったり、お話を聞いてくださったり、優しい印象
しかありません。また、よく杉村先生のところに、あるいは寺田先生のところにも、「ね
ぇねぇ先生、知ってますぅ？」と、手をヒラヒラ振りながら話しかけられていたお姿を思
い出します。とにかく色々よくご存じで（学問の事もそれ以外の事も）、楽しい先生でし
た。もちろん数々のごりっぱなお仕事をされていることは、良く存じておりましたが、垣
根なく接してくださったため、すみません、上記のような写真にもなりました。 

私の所属する部署は、血清部から分子腫瘍学部、腫瘍ゲノム解析・情報研究部、遺伝医
学研究分野、臨床ゲノム解析部門と次々と名前を変えて、研究所自身も平成 29 年（2017
年）に現在の研究所に引っ越しまして、西村先生をよくお見掛けしていた場所は、もうあ
りません。でも、西村先生の数々の思い出は決して色あせることなく、私の心に残り続け
ると思います。 

心から、西村先生のご冥福をお祈りしています。 
 

（2022 年 10 月） 
（国立がん研究センター研究所 臨床ゲノム解析部門） 
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西村先生との電話     
 
井原 誠 
                             

私が初めてがんセンターの西村研にお邪魔したのは 1978 年頃です。私は筑波大学の大
学院生でした。指導教官であった田中可昌先生がイギリスに留学する事になり、共同研究
者の田矢洋一先生に教えて頂く事になりました。テーマは「細胞性粘菌の胞子発芽阻害物
質 Discadenine の合成酵素の精製と性質」でした。当時は旧海軍病院の建物の 3 階に有り
ました。現研究所の前の前の建物です。実験は田矢先生の部屋で実験していたのですが、
居室は斜め向かいの部屋でした。部屋には葛西宏先生、山泉二郎先生がいらっしゃいまし
た。ここで夏に氷室の実験を繰り返して体調を崩したり、線香の匂いが漂って来る中で徹
夜をしたりしていました。そうこうする内に今度は田矢先生がベルギーに留学される事に
なり、口野嘉幸先生に tRNA の塩基配列の決定を教えて頂く事になりました。古細菌
（主に高度高熱菌）を対象としました。培養は三菱化成生命科学研究所（当時）の渡辺公
綱先生の研究室に一ヶ月くらい通って行いました。tRNA の仕事をさせて頂いている時に
新研究棟（今の旧研究棟です）が完成し引っ越しました。新研究棟は旧棟に比べてかなり
広く快適でした。 

後半は今年の 5 月に電話で西村先生とお話した事を紹介させて頂きます。 
 西村先生へ長い間御世話になったお礼という事で、毎年長崎特産の枇杷をお送りしてい
ました。お送りすると直ぐにお礼の電話を下さいました。電話での短い間の会話でしたの
で断片的ですがその時の様子です。 
「今年の３月で筑波大学の研究員を辞めた」と話されました。「なかなか結果が出ない
し、もう歳だから」という事でした。これからはラジコンで楽しむ時間が増えますね、と
お話しました。私は先生がラジオコントロールの飛行機を飛ばしている所を見たかったで
す。 
「昨年 足を骨折して大変だった」昨年のこの時のお電話の時は声に元気が無くて心配し
ました。 
「家事は大変だ」お食事の準備等もご自分でされていたのでしょうか？実験で段取りはお
得意では、とお聞きましたが「やっぱり慣れない事は大変だ」と話されていました。 
「コロナで今は開催して貰えないけど、収まったら必ず「西村会」をやる。それを楽しみ
にしている。」 
私も「西村会」を楽しみにしていました。こんな形での開催は残念です。 
西村先生のご冥福をお祈り致します。   
            

 (2022 年 10 月) 
（長崎大学 医歯薬学総合研究科 分子標的医学分野）  
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西村暹先生の思い出 
 
水澤 左衛子 
 

西村暹先生との出会いは、私が NIH の Susan Gottesman 博士のポストドクから戻って
暫くして、２年間ほど国立がんセンター研究所で故田矢洋一先生の下でマウスの N-myc
遺伝子の塩基配列を解析した時です。この遺伝子には GC 含量が非常に高い部分があって
広範囲にわたって相補鎖の配列が一致しないという問題にぶつかりましたが、西村先生の
ご発案で Seela 博士からデオキシ-7-デアザグアノシン三リン酸を送っていただいて試した
ところ配列をきれいに決めることができました。この方法は NAR(1986)に掲載されまし
たが、そのゲルの写真が Nature の後ろの表紙にベーリンガーの広告として大きく掲載さ
れました。それは先生のお気に入りで、スライドを作ってユーモアをまじえて披露されて
いました。 

西村先生は研究テーマや働き方について少し背伸びが必要な課題を一人ひとりに与えて
くださいました。私の娘がまだ幼かったのですが毎週１回夜に行われるジャーナルクラブ
には参加してほしいといわれました。後に就職のためにお願いした推薦状には「小さいお
子さんがいるけれども週 1 回お子さんを預けて夜のセミナーに参加している」とありのま
まに書いて下さいました。 

ある時、がんセンター病院のお見舞いから戻ってきた先生は「先端の基礎研究だけでな
く患者さんを治療するこういう仕事も大切なんだよね。」とおっしゃいました。患者さん
はお知り合いの奥様で、幼いお子様がいました。私は１９８９年に国立感染症研究所（旧
国立予防衛生研究所）に奉職し、血液製剤部に所属しました。当時、血液製剤への HIV
や HCV などのウイルスの混入が社会的な問題になっており、ウイルスを検出する核酸試
験のための標準品の整備が世界各国で喫緊の課題でした。惑いはありましたが、基礎研究
で培った経験を生かしてこの問題に取り組むことにしました。前述の西村先生の言葉の影
響も少なからずあったと思います。 

今年７月に NIH の Susan Gottesman 博士の記念シンポジウムが開催され、25 年ぶりに
online で話しました。40 年前の私たちの研究成果がその後の Susan の研究業績（タンパ
ク質の分解による細胞の制御）の重要な起点だったと直接伝えて頂いたのは思いもよらぬ
ことでした。西村先生がいつも「人とのご縁を大切に」と仰っていたことがようやく分か
ってきたのに、もう先生にご報告できないのが悲しいです。                        

西村先生が私たちに示してくださった科学への真摯な姿勢とヒューマニズム、ご縁の大
切さを忘れることはありません。 

西村暹先生、本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈り申し上げます。 
 
                               （2022 年 10 月） 
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西村暹研究室の思い出    
        
横須賀 収   
 

がんセンター研究所に行くようになった理由は、おそらく、千葉大学の谷口克教授か
ら、千葉大学に遺伝子を扱える者が少ないから、誰かを西村先生のところに勉強にいかせ
たらどうかということで、当時の上司の小俣政男講師（のち東京大学内科学教授）から指
示されて、研修生にしていただいた様に思います。 

西村先生は、千葉県の市原市にお住まいで、朝早く、千葉県から車で通っていて、通勤
の前に、バラの花を育てていると、秘書の二瓶さんから聞いた覚えがあります。いつも温
顔で、何か注意されたり、叱られたりした記憶はありません。恐らく、研修生で、給料を
いただいていたわけでなく、何となくお客さん待遇だったような気がします。私はほんの
短期間お世話になっただけですが、色々な意味で、とても深く、人格的な影響を受けた気
がします。 

藤堂直樹さんに教わりながら、サルの遺伝子解析をするようにとのことでしたが、サ
ルの遺伝子を調べているうちに、Ras 遺伝子の異常があるという結果が出て、西村先生は
論文にという事で、早速、あっという間に論文を書き上げられて、凄いと思いましたが、
結局コンタミだったというオチがつきました。  
その時代を思い出すと、隣の席の長原光君は、東北弁をかすかに残している方でありまし
たが、話がとても面白く、楽しくいろいろと教えていただきました。東京女子医科大学か
ら来ていて、小幡教授の紹介で、国会議員宿舎に住んでいると聞いて、驚くやら、羨まし
く思ったことでした。 

研究室で仕事をされていた方々のうち、近くにいた方々では、一番年上の青野さんを
別格として、根本さん、羽生君、森さん、亀井さん、秋田さん、横山君ら、多くの若者た
ちが熱心に大学院の仕事をしていました。若い人たちは、毎晩のように遅くまで、時々泊
まり込みで仕事をされていました。藤堂さんも遅くまで仕事をされて、私は終電に乗り遅
れないように大変だったことを思い出します。残念ながら、藤堂さんは朝が弱くて、よく
午後遅くに来られました。また、野口さんという一風変わった人が一つ隣の席にいまし
た。彼は primer extension 法を用いて、ras 蛋白の結晶化の仕事をしていましたが、
template があれば遺伝子を伸ばせるのだという事を知って、後に PCR の仕事をするうえ
で大変役に立ちました。或る時、都立大学に仮住まいしていた私の家で若い人達と飲み会
をしましたが、屈託のない、とても楽しい一晩を過ごさせて頂きました。 

また、関谷先生、口野さん、田谷さん、葛西さん、山泉さん、水沢さん、山本さん、
岡田さんの奥様はじめ、さらに別格の人達もいましたね。後年、「６年間の研究から得た
教訓：するべきこと、してはいけないこと」という西村先生の講演の抜粋をいただきまし
たが、（あの西村先生でもたまには、いろいろとぼやかれていましたが、）あの頃の西村研
究室の雰囲気を考えると、研究室内で揉めることは避けようということは実践され、確か
に腑に落ちることでありました。 

        (2022 年 10 月) 
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西村先生の思い出 「細やかな気遣いが印象に残ります」        
 
高井 朝子 

 
初めて西村先生にお会いしたのは４５年ほど前でした。４年弱の間、秘書としてお仕えし
ました。当時は仕事の種類の多さ、忙しさに内心、”これは大変だ・・”とまさに“髪を振
り乱し”夢中でこなしていたような気が致します。そんな不慣れな私でしたが、本当に穏
やかに、ていねいにご指導いただきました。温かみのあるチャーミングな方でいらっしゃ
いました。思い出すことは沢山あります。当時の研究室でのご様子や後背からシャツを出
して廊下をゆっくり歩いていらっしゃるお姿が彷彿としてよみがえって参ります。ある日、
ズボンのシミを見つけ「先生、シミがついています」と申し上げたところ、「ありゃりゃ、
本当だ。まずいなぁ、これは・・。また怒られる」とおっしゃり思わず笑ったものです。
研究室の皆様と市原のお宅に伺った時は海の幸のバーベキューで歓待して頂いたものです。
生物部の雰囲気はギスギスしておらず、多忙な中にも落ち着きがありました。これは、決
して偉ぶらない庶民的な先生のお人柄が大きく影響していたと思われます。 
 私のがんセンター時代はわずか数年でしたが、むしろ辞めた後の方が先生との人として
のお付き合いは濃くなったように思います。万有、筑波大学時代、その間に折に触れて何
度か二瓶さんや数人の方々とお食事に誘って頂いたこともなつかしい思い出です。２度ほ
ど二瓶さんとつくばにお邪魔しました。久々でしたので、「高井さん、いくつになった
の？」「５６歳になりました」「そうですか、どうも皆歳をとっちゃって仕様がないねぇ」
と笑顔の会話。きっと先生はご自分の年齢も考えられ生物部時代をなつかしく思われたの
でしょう。帰りはバス停で大きく手を振って見送って下さいました。もう一回は奥様もご
一緒にランチをご馳走になり、バラ園にもご案内頂きました。でもその時は足が疲れたと
ベンチで休まれていましたが、写真のお顔はにっこり。仲良しご夫婦でいらっしゃいまし
た。また折に触れご家族の心温まるエピソードを話して頂いたことも思い出されます。さ
らに「西村会」に参加させていただき嬉しく思いました。 
 この数年、文化功労者、米寿、卒寿とお祝い事が続き、先生とお電話でお話しする機会
も増えましたが。歳をとられても化学者らしいしっかりしたお話しで誇らしく思っていま
した。この２年ばかりはご恩返しの意を含めお誕生日にお電話を致しましたが、「よく覚
えているねぇ」と喜んで下さいました。昔、書類に先生の生年月日を度々書いていたので、
しっかりと記憶に残っていたのです。昨年は「是非つくばにいらっしゃい」とおっしゃっ
て下さり、すぐにもお訪ねする積りでしたが、やはり遠慮が先に立ち機会を逸してしまい
ました。私も歳を重ね、人生の大先輩としてもっと沢山お話を伺っておけば良かったと悔
やむところ大です。 
 西村先生、本当に長い間お世話になりまして有難うございました。 

（2022 年 10 月） 
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西村先生との思い出 
 
坂田 宣夫 
 
 私と西村先生との接点は1978年、大学院修士時代に築地のがんセンター研究所生物学
部に通った頃に始まりました。米国から帰国直後の関谷剛男先生にご指導を賜るためでし
た。 

当時の生物学部はtRNAやその修飾塩基に関する研究のほか、tRNA遺伝子研究、お焦
げの成分で研究所生化学部との共同研究が活発に進行していました。直接のご指導は関谷
先生でしたので、西村先生とは研究所での昼ご飯をご一緒するとか、帰りが一緒の時で東
銀座の駅までお話しするとかが多かったように思います。先生は常に穏やかではあるので
すが、少し江戸弁？が混じった言い口で「それじゃーダメだよお、え、え、それでどうな
んだい？」といつも優しくお小言を言っておられたのが印象的でした。「小言を言うのも
僕の仕事なんだよ」と仰っていました。けっして嫌味でもなんでも無いところが御人格の
なせる技と思っておりました。修士時代を終えて大腸菌単離tRNA遺伝子のin vitro転写で
修士論文をまとめさせて頂き私は大学に帰りました。 

その後は放線菌の遺伝子と留学中に出会ったホメオボックス遺伝子ZFHX3, 4の研究を
続け西村先生とは没交渉になってしまいました。暫くのち私の研究生活も後年に入る
2010年、縁あってTGF-β研究の世界に身を投じる事になりました。その年7月に北海道
苫小牧でTGF-β研究を主題とする藤原セミナーが開催されました。先生は財団側の関
係？でシンポジュウムに参加され、エクスカーションでは製紙工場の見学をご一緒させて
頂きました。ちょっと思いもかけない出来事でした。 

2015年には先生は文化功労者に選出され、久しぶりにメールを差し上げお祝い申し上
げました。その後暫くはメールでお話しさせて頂きましたが、明治記念館でのお祝い、学
士会館での集いがお会いした最後の機会になってしまいました。折に触れ様々なリプリン
トを送って頂いたのが良い思い出になっております。 

ここにご生前のご交誼を深く感謝申し上げると共にご冥福をお祈り申し上げる次第で
す。 
 

（2022年10月） 
（元昭和薬科大） 
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西村先生のバイタリティー溢れるお姿にずっと励まされて
きました ありがとうございました 
 
細田 文恵 
 

西村暹先生率いる国立がんセンター研究所生物学部（当時）の研究室に学生として席
を置き、大木操先生のご指導を受けるようになったのは 1981 年春からでした。 
「大腸菌の細胞分裂調節因子 divE の解析」という当時大木先生が取り組んでおられた研
究のお手伝いをさせていただくことになりました。西村研の主要な RNA 研究とは少し趣
の異なる研究テーマでしたが、数年後、divE 変異の本体がセリン tRNA 遺伝子にあったこ
とが判明した時は、西村先生も大変驚き、喜んでくださいました。 

この仕事で学位を取得し、リサーチレジデントに採用していただきました。また、同
じ時期に西村研・口野嘉幸先生のご指導を受けていた北里大学の卒研生が私の夫となりま
した。結婚式では新婦側の主賓として祝辞をお願いしましたが、10 分の予定が 30 分を超
えるほどの熱いスピーチを賜りました。二人の馴れ初めをお話しくださるにあたって、ま
ず研究室や研究内容の紹介から始まり、医学における基礎研究がいかに大切かをお話しく
ださいました。最後は、「結婚しても奥さんが研究職を続けられるように、家庭を支えな
さいよ」と、夫側の出席者が少々困惑するような内容で締めくくられ、会場が大いに沸き
ました。 

その後、残念ながら体調不良のためにリサーチレジデントの任期を満了できずに、西
村先生の下を離れることになりました。大木先生が埼玉県立がんセンター研究所の血清ウ
イルス部部長としてご転出されたのち研究員に雇っていただきましたが、西村先生に釘を
刺された夫は、お教えのとおり（？）家事にも育児にも大変協力的で、おかげさまで無事
に結婚 37 年目を迎えております。末席も末席の元教え子の私や夫にも何かにつけてお声
かけくださり、大変有り難く感謝しておりました。 

第一線を退かれた後もご自身の興味ある分野のご研究をずっと続けてこられて、また
ご趣味も幅広く、奥様と一緒に楽しんでおられて、毎年頂戴する年賀状のご活躍ぶりにい
つも刺激を受けておりました。私が何とか 65 歳まで研究職を続けてこられたのも、西村
先生のバイタリティー溢れるお姿がお手本として間近にあったからだと思います。 
西村先生に最後にお目にかかったのは、先生が瑞宝重光章を受賞された祝賀会の場でした。
お祝いの言葉を申し上げると、「それはいいんだけどね、ところでさあ、」と、「お嫁さん、
美人だねえ、どうしたの？」と、開口一番、私たちの息子のことはそっちのけで、お嫁さ
んのことをとてもとても褒めてくださいました。西村先生はそんなに美人がお好きなの
か？！と三十数年間のお付き合いの中で、初めてそう思ったことでした。 

お茶目でおしゃべり好きな西村先生のお姿が今もまざまざと蘇ります。 
夫婦ともども、長年に渡るご厚情に感謝して、先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 
                     

(2022 年 10 月) 
（元国立がん研究センター研究所研究員）  
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西村暹先生の思い出 
 
澁谷 正史 
 
 私は研究の領域が少し違うため、西村先生から直接のご指導を受ける機会は残念ながら
ありませんでした。しかし５5 年ほど前、私が医学部２年頃の夏に、当時、国立がんセン
ター研究所の生化学部長でおられた杉村隆先生の研究室で約２ヶ月（夏休み期間）、生化
学実験法を教えていただいた時から、西村先生は同研究所の生物学部のリーダーで活躍さ
れていたことを覚えています。私は、その後、大学病院で約５年弱、臨床を学んだ後、が
んの基礎研究の領域へ入り、生化学会や日本癌学会など多くの学会に出席しましたが、西
村先生ともいろいろの学会でお会いし、ご挨拶する機会がありました。西村先生は常にお
だやかに微笑をたくわえておられ、こちらもリラックスしてお話することができました。 
 西村先生は国立がんセンターのあと、筑波で民間企業の研究所を主導され、その後も大
学の客員研究員等をお務めになり、常に若々しい雰囲気でいらっしゃいました。現在、私
自身も気がつくとかなりの高齢になってしまいましたが、西村先生の、常に若々しく研究
を続けておられるお姿は私の理想とするところであり、それに一歩でも近づくべく、私立
大学で小さな研究室を維持しています。 
 がんを始めとして、解決すべき人類の病気は依然として多く、どのような分子レベルの
メカニズムで疾患が発症し、悪性化するのか、少しでも理解が進むように研究を進めるこ
とは、本当に意義のある、心の踊ることです。これからも、私どもの研究グループが最初
に報告したチロシンキナーゼ受容体 FLT1 (Fms-like tyrosine kinase-1/VEGF 受容体１)を
ひとつの手がかりとして、西村先生の常に明るく前を見て一歩づつ進む姿勢を目標に、が
んや妊娠高血圧症候群などの研究を進めていきたいと思います。 
 西村先生のご冥福をお祈りいたします。 
 

（2022 年 10 月） 
                             (上武大学、東京大学名誉教授) 
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西村暹先生を偲んで 
 
横山 茂之 
 
 西村暹先生のご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈りいたしますとともに、1977 年から
本年まで賜った御指導に厚く御礼を申し上げます。 
 私が西村先生に御指導を受け始めたのは、1977 年 5 月で、東京大学大学院理学系研究
科生物化学専攻の博士課程１年の時でした。その年、私の指導教官であった宮澤辰雄先生
（1993 年にご逝去）が、班会議で西村先生にお会いした際に、NMR 解析によってＱヌク
レオチドのコンホメーションを明らかにするという共同研究を始めることになり、私が、
Ｑの試料調製を学ぶため、国立がんセンター研究所の西村研究室（生物学部）に出向する
ように指示されました。私は、修士課程では、主にコンピュータ・プログラムの開発を行
っており、生化学系の実験はほとんど行っていなかったので、西村先生は、生化学実験の
基礎の基礎から教えなくてはならないとお考えになり、山泉（大橋）二郎先生について、
5 M 食塩の調製から始めました。濾紙の折り方をならい、巨大な濾過瓶にたまっていく 5 
M 食塩を眺めながら、何か新しいことが始まると感じて、わくわくしたことを思い出し
ます（いまから思えば、あまりにレベルが低く、大変に滑稽ですが）。当時、西村先生は、
ご自身で実験もされていて、私が西村研究室に出向した前の週には、Utah 大学の James A. 
McCloskey 教授のところから、Pamela F. Crain 博士が来日し、西村先生の御指導を頂いて、
丁度帰国されたところでした。実際、西村先生の部長室には、直径 5 cm、長さ 1 メート
ル数十 cm の DEAE カラムを立てておられました。 
私は、西村先生、大橋先生の御指導により、大腸菌 tRNA 混合物を nuclease P1 で加水分
解し、カラムクロマトグラフィー等により Q の 5′-monophosphate (pQ)を含む画分を得ま
した。Q の 7-deazaguanine から伸びる側鎖の途中にあるアミノ基が正電荷をもつため、
こ の 画 分 に は 、 正 電 荷 を も つ 転 写 後 修 飾 ヌ ク レ オ チ ド （5-methylaminomethyl-2-
thiouridine [mnm5s2U]、N+など）が含まれます（後述）。さらに精製を進めて、pQ の高
純度標品を得ることができました。この pQ 試料を東大に持ち帰り、NMR の測定を始め
ました。NMR 測定のために重水溶液としたこと、試料が高純度であったこと、pH を下
げて 5′-リン酸基を一価の負電荷状態にしてポリヌクレオチド鎖に近い構造にしたので、
Q 塩基の正電荷と併せて全体が zwitterion になっていたこと、これらの条件が重なったた
め、溶解度が低くなっていました。毎回の NMR 測定後、NMR 試料管に試料をいれたま
まで、次の測定まで冷蔵庫で保管している間に、試料管の中で結晶が再現性よく析出しま
した。固体になると溶液 NMR は測定できないため、その度にヘアドライアーで試料管を
暖めて結晶を溶解し、NMR 測定を続けました。この経過を西村先生にご報告したところ、
一瞬で西村先生のお顔がパッと輝いて、「そのような勿体ないことをしないで、X 線結晶
解析をしましょう！」とおっしゃいました。そこで、東大薬学部の飯高洋一教授に直々に
御指導をいただくことができ、pQ の結晶構造を決定することに成功しました。西村先生
の研究方針はこれに留まらず、私の得意な立体構造の観点から Q の機能を考察するよう
に、というものであり、私は、tRNA の結晶構造を元に、アンチコドン１文字目に組み込
まれた pQ の構造モデリングを行いました。西村先生は、このような研究は他に例がない
ので自信を持って Nature に投稿しましょう、とおっしゃって、実際に無事アクセプトさ
れました。私は、この成果は、いうまでもなく、Qを発見し、化学構造を決定し、その基
礎の上で研究をさらに展開するという西村先生の研究の突出したオリジナリティーが認め
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られたものです。未だ博士課程の大学院生であった私には、期待された結果を出すのに精
一杯で、西村先生の研究計画・指導の鋭さに驚くばかりでした。そして、tRNA 研究の醍
醐味に魅せられるとともに、他の研究者に調製できない試料を調製できること、躊躇無く
X 線結晶構造解析などの新しい技術に取り組むことなど、非常に多くの重要なことを学ば
せていただき、その後の研究の大きな柱とすることができました。 
他の正電荷をもつ転写後修飾ヌクレオチドは、Ｑの研究の副産物ではありましたが、何が
できるか考えてみるようにという御指導をいただき、pmnm5s2UのNMR解析から、2-thio
基には、らせん状の RNA コンホメーションを１本鎖でも安定に取らせる効果（それまで
のヌクレオチドでは考えられないほど大きい）があり、アンチコドン１文字目の揺らぎを
抑えて、Gln、Lys、Glu の tRNA の Wobbling の範囲を限定し、コドン表と対応する２コ
ドンファミリーとすることを発見しました。さらに、数年後ですが、宮澤研のスタッフと
して、大学院生の村松知成さんとともに西村先生の御指導を受け、マイナーなイソロイシ
ン tRNA を大量調製して、そのアンチコドン１文字目に存在する N+が、Ｃの２位の酸素
をアミノ酸リシンのεアミノ基で置換した新規の化学構造（lysidine, k2C）であることを
決定することに成功しました。名古屋大学の西川一八先生との共同研究で、マイナーなイ
ソロイシン tRNA の lysidine を未修飾のＣに置き換えた tRNA（アンチコドン CＡＵはメ
チオニンのコドンＡＵＧと対をなす）を作成し、アミノアシル tRNA 合成酵素の特異性が
一変し、イソロイシンではなく、メチオニンを受容することを示すことができました。そ
の結果、たった一つの転写後修飾が、転写された段階ではメチオニンを受容し、AUG を
認識する「メチオニン tRNA」を、イソロイシンを受容し、AUA（マイナーなイソロイシ
ンコドン）を認識する「イソロイシン tRNA」へと成熟させる、という結論にいたりまし
た。この研究成果は、幸いに再び Nature に掲載されました。この成果も、西村先生が切
り開かれた tRNA の遺伝暗号ルールと転写後修飾の関係性という分野で、他の追随を許さ
ない実績をあげてこられたものに、一部として加えていただくことができたことは、大変
に光栄と思います。以上の成果を基盤として、私のその後の研究（アミノアシル tRNA 合
成酵素や tRNA 修飾酵素の結晶構造解析に基づく機能解析）を展開できたことは、本当に
幸せであり、西村先生の卓越した御指導に深く感謝いたしております。 

西村先生の御指導で行わせていただいた研究は他にも多数あります。がん遺伝子産物
Ras の NMR 解析では、Sung-Hou Kim 教授らによる結晶構造の一部に誤りがあることを
いち早く見出すことができました。葛西宏先生が担当されていた食品中の変異原物質の化
学構造決定では、NMR 解析等で少しお手伝いできたと思います。西村グループの１員と
して研究を行わせていただいたことで、原田文夫先生、岡田典弘先生、関谷剛男先生、田
矢洋一先生など、多くの偉大な先輩方からも、Jim McCloskey 先生、Uttam (Tom) 
RajBhandary 先生、Sung-Hou Kim 先生、Dieter l Söll 先生など西村先生に引き合わせてい
ただいた数え切れないほど多くの超一流の先生方からも、非常に多くのことを学ばせてい
ただきました。西村先生の偉大さを感慨深く思います。さらに、ご逝去されるまで、筑波
大学でのご研究に生き生きと取り組んでおられたお姿を思いつつ、私もこれからの研究に
取り組んで行きたいと思っております。 

西村先生には、研究者としてどのようにあるべきか、どのように研究を進めるべきか、
など、研究者にとって最も大切なことを教えていただきました。心より御礼申し上げます。 

 
                               (2022 年 10 月) 
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西村先生と私 
 
実吉 峯郎 
 
 私が国立がんセンター研究所化学療法部に配属（1963 年 10 月）されてからおよそ一年
半後、ウイルス部分子遺伝研究室長として西村先生が 4 年の米国留学を終えて赴任された。
所内研修ということで西村先生のもとで仕事をさせていただくことになったのはそれから
間もなくであった。 
 先生は目下であっても部下であっても大変丁寧な方であった。最初のひとことは、「実
吉さんはなにができますか?」であり、「ヌクレオシド化学を少々」と忸怩たる思いで答
えると、「ああそうですか。それでは、tRNA の化学修飾をやってみたらどうですか?」と
いうレスポンスであった。tRNA には、通常の RNA には含まれない微量成分が含まれて
おり、その当時代表的かつ特異的な成分としてはプソイドウリジンがあり、アクリロニト
リルを反応させるとシアノエチル化が特異的に進行することが報告されていた。そのころ
私は抗がん性含硫黄プリンヌクレオシドの誘導体の合成を行っており、その過程で臭化シ
アンがチオ基と定量的に反応してチオシアナト体を生じることを見つけていたので、
tRNA の含硫黄微量成分である 4-チオウリジル酸残基の選択的化学修飾に応用出きるので
はないかと考えて、早速先生にこのことをお話ししたところ、「それは是非やりましょう」
と即座に同意していただいた。予備的な実験では、4-チオウリジン、4-チオウリジル酸の
いずれも pH8.5-8.9、室温、数秒で定量的にチオシアナト体を与えた。引き続き未分画の
大腸菌 tRNA の修飾も温和な条件で行われた。先生はこの結果を喜ばれてその標品を先生
みずから検定された結果、リジン、グルタミン、グルタミン酸の受容活性のみが阻害され
ることが判明した。のちにこれは 4-チオウリジル酸残基の修飾に起因するのではなく、
アンチコドンの一字目に存在する 2-チオウリジン誘導体（5-メチルアミノ-2-チオウリジ
ン）が修飾された結果であることが判ったが、それまでの化学修飾でこのような分子種選
択性を示すものはなく、先生の指導のおかげでオリジナルな研究が成立し、これを中心と
する研究で 1969 年、北大から学位を取得することができた。さらに、この内容は先生に
より BBA に発表していただき、ブロモシアン法は多く引用されることとなった。化学修
飾の仕事は、混合ジスルフィド型修飾法などへと発展した。一方、先生の仕事を中心とし
て、大腸菌 tRNA の分子中に含まれる微量成分（のちに修飾ヌクレオシドと総称される）
が分子の中の特定の位置に局在していることが判ってきて、その構造を決定する必要が生
じてきた。クローバーリーフモデルの 5'末端から最初のループに至る曲がり角に 4-チオウ
リジン、最初のループにジヒドロウリジン、アンチコドンループの一字目と 3 字めの隣、
ミニループに 7 メチル G、3 番目のループに rT とプソイドウリジンなどの局在がそれで
ある。 
 この研究に関しての問題点は多く有った。例えば、現在では、NMR も Mass も微量で
測定が可能となっているが、当時は分解能が低く、わずかな量ではその構造の推定は困難
であった。そうなると、二次元ろ紙クロマトグラフィーの位置と、UV 吸収スペクトルが
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推理の唯一に近い手段である。あとはそれと思われるヌクレオシドを合成して、同定する
ことしかできないわけで、大変な作業である。原田君らが配列決定したバリン tRNA の 3'
側修飾ヌクレオシドが N6-メチルアデノシンであることはすぐ同定できたが、アンチコド
ン一字目（極めて面白いことに、A,G のみならず U をも認識できる）は難渋した。UV 吸
収と位置からウリジン、なかんずく 5 位置換体であることまではすぐ判ったが、そのあと
絞り抜いた 5種ともあわず、最終的に合成した新規物質、ウリジン-5-オキシ酢酸であるこ
とが判った時には大変嬉しかった。先生も大変喜んで下さった。T6A とセリン tRNA に特
異的な 2-チオシチジンは当時共同研究でグループにおられた石倉久之さんと一緒に同定し、
さらに、臭化シアンの結果的標的であった5-メチル-2-チオウリジン、5-メチルアミノメチ
ル-2-チオウリジン（Glu と Gln）、最後の一方で苦労した 2-メチルアデノシンの同定まで、
先生に出していただいた共著論文は 1969-1972 の 4 年間に 14 報を数え、私にとって大い
に名誉なことと思っている。しかし、Q と仮称された複雑な修飾ヌクレオシドなどの出現
は、私にとってもすでに手に負えないものとなり、此の分野からの退きどきとなった。し
かし、私にとってこの間の研究生活は、我が青春の tRNA 時代として、毎年、講義の中で
触れるのを楽しみにしている。学位を取得させていただいたあと、先生のご推薦でカナダ
の G.M. Tener、さらに、イリノイの N.J. Leonard のところにも行き、tRNA の 5'末端の標
識と蛍光標識試薬の設計を研究した。先生は直属の者には厳しかったそうだが、私のよう
な外様には常に優しく甘えさせていただいた気がする。先生は私に分子生物学の匂いを嗅
がせ、共同研究の大切さを教え、私の視野を大きく広げて下さったと思う。また、データ
が出たらすぐ論文を書くということを身をもって示して下さったことは、その後の大きな
指針となっている。私は帰国後、北大に転出して一寸の間 tRNA の研究を続けた。けれど
も、この分野での先生は偉大であり、師を越えることなどできるわけもないと考えて、
DNA 複製制御-阻害剤分子設計に矛先を転じることとした。先生の「実吉さんはケミスト
リーを生かした仕事をやりなさい」というご助言によるところが大きい。 
 先生は恐らく自然に私を見ており批判され、はげましながら指導してくださったのだと
思うのだが、そのすべてが今日の私を作ったのだと思わざるをえない。人を良く見て指導
せよ、取り柄があるならそれを伸ばしてやれ、という研究者育成の基本に巧まずして忠実
であった先生のやりかたは、私の北大時代から現在に至る教育者としてのポリシーともな
っているのである。 
 

（帝京科学大学 教授） 
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若者の武者修行の道場だった西村暹研究室 
 
村尾 捷利 
 
 西村暹先生と初めてお会いしたのは、私が池原森男研究室の修士 1 年のときでした。
RNA ポリメラーゼの調製法を習ってこいという教授命令で、北海道の田舎から不安を抱
いて東京築地の国立ガンセンター研究所へ出かけていきました。幸い、北大薬学科のそう
そうたる先輩たち、佐々木琢磨さん・実吉峯郎さん（化学療法部）、原田文夫さん（ウィ
ルス部）がすでに研究所に勤務していて親切にしていただいたので、1 ヶ月くらいでした
が所期の目的を達成して帰ることが出来ました。 
 翌年、今度はヌクレオシド型抗生物質を含む合成メッセンジャーを作り、無細胞系で蛋
白合成を行えるかどうかを見るためにもう一度 3 ヶ月ほど国内留学のような形で西村研で
実験をさせていただきました。H.G. Khorana の研究室からの最先端技法を教えていただ
き、築地や銀座で美味しいものを食べ、美しい女性たちもいて、めくるめく様な日々でし
た。そのような西村研究室へいろいろな若い研究者たちが教えを請いに集まっていました。
渡辺公綱さん、森川耿右さんが DNA ポリメラーゼを取りに来ていたりというわけです。
最先端のアメリカの技術・手法を少しでも取り入れたいということです。遺伝子工学など
はまだまだ先の話で、遺伝コード表がようやく完成して間もない頃です。DNA よりは
RNA の塩基配列の決定の方がより簡単だった頃です。1 年半後に職員として西村先生に呼
んでいただけるとは夢にも思わず、一生懸命頑張りました。その後も含めて本当に多くの
研究室の若い方たちと交流することができたのもそういう最先端の研究室に在籍していた
からでしょう。 
 大学に戻ると大塚栄子先生が Khorana 研から帰国していて、いよいよ tRNA の研究が始
まり、tRNA 全合成の予備実験をお手伝いしました。ウィルス部室長から生物学部長へな
られた西村先生に呼んでいただいて、職員として 3 年間お世話になりました。そして、標
題の隠れた意味合いである、人生の修行も始まりました。そのころは原田さん初め独身の
魅力的な男性がゴロゴロいました。そして都内のいろいろな大学から卒業研究で 4 年生
（卒研生）が毎年、毎年、来たのです。もちろん男性もいましたが、半分以上は女性で、
もちろん魅力的な女性が多かったからだと思いますが、毎年、毎年、西村研職員とカップ
ルが出来たのでした。4 組 5 組と出来てきては、今から思えば西村先生もずいぶんとやき
もきされたのではないかと思われますが、かくいう私も含めて当事者はそれなりに夢中
で・・・。このことで研究のアクティヴィティが上がったか下がったか神のみぞ知るとこ
ろ。 
 私は同時に当時東京医科歯科大学にいらっしゃった石倉久之先生と知り合い、現在も 
同僚である山田優子さんと一緒に新設の自治医科大学へと赴任することになります。この
ように現在ある私のかなりの部分を形造るのに、西村先生や国立ガンセンター研究所の皆
様にお世話になりました。厳しい指導で知られる西村先生のご期待に添えた自信はありま
せんが、私は心から西村先生に感謝しています。今後もお元気で RNA 研究、がん研究を
初め色々な科学研究の分野で厳しい目を光らせ日本の、世界の研究の発展に寄与していた
だきたいと思います。 
 

（自治医科大学構造生化学 教授） 
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西村暹先生に教えていただいたテロメア研究 
 
石川 冬木 
 
 私は大学を卒業して 2 年間の内科研修医生活を終えると、国立がんセンター生化学部に
おいて分子生物学的研究の修行を行うことになった。当時の生化学部のカンファレンスに
は、杉村 隆先生、寺田雅昭先生、佐藤茂秋先生、長尾美奈子先生、林 健志先生、とい
ったそうそうたるメンバーが参加していたが、中でも、ひときわ重きをなしておられたの
が西村 暹先生であった。先生の生化学・分子生物学のご造詣の深さと、研究方法や結果
の解釈に関する鋭い問題指摘の確かさから、我々初心者はもちろん、居並ぶ部長先生達も
西村先生のご発言には耳をそば立てていた。私なぞは、西村先生に自分の研究の進捗につ
いて興味を持っていただけることを励みとし、逆に、発表のさなかに西村先生が寝てしま
われると、途端に発表のやる気を失ってしまったものであった。 
 国立がんセンターでの修行を終え、大学病院で臨床と研究の二足のわらじをはいた生活
を続けていると、私は癌細胞が示す染色体異常の不思議さに魅せられていった。そこで、
染色体研究の基礎を学ぶために留学を経験したいと考えていた。しかし、著明な先生方に
アプリケーションを出しても、何度も断られる。そんなとき、私は西村先生とひょんなこ
とから再会することができた。それは、二人とも、山口市で開催されたある学会の講演者
として招待され、偶然なことに、二人ともその前日、同じ時間帯に秋吉洞観光をしていて
洞窟の入り口でばったりと出会ったのである。その時に、私は自分が興味を持っているこ
とを手短に説明し、留学先についてアドバイスをお願いしたところ、西村先生はご親切に
も、それでは帰京後自分を尋ねるようにと言って下さったのである。 
 東京に戻り、直ぐに先生をお尋ねすると、ちょうど先生は、がんセンターを定年退官さ
れるところで、部長室は引っ越し準備中の書類や書物の山となっていた。そのようなお忙
しい中でも、先生は私のために貴重な時間を割いて下さり、染色体をやりたいのであれば、
最近、テロメアが面白そうだから、あれをやるといいよ、と貴重なアドバイスを下さった。
振り返ってみると、当時は 1988 年頃で、Blackburn たちがテロメレース活性をテトラヒメ
ナで同定していたものの、テロメレースが逆転写酵素らしいことがようやく分かりつつあ
った時で、それがヒトを含めたその他の生物にあることはいまだ知られていない時であっ
た。しかし、先生はその慧眼をもって早くもテロメア研究の重要性を認識され、私にその
道に進むよう貴重なアドバイスを下さったのである。それだけではない、先生は、私のた
めに Thomas Cech 博士宛の推薦状をわざわざ書いて下さり、その推薦状のおかげで、私
は無事、Cech 研のポスドクとして採用されてテロメア研究を始めることができたのであ
る。留学後、Cech 博士は、「ポスドクは全てインタビューをして採用を決めるのを常とし
ているが、おまえの場合は、西村博士の推薦状があったから、インタビューなしでも採用
したのだ」と私に仰られたことがある。まさに、私がテロメア研究を始めたのは、全て西
村先生の学問的な洞察力と暖かい励ましのおかげなのである。留学から帰国してからも、
西村先生は幾度となくアドバイスや激励を下さった。私は、直接的には西村門下ではない
が、心の中ではその末尾にでも加えていただきたいと思っているのは、以上のような学問
上の大きな恩が西村先生にはあるからなのである。  
 

（東京工業大学大学院生命理工学研究科 教授） 
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西村 暹 先生に教わったこと 
 
石川 冬木 
 

私は国立がんセンター研究所でがん研究はもとより分子生物学の基礎を学びました。
研究員が自分の研究進捗を発表する会では時折西村先生が参加され、適切な意見・今後の
方針に関する助言をいただきました。西村先生は発表内容がつまらない場合、すぐに寝て
しまわれるので、西村先生が寝ないように発表の準備を一生懸命したことを覚えていま
す。 

私自身も馬齢を重ね、大学の研究室を卒業する年齢に近づきつつあります。振り返って
みると、30 歳台は研究のことしか眼中になく、40 歳台から少しずつ組織運営に関わるよ
うになり、50 歳台からは研究よりも組織運営に時間を割かれるような状況が多々ありま
した。研究の現場に留まる時間が少なくなるにつれて、当然、最新の研究成果に疎くなり
ます。そのような場面でも若い時のように「知らない」ことが特権ではなくなり、半可通
のようなあいまいな態度をとることも多くなりました。 

西村先生は、どのような時でもご自身の専門領域については最新の研究をフォローし、
学会等で聞いた話についてきちんとご自身なりの評価をされていたと思います。時には、
懇談の席などで舌鋒鋭くそのことを指摘されることもありました（話されているときに思
いを通じさせようとすると、だんだんと相手ににじり寄られて顔と顔の距離が近づくこと
が常でした）。これらは全て西村先生の科学に対する愛情と真剣さの表れだと思います。
その一方で、筑波の野原でリモコン飛行機を操縦する楽しさを語る時など、満面の笑みで
お話しされるのでした。 

西村先生は、現場を離れても科学に興味を持ち続けることを教えてくださいました。私
自身もいまなお疑問に思っていることの探求を少しずつ続けていきたいと思います。 

 
                          （2022 年 10 月） 

（京都大学大学院生命科学研究科 教授） 
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西村先生の思い出 
 
河嶋 和子 
 私は 4 年前の 1996 年に国立がんセンター研究所を定年退職しました。今は一週間のう
ち 2 日を美容・理容専門学校の講師として、2 日を保険薬局の調剤師として働いています。
国立がんセンター時代を振り返って見ると色々なことがありました。それは他では得られ
ない貴重な日々でした。私は 1965 年 9 月から生物学部に勤めることになりました。当時
生物学部長は直良博士先生でしたが、先生は 2 年半後オーストラリヤ国立大学の教授に栄
転されました。 
 1968 年に西村暹先生が後任の部長として就任されました。最初、西村先生に私は何と
なく近づきがたく避けていたような気がします。しかし次第に居心地がよくなり定年退職
まで勤めることができました。その間に西村先生には大変お世話になりました。感謝の気
持ちで一杯です。中でも特にお世話になったこと 3 つ記してみますと、まず、第一には
1977 年 1 月からの学位論文の作成の時です。訂正個所のご教示を得て、北海道大学薬学
部に提出し、3 月に学位を頂くことができました。第二には日本政府の「対がん十カ年総
合戦略」の研究者の一人として推薦して頂きました。先生のお世話で 1984 年 12 月から 1
年半ニューヨークのコロンビア大学がん研究所に留学しました。二人の有名な博士の指導
下で、がん遺伝子の研究をしました。アメリカから帰国後は先生の直接の指導を頂き、恵
まれた環境下で研究できました。第三には定年退職後につくばにある万有製薬研究所に顧
問研究員として勤務できたのも西村先生の御世話によるものでした。数多くの恩恵を受け
ながら、今は亡き母の面倒を見ることになり私的な都合で辞めざるを得なくなりました。
先生のお役に立てなかったことが残念でなりません。 
 先生のお仕事を垣間見て驚いたことの一つに、論文の点検・審査と作成の早さがありま
す。また文献紹介のうまさにもいつも驚いていました。文献の中でも一番難しい
「NATURE」を、要点を消化された上、丁寧に説明され、私たちにとって本当に有り難
い講義でした。若い研究者を育てるのも、自主性を重んじ、コントロールも上手でした。
西村先生は学者、研究者として亦教育者として、実に経営手腕をも持ち合わせておられ、
立派な業績を成し遂げられました。その上数多くの若手研究者のカップルを生み出すのに
も手助けされました。 

今後も益々のご活躍、ご発展と、ご健勝を願っています。 
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がんセンターとエール大学 
 
土谷 まり子 
 
 西村先生にお会いしたのは、多分先輩の長原先生に連れられて国立がんセンター生物学
部の部長室で紹介されたのがはじめてであると思います。先生は「あっそう、今度くる人
ね。」といった調子で、私にはとりつくしまもなく雲の上の先生でした。しかしリ・サー
チレジデントとして生物学部に通い始めるうちに、西村先生の印象が変わり始めるのにそ
うはかかりませんでした。 
 先生はお昼を食べながら、当時卒論作成にきていたキャピキャピの女子大生なんかとし
っかり話をあわせてしまい、「へー、そうなの、それで?、おもしろいねー。」とかなんと
かいいながらさまざまな年齢やいろいろな立場の人の考え方や感性を抜群の情報収集力を
もって吸収してしまうのでした。かとおもえば、海外からの研究者やポスドク相手に議論
をかわされ、日々ものすごいスピードで仕事をこなし、まめに海外の研究者と連絡をとり、
さらにレジデント一人一人について几帳面に辛抱強く問題解決に奔走してくださるのでし
た。生物学部にはいろいろな人がいましたが、それぞれに仕事の成果をあげ、みな個性的
で、ひとつの色に染まらない多様性がありました。私のような初心者から、すでに活躍し
てらっしゃる一流の研究者まで働きやすい環境というのは、ひとえに西村先生の人柄や懐
の深さに他ならなかったと、いろいろな研究室や医局を見るにつけ思うのでした。 
 私の留学先も西村先生にお世話になったものでしたが、留学先のアパートにも来てくだ
さるほど面倒見がよいというか、責任感がおありで、ちなみに私の料理をパクパクおいし
そうに食べてくださったのは主人を除けば西村先生だけです。留学先で主人のボスである
エール大学の Professor Giebisch の 65 歳の大学記念パーティに出席させていただきました
が、来賓の方が述べられる Prof. Giebisch の人物像は私には西村先生を思い出させるもの
でした。もちろん立派な優れた研究業績はいうまでもなく、強調されたのは人がらの深さ
でした。繊細な感受性とやさしい配慮、将来を見通す眼、変わらないスタンス、あくまで
も信念を通される強靭さなど。（Prof. Giebisch は現在でも現役です。） 
 西村先生の研究室に在籍当時の私には、先生の研究業績を理解するまでにはいたりませ
んでしたが、科学を通して培われた先生の人がらに接することができ、その考えにふれる
ことができました。西村先生の姿勢そのものが雄弁な教育であったと、私が母校で得られ
なかった教育であったと思います。このような研究室で数年間を過ごせたことは私の幸運
でもあり、誇りにもなっています。いまや主人ともどもお世話になっていますが、私のな
かでは仕事に厳しい恩師であると同時に、ちょっとミーハーな、なんにでも興味を示す話
題の豊富な素敵な先生です。言うまでもなく今後もますますご活躍のことと思いますが、
私ども不肖の弟子にも、変わらずご指導を賜りたいと心よりお願い申しあげます。 
 

（東京女子医科大学青山病院）  
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西村先生からの贈り物 
 
二瓶 賀世子 
 
 或る朝、出勤すると、机の上に薔薇の花が一抱え置いてありました。研究室には気のき
いた花瓶などなく、大きなビーカーを探し出して挿したのですが、色とりどりの見事な花
と芳香に、すぐに皆が集まってきました。薔薇は西村先生が世界の珍種を丹精込めて育て
られたものでした。大輪の薔薇の花を咲かせるのは大変な仕事だそうですが、その後も季
節ごとに、私たちは贅沢なひとときを味わわせていただきました。西村先生は趣味を沢山
お持ちですが、その一つが植物を育てることです。月下美人の小さな葉を手に入れられた
時も、窓際に次々に鉢が増えていき、伸び広がった葉が窓ガラスを覆い、外が見えなくな
ってしまいました。 
 西村先生が国立がんセンター研究所生物学部に在籍されていた期間、私はずっと事務を
担当しておりました。私のような者が長い間仕事を続けられたのは、先生の寛いお心があ
ったからだと感謝しております。先生のお人柄に甘えて我が儘勤めをしていましたから、
随分我慢して下さっていただろうと思います。 
 先生に叱られた記憶は一度しかありません。それは椅子のことでした。西村先生は物を
大切になさる方で、ご自分の椅子が古くなって中の詰物がはみ出してきてからやっと新し
い椅子を買うことになりました。当時、先生は腰痛に悩まされていらっしゃいましたので、
腰への負担が軽いものをと思い、少し背もたれの高い型のものを注文しました。その椅子
をご覧になった途端、先生は怒りだし、取り換えるようにおっしゃいました。私は最初、
どうして叱られるのかわかりませんでした。その椅子はそれ程高価なものではなかったの
ですが、先生の古い椅子に比べると立派に見えました。先生は私の椅子を指さし、「皆が
そういう椅子に座っているのに僕だけこんな椅子には座れない!」とおっしゃいました。 
 普段は穏やかで気さくな西村先生でしたが、研究に関することには厳しかったので、研
究員の方は結構叱られていたのかもしれません。でも、先生は各人の能力を活かすのがお
上手だったように思います。一般に、研究者は個性の強い人が多いと言われますが、「生
物学部のメンバーは特に個性が強い」と他の部の人から何度か言われたことがあります。
それは、西村先生がそれぞれの個性を損なわないようにされていたからだと思います。各
研究員が自発的に研究意欲を持つことができるように、各自に合った流れを作るように心
を砕いておられました。自由な雰囲気の中で、皆がそれぞれ多くの成果を上げることがで
きたのも先生のこの見えない努力があったからではないでしょうか?個性派ぞろいの生物
学部で忍耐がないとできないことでした。 

私も、実に多くの経験をさせていただきました。勉強嫌いで特に理数系が苦手だった
私が、科学研究の面白さを理解できたのも、八方破れの英語ながら、何とか外国人とコミ
ュニケーションができるようになったのも、先生の寛容なお心とご指導のお陰です。 
 私は人に恵まれていると思っています。生物学部のメンバーも、研究室に出入りした多
くの方々もそれぞれに素晴らしい人ばかりでした。苦しいとき、困った時、悩んでいる時、
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その時々にいろいろな方に助けられました。それらの人々との出会いの機会もまた、 西
村先生にいただいたものと思っています。 
 西村先生が、品川にあった私の生家の近くに昔住んでいらして、兄と同じ小学校に通わ
れていたことを知ってから、私は先生に一層親しみを感じています。今も、些細な用事に
かこつけて、時々お電話します。先生がご不在の時は、奥様が相手をして下さいます。私
の仕事を良く理解して下さっていた奥様には、在職中、何かとお気遣いいただきました。
お二人とお話した後は何故か「頑張らなくちゃ」と元気が出てきます。各分野 でご活躍
の西村先生門下の皆様方、研究を再開なさってますます張り切っていらっしゃ る先生に
負けないように頑張りましょう。 
 最後に、西村先生と奥様に深い感謝の気持ちをお伝えし、お二人のご健康を祈念して私
のつたない文を結びたいと思います。 

（科学技術振興事業団心表象プロジェクト） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奥様と二瓶賀世子さん（ハワイで開催された日米合同癌会議にて） 
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西村研究室の思い出 
 
原田 記子 
 
 1967 年、あー・・・何と 33 年も前のことになってしまいましたが、当時私は北里大学
の 4 年生。卒研のゼミとして川西研究室（物理化学）を選んだことが私の将来をも決定す
ることになるとはその時は思いもよりませんでした。川西先生より卒業研究の場として
「がんセンターの西村のところに行くか?」と言われ、西村先生がアメリカ留学を終えら
れた、新進気鋭の研究者でいらっしゃることも知らず、また研究内容についてもよく分か
らないまま「お願いします」と決めてしまったように記憶しています。川西先生からは研
究テーマについては詳しく説明を受けたのかどうか覚えていませんが、とてもアクティブ
に研究している室で、西村先生と川西先生は東大大学院でご一緒だったと言われたことは
覚えています。最初西村先生にお会いし、研究内容を簡単に紹介され、分子遺伝学の小冊
子を読むよう渡され、「世界の他の研究者と競争するような研究でないと面白くないんで
すよ」といわれたことが強く印象に残っています。 
 当時西村研では大腸菌 tRNA の構造と機能に関する研究が精力的に進められており、私
に与えられた研究テーマも大腸菌バリン tRNA の分離精製と一次構造の決定でした。当初
研究室は事務机と実験台のある 2 つの小さな部屋の他、tRNA を分離精製するカラムが林
立し、多数のフラクションコレクターが常時動き、tRNA の酵素分解物を展開するペーパ
ークロマトや薄層クロマト用の大小のタンクが多数並び、イソ酪酸など有機溶媒の臭いが
つんと鼻につく、通称「20 度のお部屋」の 3 室でした。西村研究室はお互い先生でなく
“さん”付けで呼びあい、上下関係を感じさせない自由な雰囲気があり、スタッフの他、東
大からの院生数名、卒研生の他、女子大を卒業されたばかりのテクニシャンのお二人が華
やかさを添え、若々しい西村先生の指導の下、厳しさのなかにもコーヒータイムには皆が
集まり賑やかにおしゃべりするアットホームな雰囲気もある研究室でした。クリスマスに
は先生のお宅に招待して頂き、西村先生のことを「スムさん」とお呼びになる明るい奥様
の手料理をご馳走になり、皆でスクラッブル、モノポリーなどのゲームに興じたのも今で
は懐かしい思い出です。週に一度夕方 6 時頃から出前のお蕎麦を食べながら（ちなみに西
村先生はいつもおもちの入った“力うどん”を注文なさいました）行われるセミナーでは、
文献紹介、仕事の発表のし方など学び、その際数冊の Nature を紹介なさる西村先生の読
解力の速さと記憶力の素晴らしさに驚かされたものでした。研究者としての西村先生は人
を評価するのにその人の仕事の内容で評価され、ちょっと怖い顔（これは先生の実はシャ
イな一面の裏返しではないかと密かに思っているのですが）をして遠慮なく批判を言葉に
なさるので、厳しい怖い方のように思われますが、普段私どもに仕事を頼まれるときなど
とても丁寧な言葉遣いをなさる方で、少しでも実験が上手くいくと「上手いうまい」とに
こにこと子供のように嬉しそうになさる一面もありました。また外国に行かれると必ず皆
にお土産を買って来て下さるなど、人間関係を大切になさる優しい先生でした。論文を投
稿する際には、研究に実際に contribute した人だけを author として名前を入れると言う基
本的な考えの方で、私も初めて自分の名前が載った論文の別刷りを手にしたときは感動を
覚えました。 
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 充実した 1 年間の卒研はあっという間に終わり、その後も幸い職員として採用して頂き
4 年間西村研で働くことになりました。その間先生にとりましては初めての仲人をお願い
することになりました原田との結婚、出産、長女の死と続き、公私にわたり西村先生には
様々な局面で夫婦ともども大変御世話になり深く感謝致しております。がんセンターを辞
めた後も、学会で先生と久しぶりにお会いしても「やーお元気?」と以前と変わらず笑顔
でお話しして下さいますので、つい気軽にお声をかけたものです。 
 その後夫の転勤を機に私は研究から離れ専業主婦として金沢で暮らし 15 年になります
が、これまでの人生を振り返ってみますに、青春時代を過ごした西村研究室は、アカデミ
ックな研究生活に憧れを抱き自分もその職業につきたいと願うきっかけになった人生のス
タート地点であり、原田との出会いの場でもあり、西村先生をはじめ、瀬野先生、実吉さ
ん、石倉先生、竹石さん、山田さん、生物部に移ってからも多くの方々に御世話になり、
影響を受け、学ぶことの多かった想い出の深い研究室です。 
 西村先生は分子レベルの研究だけに興味をお持ちでなく、その総体であるところの
human being にも関心がおありで、お話好きな先生は会話を楽しみながら他の人の意見に
も耳を貸し、少しずつご自分の考えを軌道修正なさる柔軟性と研究者としての懐の深さを
持っていらっしゃるように思います。その結果交流の輪はどんどん広がり活動のエネルギ
ー源となり研究は tRNA からメディカルサイエンスへと限りなく発展しているように思え
るのです。 

御退任後も研究を中心に据えられた生活はお変わりないと思いますが、健康にお気を
つけられ益々の研究のご発展とご家族の皆様のお幸せを心からお祈りいたします。 

 

 
西村先生と原田文夫、記子夫妻、2015年 12月 20日、 
西村先生の文化功労者を祝う会にて。 
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創設期の西村研究室 
 
原田 文夫 
 
 学生時代に分子生物学に興味を抱いていた私は、国立がんセンター研究所化学療法部の
実吉峯郎先輩から、コラナ研で遺伝暗号解読の研究をしておられる西村先生が、がんセン
ターで研究室をもたれるという事を聞き、がんセンター研究所を志望して、1965年4月、
卒業と同時に運良くウイルス部分子遺伝研究室に採用された。西村暹室長、瀬野悍二研究
員はまだ米国留学中（5 月発令）で心細い思いをしたことを覚えている。 
 西村研究室に与えられたのは 3 つの小さな空き部屋で、実験机や実験器具の発注から仕
事が始まった。生化学を全く知らなかった私は西村先生に実験手技を文字どおり手取り足
取り教えていただいた。西村研究室のメインテーマは大腸菌 tRNA の精製と構造及び機能
の解析だった。当時の先生は率先して実験され、大腸菌から抽出した約 10 グラムの tRNA
を 6×150cm のカラムで分画し、更に数種類のカラムでアミノ酸特異的 tRNA を精製する
仕事は西村先生御自身が中心になり、北里大学の川西研究室から毎年派遣されるようにな
った卒研生などによって進められた。私は精製したチロシン tRNA、ついでバリン tRNA
の塩基配列の決定を試みたが、ちょうどその頃 Sanger らによって微量で迅速に配列決定
が出来るフィンガープリント法が開発され、運悪くどちらもケンブリッジのグループに先
を越されてしまった。私は非常に落ち込み、もう塩基配列の決定はやりたくないと先生に
申し出た。先生も大分がっかりされていたが、tRNA 中に多く存在する修飾ヌクレオシド
の構造や性質は Sanger 法では判らないのだからもう少し頑張ってみようと励まされ、気
を取り直して全構造の決定を行った。その結果、チロシン tRNA については、アンチコド
ンの 3'側に隣接してイソペンテニル A の誘導体が存在し、アンチコドンの一字目には未知
のヌクレオシドが存在することが判った。このヌクレオシドは G と良く似た UV 吸収を
示すが、RNaseT1で水解されず、塩酸処理しても塩基が遊離してこないなど、多くのGと
は異なる性質を持つことから、ふざけて当時はやっていたオバ Q の名前を拝借して Q と
名付けたのが、いつのまにか正式名称になってしまった。その後 Q はコード NAY に対応
する tRNA のアンチコドンの一字目に特異的に存在することを証明することが出来た。こ
のほか精製した tRNA を分析する度に必ずと言って良いほど新しい未知のヌクレオシドが
見つかり、その度に興奮するとともに、西村先生の着眼点の良さを再認識したものである。 
 西村先生は研究の傍ら遊ぶことも好まれ、研究室の旅行にはかかさず出られたし、御自
宅に研究室の全員が招待され、奥様の手料理を頂き、ゲームを楽しんだ事などが思い出さ
れる。また、麻雀もお好きで、西村、石倉、実吉、私の面子で二ヶ月に一回、土曜日の晩
に会場持ち回りで徹夜麻雀をやり、奥様方のひんしゅくを買ったことなどなつかしい思い
出である。西村先生は皆が疲れた明け方頃に盛り返してくるのが常で、何事にもあきらめ
ない先生の性格をよく表していたものと解釈している。西村研究室では 13 年間御世話に
なり、新しいことを発見することの喜びとそれに到るまでの苦労を学ぶと共に、研究生活
のもっとも大事な期間を充実して過ごすことが出来ました。西村先生にはその後も何かと
励ましていただき、大変感謝しております。御退 任後もお体に気を付けられてますますご
活躍されることを祈っております。 
 

（金沢大学がん研究所 教授） 
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恩師 西村暹先生を偲んで 
 
原田 文夫 
 

９月７日の朝、岡田典弘さんから電話があり､西村暹先生がご自宅で急逝されたことを
知らされました。先生とは７月末に二回ほど電話でお話しする機会があり、筑波大学の研
究室を引き払ったこと、重要なサンプルは家に持ち帰って冷凍庫にストックしていること、
足の骨折は治癒し、リハビリによって杖をついて歩けるようになったこと、趣味のラジコ
ン飛行機は､自分では操縦できなくなってしまったが､仲間が飛ばしているのを杖をついて
見に行くのが楽しみなことなど、お元気そうな声で話して下さいました。そんな先生が、
その一月あまり後に急に亡くなられるとはすぐには信じられず、絶句してしまいました。 
私は家庭の事情で大学院に進むことが出来ませんでしたが、二学年上の実吉峯郎先輩の勧
めにより国家公務員試験を受け、無事合格して、1965 年 4 月に発足後間もない国立がん
センター研究所に技官として入所することが出来ました。所属はウイルス部分子遺伝研究
室で、アメリカに留学中の西村室長と瀬野悍二研究員は 5 月発令でした。初めの数ヶ月は
実験台、実験器具、試薬の注文などで仕事になりませんでしたが、体制が整うにつれ、大
腸菌の培養から始まり、DNA polymerase, RNA polymerase の精製、tRNA 分画の調製とカ
ラムクロマトグラフィーによる各 tRNA の分離など、西村先生の直接指導で当時最先端の
技術を習得していきました。こうして先生の最初の弟子としての研究生活が始まりました。 
創設期の西村研究室での私の研究については､先生の退任記念誌に書かせて頂きましたの
で､ここでは割愛しますが、学卒の私を根気強く育てて下さった先生に非常に感謝してお
ります。この間､木村記子との結婚にあたり、西村先生に仲人をお願いしたところ、快く
引き受けて頂けました。これが西村先生ご夫妻の最初の仲人の経験になったそうです。ま
た、1972 年には、西村研究室で行った研究の成果を､母校の北海道大学薬学部に提出し、
博士号を取得することが出来ました。 
 1973 年、西村先生のご紹介で、ウィスコンシン大学生理化学部門の Dr. J. E. Dahlberg
の研究室に二年間留学することが決まりました。この研究室ではトリレトロウイルスの一
種であるラウス肉腫ウイルスの、RNA遺伝子の逆転写に使われるプライマーが、tRNA サ
イズの RNA であることを発見しており、その RNA の同定を始めるところでした。私は
Dr. Dahlberg から Sanger のフィンガープリント法を習うと同時に、西村研究室で培った
RNA のヌクレオチド配列決定法を駆使して実験を行い、この RNA が宿主(ニワトリ)由来
のトリプトファン tRNA であることを同定することが出来ました。続いてマウス白血病ウ
イルスについても実験を行い、逆転写のプライマーが宿主のプロリン tRNA であることを
証明することが出来ました。 
 帰国後私は生物学部からウイルス部、さらに金沢大学がん研究所に移り、研究対象も
tRNA から核内低分子 RNA､内在性レトロウイルス遺伝子の研究に移りましたが、先生か
らはことある毎に適切なご助言とご激励を頂き非常に感謝しております。 
西村先生、公私ともに大変お世話になり有り難うございました。安らかにお休み下さい。 
                                （2022 年 10 月） 

（金沢大学名誉教授） 
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西村 暹先生 
 
野口 茂 
 

西村先生には、先生が国立がんセンター研究所におられた時代に大学院修士課程と博
士課程の学生として、また日本学術振興会奨励研究員、がん研究振興財団リサーチレジデ
ントとして計８年間お世話になりました。もう４０年前後も以前のことで記憶は曖昧です
が、思い出すことを書いてみます。間違いがあるかと考えますがお赦し下さいませ。 
東京大学の八巻敏雄先生のご紹介で、修士課程は大学に籍を置いて西村先生の研究室にお
世話になりました。面接で「化学的なことがしたいか生物学的なことがしたいか」と聞か
れて「生物学的なことがしたい」とお返事し、ある種の tRNA に含まれる修飾ヌクレオシ
ド Queosine (Q) の機能の研究というテーマを戴きました。遺伝学研究所の廣田幸敬先生
が高温感受性大腸菌株のライブラリーを作っておられて、その中から Q に関する変異株
を探しました。はじめ安田様に方法を教わり、大腸菌を培養して 32P を加え、ラベルした
tRNA をモノヌクレオチドに分解して二次元に展開し、オートラジオグラムを見て Q のス
ポットが無くなっている株を探す・・・４～５日毎にこの操作を繰り返して１年半くらい、
特に何の成果も得られませんでした。同じことを繰り返しているだけなのでノートに書く
こともなく、日付とサンプルの番号くらいしか記録しないでいたら、先生が見て「ちゃん
とノートを付けろ！」と𠮟𠮟られました。朝遅く来て夜中までいる私を先生は嫌っていて
「朝早く来て夜早く帰れ！」とも「お前はぐうたらなテクニシャンだ」とも言われました。
結果が得られないので修士課程だけで大学に戻されるはずでしたが、そのうちに Q のス
ポットが変化している株が見つかってきて、博士課程もおいて貰えることになりました。
Q に関する変異株は幾つも見つかって生合成中間体の構造が明らかになり、岡田典弘先生
のご尽力で Q の生合成経路についての知見が得られました。 
Q を含まない変異 tRNA の性質を調べる過程で、一回だけ先生に実験の実技を見せて戴い
たことがあります。アミノアシル tRNA 合成に関する実験でしたが、当時はまだマイクロ
ピペッターもエッペンドルフチューブもなく、試験管立てに小さいガラス管をたくさん並
べて細いガラスピペットでサンプルを入れて反応を見るものでした。先生の作業はとても
雑で素早く、それでも結果はとても綺麗なものでした。 
Q の生合成に関わる遺伝子を遺伝子地図上にマップすることは出来ましたが、肝心の Q
の生物学的機能については何も明らかにできませんでした。野生株と Q 変異株を混ぜて
培養すると、Q変異株の方がやや増殖速度が遅い・・・得られた成果はこれだけで、時間
切れになりました。 

リサーチレジデントとして与えられたテーマは、c-Ha-ras タンパク質と c-myc タンパク
質を大量に調製することでした。両方の実験を同時に進めていた中で、c-Ha-ras タンパク
質を調製する実験は何もかもが順調でした。大腸菌で発現させる為のベクターの構築に必
要な DNA の合成には北海道大学の大塚栄子先生、タンパク質の結晶化と構造解析にはカ
リフォルニア大学の Sung-Hou Kim 先生という素晴らしい共同研究者がおられました。c-
Ha-rasタンパク質は大腸菌には無毒らしく、大量に発現させても大腸菌は普通に増殖して
くれました。タンパク質の精製には先行の文献があり、その方法をそのまま応用して純度
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の高いタンパク質を得ることができ、あちこちのグループに配ることができました。 c-
Ha-ras タンパク質は二つのα-ヘリックス領域がβ-シート領域で繋がっていることが遺伝
子配列から予想され、結晶化には二つのα-ヘリックス領域を分けることが望ましいと思
われましたが、遺伝子配列を見ていると、１塩基を変えてやればコードするアミノ酸を変
えることなく６塩基の制限酵素認識配列ができる配列が偶然あることが分かりました。こ
の部位を利用して終止コドンを挿入し、α-ヘリックス領域が一つだけの truncated c-Ha-
ras タンパク質を発現するベクターを作ることができました。この truncated c-Ha-ras タン
パク質で初めに結晶化が成功し、これが intact な c-Ha-ras タンパク質結晶化の成功に繋が
ったとのことで、コードを変えることなく制限酵素認識配列を作ることができたのはとて
も幸運なことでした。   
世界中で２０前後のグループが結晶化を試みていた中で、幸いに最初に構造解析に辿り着
けました。しかし、この実験で先生に喜ばれた記憶はありません。結晶化に成功したとの
報告が届いた時に先生に最初に言われたことは「どうしてお前が結晶化しなかったんだ」
であり、「c-myc はどうなった」でした。 
c-Ha-ras タンパク質の場合と違って c-myc タンパク質の調製は、全くうまく行きませんで
した。c-Ha-ras タンパク質の調製が順調だったので c-myc タンパク質もすぐにできるに違
いないと思い込んでいて、c-Ha-ras タンパク質を精製してあちこちに配りながら専ら c-
myc タンパク質の調製を試みましたが、大腸菌の系でも、酵母の系でも、カイコの系でも、
アデノウイルスの系でも、全く駄目でした。c-Ha-ras タンパク質よりも、c-myc タンパク
質に遥かに多くの時間を費やしましたが、最後までダメで時間切れに終わりました。c-
myc タンパク質のことは一旦忘れて、もっと c-Ha-ras タンパク質に関わっていたら、結晶
化も出来ていたかも知れませんが、そうはなりませんでした。 

先生にお教えしたことが二つあります。一つはインベーダーゲームの攻略法で、もう一
つは「秘傅千羽鶴折形」と言う江戸時代の本に示されている鶴の折り方です。ある時先生
が「息子に教えたいからインベーダーゲームの攻略法を教えて欲しい」と言って来られて、
２人で銀座のゲームセンターまで行ってテーブルを挟み、「こうです。違う！そうそ
う！！」とか言いながらゲームを楽しみました。もしご子息様がお父様からインベーダー
ゲームの攻略法を教わったことがあったなら、それは私が伝授したものです。 
「秘傅千羽鶴折形」には、幾重にも重なったものや嘴や羽をたくさん繋いだものなどとて
も面白い鶴の折り方がたくさん記されています。先生は私がお渡しした鶴を分解して折り
方を研究され、アメリカから一時帰国されていた研究者の方、お名前がどうしても思い出
せないのですが、その方のお嬢様にも折り方をお教えしたと伺っています。 
先生から戴いたもので大切にしているものが一つ、もう４０年以上も前に、先生のお好き
なバラの花が付いたティーセットを結婚のお祝いに戴きました。まだひとつも欠かさずに、
普段は使わずに飾っていますが、特別な時にだけ大切に愛用させて戴いています。 
Q の生物学的機能についてもっと何か明らかに出来ていたら、私の手で c-Ha-ras タンパ
ク質を結晶化していたら、先生にもっと喜んで戴くことが出来たのかも知れないとは時に
思いますが、どうだったでしょう。今更もう仕方がないことですが、後悔が残っています。 
                                （2022 年 10 月） 
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西村 暹先生を偲んで 
 
三輪 正直 
 

私は 1968 年頃から国立がんセンター研究所で西村 暹先生の研究室のすぐ近くの杉村 
隆先生の研究室で第３の核酸と言われた「ポリ ADP-リボース（略して PAR）」の研究を
始めた。PAR は、1963－1967 年にかけて、フランス Paul Mandel 研究室、がんセンター
杉村研究室、京都大学早石 修研究室でほぼ同時に発見されたが生物学的意義や in vivo
の存在さえも疑問視された。しかし現在、PAR の合成酵素（PARP）阻害剤は、卵巣がん、
乳がんの治療に使われるまでになった(Kraus PMID:26091339)。Minor な研究領域が最近
になってようやく花開いたと言えよう。多くの方々と協力して私もその一翼を担うことが
できたことは嬉しい限りである。 

当時の成果は、PARP1 cDNA の配列決定、PAR が電子顕微鏡でも観察できる高分子で
分岐構造をとり、その ribose-ribose 間結合が全て a (1‘’-2‘)の glycoside 結合であること、
分解酵素 PARG や、PAR の他 mRNA の 5’cap 構造を分解する便利な pyrophosphatase の
発見、今でも世界中で使用されている PAR のモノクローン抗体 10H の作成、PAR に対す
る自然抗体が全身性エリテマトーデス患者血清で存在することなどである。 

杉村先生と大変仲が良かった西村先生からは、１０歳も年下で実験技術も駆け出しの
私にも教えてくださることが少なくなかった。タンパク質や核酸の出発材料が同じでも、
「解析できる量を得ることができる人と、殆どなくしてしまう人がいる」と技術を磨く必
要を示された。PAR の分岐構造を初めて示すことができたことはそのほんの一例に過ぎ
ない。 

西村先生は、つくばでの万有製薬の研究所長を退かれた後も、ずっと筑波大学で実験
を続けられておられた。  
最後まで実験を大事にされていた先生をぜひ見習いたいと思っている。 
 

（2022 年 10 月） 
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温顔の大研究者：西村暹先生を偲ぶ 
 
長坂 健二郎 
 

西村先生の研究者としての優れた業績については、皆様の方が良くご存じであり、ま
た数々のアウオードがそれを証明しているので、私は先生の人となりについて書いてみる
事としよう。 

まず思い出されるのは先生のにこやかなお顔である。研究者としては妥協を許さぬ厳
しい一面をお持ちであったに違いないが、平素は誠に春風駘蕩、何時もニコニコと笑みを
絶やさぬ方であった。先生は研究をこの世で最も大切にされる方、一方、私は予算、人事、
コストなどといった誠に野暮な事に振り回される人間、研究所の運営を巡り、意見の衝突
が避けられない場合も少なからずあった。そのような時は決まって先生特有の人懐っこい
笑顔で『でもねえ、長坂さん。』と切り出し、ご要求の予算が如何に必要かつ将来に向け
て重要であるかを諄々と説明され、これに対し私がいくつか質問するうち、いつの間にか
納得させられてしまう、という形で決着するのが通例であった。今にして思えば、先生の
笑顔こそが予算折衝の最強の武器だったのだ。 
 先生はまた、ご趣味の豊かな方であった。通称ラジコンの模型飛行機を飛ばすのがお好
きで、『昨日は天気が良かったので、一日飛ばしてきました。』と少年に返ったような笑
顔で話されていた。どんなに小さくても、ラジコンともなれば相当広い場所が必要なので
は、との問いに、筑波の大地主が仲間に居るので大丈夫、との事だった。きっと先生に周
りには先生のお人柄を慕って大勢の人が集まって来たに違いない。 

加えて、日本では難しいとされている薔薇作りもプロ級であった。筑波研究所は土地
にゆとりがあるので、バラ園を作られるなら、と申し出たところお断りになり、研究所の
建物に沿って白赤黄ピンクなど色とりどりバラを植えて下さった。イギリスではバラ園へ
行くと馥郁たる香りがするがと質問すると、それは日本の薔薇コンクールではかたちと色
を審査するものの香りは対象になっていないからと解説して下さった。研究であれ、御趣
味であれ、一旦手を染めれば徹底的に調べるという先生のご気性の一端が窺われたように
思われた。 
『温顔の大研究者』私が密かに付けた先生の敬称である。 
 

                          （2022 年 10 月） 
（元万有製薬株式会社社長） 
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西村暹先生の思い出     
 
岩澤 善一 
 

西村暹先生の突然の訃報に接し、悲しみと感謝の気持ちに溢れています。 
私は、西村先生が所長をされた万有製薬つくば研究所で創薬研究のご指導をいただきまし
た。その後、私が大鵬薬品の研究所としてつくば研究所を継承して創薬研究を引き継いだ
こと、住居も目と鼻の先であったこともあり、西村先生には折に触れてお世話になってま
いりました。今でも先生の鋭い眼光と優しい笑顔、独特の口調での言葉が忘れられません。 
西村先生が初代研究所長を務められた万有製薬つくば研究所は 1992 年に開所し、世界の
トップレベルまで創薬研究能力が上がりながらも新薬承認まで達成することなく親会社で
あるメルク社の方針により 2009 年に閉鎖を余儀なくされました。同年、大鵬薬品つくば
研究所として再スタートして創薬研究が進められてきましたが、開所後 30 年となる 2022
年、念願のつくば研究所発の新薬が承認されました。一つは、つくば研究所で育ち、消化
管間質腫瘍の新薬として日本で世界に先駆けて承認された世界初の HSP90 阻害剤ピミテ
スピブです。もう一つは、つくば研究所生まれ育ち、FGFR2 に異常のある管内胆管癌の
適応で米国 FDA から Break Through Designation 指定をいただき迅速承認された共有結合
型 FGFR 阻害剤フチバチニブです。この成果を西村先生にお会いして報告できる日を楽し
みにしておりましたが、残念ながらそれは叶いませんでした。きっと天国で喜んでくれて
いると信じています。 

西村先生の基礎研究での功績は広く認知されておりますが、創薬研究での功績は多く
は知られていないかもしれません。メルク社傘下であった万有製薬つくば研究所は、メル
ク社のグローバル研究ネットワークの一員として 1992 年に開所され、西村先生は初代所
長として就任されました。開所に前後して基礎研究の分野で著名な研究者を研究部門のリ
ーダーとなる人材や中堅の人材、フレッシュな人材の採用などが積極的に行われました。
しかし、基礎研究と創薬研究は科学としては共通であるもののゴールの違いから、開所か
ら数年間は基礎研究を創薬研究の成果に結びつけることは容易でありませんでした。しか
し、西村先生の卓越した研究能力や洞察力と人々を惹きつけるお人柄によるリーダーシッ
プによってその後研究所は進化し、開所当初は内外の研究機関に比べて低いレベルだった
研究所を世界に通用する創薬研究所に導いていただきました。この時期の成果として、ト
ポイソメラーゼ阻害剤、ムスカリン受容体拮抗薬、エンドセリン受容体拮抗薬、ニューロ
ペプタイド受容体拮抗薬、新規オピオイドレセプター受容体拮抗薬等を標的とした創薬に
おいて世界レベルの先駆的な研究成果の創出や開発品の創製が成されました。西村先生が
退職された後も、吉田光昭先生や Merck 社の Dennis Schmatz 所長の元で多くの開発品が
創製されましたが、残念ながら臨床効果や安全性、戦略的判断等の理由で、万有製薬つく
ば研究所発の新薬承認に至ることは叶いませんでした。 
私自身は、西村先生の下、RAS ファルネシルトランスフェラーゼプロジェクトや新規オ
ピオイド受容体拮抗薬のプロジェクトリーダーにアサインしていただき創薬研究者として
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の礎を築かせていただきました。西村先生には、科学面では本質を突いた鋭い指摘や厳し
いご指導を度々していただきました。また、当時は２ヶ月に一度のメルク社幹部に対する
レビューが行われ、プロジェクトの生死をかけた発表やディスカッションがなされました
が、西村先生に何度となく助けていただいたことを思い出されます。この時期の西村先生
から伝授された教えや経験や成長がその後の私の研究人生に大きな影響を及ぼしたことは
間違いありません。研究面での卓越した能力のみならず、人を惹きつけるお人柄がリーダ
ーシップにつながっていたことも感じておりました。 

西村先生は、万有製薬を退職されてからもつくば研究所のこと、私のことを気にかけ
ていてくれました。2009 年に万有製薬がつくば研究所を閉じることが決まり、私はつく
ば研究所発の新薬創製を目指したオンコロジーの研究グループ５０名を率いて、研究の場
を探し、結果として大鵬薬品で創薬研究を継続することができるようになりましたが、そ
の時には西村先生は当時の大鵬薬品の重鎮であった白坂哲彦先生に対して私たちの身分保
障をしていただいていたことを後に伺いました。また、西村先生が所属されていたつくば
大学の高橋先生の研究室の優秀な学生さんをご紹介いただいて採用させていただいたり、
研究ネタや共同研究の紹介も度々していただきました。 

万有製薬で構築された研究基盤と人材は大鵬薬品のつくば研究所に引き継がれ、さら
に発展した創薬研究を展開することができ、がん領域を主軸に、泌尿器や免疫領域でも
続々と臨床開発品を創製することができ、冒頭の新薬承認に結びつきました。この成果に
至る礎として西村先生から授かった教えや経験があったことは間違いありません。 
もう一つ、西村先生の思い出として私の心に残っているのは、先生の絶え間のない研究に
対する熱意と好奇心です。2001 年にはホノルルで行われた pacifichem で発表機会をいた
だき、西村先生にご同行させていただきましたが、先生は先駆的なケミストリーの発表を
熱心に聴講されており、聴講後に熱い口調で内容を語っておられた時には、研究に対する
懐の広さを知り、改めて凄い人だなと感心いたしました。西村先生がつくば大学の高橋先
生の研究室に所属されている時にも何度か電話をいただき、ある化合物を精製したいので
蒸留セットを貸してくれないか、液クロが壊れたので使っていない機器を譲ってくれない
かなど、無ければ自分でなんとかするといった先生の研究に対する姿勢と年齢を重ねても
衰えない熱意に尊敬の念を深めたことも思い出されます。 

最後に西村先生とお会いしたのは、昨年の年末でした。先生から電話をいただき、 
ちょっと相談があるからと私の自宅を訪ねて来られました。文献を５－６報持ってこられ、
米国の著名な先生と議論している新型コロナウィルスに対して効果が期待できる化合物を
紹介していただき、その化合物の科学的興味を詳細にお話いただきました。この時は９０
歳になられていたかと思いますが、西村先生の衰えを知らない頭脳と好奇心に改めて凄い
人だと感心いたしました。また、この時に、フチバチニブの臨床試験の経過の紹介ととも
に、近々承認されると思いますとお話をさせていただきましたが、既に情報はご存知で少
しだけお褒めの言葉をいただきました。私の研究者としてのベースを築いていただき、尊
敬をしてやまない西村先生、天国で見守っていただけるとの思いです。 
 

（2022 年 10 月） 
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在りし日の西村暹先生との思い出 
                      
野田 哲生 
     

この度、尊敬する先達のお一人である西村暹先生のご逝去の報に接し、心からの哀悼
の意を表します。 

私は、1991 年、米国留学から癌研究所に職を得て帰国しましたが、帰国後すぐに、西
村先生に初めてお会いする機会を得ました。それは文科省癌特定研究の発表会だったと記
憶していますが、若輩者の私でも、国立がんセンターの西村先生の、tRNA の構造と機能
の解明から、Ras 遺伝子産物の機能解析まで、多くの国際的研究成果をよく存じ上げてい
ましたので、大変に緊張しながら自己紹介をさせて頂いたことを、今でも良く覚えていま
す。その時以来、長い年月に亘り、親しくお付き合いをさせて頂きました。そのお付き合
いを通じて、やはり、研究についての討論における、大変に厳しい先生の姿勢は印象に残
っていますが、今まで、西村先生には、いつも大変に優しく接して頂きました。それは私
のみではなく、癌研の研究者に対しては、同じく、温かな眼差しを向けて頂いてきたよう
に思います。ご存知の皆様も多いと思いますが、西村先生は 1961 年に米国留学に行かれ
るまで、2 年間という短期間ではありますが、癌研究所生化学部で研究員を務められてい
た時期があります。若き西村先生は、その時代の中原和郎所長の元での研究生活を大変に
楽しまれたこともあって、癌研にも大いに愛着を抱いてくださっていました。 

そして 1992 年、西村先生は国立がんセンターを退職され、万有製薬のつくば研究所の
所長になられますが、私は、むしろ、それから研究でのより親密なお付き合いが始まりま
した。友人の油谷浩幸先生（東大先端研教授）を通じて、西村先生からマウスにおける
8-OH-G の修復酵素である Mmh/Ogg1 の機能解析に関する共同研究を申し込まれたので
す。その共同研究での私の役目は Mmh/Ogg1 ノックアウトマウスの作成と、そのマウス
における発がん感受性の解析でした。この研究は、西村先生のご指導の甲斐もあって順調
に進展し、我々は、Mmh/Ogg1 KO マウスではその個体内の細胞において DNA 中の 8-
OH-G の量が増加することを明らかにし、さらに、そのゲノム DNA では、主に G から A
への突然変異が増えていることを見つけました。この研究結果は、長年にわたって西村先
生が世界に先駆けて明らかにしてきた 8-OH-G の作用が、生体内においても働いている
ことを証明し、さらには生体内で参加ストレスにより誘導される活性酸素の、発がんにお
ける役割を示す重要な研究成果となりました。この研究の中心におられた西村先生にも、
大変に喜んで頂きました。 
 この長い年月、西村先生の科学者としてのサイエンスに対する好奇心は常に熱く、そし
て研究者とのお付き合いは常に温かなものでした。今もあの笑顔が目に浮かびます。 
西村先生、長年のご指導、誠にありがとうございました。 
どうぞ安らかにお眠りください。               

 (2022 年 10 月) 
（(公財)がん研究会 がん研究所 所長） 
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西村先生御退任にあたって 
 
御子柴 克彦 
 

私が大学院生として研究生活をはじめたころ、日本生化学会や日本分子生物学会のシン
ポジウムで、ある研究者の講演を聞き、私は感銘を受けた。このときの研究者が西村暹先
生であった。私にとって先生はきら星のように輝く存在であったが、このシンポジウムを
きっかっけに西村先生と親しくさせていただいて、今日まで続かせて頂いてるのは本当に
光栄である。西村先生は本質を見抜く力をもたれていらっしゃる。話を物静かにきかれて
いたかと思うと非常に適格な指摘を短い言葉でなされる。非常にはっきりといわれるので、
はじめはいつも緊張していたが、逆に先生から本音と真実を見抜いた御意見が伺えること
で先生とお話をするのが楽しくなった。西村先生は私にとって大恩人であり、師匠ともい
えるようになったのは、西村先生が退官され萬有製薬株式会社のつくば研究所の所長にな
られてからである。 
 今から数年前、私は科学技術振興事業団（当時の新技術開発事業団）の事業の一つであ
る創造科学プロジェクト（ERATO）の総括責任者として指名をうけた。まだ生まれたて
のプロジェクト、拠点となるべく場所もなく、日々探し回っていた。なかなか良い場所が
なく困っていた時に、西村先生に大変お世話になった。東大医科研とは反対側に、目黒駅
の近くに萬有製薬の研究所があり、その一部をお借りできる可能性がでてきた。 
 西村先生に御尽力頂いて萬有製薬と科学技術振興事業団との折衝がはじまった。私はこ
れまで大学関係しか歩んでこなかったが、企業の方にスペースをお借りすることで交流が
深められれば、私達にとっても大変勉強にもなるし、優秀な研究員を日本のみならず世界
からひっぱってきたことで、双方ともに刺激しあう良い新しい関係確立のためのひとつの
新しい試みと考えていた。 
 だが、ある日、西村先生が急に研究室へ「御子柴君、もうだめだよ、どうしよもない
よ。」と電話をされてこられた。萬有製薬と科学技術振興事業団の担当事務官相互の意見
があわず、交渉が決裂寸前であった。それからは双方平行線のままであったが、西村先生
のお力で萬有製薬の社長と直接お話をさせて頂いたりして、ようやくお借りできるように
なった。この時の西村先生の対応には大変感謝している。異なる機構が合同で一つのシス
テムを動かすためにはよほど柔軟に事務機構を動かすようにしないと、例え両機構が良か
れと思っていても、現場で硬直化してしまうことを実体験することが出来た。 
 その後西村先生には、御多忙にもかかわらずプロジェクトの進み具合を気にしていただ
いた。時には社長にも来ていただいて、話を聞いていただくようアレンジしていただいた
ことは感謝している。順調に活動をしていた創造科学プロジェクトも 5 年を経過し終了す
ることになった。終了にあたっても色々な形で適切な御助言をいただいた。このプロジェ
クトの総括をする上でも更にその発展としての展開を見極める上でも大変重要なポイント
となる御指摘を頂いた。有り難いことと感謝している。 
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 西村先生は、萬有製薬研究所長のお立場にありながらも非常に基礎的な研究にも力を注
がれ、数多くのトップジャーナルに発表されておられた。 
 新薬の開発とその製品化が製薬会社の重要な使命であっても、それを支える為にはやは
り基礎的な研究がいかに重要であるかを身を持って実践され、皆にそのお手本を見せてい
ただいたものと考えている。 
 多くの業績をあげ、多くの研究者をお育てになられた西村先生が、この度は御退任を迎
えられる。思い出は尽きず、また感謝の意味も込めて、書きたい一心でこうして筆をとら
せていただいた。 
 どうかお身体を大切になされ、今後も私共後進の御指導をお願いしたいと思っている。 
 
付記:私は赤堀四郎先生が設立された大阪大学蛋白研究所に 7 年間教授として在籍してい
たが、先日の赤堀四郎生誕百周年記念会で、西村先生は赤堀先生が東大に微研の教授をさ
れていた頃の学生でいらしたことを伺った。西村先生と話が合うのも、同じ赤堀先生の教
えをうけた同門であるためではないかと嬉しく思っている。 
 

（東京大学医化学研究所 教授） 

  



138 
 

万有製薬つくば研究所の初代所長 
 
堀内 謙治 
 
 私が初めて西村名誉所長にお会いしたのは、つくば研究所が完成間近の工事現場でした。
丁度見学に来られた時で、お互いにヘルメットを被りながらの出会いでありました。初め
てお会いした瞬間から満面の笑顔で「準備室長の堀内さんなら出来ると思いますので、お
願いですがオーディトリアムのスクリーンが小さすぎますので何とかもっと大きくして下
さいヨ」と国内外を問わず著名の大先生とは思えぬ優しい視線で親しげに声をかけてくれ
ましたのが出会いの初めです。 
 平成 4 年 3 月 25 日に、一棟建ての研究所としては日本では一番大きい（延床面積: 
34,000m2）といわれる、つくば研究所の竣工式が行われこの時から正式に国立がんセン
ターの西村先生を初代所長（常務取締役）としてお迎えすることに成りました。当時私は、
研究所の総務部長として約 200 名の研究員の支援業務を行う事と成り、開所はじめは大混
乱のパニック状態で、とても西村所長には満足してもらえるようなサポートはできません
でした。 
 会社企業を経験されてない先生は、会社ルール、組織に基づく運営、またほとんどの研
究員の顔も知らない等できっとカルチャーショックを感じたのではないかと思います。そ
こで、私の仕事は、まず会社の規定等を理解していただく事と、次に主だった人の顔を早
く覚えていただく事と思い、ある企画を立てました。それは、私の行きつけの寿司屋に部
長、課長クラスを 3～4 人グループに分け、毎週 1 回のペースで紹介する事です、アルコ
ールが全然飲めない西村所長と食事・飲み会を 7～8 回行いました。これが見事（?）に功
を奏して、飲み初めのうちは皆緊張して言葉が少なかったのですが、そのうち酔ってくる
に従って本音が出始め、全然飲んでいない所長は、一気に色々な情報と各個人の性格まで
も取得した訳であります。この費用は所長の自腹で負担していただきました。この情報の
中には、過去の研究所の諸々の欠点や硬直化した組織運営等の話しが、各管理職者から不
満の声としてアルコール効果により発せられ、これらの事が新研究所の企画運営に大きな
影響を与えたのではないかと思います。 
 所長の国際的経験を生かして、米国メルク社の研究所との信頼関係もより深いものと成
り、次第にメルク社と同じ土俵になって行きました。また研究者にとって伸び伸びと研究
出来る環境作りや、研究予算も経営陣と交渉し獲得して下さいました。つくば研究所のレ
ベルは数年間にて急激に上昇し、創生された制がん剤を含む数種類の化合物は既に臨床試
験を行っております。もはや今ではメルク社にとってつくば研究所は掛替えのない重要な
研究所に成長致しました。 
 今後は、つくば研究所名誉所長としてのお立場で、是非、若い研究者の良き相談相手と
なって戴く様お願い致します。 
 

（万有製薬臨床医薬研究所 部長） 
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西村名誉所長とつくば研究所の思いで        
 
堀内 謙治 
 
 以前発刊されました退任記念誌「RNA からがん研究へ」に於いて、西村先生のつくば
研究所の立ち上げの話や大勢の研究者達とグループ単位で食事会を行う、緊密な接点方法
を記載しましたので今回は割愛いたします。 
そこで今回は、運営サポート分野の視点で先生に失礼の無い範囲で記載してみます。 
 
１．この研究所の開発品はミートゥの物質は認めない。 
雑談中、所長！確かにおっしゃる通りですがこの研究所を設計した者としては、同時平行
して当時各製薬会社で流行っていた抗生剤の一部の置換基を変える製品等、ミートゥ化合
物でも先ずは一つでも早く製品を創製して欲しいと何気なく話をしました。 
次の朝礼で、研究者の全員の前で堀内さんからはミートゥも同時進行を提案されまし 
たが、ブレークスルー以外は認めないと名指しで指摘されシュリンク！ 
２．ボーナス明細書支給 
ボーナス支給日は全員の研究者を個々に紹介する絶好なチャンスと考えて、明細書の約３
００人の一人ひとりの名前を紹介。 
所長はあのいつもの笑顔で全員に手渡ししながら声を掛けて支給。 
ボーナス効果！ 
３．模型飛行機の飛ばせる場所探し。 
  所長は国立がんセンター時代から主翼が２ｍ以上も有る模型飛行機作りとそれを飛ば
す趣味をお持ちで、つくばに来てから休日には無断で近所の芝畑の広大な場所で飛ばして
いました、その芝の持ち主からクレームが来て飛ばせなく成りどこか飛ばせる場所を探し
て欲しいと難問。市役所、警察署長、消防署所長などに数々相談しましたがなかなか見つ
からず、最後に自動車修理工場の社長の紹介で少し離れた旧家の芝畑をやっと使用できる
事に成りました。休日には三菱の愛車を自分で運転して現地で飛行機を飛ばしていました。 
操縦は見事で大空にかなりのスピードで宙返りをして、時には背面飛行をしながら左右が
逆操縦で難しいいんだよと言いながら学者先生とは思えない操縦技術に驚きました。 
４．お祭りでヒヤリ 
開所して数年経って家族を招待しての大イベントお祭りを行いました。 
研究所の運営外部業者の数社にお願いして芝生の上に２ｍ以上の舞台を設置、子供用の輪
投げとか幾つかのおみやげが貰える縁日の出店雰囲気や、業者による大量の餅つきとか、
おまけに生ビールは飲み放題。 
舞台の上では研究者のバンド演奏やカラオケ等で皆さん大喜び。 
もちろん飲酒運転は禁止なので観光バスを数台確保しての巡回送迎。 
つくば市役所関連、警察署長、消防署長の方々をご招待してのお祭りを行いました。 
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宴はたけなわになり西村所長の提案でお祭りなので自製のロケットを花火代わりに打ち上
げる事となり直径約１０㎝長さ約１．５ｍの紙製のロケットを打ち上げました。 
3 万坪の敷地の芝生のほぼ真ん中で発射！ 
もの凄い勢いで上昇～～少し斜めに飛行、 
あ～～このまま飛んだら隣の敷地か道路に落ちる！ 
つくば警察の署長さんたちも見ている～～し！やばい！ 
その時パラシュートが開きユラユラ敷地内に落ちて来ました。 
「ヒヤリ！」でした。 
５．薔薇の思い出 
所長との思いで話は沢山有りますがこの薔薇の話で締めくくりたいと思います。 
皆さま良くご存知のように薔薇をとても愛して育てていました、研究所の人があまり行か
ない数か所に薔薇を育てて休日に来てはほとんど自分で手入れをしていて、 
時々頼まれて蜂が怖いので黒系の上着は止めて白衣を着てお手伝いしました。これは日本
にはない品種だよと言われ本当に立派な薔薇で人の顔くらいの大きさでした。 
花泥棒！ 
時々このまま枯れてしまうのなら一輪黙って戴こう、 
この美しい大きな薔薇を持って馴染みのすし屋のカウンターに飾って貰いました、 
お客さんからは皆さん絶賛でした。 
おかげさまですし屋のおやじから美味しいすしネタがサービス。 
 
かなり経ってこの話を西村所長に白状したところ 
「あの素敵ないつもの笑顔と笑い声で許して下さいました・・・」 
 
七年間でしたが大変お世話さまに成りました。 
大先生にも拘わらず普通に接して下さり暖かいお気遣いを頂き心より深謝いたします。 
 

                            （2022 年 10 月） 
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西村先生の思い出 
    
冨本 浩嗣 
 

西村暹先生の突然の訃報に接し、驚きと悲しみで一杯です。何より、万有製薬（現
MSD）のつくば研究所時代に西村先生の下で働き、先生を慕う仲間が集い「西村先生を
囲む会」を近く開催する計画があり、先生からも「皆と会えるのを楽しみにしている」と
伺っていたので、それが間に合わなかったのが何とも残念です。 

私が西村先生のお名前を初めて聞いたのは、55 年前の卒論研究で在籍した北大薬学部
薬品有機化学講座の時でした。当時の指導教官だった故池原森男教授や Khorana 研から戻
ったばかりの大塚榮子助教授等から先生の素晴らしい業績をお聞し、同じ核酸研究の分野
で学ぶ者として大きな刺激を受けました。 
その先生が、まさか万有に移られ、その下で働くことになるとは、当時は夢にも思わなか
ったことです。 

西村先生との思い出は多々ありますが、私にとっての一番の思い出は、コレステロール
低下剤を目的とするスクワレンエポキシダーゼ阻害剤の開発中に、ファルシ-ルトランス
フェラーゼを阻害する化合物（FTI）を偶然見付けた後の数ヶ月間でした。FTI を抗がん
剤として開発するその研究は、残念ながら in vivo での有効性が確認できず中止になりま
した。しかし、その間、仲間達と一緒に先生と交わした熱い議論は今でも忘れられません。 

西村先生は基礎研究全体を統括する大変お忙しい立場にありながら、飾らないお人柄
で、若い研究者にも気さくに声をかけ、厳しい質問や指摘、的確な助言をしてくださいま
した。まさに、先生の研究者としての源泉に触れ、熱い情熱を垣間見た気がします。 

そんな先生がお亡くなりになられ、本当に寂しく哀惜の念に堪えません。 
先生に直接お礼を申し上げられないのが無念ですが、心より感謝申し上げたいと思います。 
 

                        (2022 年 10 月) 
（前万有製薬つくば研究所 創薬研究所 副所長） 
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西村暹先生を偲んで 
 
吉成 智子 
 
西村先生には、研究所の業務を通じてご指導いただきましたのみならず、学位取得に向

けて指導教授のご紹介をいただくなど大変お世話になりました。つくば研究所の所長室が
私の所属しておりました研究室のすぐ隣であったとこもあり、よく、ひょっこりとお立ち
寄りいただきました。そのご様子は、サンダルばきなうえに時々ワイシャツの裾がズボン
のベルトからはみ出していたりして、ちょっと前屈みの姿勢でひょこひょこ歩いていらっ
しゃるので、とても偉い研究所長さんには見えません。こちらもつい馴れ馴れしくお話を
させていただきました。 
米国本社（メルク社）の方がつくば研究所を訪問された際の会食にも何度かご一緒させ

ていただきました。先生はお酒の方は全く受け付けないとのことで、お食事の際のワイン
は私が代わりにご相伴にあずからせていただきました。ソムリエが赤ワインを瓶の底に少
しだけ残して注いでいったのを見て、「それは全部飲んじゃったら？」とおっしゃるので、
「所長、あれは赤ワインの澱がグラスに入らないようわざと残してあるのです。」と（日
本語で）ささやきました。私が西村先生に何かをお教えしたのは、後にも先にもこれ一回
きりで、ちょっと心温まる思い出です。 
海外出張をご一緒させていただいたのも楽しい経験でした。西村先生はいつも大きなス

ーツケース２つを海外出張用に準備してあって、出張となるとそれらを持って気楽に出発
されます。片方のケースはほとんど空のまま持っていき、もしご趣味のラジコンの部品や
製品でほしいものを見つけて買ったら、そこに入れて帰国するのだそうです。翌日のプレ
ゼンテーションを前に緊張している私を食事やショッピングに誘ってくださるなどお気遣
いいただきました。いつも気さくな所長さんでした。 
万有製薬を離れてからも精力的に研究生活を続けておられたとお聞きしています。叙勲

のお祝いなどでお会いした際にも、今興味を持っている研究対象の話を面白そうにお話し
されていて、その状況がいつまでも続くような気がしておりました。突然のお別れとなっ
てしまったのがいまだにピンと来ていません。今にも「え？そうだろう？」というお声が
聞こえてきそうです。ご冥福をお祈り申し上げます。 
 

（2022 年 10 月） 
(元万有製薬つくば研究所研究員) 
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西村先生がつくば研究所に残されたもの 
 
森島 甫 
 
 西村先生のお名前は、私が微生物化学研究所にいた時にたびたび耳にすることはありま
したが、専門も違いましたので直接お話しする機会はなく、万有製薬に常務取締役として
入社され、つくばに新しい研究所が創設されて所長として赴任されてから指導していただ
くことになりました。つくば研究所は、岡崎と目黒にあった研究所を統合して作られ、ほ
とんどゼロからのスタートでしたので苦労も多かったことと思います。このような厳しい
状況下であったにもかかわらず、開発候補品を 8 年の間に 10 品目近く創製できたのは本
当に素晴らしいことで、この中には残念ながらドロップしたものもありますが、いくつか
の化合物は順調に開発が進んでおりますので、つくば研究所第一号の薬が世の中に出るの
もそう遠くないことと思います。西村先生が我々に残してくれた物として、これらの開発
候補品は大変価値があるわけですが、それ以上に重要なことは、つくば研究所の研究員が
これらの開発候補品を出したことにより大きな自信を持ったことです。これが西村先生の
残された物の中で最も大切な物と思います。 
 先生は創薬は研究の延長上にあり、研究なくして創薬はあり得ないと言う堅い信念のも
とに、常に研究員に研究者としての自覚を促し、面白いことを見逃していないか注意し、
面白い発見には目を輝かして時を忘れて議論に熱中し、身をもって研究とは何かを示して
いただきました。論文投稿も積極的に行うよう研究員を指導され、このような指導により
つくば研究所のレベルも年々向上してきておりますが、このような研究に対する考え方が
先生の我々に残してくれた物として二番目に挙げられると思います。 
 先生は先見の明があり、創薬に有用な先端技術を、皆がその重要性に気がつくかなり前
から積極的に取り入れ、おかげで他社に遅れをとることなくすんでおりますが、これが三
番目に我々に残してくれた物として挙げることが出来ます。ノックアウトマウス,トランス
ジェニックマウスは、今や受容体などの機能を探る上で必須の技術になっていますが、先
生はつくば研究所設立の際にこの発生工学の部門を組織に組み入れ、かなり初期の段階か
らその有用性を我々に示してくれました。ヒューマンゲノムについても早くからその重要
性に気づかれ、社内でそのようなことは企業の研究所でやることではないという声もあり
ましたが、そのような声は無視して積極的に進めてこられました。研究所の若い人たちは
今あるのを当たり前に思っているかもしれませんが、先生のこのような努力を決して忘れ
てはならないと思います。まだまだ先生の残された物は多いのですがとても書ききれませ
ん。西村所長のもとで 8 年間一緒にやらせていただき、特に創薬研究所長としての 3 年間
は本当に思う存分仕事をすることができましたが、心から感謝しております。 
 

（万有製薬つくば研究所・副所長） 
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西村先生との出会いから 
 
荒川 浩治 
 
 萬有製薬つくば研究所が建築される数年前、西村先生が東京・目黒にあった萬有製薬の
研究所にサイエンティフィックアドバイザーとしてお見えになった。当時、萬有製薬の研
究所で制がん剤の薬効薬理研究をしていた小生が先生にお目にかかった最初である。当時
の研究レベルは、国立がんセンター生物学部長から見るとおそらく心許なく、ましてや当
時の目黒の研究所は大学の研究室以上に汚く、機器も貧しいものであった。こんな中、先
生は、数ヶ月毎にお見えになり、我々の実験結果に対し厳しいが適切なコメントを残され
たのが印象深い。 
 目黒の研究所からつくば研究所への異動は平成 4 年 3 月に完了し、翌月からつくば研究
所で研究業務を再開した。西村先生は、同年 4 月より萬有製薬常務取締役・つくば研究所
所長として着任された。癌研究グループは、目黒時代からのテーマを引き継ぎ、先生の着
任後も先生のご指導のもと、制がん剤の研究を続けたが、先生は、今まで癌の専門家とし
ての道を進まれてきたので、製薬会社におけるターゲット疾患の多さにいささか戸惑いは
感じていらっしゃったであろうに、顔色も変えずあっという間に知識を吸収され、専門家
顔負けのコメントができるようになって、研究員を驚かせました。 
 普段は辛口のコメントが多いのですが、決して気むずかしい顔をしてつくば研究所の中
にいらっしゃるわけではありません。忘年会では、隠し芸に引っぱり出されて、うれしそ
うな顔で一生懸命対応していると言う一面もお持ちです。また、趣味も多彩で、休日には
海外からのファックス・メールのチェックを兼ねて研究所に顔を出されてついでに（どち
らがついでかは不明ですが）、ラジコン飛行機を飛ばしたり、バラの品種改良を行い、バ
ラ園を作ったりと休む間もなく過ごしていらっしゃいます。 
 先生は、所長業務も含め海外出張も多いので、ある時、時差ボケの予防法をお聞きする
と「飛行機の中でワインを少し飲んで寝ることだよ。」と教えていただきました。先生は、
あまり（と言うかほとんど）アルコールを飲まれないため、ワインを少し口にされるだけ
でよく眠れるとのことでしたが、アルコール好きの小生にはまねのできない時差ボケ予防
法でした。 
 なかなかお忙しい先生で、国内にいらっしゃるときでも、所長室の椅子に腰を下ろす時
間もとれず、所長業務に追われディスカッションする時間がとれず、相談に訪れる研究員
が列を作ることもたびたびありました。平成 7 年に萬有製薬専務取締役に就任されるとそ
の忙しさに拍車がかかり、所長室前には時間待ちをしている研究員の列ができ、小生は競
争率の低い朝 1 番の時間によくお伺いしました。 
 平成 11 年 4 月に所長業務を吉田光昭所長にバトンタッチした後も、つくば研究所名誉
所長として、サイエンティフィックな討論のみならず、つくば研究所の運営に関してもア
ドバイザーとして手腕を奮われていました。平成 12 年 6 月専務取締役を退任され、やっ
とライフワークである癌研究とバラの品種改良に専念できる環境が整って研究者生活を再
開されました。今後とも、研究面のみならず、いろいろな面でのサポートをお願いします。 

（萬有製薬つくば研究所） 
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西村先生に感謝を込めて 
 
門田 芳明 
 

西村先生に初めてお会いしたのは、十数年前のことになります。当時私は万有製薬（株）
目黒研究所に勤務しており、制癌剤研究に従事しておりました。当時弊社の研究力は非常
に弱く、そのため、西村先生をお招きし、癌研究に対する勉強会を開き、先生よりアドバ
イスを頂くことになりました。薄暗い会議室で仕出し弁当を食べながらの勉強会であった
と記憶しておりますが、その時私の研究内容に対して、先生のご意見は「同じような研究
は世界中で行なわれているが、うまく行ったということは誰からも聞かないので、非常に
難しいのではないか。」という否定的なものでした。しかし「面白そうなデータが出てい
ると思うのなら、諦めずに頑張るように。勝てば官軍だから。」という内容のことを最後
に付け加えられました。元来、悲観的に物事を見るという研究者には不向きな性格である
私には、このお言葉はその後の研究の進め方に対する拠り所の一つとなったような気がし
ます。 
 それから数年後、私は幸運なことに国立がんセンター研究所の西村研究室に出向し、先
生のもとで、研究をさせて頂く機会を得ました。先生のお言葉だけではなく、先生が実際
に指揮を執られている研究に参加し、また研究所の著名な先生方の研究姿勢にふれること
が出来、この出向は私にとっては研究に対する考え方を根本から改める機会となりました。 
 西村先生はがんセンターを退職された後、万有製薬つくば研究所の所長になられました。
研究所全体を見る立場になられたため、癌研究以外の研究に対しても指示を出されること
になり、当初はかなりご苦労が有ったようです。しかし、就任後 1,2 年も過ぎる頃になる
と見事に采配を振るわれるようになり、親会社であるメルクにも多大な評価を受けるまで
に研究所の体制を築かれました。ただ私がそれにもまして驚いていたのは、企業の研究所
長という雑務も多く、非常に多忙な職務をこなす傍らで、ご自分の興味のある研究に対し
ても片時も忘れることなく思考され、次々に新しい提案をされていたことです。担当であ
った私共は日々の仕事に追われて、なかなか結果を出せず、ただ先生の記憶力、思考力、
行動力、更に執念深さに圧倒される毎日でした。特に記憶力に関しては研究以外の細かな
ことまで記憶されているのには、皆驚嘆しておりました。例えばある年の新人歓迎会で、
一人の新人が自分の彼女は今アメリカにいるということをぽろっと口にしたことがあった
のですが、その数年後その彼が他の女性と結婚することになったことを報告に言った時、
先生はあのアメリカに行った彼女はどうなったのかと聞かれたそうです。一度出された指
示を何年も憶えておられる筈です。 
 現在西村先生は研究所長を勇退されましたが、御自身の研究を再開されるべく嬉嬉とし
て実験器具を持たれています。企業の研究所長としての責務から解放され、再度御自身の
研究が出来ることを心から喜ばれているのを拝見していますと、定年後は温泉三昧でのん
びり過ごしたいと夢見ている私は先生の偉大さを改めて痛感せざるを得ません。 ご退任
記念ということですが、西村先生にとっては研究に没頭できる新たなチャンスで あるわ
けですので、益々のご活躍を確信致しております。 

（万有製薬つくば研究所） 
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He is my hero!! 
 
別所 忠昌 
 
 私は、西村先生の国立がんセンターでの最後の 1 年と萬有つくば研究所での最初の 1 年
半を、DNA repair group の一員として過ごさせていただきました。私のところにやってき
て下さる時はいつも笑顔で、“やあ、どうだい?”と実験のことを尋ねてくださいました。
先生のもとで研究をされたことのある人ならご存じのように、その笑顔とは裏腹に、先生
のご指摘はいつも厳しいものでした。論文を投稿する際も、先生の“review”は、後になっ
て届いてくる実際の journal の reviewers のコメントよりも厳しいものでした。先生が論文
投稿の最大の難関で、ここを通過すればaccept になったと同然と私はいつも思っていまし
た。 
 つくば研究所では、所長としていろいろとお忙しいなか、時々私共の研究室にいらして
実験の話しをするとき、とても嬉しそうで目が輝いていたのを覚えています。先生は、本
当に研究が好きなんだなと、失礼ながら感心いたしました。時折、先生が学生だった頃や、
ポスドクだった頃の話しも聞かせてくださいました。“大変だったんだよ”とおっしゃって
いましたが、とても懐かしそうに、楽しそうに話してくださいました。私が会社をやめて
アメリカで研究してみたいと申し出たときも“がんばってらっしゃい”と心良く送り出して
いただきました。今でも感謝しております。 
 こちらに来て、大学や研究機関でいろいろな研究者と話す機会があるとき、訪ねたとこ
ろに必ず一人は“Were you with Dr. Nishimura ? Oh, he is great. He is my hero!”といってそれ
ぞれのエピソードを話してくれる人がいます。先生の様に、いろいろな分野の研究者から、
“He is my hero !"と呼ばれる研究者はそういらっしゃらないのではないでしょうか。 
 先生が研究から遠のいてしまわれることはとても残念ですが、長いあいだの研究生活、
ご苦労さまでした。 
 

(Department of Biochemistry and Biophysics, University of North Carolina) 
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西村研での楽しかった日々 
 
別所（畑井） 美香 
 
 私が西村研で実験させていただいていた頃から、もう 8 年近くも経ってしまいました。
時の流れの早さに驚いています。現在私は University of North Carolina で research 
technician として、西村研での経験を生かして頑張っております。 
 私は大学 4 年生のとき学生実習で西村研に来て、毬山先生に基礎からご指導いただ
き、卒業論文を書くことができました。卒業後、幸いにも西村研にそのまま就職でき、矢
追先生のもとで実験を続けることができました。自分のやりたいことが続けることができ
てとても幸せなことだと感謝しております。私が初めて research seminar や journal club
の speaker になったときは本当に緊張しましたが、終わった後に西村先生から“よくでき
ました”と温かいお言葉を頂いたときはとても嬉しかったです。西村先生はいつも office
で忙しくされていらしたので、時折、先生自ら研究室でスパーテルで試薬を測っておられ
る姿は、私達の間で話題になったものでした。 
 西村先生は大変お花がお好きでいらして、先生がご自分で育てたバラを研究室へもって
きて下さり、とても甘いいい香りをみんなで楽しみました。先生のバラは、店先では見か
けたことのない、香りも色も素晴しいバラでした。お花が終わった後、私は花びらをいた
だいて、乾燥してポプリにしたのを覚えています。 
 西村研は、先生の幅広い交流関係を反映して、国際色豊かでたくさんの外国人の研究者
がいらして、時には彼等のほうが日本人よりも多いこともあるほどでした。私は英語が苦
手でしたが、そんな私にもみなさんとても親切で、たくさんの良い思い出ができました。
当時研究室で一緒に働いていた手島さん、斎藤さんと 3 人でアメリカ旅行にいった時、ボ
ストンで、西村研を訪問されたことのある Dr. RajBhandary (MIT)が空港まで迎えに来て
下さり、なおかつ Dr. RajBhandary のご自宅を訪問することもで来ました。思いがけない
ことで、素晴しい思い出になりました。これは西村先生からの“Big surprise”だったと後で
知り、先生の粋なお計らいに感動しました。私にとって初めての海外旅行ですべてが初め
ての経験でしたが、Dr. RajBhandary のお宅に訪問できたことは、もちろん私の自慢話し
の 1 つです。 
 先生が研究室から完全に遠ざかってしまうのはとても残念です。 
 西村先生、長い間お勤めご苦労さまでした。  
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RNA 学会での友人達 
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西村先生の贈りもの 
 
中川 真一  
 
 私が研究分野を変えて RNA の研究分野に出入りするようになったのは比較的最近とい
うこともあり、西村先生のお名前とお仕事のことを知ったのは恥ずかしながら 2014 年、
西村先生が日本 RNA 学会の名誉会員になられた時でした。それまでも学会のポスター会
場などで時々お姿を拝見していて、私と同世代の鈴木勉さんと楽しそうにディスカッショ
ンされている姿に、妙に RNA 修飾に詳しいおじいちゃんがいるなあと思っていたのです
が、名誉会員の記念講演で西村先生が「あのおじいちゃん」だと知った時は、あ、あなた
は、と、まるで水戸黄門のラストで庭にひれ伏す町民のような心持ちでした。記念講演で
の若手研究者へのエールは心に染み入るものがあり、私自身はとっくに「若手研究者」で
はなくなっていましたが、海外の流行を追いかけるだけでない、真にオリジナルな研究を
したいという思いを新たにしたのをよく覚えています。 

その後 RNA 学会のニュースレターに西村先生が寄稿された「生きた化石のたわ言」
（https://www.rnaj.org/newsletters/item/83-honorary-fellow1）には、西村先生曰く「受賞
講演で言い足りなかったことなど、またちょっと切り口を変え」たメッセージが綴られて
いて、今見返してみても、色褪せない言葉が並んでいます。 
とはいえ、研究テーマからかしても、いわゆる学問的な系譜からしても、私自身は西村先
生と直接の繋がりはなく、その後も偉大な仕事をされた RNA 研究コミュニティーの大先
輩のお一人、という認識でしかなかったのですが、今回西村先生の訃報に接して色々ゆか
りの記事などを見ていて、大変驚きました。私はタンパク質をコードしないノンコーディ
ング RNA の変異体の作製とその表現型解析を生業にしているのですが、現在、特に力を
入れているプロジェクトの一つが、マウス亜目だけが持っているノンコーディング RNA、
4.5S RNAH（もしくは 4.5SH）の解析です。この RNA を同定されたのは、実は原田文夫
先生なのです。また、ごく最近、私達の研究で 4.5S RNAHの生理機能がついに明らかにな
り、異常エクソンのスプライシングを抑えていることがわかったのですが、その標的配列
はレトロトランスポゾンの一つ SINE B1。レトロトランポゾンといえば、これまた西村先
生の研究室の最初期メンバーのお一人である岡田典弘先生のライフワークです。恥ずかし
ながら寡聞にしてお二人の先生が西村先生門下であるということは全く知らず、その事実
を知った時、先の RNA ニュースレターの中の西村先生の一節がすとんと胸に落ちました。 
「有名な教授の中には、自分の研究と同じテーマを弟子にやらせ、その結果何人もの教授
が出たと自慢する人もいるが、もっと大局的な観点から、共同研究者を育成する事が必要
なのではないか。」 
原田先生も、岡田先生も、西村研究室で行っていた研究を発展させるというよりは全く異
なった研究テーマに新たに取り組み、まさに only one の研究を展開されてきた方々です。
そのお二方が独自に育んでこられた研究が再び交わるところに、西村先生とはほとんど言
葉らしい言葉も交わしたこともなく、いわゆる「弟子筋」とは全く関係のない私が立って
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いることになります。研究をやっていると、とても偶然とは思えないような絵に描いたよ
うなシンクロニシティーに出会うことがよくありますが、西村先生が大切に育て、次の世
代へと綿々とつないでこられた研究の矜持の先に私の今の仕事があることを知り、この仕
事は西村先生の贈りものだったのかと、不思議な郷愁を感じています。 

先日の西村先生のお葬儀では初めて原田先生にお会いして 4.5S RNAH研究の昔話なども
伺うことができ、岡田先生にも研究の話を聞いていただき、悲しいお別れの場ではありま
したが、サイエンス的には大変ワクワクする新たな出会いの場でもありました。これもま
た西村先生の贈りものです。本当にありがとうございました。 
 

                              (2022 年 10 月) 
（北海道大学大学院薬学研究院 教授） 
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西村先生、もう一度ディスカッションをしたかったです。 
 
鈴木 勉 
 

西村暹先生とはたいへん懇意にさせていただきました。私は学生の頃から渡辺公剛研
で tRNA の研究をしていたので、西村先生の書かれた論文や実験書を熟読しながら育ちま
した。西村先生は私にとってのレジェンド的な存在です。渡辺先生は西村先生に可愛がら
れてましたから、そのよしみでしょう。私のような若造にまで、声をかけていただき、常
にサポートしてくださいました。本当に感謝しています。私が助手の頃、tRNA ワークシ
ョップで初めて口頭発表をした時も、一番前で聞いてくださり、発表後の質疑でうまく答
えられなかった後で、「あれはこういう質問だったんだよ。」と、私が聞き取れなかった質
問の意図を丁寧に説明してくださいました。万有製薬の筑波研究所に呼んでいただいたこ
ともありました。セミナーをさせていただき、そのあとでおいしいお酒と懐石料理をごち
そうになりながら、いろんな話をさせていただきました。今でも本当にいい思い出です。 
西村先生と交わした数々のディスカッションは今でも忘れません。学会などでお会いする
と必ず声をかけてくださり、背筋をピンとしたまま、にこやかに頷きながら私の話を聞い
てくださいました。いつも気にかけてくださり、必要以上に褒めてくださいました。マイ
コプラズマの遺伝暗号の解読の仕事では具体的なアイデアをいただき、たくさんディスカ
ッションを重ね、最終的に立派な共著論文(Taniguchi et al., Nucleic Acids Res., 2013)とし
て結実できたことは、私にとっての宝物です。 

引退後も、ご自身で研究を続けておられ、面白い発見があると必ず携帯電話に着信が
あり、「鈴木さん、あのね。〇〇の RNA を HPLC にかけたら面白いピークがあるんだけ
ど、MS 解析をお願いしたいんだよね。フォトダイオードアレイのスペクトルもなんか変
な形でさあ。今度東京に行くからその時にサンプルを持って行っていい？」と、たまに裏
声になりながら、興奮しながら、独特の口調で話された西村先生のお声がずっと頭の奥に
残っています。〇〇の部分は築地で購入するようなおいしい食材だったりするのが、何と
も西村先生らしくて微笑ましく思っていました。何度か、自らサンプルをお持ちになり、
柏と東京のラボに足を運んでくださり、MS 解析の様子を眺めていらっしゃいました。残
念ながら、目的のものは既知のヌクレオシドであったり、RNA ではない別のものであっ
たりで、うまく行かなかったことの方が多かったのですが、それでも落胆することなく、
「ありがとう。また来るよ。じゃあね。」と言って、ニコニコしながら満足げにお帰りに
なったお姿を今でも思い出します。 

西村先生は 1970-80 年代を中心に、tRNA 修飾の研究で重要な研究成果を上げられまし
た。数あるご業績の中でも代表的な成果として、キューオシン(Q)の発見と化学構造の決
定が挙げられます(Harada and Nishimura, 1972; Kasai et al., 1975)。Q は 7 デアザプリン骨
格を持つ大変ユニークな RNA 修飾であり、タンパク質合成においてコドンを解読するた
めに重要な役割を担っています。Qはバクテリアから真核生物まで非常に多くの生物が持
つ tRNA 修飾です。tRNA の Q 修飾はとても特殊な経路で生合成されることが知られてい
ます。通常、RNA が修飾される際には、塩基やリボースに酵素的に官能基が付加される
のが一般的です。ところが、Qは塩基部分がそっくり置き換わるトランスグリコシル化と
いう機構で生成します。この酵素も西村先生のグループが発見されました(Okada and 
Nishimura, 1979)。バクテリアは Q の塩基部分であるキューイン(q)を生合成しますが、
私たちヒトを含めた真核生物は合成することができません。したがって、私たち真核生物
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は q を食事から栄養素として接種するか、腸内細菌を分解してそこから得ているのです。
実際に、私たちのような tRNA の研究者がヒトの培養細胞を用いて実験を行う際には、培
地に必ず q を入れておく必要があります。西村先生にそのことをご相談申し上げたら、
「僕のをあげるよ。」と言って、当面の実験に必要な q をいただきました。いまでもその
ストックを大切に使用させてもらっています。そのおかげもあり、ここ数年間取り組んで
きた糖付加 Q の論文をようやくまとめることができ、西村先生にドラフトを読んでコメ
ントをいただこうと思っておりました。9 月の頭には論文ができていたので、まさに電話
をかけようと思っていた矢先のことでした。それが叶わずに残念でなりません。少しの時
間でよいので、もう一度、お声を聞きたかったです、ディスカッションをさせていただき
たかったです。 

西村先生とのディスカッションは、研究に関する専門的な話に留まらず、オリジナリ
ティを大事にする研究スタイル、コミュニティへの貢献の仕方、同業者との付き合い方、
教え子たちとの交流など、多岐にわたりました。西村先生から、研究者として必要なほぼ
すべてのことを学んだような気がしています。西村先生の考え方は、私の恩師である渡辺
先生をはじめ、多くの教え子の先生方へと受け継がれているように思います。西村先生が
作られたコミュニティは日本のサイエンスのかなり大きな部分を形成していると言っても
過言ではありません。私がいま楽しく研究ができているのは西村先生のおかげかもしれな
いと思っています。 

海外にも西村先生を慕っている研究者はたくさんいます。私は tRNA 関連の研究者と交
流がありますが、皆さん、Susumu のことが大好きです。西村先生が懇意にされていた
Jim McCloskey は数年前に他界されましたが、その弟子の Pat Limbach と交流があります。
つい先日(10 月下旬)、Vienna で開催された RNA meeting で、Pat に訃報を伝えるととて
も残念だと言ってました。しばし、Susumu と Jim の思い出話をしました。おそらく、い
まごろ Jim と当時の話で盛り上がっていることでしょう。アイルランドの Vincent Kelly は
西村先生のポスドクとして数年間研究を行ってました。今でも自分のラボで Q の研究を
続けています。Vincent に訃報を伝えるととても残念がってました。Vincent は西村先生
の昔の知り合いをたくさん知っているので、この訃報を関係者に伝えてくれました。
Vincent は葬儀に出席したいがどうしてもできないので、奥様のご家族にお香典を託すと
言ってました。オハイオ州立大の Juan Alfonzo は Susumu の大ファンです。3 年前に日本
に呼んだ時も Susumu を見かけると早速話しかけて、大興奮して写真を撮ったり、大はし
ゃぎでした。Juan は西村先生の昔の論文を熟読していて、Susumu を本当に尊敬している
ことがよくわかります。世界の Susumu Nishimura は私たちの世代でも、今も尊敬され、
愛されています。 

先日、岡田典弘先生に連れられて、西村先生のご自宅を訪問してまいりました。その
際には、ご家族の方々には大変お世話になりました。ご自宅には研究試料用の冷蔵庫があ
り、たくさんの貴重な研究試料が大切に保管されておりました。Q や q などのヌクレオシ
ド類、カラムで精製した tRNA などがありました。おそらく、これまでにたくさんの研究
者や必要な方に、ｑや貴重なリソースを分与してこられたのだと思います。梱包しクール
宅急便で私の研究室に輸送しました。現在、研究室のメンバーが中身を確認し、試料の品
質チェックをすると共にリストの作成を行っております。これらの貴重なリソースは、岡
田先生の発案で、“西村バンク”として、必要な方に分与することになりました。近日中に
は、研究室のホームページなどでリストを公開したいと思います。国内国外を問わずに必
要な方に分与する作業を私たちが引き継ぎたいと思います。どこかその辺で「鈴木さん、
それやってくれるの？助かるよ。」と言ってくれるような気がします。 

                       （2022 年 10 月）  
（東京大学工学部教授） 
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西村暹先生との最後の会話  
 
井口 八郎 

 
電話での会話でしたが先生とお話したのは、お亡くなりになられた前の晩のことでし

た。新型コロナウイルスに見出した tRNA 様塩基配列のペーパーが受理されたのでお送り
したところ、直ぐに先生から電話をもらいました。私は京大病院で胃がんの手術を受け、
退院して間もない時でした。「読んだよ。早くウエット実験に取り掛かろう。君が勝手に
行動（実験/共同研究）することなく、私が指示してやるから」と仰って下され、もう胃
がんなどは殆ど治っちゃう時代だから心配することはない。主治医から旅行の許可が出た
ら、また、つくば市まで出てこい。駅に迎えに出てやるからと仰って下さいました。新型
コロナウイルス騒ぎが始まって間もなく、ウイルスゲノムに見出した tRNA クローバ葉モ
デルを見て頂く為に、筑波大の先生の研究室を訪れましたが、その時は HPLC を動かし
独りで実験をなさっておいででした。「仮説として論文を書き、ネーチャーに投稿してみ
るように」と指示され、それに従いましたが随分時間がかかり、その二流ジャーナルによ
うやくにして受理されました。一番喜んでもらえたのが西村暹先生であり、この間何かと
励まして頂いたこと思い出します。 

若かりし頃、私が西村暹先生に初めてお会いしたのは米国ウイスコンシンの野村真康
先生宅でもたれた西村先生のウイスコンシン訪問の歓迎パーティーでした。当時私はウイ
スコンシン大マッカードル癌研究所でのポスドク研究員を終えて、EMBO フェローとし
て英国ケンブリッジ大学 MRC 分子生物学研究所へ、サンガーの tRNA 塩基配列決定法を
学びに行くことになっておりました。意気揚々としている時でした。西村先生は厳しいこ
わい先生と噂に聞いていたのですが、私のケンブリッジゆきを知っていらっしゃって、
「今の若い者は自分の国での研究をよく勉強していない！ 意地とか誇りとかいったもの
を失っている！」と、強い口調で告げられました。何か変な空気に気付いてか、奥から出
て来られた野村夫人が、「井口さんはケンブリッジの S.ブレンナーの所へ行かれるに当た
っては、素晴らしい手紙を書かれたそうネ。ブレンナーが言っていましたヨ。」と話題を
切り替えて、気まずい雰囲気から逃れることができました。西村暹研の tRNA 研究とサン
ガー研の tRNA 研究のバトルがあったことは、日本に帰国後随分後になって知りました。 

京都大の小関研に戻って間もない頃、大腸菌のアンバーサプレッサー tRNA（SupE）の
アンチコドンの修飾塩基に興味がありました。修飾塩基の解析方法を教えてもらうため、
ボス交渉により文科省の短期国内留学という形で、国立がんセンター研究所の西村研にお
世話になりました。ウイスコンシンでお叱りを受けた一件もあり、あまり乗り気ではなか
ったのですが、ボス命令なので仕方なくご厄介になることになりました。実際に指導して
頂いたのは岡田典弘先生でした。西村研の雑誌会にも何回か出席させてもらい、研究室の
雰囲気の良さとレベルの高さに感心させられました。話題提供として読まれた論文に対す
るデスカスが活発で、特にボスの西村暹先生の論文に対するデスカス & 評価が的確で
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（時にはとても辛辣で）、「研究室の雑誌会はこうでなければ」と、大変良い経験になりま
した。 
 学会発表での西村暹先生の質問には緊張しました。tRNA 遺伝子の重複機構のことを発
表した時、オパールサプレッサーtRNA 遺伝子の話をした時のことなど、今も覚えていま
す。 
 お身体の不自由を抱えながらも、独りで実験をなさっていらっしゃったお姿に接し、大
きな感動を持ち、そして勇気づけられました。先生が発見され研究された８-OH-G の研
究に、福岡歯科大の関口睦夫教授の客員教授として研究に参加しましたが、その時に悪性
リンパ腫を患い、そして次には胃癌が見つかりましたが、悪運強く生き残っています。西
村暹先生はお亡くなりなる前日まで tRNA に関するに研究（新型コロナウイルスゲノムに
見出した tRNA 遺伝子）に興味を持って頂き、ご指導下さいました。その研究は私の胃が
ん手術と先生の訃報により完全に失速しています。西村暹先生は自身の多大の研究成果も
さることながら、tRNA 研究に関して素晴らしい研究者を多数育て上げて来られました。
今後は先生門下の方々とも課題を共有すると共に、私自身早く健康を取り戻して研究に復
帰し、新型コロナウイルスとの闘いに是非とも勝利したいと思います。そうすることが西
村暹先生への一番のご供養になると思っています。 
 

（2022 年 10 月） 
（株式会社吉田生物研究所 バイオ情報研部門 研究員） 

 
  Fig.1 Cloverleaf model of the 330-base tRNA-like sequence found in the genome of the new 

coronavirus SARS-CoV-2. 
From H. Inokuchi, Discovery of a tRNA‐like base sequence in the coronavirus 

  genome and possible mechanism of action. Genes & Genomics (2022) 44:1399‒1404  
(本文参照） 
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西村暹先生の贈り物     
 
池内 与志穂 
 
つくばエクスプレス開通よりも少し前のことです。今からは想像もできないくらい更地が
広がり、さながら荒野の趣があった東大・柏キャンパスにそびえ立つ生命棟に、西村暹先
生は黒塗りの車でいらっしゃいました。当時、渡辺公綱研究室に在籍していた私は鈴木勉
先生と一緒に西村先生とお会いしました。いろいろな意味で私はほとんど何も物事を理解
していない修士課程の学生でしたが、幸いなことに鈴木先生から RNA 修飾塩基を液体ク
ロマトグラフィー／質量分析計で解析する手法を教わっていたので、西村先生からご依頼
いただいたサンプルを解析しました。サンプルは、ホタテ、ウニ、イクラ、イカ、などな
どの RNA から HPLC で精製したヌクレオシドでした。これらの美味しそうな（？）サン
プルと一緒に本当においしいどら焼きを毎回必ずいただき、研究生活に大きな楽しみを与
えてくださりました。西村先生は大変熱心にこの解析をされていて、RNA 抽出や HPLC
精製も先生ご自身がなさっていたように記憶しています。西村先生のご経歴や研究成果の
凄さについては先輩方から伺っていたものの、個人的にはリアルタイムで拝見する西村先
生の研究に対する熱意に驚嘆し、大変生意気ながら尊敬と共感の念を同時に抱きました。   
解析結果としては、逆相 C18 カラムの UV クロマトグラムは既存のものではないヌクレ
オシドの存在を示唆していましたが、残念ながら質量分析計でそれらの正体を同定すると
ころまでは辿り着けませんでした。それでも西村先生は学会などで折に触れて激励してく
ださり、私としては賞を受賞したかのように嬉しかったです。 
その後私は米国にてポスドクとして 7 年間研究生活を送りました。ご縁をいただいて
2014 年には日本に帰国し、東京大学生産技術研究所で研究室を始めることができました。
研究費も設備もほとんどなかったものの、やる気だけは充実してその年の RNA 学会に参
加したところ、西村先生にお会いすることができました。研究室の始動を喜んでくださり
ましたが、何も持っていなかったことを心配してくださいました。すると後日、西村先生
のご紹介により、大鵬薬品工業株式会社の岩沢善一様から実験機器についてのご連絡をい
ただきました。私はここぞ、とばかりに甘えさせていただき、研究機器をトラック 2 台分
もご寄附いただきました。これによって劇的に研究環境が充実し、実験ができるようにな
りました。本当に感謝してもし切れません。以降も気にかけていただき、実験機器が見つ
かるたびにお電話をいただきました。今年(2022 年)に入ってからは、先生のお使いにな
られていた HPLC をお譲りいただきました。大変思い入れの深い HPLC だったのだと思
います。先生自ら、3 月 22 日に設置を見届けていただく予定だったのですが、残念なが
ら急に降った雪のためお越しいただくことができませんでした。久しぶりにお会いして大
きくなった研究室をお見せしたり、研究について直接お話ししたりしたかったのですが、
チャンスを逃してしまいました。もう直接お話しすることは叶いませんが、その代わりに、
HPLC などのいただいた機器を活用して研究に精進することでご厚意とご期待にお応えし、
少しでも西村先生のようになりたいと強く思っております。     

 (2022 年 10 月) 
（東京大学生産技術研究所 准教授） 
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西村暹先生の思い出 
 
鴨下 信彦 
 
 ‘…so, did you meet Susumu?’  
 2001 年の３月から MIT RajBhandary 研究室に留学した際に、最初に Tom (RajBhandary
教授) の教授室で聞かれた質問です。（……すすむ、って、MIT の教授の Tonegawa？ 
日本人だと挨拶に行かないといけない??）その日は火曜日で、前日が私の最初の出勤日
でした。地図を片手にたどりついた RajBhandary/ Khorana 研究室は、月曜日なのにもぬ
けの空。隣の研究室の女の子から、「今日は誰もいな～い、Khorana 教授の奥様のメモリ
アル～、明日おいで～、」…「えっ？」「メモリアルって、亡くなったってことだよね」
一緒にいた妻と顔を見合わせ、その日はアパート探しにあてました。911 の前のボストン
です。住居は決まりませんでした。 
 教授室の Tom の質問に、「まだ住む場所がなく、とても他所の教授に会うどころでは
…」と答えようとしたところに、‘He came here yesterday. You might have seen him at the 
airport.’ これで２日続けて、「えっ！」の驚天同地。Tom のいう Susumu は、西村先生の
ことだったのです。西村先生で自分がまず思い出すのは、この２日目の、えっ！何と、ボ
ストンまでの道のりを葬儀に参列するために来られていたのか、という驚きの瞬間です。
前日はよりにもよって、なんでこんな日に留学したのだろう、と思わずにはいられない自
分でしたが、まさか同じ時に西村先生も向かわれていたとは。ボストンまで、乗り換えも
含めて 16 時間はかかりました。時差が抜けない曇り空の頭に光が刺しこんだ、強烈な一
瞬でした。‘Oh! You are talking about Dr. Nishimura! I didn’t see him.’  
 遡ること１年３ヶ月ほど前、とあるシンポジウムで西村先生にお会いしていました。こ
の時は野本研究室の助手でしたが、MIT に留学できそうなことは決まっていました。野
本先生が教室ミーティングでイベントを紹介し、行きたい人は行くように、という言葉も
あったので、出席しました。そのシンポジウムには、国内からだけでなく、Khorana 教授
ほか、海外からも著名なスピーカーが参加されていました。留学を控え、Yale の Söll 教授
の、(西村先生が)「Khorana 研究室で何も分からない自分に親切に教えてくれた」という
回顧の言葉が印象に残りました。 
 西村先生といえば、やはり、仕事なのだと思います。冒頭の Tom の言葉から、Tom や
Khorana 教授にとっては、Susumu といえば、Nishimura Susumu なのだと気がつくところ
から自分の留学は始まりました。RajBhandary 研究室のポスドクの間では、西村先生の留
学からは 40 年近くたっていましたが、1965 Journal of Molecular Biology (JMB) を目指そ
うという雰囲気があり、自分もその一人でした。また、Khorana 研究室に向かう共用スペ
ースの棚の上には、JMB をはじめとした雑誌の製本が、所狭しと並べられていました。
過去に留学したポスドクが何人も、実験の合間などに開いて見ていったのだと思います、
Khorana 研究室に関係した論文のありそうな場所は、製本の背表紙が折れ、紙が少し外れ
ていて、所在が外から分かりました。60 年代の製本は、共用の細胞培養室に曲がるあた
りに置かれており、あの論文があのあたりかな、と、左目の上に入り、意識せざるをえな
い状況でした。 
 このたび、西村先生のご訃報に接し、留学の間目標にしていた先生がこの世を去ってし
まわれ、空虚な気持ちにとらわれずにはいられませんでした。自分の場合は直接指導を受
けたわけではないのですが、学会などの折にかけてくださった、親切な言葉に感謝申し上
げますと同時に、安らかなお眠りを心からお祈り申し上げます。    
 

（2022 年 10 月）  
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西村暹先生を偲んで 
 
林 宣宏 
 
 西村暹先生がご逝去されてから１ヶ月が過ぎました。西村先生とはじめに私が（一方的
に）お会いした（気になっている）のは書籍の中であり、最初からうつしよ（現世）とは
離れた処の存在としてお付き合いさせていただいておりましたので、いまだに先生がご他
界されたという実感が湧きません。 
 私は東京大学理学部物理学科を卒業した後、東京工業大学の渡辺公綱先生（後に東京大
学にご異動されました）のもと、tRNA の翻訳後修飾に関する研究で学位を取得させてい
ただきました。物理化学の素養が活かされる構造機能解析が必要になるはずであるとの先
見の明により、渡辺先生から当該研究テーマをいただきましたが、もともと生化学の素養
が全く無かった私が最初にやらないといけなかったのが RNA の勉強でした。その時に渡
辺先生より勧めていただいたのが西村先生のお書きになった専門書でした。特に tRNA の
精製に関する教科書として西村先生の執筆、編纂された「日本生化学会編 新生化学実験
講座：第二巻核酸Ⅰ分離精製」が正に座右の書になり、メモ書きするために複写したもの
が何度もボロボロになり、その都度、図書館に通ったことを覚えています。その当時は、
まさに書籍でお名前を拝するだけの雲の上の方で、学生としては畏怖の気持ちが強く、そ
の後、直接、お会い出来るとは全く思っていませんでした。 
 その後、学位を取得したのち、千谷晃一先生にお声がけをいただき、私は藤田保健衛生
大学（現・藤田医科大学）総合医科学研究所に職を得ることが出来ました。そこでは、先
に核酸の機能構造解析で用いた NMR をはじめとする各種の物理化学的な手法を駆使して
タンパク質の翻訳後修飾の研究に携わりました。特に千谷先生が発見されたミリストイル
化の研究により、細胞の膜画分と細胞質画分の間でのシグナル伝達の未知の分子機構を見
出すことが出来ました。また、生命現象の本質が細胞内のタンパク質の複雑なシグナルの
やりとりであるとの想いから、現在はプロテオミクス研究を精力的に進めています。 
 西村先生と千谷先生は東大化学系大学院生物化学専攻時代の同級生です。西村先生は、
「つくばサイエンス・アカデミー『生命科学―つくばの研究者群像』第１章：RNA から
がん研究へ」＊＊、また、千谷先生は「日本蛋白質科学会ニュースレター（Vol.16, 
No.1(2016)）」＊に、それぞれそのことを、それぞれのお名前もお互いに挙げて述べられ
ています。最初に千谷先生のもとに赴任した際には、私はそのことを想像だにしておりま
せんでしたが、もしかすると千谷先生は私が RNA の研究をしていたこと、また、当然西
村先生に繋がっているであろうことに何かしらの想いがあったのかもしれないと今にして
思われます。お二人はそれぞれのご研究をずっと気にされていたようであり、後年、その
ことを是非ともお聞きしたいと思いながら、千谷先生は平成 24 年 12 月 16 日にご逝去に
なり、その機会を亡くしてしまいました。私が西村先生に直接お会いしたのは、その千谷
先生のご逝去の折となりました。千谷先生を偲ぶ会へのご出席、また、ご寄稿にも快く応
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じていただき、改めてご生前のお二人の繋がりを知るに至ることにもなりました。その後、
渡辺公綱先生が平成 28 年 10 月 16 日にご逝去され、その際にも西村先生には偲ぶ会への
ご出席、また、ご寄稿もいただきました。 
西村先生には、書籍を通じてご指導いただくことから始まり、その後、思いがけずお会い
するようになってからは、とても暖かく接していただき、そのお人柄にも触れるたくさん
の機会をいただきました。西村先生も千谷先生も私にとっては大学の大先輩であり、我が
国の生命科学の黎明を担われた巨人としてご指導をいただいてきたつもりです。今は直接
お叱りを受けることは出来なくなってしまいましたが、今でも常に自らを戒める時には、
先生方であればどのようにお考えだろうかと思いを馳せています。 
 最近、大学の運営にも微力ながら携わるようになり、西村暹先生には、まさにこれから
学問の府として科学を支えることについてご指導を賜ろうと思っていた矢先でしたので、
その機会を失ってしまい本当に残念です。 
これまでに西村先生から賜りましたご厚情に感謝するとともに、ここに謹んでご冥福をお
祈り致します。 
 
＊ https://www.pssj.jp/files/newsletters/16/1.pdf 
＊＊ https://www.science-academy.jp/rensai/pdf/rensai_1.pdf   

                          （2022 年 10 月） 
（東京工業大学） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右から、西村暹、大島泰郎、岡田典弘、大隈良典、西野武士の各氏。 
2018年 3月 24日林宣宏氏の呼びかけで行われた渡辺公綱先生を偲ぶ会にて。 
写真提供：林宣宏  
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西村先生と王子セミナー 
 
中村 義一 
 

1995 年の王子セミナーの募集に、”Post-transcriptional control of gene expression”の国際

会議の開催を申し込みました。結果は不採択でしたが、その通知の直後に、事務方から、

西村先生の強い要望で、来年必ず再応募してほしい旨の連絡をいただきました。 

あらためて、翌年に再応募して、採択していただきました。1996 年に箱根プリンスホ

テルで、４日間の期間で、海外から 40 名の研究者を招聘し、国内参加者も併せて、合計

200 名の国際会議を開催することができました。私の恩師の故 Marianne Grunbergo-

Manago 先生（当時フランス科学アカデミーの総裁）もお迎えすることができました。 

この国際会議は、私の研究者人生の中で非常に大きなインパクトがあり、西村先生の

サポートに対して深く感謝申し上げる次第です。ありがとうございました。 

 

（東京大学名誉教授、株式会社リボミック社長） 

 

 
 

西村先生と Dr. M. Grunberg-Manago  
(マジソンで開かれた国際 tRNAワークショップにて、1995年） 
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西村先生と弘前、軽井沢  
 
武藤 昱 
 
 西村先生が逝去されたことは、大変残念で寂しい気持ちです。先生は日本の分子生物学
の先駆者のお一人で、特に RNA とその周辺の分野で我が国の指導的役割を果たして来ら
れたのは周知のことと思います。私とは同じ研究分野であったこともあり、早くから存じ
上げていましたが、個人的に親しくお付き合いするようになったのは、先生が国立ガンセ
ンターを退職されて以後のことです。先生のお弟子さんである岡田典弘さん、(故)渡辺公
綱さんと私が親しかったせいで、皆さんで弘前に何度もおいでになり、北東北が大変気に
入られたようで、一緒にドライブ、食事、研究その他の議論を重ねてきました。弘前大学
では実に４回もセミナーをやっていただき、その内容の豊かさと明快な語り口で多くの研
究者や学生に深い感銘を与えて下さいました。また、毎年のように軽井沢の岡田さんの別
荘で４人が集まり、パソコンを囲んでそれぞれの新しい研究成果を発表し合い議論し合っ
たことは、学問の楽しみを満喫できた得難い時間でありました。先生はいつも熱心に聞き
鋭い質問をされ、またご自身の仕事についてもお話になり、大変楽しんでおられました。
ある時、私がマイコプラズマの一種でそれまでないと言われていたアンチコドンが TAT
を持つイソロイシン tRNA 遺伝子が見つかったという話をしたところ非常に興味を持たれ
て、是非そのアンチコドン第１文字の塩基修飾をご自分で解析したいと言われました。私
がその菌株を使用している大阪市大の宮田真一さんに連絡して菌を集めてもらい、先生が
筑波大で tRNA を精製し、東大の鈴木勉さんのところでマス解析などをやられ、結果は
2013 年に NAR に掲載されました（結果は未修飾の U でした）。私はメールをしただけで
何もやってないのに名前を入れていただき、それが唯一の先生との共著論文であります。
先生が 80 歳前後の頃の話です。この会も渡辺さんの死去などでしばらく中断していまし
たが、昨年秋に久しぶりに３人が集まりました。先生は 90 歳だというのに筑波から軽井
沢までご自分で車を運転しておいでになったのに先ず驚き、研究発表の際の細かいデータ
についてもよく理解されて的確な意見を述べられ、以前と全く変わらない研究に対する熱
意に再度驚きました。しかし、それが先生とお会いできた最後の機会になってしまい、信
じられない気持ちです。 
 私はいつも、先生が 80 歳、90 歳になっても研究への興味と意欲を持ち続けておられる
ことに感嘆し、その原動力は何なのだろう、と不思議に感じていました。聞くところによ
れば、先生はバラや模型飛行機についても単なる趣味以上の打ち込み方しておられたそう
です。好きなことに深く打ち込むご性格だったのでしょう。科学研究が心からお好きだっ
た、というのが平凡ながらその答えだったと思います。ですから、先生は最後まで充実し
た人生を送られたのだと思います。 

ご冥福をお祈り致します。       
      (2022 年 10 月 14 日) 

（弘前大学名誉教授） 
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西村暹先生を偲んで 
 
牛田 千里 
 
 西村先生と初めてお話したのは、先生が弘前に来られた時、今から 20 年ほど前だった
かと記憶しています。渡辺公綱先生、岡田典弘先生とご一緒に、武藤昱先生主宰の私ども
の研究室に複数回にわたってお越しいただきました。研究に関する話題はもちろんのこと、
ご家族や趣味のバラのお話など、にこやかな笑顔で語られていた姿が大変印象的でした。
いわずと知れた tRNA 研究の第一人者であり、ノーベル賞の対象となったコラナ博士の遺
伝暗号解読プロジェクトで中心的な役割を果たされた西村先生。加えて、昭和一桁生まれ
となればどれほど怖い（厳しい）頑固一徹な先生だろうと、実のところ、お会いする前は
かなり緊張しました。そんな勝手な想像はものの見事に裏切られ、豊富な話題と素敵な笑
顔にいつも楽しい時間をご一緒させていただきました。久しぶりにお会いする機会があれ
ば、「お子さんはどう？」とお心遣いいただいたことも忘れられません。 

学会ではいつも前の席で真剣に発表を聞き、鋭い質問と、時に厳しい意見で私たち後
続を刺激してくださいました。国立がんセンターを退職された後、万有製薬では研究所長
という忙しい立場のお仕事を熟しつつご自身の研究室を持ち、常に現場にいらっしゃった
と聞いておりました。当時、マイコプラズマ RNA の調製を依頼され、あらためて先生の
研究に対する情熱と探求心を知る貴重な機会となりました。ここ数年はコロナのために学
会等で直接お会いすることも侭なりませんでした。最後にお会いしたのは 2018 年の日本
RNA 学会年会で、私どものポスター発表にお寄りいただき、熱心に発表を聞き、ご質問
くださいました。懇親会では不躾にも「学生と一緒に写真を撮ってほしい」とお願いし、
写真を撮らせていただきました。いつもの優しい笑顔で快く応じていただき、収めたもの
が本稿に寄せた２枚の写真です。 

ある時、岡田先生が仰ってました。「僕ね、若い時に西村さんに言われたことがあるん
だよ。『自分の研究が一番面白いと思えなければダメだよ』ってね。」20 年近く前にお聞
きした言葉ですが、今でも時折思い出します。物事の本質を見極めるべく無我夢中になる
こと、そのような姿勢に年齢は関係ないこと。生涯研究者でいらっしゃった西村先生のお
姿は、そのことを、身をもって教えてくださったように思います。私自身が西村先生に直
接の弟子として教えを乞う機会はありませんでしたが、渡辺先生、武藤先生、岡田先生を
介して、幸運にも先生にお会いし伺った話の数々。研究者としては先生の足元にも及びま
せんが、研究者の端くれとして、大学教員として、西村先生の教えを次の世代へと伝える
ことができれば幸甚に存じます。 

西村先生のご冥福をお祈り申し上げます。 
 
 

（2022 年 10 月） 

（弘前大学教授） 
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西村暹先生に寄せて 
 
河合 剛太     
 
 西村先生らによって遺伝暗号が解読された後，その暗号に基づく翻訳過程が細胞内でど
のように実現されているかが次の問題となっていたのだと思います．東京大学理学部生命
科学科の宮澤研究室で横山茂之先生を中心にその研究が進められているときに私は卒研生
としてその研究に合流しました．当時宮澤研では，西村先生との共同研究として tRNA と
mRNA および tRNA とアミノアシル tRNA の 2 つの相互作用について研究が進められて
いたと記憶しています．まだ遺伝子組換えによる大腸菌での発現系も無く，100L 単位で
大腸菌を培養し，そこから tRNA やアミノアシル tRNA 合成酵素をカラムクロマトグラフ
ィーによって分離し，それぞれの学生の研究に用いていました．私は最初のイオン交換カ
ラムクロマトグラフィーの最初のピークとして分離できるグルタミン酸の tRNA を研究対
象としていました．要するに，もっとも簡単に大量に精製できるからです． 
 大腸菌には 47 種類の tRNA があり，これらが 61 種のコドンを 20 種のアミノ酸に対応
させています．tRNA のアンチコドンと mRNA の組み合わせについては，Crick による
Wobble 仮説によって説明されていますが，その分子レベル（あるいは原子レベル）での
メカニズムの解明が研究テーマでした．tRNA のアンチコドンの 1 文字目（これがコドン
の 3 文字目に対応します）にはＡは存在せず，多くの場合 U は転写後修飾を受けていま
す．詳細は省きますが，アンチコドン 1 文字目に存在する修飾ウリジンのコンホメーショ
ン特性を解析し，コドン認識との関係を探求しました．修飾ヌクレオチドの研究に関して
西村先生から直接のご指導をいただく機会はほとんどなかったと記憶していますが，西村
先生を中心とした遺伝暗号に関する大きな研究グループのメンバーとして研究を進めてい
たと思います．生命科学の重要な問題について研究を行う機会を与えていただいたことを，
この場をかりて感謝したいと思います． 
 その後も西村先生とはさまざまな学会等でお会いする機会があり，鋭いご指摘をいただ
く一方，お優しいお言葉も数多くいただいたように思います．核酸についての研究を続け
ていることから大塚榮子先生とお話しする機会も多く，両先生との交流は私にとって大き
な財産となっています．大学での分子生物学の講義では，遺伝暗号の解明における西村先
生と大塚先生の業績を若い学生たちに誇りをもって紹介しています． 
 西村暹先生のご冥福を心よりお祈りしたいと思います． 

 
（2022 年 10 月） 

（千葉工業大学教授） 
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西村暹先生とのご縁 
―ハンス先生とアキラ先生― 
 
菊池 洋          
 

2015年12月20日、西村暹先生の文化功労者ご受章の祝賀会が明治記念館で開かれた。
先生は、私にもご招待状を下さり、先生をお囲みする仲間に入れていただいたことは私に
とって大変光栄なことであった。会も酣になったころ先生が足跡を残された研究室や場所
ごとに所縁の方々がグループを作り先生を囲み写真を撮ることになった。さて、これは困
ったことになったと私は思った。私は、東大でもなく、がんセンターでもなく、万有製薬
でもなく、コラーナ研でもなく、所属が先生と重なったことは一度もないのである。しか
し、その場は、確かその他の方々というようなグループができ、何とか写真にも入れてい
ただいたと記憶している。 

これをお読みの方の多くはご存知かもしれないが、西村先生と私を最も強く結びつけ
ているのは、ドイツの故 Hans J. Gross 教授（ハンス、1936-2019）の存在である。ハンス
もコラーナ研のメンバーであり、西村先生とハンスは大の仲良しであった。私は 1980 年
から 1982 年にドイツフンボルト財団の奨学金を得てハンスの研究室でお世話になった。
ハンス研にお世話になった経緯は、当時私の所属していた三菱化成生命科学研究所所長の
江上不二夫先生が推薦を下さったからである。江上先生の推薦状があったのだが、ハンス
は私に西村暹博士に面接をしてもらうよう注文を付けてきた。どこの馬の骨とも知れぬ私
を西村先生に品定めをしてもらおうということである。それだけハンスが西村先生を信頼
していた証拠であるだろう。その後ハンスと私の関係も切れることなく、彼が来日するた
びにハンスと西村先生との会食のアレンジをいつも頼まれ同席をさせていただいた。私に
とって光栄あるこの楽しい会食もハンスの最後の来日であった 2011 年、11 月 23 日の東
京駅のイタリアンレストランが最後となった。ということでハンスを介しての西村先生と
私の関係をご理解いただけるものと思うが、このコネクションとは別に、実は、科学研究
とはまったく関係ないところで西村先生と私が不思議な縁で結ばれていることをご紹介し
たい。 

話は 60 年以上前に遡る。私の故郷は八丈島である。当時私の父は都立八丈高校の定時
制主事（教頭）をしていた。定時制（夜間部）専任の教員は 5-6 名、ほとんどが東京の大
学を出たばかりの新任の若い先生で、新米の教員である上に都会とはあまりに違う環境の
下に突然置かれメンタルの面で苦労する先生方もおられた。そんなことで、父は若い先生
方の父親代わりにもなろうとしたのか、我が家をサロンのようにし、若い先生方がいつで
も自由に気楽に出入りし、勝手に食事をしたりお酒を飲んだりできる場を提供していた。
そのためその頃我が家は毎晩宴会状態で、小学校高学年だった私もよく巻き込まれ、若い
先生方の議論をよく聞かされていた。自然と耳だけは、ませてしまったかも知れない。そ
の中に、歳も少し上でリーダー的な西村先生という方がおられた。西村昭（にしむらあき
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ら）先生、そう、西村暹先生の弟さんである。昭先生のご専門は社会科であった。江戸っ
子の昭先生は離島の僻地教育、それも夜間高校の教育に興味を持たれ単身八丈高校定時制
に職を求めて乗り込んで来られたのであった。普通、新任の先生方は 2～3 年で本土の都
立高校へ転勤して行かれるのであるが、西村昭先生は確か 8 年ほど在島されたと記憶して
いる。実はこの間に、暹先生のお話も時々昭先生から伺ったことがあり、一つよく覚えて
いるのは、暹先生が米国に留学される時のお話である。暹先生が留学の準備として英会話
を学ぶために家庭教師を頼んだのだが、面倒になったので、この女性の教師と結婚して連
れて行くことにした、とのことである。この話の真偽についてご存命中の暹先生に私から
お伺いする機会はなくはなかったが、ちょっと怖くて聞けなかった。それはともかく、い
ずれにしても、お兄様の暹先生について面白おかしくお話しされる中に、昭先生が兄上を
大変尊敬しておられるお気持ちが子供の私にも伝わってきたのを憶えている。その暹先生
と将来私が接点を持つなどということは、この時の私には知る由もないことであったが、
子供の私に科学研究者をあこがれの職業と思わせる伏線になったのかもしれない。 

研究上のことばかりでなく人生についてもいつも前向きに建設的にご批判下さったり、
おほめ下さったりした笑顔の西村暹先生が思い出される。まだまだお元気と伺っていたの
で訃報を聞いた時は大変ショックを受けた。今頃天国でハンスや昭先生（西村昭先生も数
年ほど前にご逝去された）と再会され昔話に花を咲かせているかもしれないが、先生のこ
とだから将来の夢を語っているかもしれない。                  

                     （2022 年 10 月） 
（豊橋技術科学大学名誉教授） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊池洋博士と Dr. Hans Gross (2008年 3月 10日、菊池家で） 
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RNA の人、タンパク質の人 
 
金井 昭夫  
 

学会やシンポジウムなどで研究発表を行うようになると、自身の名前の他に、あの研
究者は「リン酸化酵素の人」だとか、「線虫の人」だと認識されるようになる。私も年老
いてきて顔は思い出せるのだが、名前が出てこないことが多くなり、私自身も、あの人は
「構造生物学の人」とか「○○遺伝子を見つけた人」だとか、その場をなんとか繋ぐため
にも、話すようになった。その私はどうかといえば、アーキア (古細菌)を実験材料に用
いていたので、「アーキアの人」と呼ばれたこともあったし、コンピュータを用いた情報
科学的なアプローチもおこなっているので、「Dry の人」と呼ばれることもあった (念のた
めに云えば、実験生物学は水を使うので Wet と呼ばれている)。もちろん専門の RNA 研
究で、「ノンコーディング RNA の人」とか「tRNA の人」と呼ばれたこともあったが、こ
の呼ばれ方の場合、私の研究を非常によく知っている研究者が大半なので、このようなコ
ミュニティでは、むしろ「金井さん」と呼ばれる時の方が多かったように思う。 

もう数年前になるが、とある RNA 関係の学会において、西村 暹先生の前で発表したこ
とがある。時代的な説明では、そのまた数年前の 2011 年に、tRNA リガーゼが発見され
ている。この酵素は、tRNA 前駆体から、イントロンを切り出した後に、断片化された
tRNA のエクソンを連結し、成熟した tRNA を作る酵素である。私はアーキアの全タンパ
ク質の抽出液中に、この tRNA リガーゼの切断を特異的に行う酵素があることを偶然に見
出した。そこで、当時でも、もはや前世紀の手法となっていた、硫安沈澱によるタンパク
質の分画法や各種のカラムクロマトグラフィーを駆使して、該当するタンパク質分解酵素
を精製し、この内容を上記の学会において口頭発表したのである。発表が終わって、休憩
時間に、当時でもすでにご高名な西村先生にご挨拶をしたところ、開口一番で、「タンパ
ク質の人ですね」とおっしゃった。この時、この呼ばれ方は初めてだな、と思いながらも、
タンパク質の専門家として西村先生に認識してもらえたような心持ちがして、極めて嬉し
かったことを覚えている。その後、岡田典弘先生が東工大を退官して、筑波の国際科学振
興財団にいらした時、岡田先生から依頼された共同研究の会議に、西村先生のご参加があ
ったので、また一連の tRNA 遺伝子の解析を聞いていただいた。この時も、西村先生独特
の言い回しを介して、鼓舞していただいたように思う。その先生が聴衆の一人にいるだけ
で、その会議に緊張感が走り、その先生のコメントから後輩の研究者のやる気を引き出さ
せるような研究者が間違いなく存在する。西村 暹先生はそのような先生の一人であった
ことに疑いはない。 

感謝と共に、ご冥福をお祈りする次第である。 
 

                                       (2022 年 10 月 25 日) 
(慶應義塾大学先端生命科学研究所 教授) 
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筑波大学時代 
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西村 暹先生の思い出 
 
高橋 智 
 

西村 暹先生は、2009 年 4 月から 2022 年の 3 月までの 13 年間、筑波大学医学医
療系のトランスボーダー医学研究センター／生命科学動物資源センターの私の研究室
の客員研究員として、御自身の研究をされるとともに私の研究室の若手研究者、学生
さんへの助言をしていただきました。コロナ前は、土日を含めてほぼ毎日研究室に来
られていました。その間に、2015 年には文化功労者に選出され、2017 年には瑞宝重
光章を授与されました。 

西村先生は、私の研究室に所属される前にも恩賜賞・日本学士院賞、藤原賞などを
受賞された非常に著名な研究者でしたが、研究室では、最後までご自身でHPLCを使
って実験をされていました。その姿を見ていると本当に研究が好きであることが良く
わかる先生でした。実際に文化功労者に選出された時には、文化功労者の方には新た
な年金が授与されるのですが、西村先生が、「高橋さん、これで申請書を書かなくて
も毎年研究費がもらえることになったよ。いやー本当に助かった。」と言って大変喜
んでおられたことを良く覚えています。実際に、新しい HPLCやカラム、試薬などを
購入されて実験をされていました。 

西村先生は、若い研究者、学生さんの教育にも熱心で、研究室のプログレス・ミー
ティングで、若い研究者、学生さんに熱心にアドバイスをされていました。特に研究
テーマの設定、アプローチについて十分検討されていないと、その点についてのコメ
ントが多かったと思います。時には、発表に大きな問題があり、厳しい指摘をしなけ
ればならないことがありましたが、西村先生に的確なアドバイスをしていただき、私
としては、私自身が厳しいコメント言わなくて済み、大変助かりました。また、西村
先生がご自身で実験されている姿を見て、研究室の若手研究者や学生さんは、多くの
刺激を受けたものと思います。 

西村先生は、お亡くなりになる直前まで、実験とともに論文も執筆されており、ご
自身の行動で、研究者としてのあり方を示されていたのだと思います。なかなか西村
先生の様な素晴らしい人生を送ることは難しいと思いますが、私の研究者人生の目標
とさせていただいています。 

 
（2022 年 10 月） 

（筑波大学 医学医療系トランスボーダー医学研究センター／生命科学動物資源センター 

センター長 解剖学・発生学 教授） 
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西村 暹先生の思い出        
 
依馬 正次 
 

西村先生の悲報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。 
先生を初めてお見かけしたのは、2002 年、留学先のカナダから帰国し、筑波大学基礎

医学系解剖学・発生学研究室（高橋 智 教授）の講師に着任したばかりの頃、筑波大学
TARA センターの山本雅之先生の研究室でした。良く話すようになったのは、先生が
2009 年に筑波大学生命科学動物資源センターの客員研究員として高橋研に引っ越されて
きてからです。先生のブースが私の隣だったので良く分かるのですが、実際のところ、客
員というのは名前だけで週７日、朝から研究室に来られていました。この時の思い出は沢
山ありますが、当時の私にとって衝撃的だったことがあります。既に高名な研究者として
知れ渡っていた先生が自ら HPLC 装置を動かし、データをとり、自分で論文を書いてい
たことでした。時に HPLC が故障すれば、サービスマンを自分で電話して呼んで修理し
てもらって解析を続けていました。あたかもポスドクか、という働き方でしたが、この時
お歳は７０代後半でした。私は土日も朝から研究室に行くことが多かったのですが、既に
HPLC を動かしている先生をお見かけして、研究談義に花が咲いたことをよく覚えていま
す。コドンを全て決め、核酸化学で顕著な業績をあげられたトップサイエンティストが気
さくに話してくだり、とても光栄に思いましたし、研究の話をするときには本当に楽しそ
うな表情をされていて、こういう生き方は素敵だなと思っていました。ただ、普段は温厚
な先生でしたが、あるとき、一生をかけて追求すべき研究テーマを探すことの重要性を熱
心に話してくれたことがあり、今では貴重な思い出でもありますが、私の研究姿勢への戒
めでもあったのだと思っています。 

先生はとても面倒見が良く、研究費申請で困っている際に親身になって申請書をチェ
ックしていただいたこともあり、幾度も助けられました。先生には感謝してもしきれませ
ん。隣のブースだったので良く分かりますが、多くの研究者だけでなく事務職員まで西村
先生を頼って相談に来ていたのをよく覚えています。先生は私にとって憧れの研究者です。
もう先生と研究の話ができないとは残念でなりません。隣であられを良く食べていたので、
あられを買っていこうと思いつつ饅頭を買っていってしまったり、私の家の庭に植えるた
めのバラを譲ってもらおうと思いつつ、もらいそびれたり、もっと先生の別の側面にも関
われば良かったなと、とても後悔しています。 

どうか安らかにお眠りください。 
 

        (2022 年 10 月) 
（滋賀医科大学動物生命科学研究センター 
幹細胞・ヒト疾患モデル研究分野 教授） 
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西村 暹先生の思い出 
 
吉原 雅大 
 

西村先生との出会いは 2013 年、私が高橋智研究室に医学部生として配属されたときで
した。先生が実験をされている姿を初めてお見かけしたときにとても驚いたのが、昨日の
ように思い出されます。配属から一年間は、時間の許す限り研究室に通っていたとはいえ、
講義の合間を縫ってでしたので、お会いすれば挨拶する程度で、先生とじっくりお話しさ
せていただく機会は多くはありませんでした。しかし、解剖学者を夢見て、人一倍懸命に
実験に取り組んでいる若者の姿は、当時の西村先生の目に止まっていたのかもしれません。 
深くお話しする機会に恵まれたのは、配属から一年たった頃であり、当時指導いただいて
いた依馬正次先生が滋賀医科大学に栄転されたのがきっかけでした。依馬先生には、非常
に熱心にご指導いただき、異動後も休日に対面でのディスカッションを設けていただきま
した（現在でも折に触れて貴重なご意見をいただいております）。しかし、研究を始めて
たった一年の浅学非才な身には大きな困難がありました。当時の高橋研究室には、血管内
皮増殖因子受容体に関する遺伝子組換えマウスがいました。世界に目を向けると、この受
容体についてはすでに、網膜や肝臓を題材に重要なテーマ（心血管形成や angiocrine）が
研究されていました。そんな情勢ですから、必死に自分でテーマを探してもなかなか見当
たりません。自分で思いつくことといえば、血管豊富な甲状腺を題材にすれば、手元にあ
る遺伝子組換えマウスで何かしらのデータがでるのではないか、という漠然としたもので
した。その様子を見かねたのか、ある日突然、西村先生に呼び出され、「落ち穂拾いの研
究ではダメだ」とはっきり言われたことが、その後の研究生活の転機となりました。目的
意識のない実験ではダメだ、ということです。その際に、私に声をかけたのは、セミナー
で積極的に発言したり、休日のたびに高橋研究室で慌ただしく実験していたりしたからだ、
とおっしゃいました。西村先生はよく見てくれているのだなあと思い、「落ち穂拾いの研
究ではダメだ」という直截なお言葉にショックを覚えつつも、とても励まされたような気
がしました。 

その面談で西村先生からは二つの提案がありました。一つ目は、特例で西村先生ご自
身が指導を引き受けてくださるというものでした。二つ目は、解剖学分野で顕著な業績を
あげている東京大学の廣川信隆先生のもとでの修行はどうか、というものでした。高橋先
生にも廣川先生にも内諾を得ていない状況でしたが、それでも、私の将来を慮っての大胆
な提案は西村先生らしいと、いまでは懐かしく思われます。私は解剖学者になりたかった
ので、後者にとても惹かれ、すぐに廣川先生にメールをお出しし、東京大学本郷キャンパ
スでの研究生活が始まりました。廣川研究室に通うようになってからは西村先生にお会い
する機会はますます減りましたが、医学部卒業後の研修医生活を経て、2019 年に大学院
生として高橋研究室に戻ってきたときには温かく迎え入れていただきました。 
2019 年に高橋研究室に戻ってきた時、西村先生は何一つ変わっていませんでした。具体
的には、毎日のように液体クロマトグラフィーの前で柿ピー片手にデータと向き合ってい
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らっしゃいました。データを取るためなら、手の触れにくい高所に保管されている RNA
関連試薬を取ろうとして、自ら脚立に乗っていました（流石にその時には制止しました）。
研究室の外にあっては、熱中症を顧みずに高橋研究室の前のバラ園の手入れをしたり、自
分で育てた大きなスイカを持参したりと、ご年齢からは考えられないほど多方面で動かれ
ていました（ラジコンやレコードもご趣味だったと伺っております）。バラ園の手入れは、
何の予告もなく、先生が鍬や肥料を持ってきて始まっているのが常でした。手伝いを申し
出ると受け入れてくださるのですが、大事なところ（バラの茎の周り）はご自身で手入れ
をなさりたい様子で、私は専ら草刈りの始末に追われていました。 
いま振り返ってみると、なんでも自分でやろう、自分の思ったことを貫こうとする姿勢を
強く感じます。伝え聞いた話では、2019 年時点で 10μL の尺量の際に液面が見えていな
かったようです（生化学実験では 10μL は微量とはいえない量です）。それでもデータを
取りたいという強い意志で実験をされており、自らのデータの再現性や信憑性に対しては
厳しい視線がありました。そして、晩年までとても明晰で、「いま何を見据えて実験して
いるか。」と我々若手研究者に問いかけていらっしゃいました（あまりに明晰で、入院中
には tRNA の話で看護師を困惑させていたようです）。西村先生からは研究のみならず、
あらゆる場面で大切なものを追求する姿勢を教えていただいたように思います。現在、助
教になり、そうした指導の難しさを一段と感じます。 

この原稿を書いている脇には西村先生の原稿「アトモスフィア～60 年間の研究から得
た教訓：するべきこと、してはいけないこと」（生化学、第 89 巻第 5 号 599 頁、2017 年）
があります。西村先生の信念が込められているように感じられましたので、いくつか抜粋
させていただきます。「他人がどう評価しようとも、自分の実瞼で見つけたことは、大切
にする」「好きなことをやるのが第一」「Hard Work」「研究は生活の一部である.日々が楽
しくなければ意味がない」－ただ、一つだけ抜けているように思われることがあるのです。
それは「ひとを大事にする」ことです。西村先生の慧眼は高橋研究室のメンバーそれぞれ
の個性や研究の進捗状況を見抜いていたのだと思います。実際、セミナーでは科学者とし
て厳しいご指摘をなさることが多かったのですが、それでも、高橋研究室の宴席ではいつ
も若手からスタッフまで、さまざまなメンバーに囲われていました。それはひとえに西村
先生の愛嬌と懐の深さによるものだと思います。「ひとを大事にする」－殊に、私は西村
先生と接する機会が多く、東京大学への国内留学を勧めていただいたことから、そのこと
を強く感じます。西村先生に育てていただいた身として、これから考えるべきことは、い
かに後進を育てるか、当人の可能性を開花させるか、ということだと思います。西村先生
には遠く及ばないかもしれませんが、私なりに活動していきたいと思います。 

末筆ながら、西村先生に改めて感謝申し上げるとともに、ご冥福をお祈りいたします。 
 

（2022 年 10 月） 
（筑波大学医学医療系（高橋智研究室）助教） 
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西村先生との思い出 
 
濱田 理人 
 

私が西村先生と初めてお会いした時は、2009 年、西村暹先生が筑波大学の高橋研に着
任されたときになります。 

西村先生がラジコン飛行機を趣味にしているという噂を聞いていましたので、そのこ
とについて尋ねてみたところ「次の日曜日に見に来なさい」と唐突にスケジュール調整し
たことを覚えています。その後、ラボの学生数人をつれてラジコン飛行場に初めて行きま
した。飛行場はつくば市の桜川付近の農場の敷地を借りて、先生のプライベートマネーで
開墾されたそうで、小学校の校長先生から自営業、農家の方などアカデミアではなかなか
接点がない、とても個性的な人たちが毎週集まる場所でした。ジブリ映画「風立ちぬ」の
主人公堀越二郎のように飛行機のことが大好きで仕方ない人たちで、各々が自慢の飛行機
をもってきて順番に暗くなるまで飛ばしていました。飛行機の動力はガソリンエンジンで、
バルサ材の骨組みにフィルムを貼り付けた手作りの機体の先端に、エンジンとプロペラを
搭載されていました。機体のバランス、エンジンの調整など油まみれになりながら整備し、
主翼と垂直尾翼の動作を確認し、常に墜落のリスクを感じながら飛行機を飛ばすというシ
ビアな世界でした。最初は離陸を西村先生にやってもらい、飛行機が安定飛行したら送信
機を渡してもらい、燃料が切れそうになったらまた送信機を先生に戻して着陸してもらい、
少しずつ操縦を教わりました。先生の飛行機を墜落させたことも何度もありましたが、修
理することも好きなようで、機体や翼が真っ二つに折れてしまっても次の週には墜落前の
元の飛行機となって戻ってきて、先生の工作技術の腕には本当に唸らされました。操縦も
慣れてきたころ、私も自分の飛行機が欲しくなり、初心者用の入門機’’ルーキー20SR’’の
作製キットを購入しました。キットはバルサ材とフィルムのみで、エンジンやプロペラ、
送信機、エンジンのアクセル、主翼、尾翼などにつけるサーボはすべて別売りで、西村先
生のご指導のもと、約１か月かけて研究室で毎日 17 時以降に少しずつ飛行機を作りまし
た。接着剤のにおいなどでラボの人に迷惑をかけてしまい、二人で注意されるなどありま
したが、無事に作ることができました。また 2009 年と 2011 年にラジコン模型ファンによ
るお祭りである RC 航空ページェント（群馬県太田市）に西村先生の車で参加したことも
ありました。先生のお知り合いのフライヤーのカメラマンとして参加し、選手席から飛行
機を見ることができました。ジェットエンジンを積んだ機体や、プロ選手が登場して技術
を披露しておりました。帰りの車の中では３時間ほどいろいろな話題で雑談しながらつく
ばまで戻ったのが本当に懐かしい思い出です。 

私はその後結婚し３人の子供の育児に追われラジコン飛行機を続けることを断念しま
したが、西村先生はその後も変わらず付き合ってくださり、毎年飛行場近くの畑のジャガ
イモ掘りに誘ってくださりました。研究室の結婚パーティーの挨拶では先生としてではな
く、一人の「友人」としてコメントを頂いたことは忘れられません。西村先生は亡くなる
１か月前まで American Academy の新会員の推薦に尽力されていました。さらに超小型
（全長３０センチ程度）のエンジン飛行機を作製しておりました。先生の偉大なところは
好奇心に正直であることと、変わらない優しさだと思います。このスタイルは私も受け継
ぎたいですし、学生や子どもたちにも伝えたいと思います。先生、今までありがとうござ
いました！ 

（筑波大学医学医療系解剖学発生学研究室 准教授） 
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西村 暹先生を悼んで 
       
三好 千香 
 

筑波大学の生命科学動物資源センターのエントランス脇にバラ園があります。前を通
る度、炎天下、汗を流しながら枝の手入れをしていた先生の姿が脳裏に浮かびます。在
りし日、見事に咲き誇る色とりどりのバラに顔を寄せて息を吸い込み、品種ごとに異な
る香りを愉しんでいるところに先生が通りがかり、「自由に切っていいですよ。僕はす
っかりオルファクトリーがだめになっちゃって、匂いが分からないんですよ。」と、残
念そうに呟かれていたことを思い出します。 
私は、筑波大学で博士課程を修了し、筑波大学分子発生生物学(山本雅之教授)で研究者
としての第一歩を踏み出しました。そこで、万有製薬を勇退され、客員の研究者として
逗留しておられた西村先生と出会いました。山本研究室が東北大学に移るタイミングで
国立がんセンターのポジションを先生にご紹介いただき、10 数年前に再び筑波大学に教
員として出戻ってからも同じ医学エリアにあるラボに所属して、博士号取得からちょう
ど今年で 20 年ですが、途切れることなくご縁が続くことになりました。 
毎週末、動物実験のために子連れ出勤していた私は、ガーデニング中の先生とご一緒に
手を動かしながら、よもやま話をさせていただいていました。西村先生は、父と同世代
で、お孫さんは長女と同い年です。中学受験の時は、奥さまが応援にたびたび出向かれ
ていること、「いやー、これ（お孫さん）がねぇ、なんか出来がいいらしくてねぇ」将
来が楽しみだと嬉しそうに話してくださいました。バラの育て方、奥さまのこと、研究
のこと、将来のこと、お話しするのはそれほど長い時間ではありませんでしたが、先生
の豊かなご経験のお裾分けをいただくような、宝物のようなひと時でした。 
昨年の初夏、いつものごとくバラの花壇の前でお会いして、大学に進学したてのお孫さ
んと長女の大学生活の話になり、「どうやら女子が少なくて、出会いがなくて、彼女が
できないらしいんだよね。ちょっとさぁ、三好さんの娘さんのお友達を紹介してもらえ
ないかな。連絡先をメールに……」時々、大真面目にとんでもないことをいいだす先生
ですが、このくだりには、即「いや、いや、それは無理ですって、、、」と突っ込みなが
ら苦笑いでした。 

開いた実験ノートの上に自家菜園で採れたスイカが乗っていたこと、それが熟れてい
なくて、お詫びにと、都内の高級果物店の高級スイカに姿を変えて、後日再びデスクに
置かれていた思い出。心臓の手術の直後、麻布十番の有名店のたい焼きを 50 個買って、
ズシリと重い手土産をもって出勤していらしたときには、研究室のメンバーが青ざめて、
先生の手からたい焼きを取り上げました。情に厚く、義理堅く、曲がったことがお嫌い
で、時々言動が常識を超える、敬愛すべき先生でした。 

一方、研究の話になると一変。議論が白熱してくると、じりじりと距離が狭まり、唾
がとび、シャツが飛び出してきます。公募の推薦者をお願いした時は、ここに応募する
のはだめだと、数週間かけて練った書類がゴミ箱行きになったこともありました。自己
評価を高く持ちなさい、妥協をせず、アカデミアで独立したポストにつきなさい、貴方
ならできる、と叱咤激励をしてくださった先生は、情に厚いだけではなく、研究にも熱
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い、私の人生の師でした。先生を安心させることができないままになってしまったこと
は、心から悔やまれます。 

サイエンスを愛し、サイエンスに愛された先生は、研究成果を後世に残すのみならず、
生涯現役の研究者として後進の我々に研究者として生きる矜持をお示しくださいました。 

突然の訃報に際しまして、心よりご冥福をお祈りいたしますとともに、先生の教えを
受けた研究者として、謙虚に真摯に自然科学の謎に挑み続けていくことで先生の御恩に
報いたいと願っています。 
       

        （2022 年 10 月） 
（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

万有製薬のつくば研究所のバラ 
（研究所の庭で公認のバラづくり） 
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つくばでの西村先生と私  
 
廣近 玲 
 

西村先生の研究室には大学4年の卒研でお世話になり、関谷剛男先生に指導を受け1年
間過ごしました。 

研究室では見るもの聞くもの初めての世界でしたが、ラットtRNA遺伝子の構造解析と
いうテーマはまるで宝探しをしていたような楽しい日々でした。 
この時の卒研の配属先が違っていたら、全く違う人生を歩んでいたのではないかと思うほ
ど貴重な一年間を過ごさせていただきました。 

卒研前ご挨拶に伺った時から西村先生は親しみやすい笑顔で接してくださり、毎日の
ように実験室にラボの様子（？）を見に来られる時に、通りすがりにチラッとノートを見
ては声をかけてくださったり、がんセンター内の食堂に西村先生を中心にラボメンバー皆
でランチに行ってはたわいのない話をしたり、私のような卒研生にとっても距離感を感じ
させない優しい先生でした。 

その後自分は三菱化成生命科学研究所に就職して3年で結婚退職。つくばに住むことに
なりました。テクニカルスタッフとして理研や産総研、筑波大等途切れることなく仕事に
も恵まれた日々を送っていました。 

卒研から 20 年以上過ぎたある日の帰り道、自宅近くの新築現場で西村暹邸と書かれて
あるのが目に入り、とても驚いて二度見したことを思い出します。 
珍しい漢字から同姓同名の可能性も低そうで、それ以来毎日現場が気になって仕方があり
ませんでした。 

ある夏、庭仕事されている西村先生ご本人を発見。 
躊躇しながらも勇気を振り絞ってお声かけしたところ、大変嬉しいことに覚えていてくだ
さいました。まずは卒研の頃のラボの話に花が咲き、同時に筑波大学に移ったばかりの私
の愚痴を聞いてくださるほど、その場でも距離感を感じさせない先生の優しいお人柄はそ
のままでした。 

さらに偶然は重なり、筑波大学でのお互いのラボも近く西村先生が毎日そこで研究を
続けられているということもその時に知りました。 
この再会以来、つくばでの西村先生との新たな関係が始まることになりました。 

西村先生がバラを熱心に育てられていたことも初めて知りました。 
ご自宅のお庭には毎年たわわに実る大きなびわの木があり、春と秋には赤やピンクの大輪
のバラがたくさん咲いていました。 
先生は香りの強いバラを集められているようでした。 
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バラはご自宅の庭だけでなく大学の研究棟入り口にある花壇でも作られ、すぐ前の小児病
棟のお部屋からもその花壇がよく見えて、訪れるご家族の方々からも評判が良いと嬉しそ
うに語ってくださいました。 

土日の休日もご自宅でのんびりされてるご様子はなく、常に外出されていてお車は夕
方まで戻ることはありませんでした。 

研究室にも行かれていたとは思いますが、飛行機を飛ばしに行ったり飛行場近くの畑
で農作業も楽しまれていたようでした。 

毎年春に主人の実家で収穫した甘夏をお届けすると、夏には丹精込めて作られた大玉
の甘いスイカを我が家の玄関まで届けてくださいました。この甘夏とスイカの物々交換は
コロナ禍の前まで続きました。 

大学までの3.5キロの道のりを、西村先生のお車と連なって出勤、帰宅ということも
度々でした。気持ちの緩んだ朝でもバックミラーに西村先生のお顔が映ると一瞬で気が引
き締まり、ドキドキしながら大学に向かったのも今では良い思い出です。 

今は先生の停まったままのお車を見るたびに、もういらっしゃらないことを実感し、
一人取り残されたような寂しい気持ちで過ごしています。 

素敵な笑顔とたくさんの思い出をありがとうございました。      
 

 （2022年10月） 
 

   
 

西村暹先生と飛行機 
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西村暹先生、三つのお披露目 
 
大石 久史 
 

私が、最初に西村先生の訃報に接したのは、日本生化学会のホームページで、その後、
筑波大学からご葬儀の様子等を連絡いただきました。長年の先生のご厚情に対する感謝を
直接に申し上げられなかったので、思い出とともにこのお礼が、天国の西村先生に届くよ
う祈っております。 
 私が先生に初めてお会いしたのは、2002 年、先生が山本雅之研究室で実験をなさって
いた時です。私は隣の研究室でしたので、時々ミーティングでお見かけする程度でしたが、
その後、2009 年に、私が留学から筑波大学の高橋智研究室の助教として帰国してからは、
そこで実験をされていた西村先生に直接ご指導いただくようになりました。 
 思い出は沢山ありますが、特にお披露目したいのは 3 つあります。1 つ目は東日本大震
災の時です。茨城でも震度 6 の大きな揺れとなりましたが、その時、先生は傘寿のお年で、
足取りはややゆっくりされておられました。金曜午後の地震の時、ちょうど先生は、
HPLC の前で実験しておられました。揺れの中、必死に HPLC を押さえておられました
が、先生が上下左右に大きく揺さぶられて器械どころではなかったので、私が先生を押さ
えて地震を耐えました。さらに 2 回目の揺れの時に「建物外に避難しましょう」とお勧め
したのですが、器械の前から動かれなかったので、私も先生を置いては逃げられず、ずっ
と先生を押さえてさしあげました。西村先生が HPLC を守って、私が西村先生をお守り
したこと (?) は、私の自慢の 1 つです。 
 2 つ目は、研究者どうしのコミュニティーの重要性をお教えくださり、多くの先生をご
紹介くださったところです。あるグラントを出す際には、快く杉村隆先生をご紹介くださ
り、杉村先生も「西村先生から電話もらってるよ」の一言で私をご推薦くださいました。
また、私は 2016 年に名古屋市立大学で独立しましたが、その際も応募書類やプレゼンテ
ーションについて、長時間に渡ってご指導いただきました。その上、異動に際して理学研
究科の熊澤慶伯先生をご紹介くださいました。西村先生の昔話で盛り上がり、新天地でス
ムーズなスタートを切ることができました。 
 3 つ目はお詫びです。ご存知の通り、先生は、筑波大でも tRNA のメチル化のプロジェ
クを続けておいででした。台湾からの留学生が興味を持ってくれて、私が指導しなければ
いけなかったのですが、プロジェクトも学生さんも放ったらかしにして、名古屋に異動し
てしまいました。その時、半分も進んでなかったと思いますが、西村先生が尻拭いをして
残りを完成させてくださいました。彼女は、立派に論文をまとめあげ、無事、博士として
活躍しています (Chang YH and Nishimura S et al. 2019)。 
 書いているうちに涙が止まらなくなってきました。なかなか成果が出ない私の相談を親
身になって聞いてくださり、先生には感謝の言葉もございません。安らかにお休みされま
すよう、心よりお祈り申し上げます。 
 

（2022 年 10 月） 
（名古屋市立大学医学研究科 病態モデル医学 教授）  
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西村 暹先生を偲んで 
 
太田 敏子 
 

西村暹先生の突然の訃報を筑波大学動物資源センターの秘書さんから知らされたのは、
2022 年 9 月 9 日朝のことでした。俄かに信じることが出来ませんでした。先生は、その
丁度１ヶ月前につくば国際会議場で開催したつくばサイエンスアカデミー（SAT，会長：
江崎玲於奈先生）のオンライン会議でお元気な先生にお会いしていたし、つい何日か前に
は、体調を崩した私を案じて、先生とランチの約束をしたばかりだったからです。「悪い、
悪い、ちょっと間違ってしまってねぇ」と愛車に乗って少し遅れて会議に現れた闊達な西
村先生から、誰がこの訃報を想像しえたでしょうか。 
西村先生は、ウィスコンシン大学の Khorana H.G.博士のところで遺伝暗号の解読を中心
になって進め、帰国後は遺伝情報の要となる  ｔRNA の機能を明ら
かにして、走りの分子生物学を国内に広めて下さいました。当時の生
命科学を目指す我々にとって、先生は近づくことさえできない神様の
ような存在でした。先生の飽くなきサイエンスの追及は、1983年 癌細
胞の変異源物質である 8-ヒドロキシグアニン(図)を発見し、「活性酸素
が遺伝子発現を修飾するから細胞が癌化する」という新しい発癌学説
を展開したのです。後進は、先生のこの真摯な魂を学ばなければなり
ません。 
以下に、在りし日の西村先生との想い出を掘り起こしてみました。 
西村先生は「点」と「線」を結ぶ名手でもありました。先生は、JAXA
の井口洋夫先生と組んで、向井千秋宇宙飛行士と私を繋いでくれまし
た。忘れもしない 2008 年 9 月 19 日 あのご高名な西村先生からメールが届いたのです。
『西村暹です。先生に至急、お願い、ご相談したい件があります。できれば、当方に電話
をいただけたら幸いです』 と、ご自宅の電話番号を添えてありました。私は自分の行動
を反省するあまり、血圧も上がってしまいました。恐る恐るお電話をすると、「これから
言うことを断らないでほしい」という前置き付きで、「JAXA で向井千秋宇宙飛行士をヘ
ッドにして宇宙医学生物学研究室を立ち上げるそうだ。彼女をサポートする研究者を探し
ているので貴女を推薦した」とのこと。即座に私には荷が重いとお断りしたのですが、翌
日には先生と井口先生のやり取りを書いた太い万年筆の封書が送られてきたのです。考え
る余裕もありませんでした。 
西村先生は当時、筑波大学本部の監事をされていましたが、お目にかかる機会もなく当然
雲の上の人でした。当時の私は面識がなかったので、どんなにか驚いたことでしょう。考
えてみると、その頃の筑波大学では、女性の教授・管理職が皆無でした。初めて医学系の
基礎医学系長に選ばれた私は、全学 100 名を超える男性評議員中のただ一人の女性で、良

８-ヒドロキシグアニン 
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くも悪くも目立ちました。私は覚悟を決めて難局に立ち向ったものです。しかしながら、
先生がどう思われたのか今となっては解りませんが、人は見ているものです。 
この後が大変でした。筑波大学に何度も JAXA の人が訪ねてきたのです。加えて、向井さ
んがフランスから帰国されたからと、井口先生からランチのお誘いがあり、向井さんも井
口先生も旧知の仲のような喜びようで、私はとうとう後に引けなくなりました。『「タンパ
ク 3000 プロジェクト」の名簿で貴女の名前を見たよ』 という井口先生の言葉から、私の
ことは全て調べられているようでした。西村先生は、後日お礼にと筑波で最も美味しいと
いうステーキランチをご馳走して下さいました。これが現在も続いている「宇宙医学」と
いう、私の第２の道が開けた瞬間でした。私は、西村先生を通じて、世の中を動かす方々
の熱い想いと攻略法を垣間見たような気がしました。 
また、江崎玲於奈先生と私を繋いで下さったのも先生でした。私が JAXA へ移ってしばら
くしてから、SAT から二人の役員の訪問があり、SAT 役員へ招聘されたのがその始まり
でした。江崎先生は、筑波大学の 5 代目の学長を務め、エサキダイオードの発明でノーベ
ル物理学賞を受賞された学者であることは誰でも周知のことですが、若い世代、とくに高
校生の“知の触発”に限りない期待を寄せておられたことを知っているでしょうか。西村先
生を始めとする SAT のメンバーは、それに感動して高校生の研究を募集し、優秀な研究
を懸賞するというイベントを毎年つくば国際会議場で推進していました。西村先生の鋭い
指摘と優しいアドバイスに触発されて、当初は未熟だった私も今では真剣勝負で若者と対
峙することを覚えました。先生の無言の教えは、今なお我々を諭してやまないのです。一
方、筑波大学医学専門学群の講堂では、客員研究員として皆と一緒になって講演や最終講
義などを聞きながら、ムニャムニャ独り言を言っていらした先生を思い出します。これら
思い出のコマは、通算 20 年余りの長きに亘った私の、筑波官舎での単身赴任生活の側面
でもあるのです。 
そして、筑波大学の研究室では、最後まで分析機器を嬉しそうに動かしておられた西村先
生は輝いていました。「こういう姿を学生達に見てほしいんだよねぇ」と笑っておられま
した。これは、かつて学生実習の目前でカラムクロマトグラフィ―のカラム操作をやって
のけた私の思いと同じでした。偉大な西村先生の教えは、下降する日本の研究力（匠の技）
を支えるはずです。きっと若者達は、先生の後ろ姿から何かを学んでいるに違いありませ
ん。先生、どうか安らかにお休みください。 
謹んで西村暹先生のご冥福をお祈り申し上げます。 
 

（2022 年 10 月） 
（筑波大学名誉教授） 
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西村先生を偲んで 
 
井田 由紀代 
 
 今でも、西村先生どうされているかな、そろそろお電話があるかなと思うことがありま
す。突然の訃報は、いまだに信じられなく、悲しい気持ちでいっぱいです。 
 2009 年 4 月、異動されてくる西村先生のため、デスク、本棚、実験台などかなり広い
スペースを準備したことを覚えています。あっという間にそのエリアは、実験機器、実験
器具、サンプル（西村バンクになりました）、たくさんの専門書はもちろん、LP レコー
ド、古伊万里やマイセンなどの高級食器、月下美人や胡蝶蘭の鉢植え、ラジコンの部品類
で埋め尽くされました。学問以外の様々な事にも興味をもたれ、それらを極められる。西
村先生の研究者気質が現れているスペースでした。 
私は、高橋研究室在籍の西村先生のお仕事を 13 年間お手伝いさせていただきました。が
んセンター、万有製薬を退職され、筑波大学の監事も終えられ、80 歳近いご高齢だし、
今は社会とはあまり関わりもないだろうから私に頼むことなどないだろう、と思っていま
した。いえいえ、とんでもありません。朝 8 時頃には出勤、実験、論文執筆、その合間に
は、学会などの委員会への出席、賞の審査をされ、講演は快く引き受け、寄稿文を依頼さ
れれば書くという毎日です。もちろん研究室のプログレスミーティングにも欠かさず出席
されました。また、毎年春にはアメリカ癌学会のため渡米し、真夜中にアメリカと電話会
議をされていたスーパー先生でした。パソコンが苦手な西村先生は、様々な提出資料、発
表資料等をすべて手書きで作成されます。それを私が電子データ化します。時々、旧仮名
遣いを使用されるので、この字は何かしら？と調べながら作成したことも良い思い出で
す。西村先生の書かれる文章は日本語、英語ともにとてもわかりやすく、文学部出身の私
も、その文章から先生の研究内容、研究者の姿勢など様々なことを学びました。2017 年
度瑞宝重光章を受勲されたときは、文科省に提出する書類作成のお手伝いもさせていただ
きました。功績調書や 500 報余りの論文をすべて探して書き出したときは、あらためてす
ごい先生だな、と思いました。 
また、万有製薬から移植したバラを丹精込め手入れをされたので、見事に花が咲き、見学
者がいるほどでした。ラジコンを飛ばす河川敷の畑で栽培されたスイカ、ジャガイモなど
を皆で美味しくいただきました。年齢を感じさせない意欲、それを行動にすぐ移すアクテ
ィブさなど、見習うべきことがたくさんありました。高橋研究室では、春はお花見、夏は
BBQ、秋はハロウィンパーティ、冬は忘年会、歓送迎会と様々なイベントがあります
が、西村先生はほぼ全てに参加され、学生たちの企画にニコニコと目を細めていらっしゃ
いました。とても偉大な先生ですが、決して偉ぶることもなく、自慢することもなく、謙
虚でとてもチャーミングな方でした。 
 私は西村先生と出会ったおかげで、忙しくも楽しい経験をし、様々な知識を得ることが
できました。本当に感謝しています。ご冥福をお祈りいたします。 
 

（2022 年 10 月） 
（筑波大学 医学医療系 解剖学・発生学研究室） 
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筑波大学での西村先生 
 
小島 正美 
 

高橋研究室に来られた当初は HPLC の機械を使って解析されていることが多く、その
ためのサンプル準備などで実験台でも作業されていました。先生の実験台は所狭しと試薬
や器具類が並び、B5 サイズ１枚分ほどしか作業スペースがなかったのが印象に残ってい
ます。 

毎週月曜の研究室ミーティングでは学生の発表に耳を傾けられ、質問やアドバイスを
されていました。英語に不慣れな私が行った研究室のガイダンスの後、文法の誤りなどを
後でこっそりと教えてくださったこともあります。コロナ禍で web 形式に切り替わった
時も、初めこそ戸惑っていらっしゃいましたが、海外含め様々な会議に参加されていまし
た。 

研究室では毎年歓迎会に始まり屋外でのバーベキューやハロウイン、クリスマス、送
別会などたくさんのイベントがあり、先生も毎回のように出席され楽しんでいらっしゃい
ました。家の用事で女性スタッフが欠席だった時も、主婦の人は出席しないの？と心配し
声をかけてくださいました。クリスマス会ではシークレットサンタと言って、あらかじめ
くじ引きでプレゼントを渡す人を決め準備するスタイルでしたが、先生はくじで引いた学
生について、私たちにこっそりとその人の趣味などを尋ねプレゼントを準備されていまし
た。 

研究室は動物センターにあるのですが、その周囲が殺風景だと言ってご自分で薔薇の
苗を玄関周りに何本も植え花壇を作られました。週末には除草や堆肥を撒くなど先生がお
世話した薔薇は、大輪のそれは見事な花を咲かせていました。他の部門の人に研究室の場
所を伝えるときは薔薇が咲いている建物です、と言えば分かるほどでした。 

研究室には時折高校生が大学見学に訪れることがあります。説明を聞いている横を先
生が通った時の高校生の様子が印象的です。大学の研究室に先生のようなご高齢の方が在
籍されているのを見て驚いていたのでしょう。高校で習う RNA のコドン配列の解明に携
われた先生だ、と知ったらどれほど驚くことでしょう。 

アメリカに出張された時にはいつも日本ではお目にかかれない珍しいチョコレート菓
子を研究室にお土産にくださり、また、「皆で相談して好きなものを持って行きなさい」
と良い香りのする素敵な箱に入った石鹸を女性スタッフに下さった事もありました。 

西村先生は研究者としてのご功績もさることながら、そのお人柄でも研究室に大きく
影響を与えられました。何よりも穏やかでお話し付きなお姿が印象に残っています。  
ご冥福をお祈りいたします。 

（2022 年 10 月） 
（技術職員） 
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送る言葉 
高橋 智研究室 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生には、流行の解析方法に飛びつくのではなく、研究テーマで何を明らかにするこ
とが最も大切なのかを常に考え、必要な実験・解析を地道に遂行することの大切さを教え
ていただきました。 
これまでご指導をいただきまして誠にありがとうございました。 

筑波大学 医学医療系 腎臓内科学 講師 
臼井 俊明 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
突然のご訃報に大変驚いております。 
今年始めまでお元気だった先生の面影が目に浮かび、いまだ信じられません。 
西村先生より学生時代からご指導ご鞭撻を承り、何事にも変えられない経験をさせていた
だきました。 
毎日早朝から研究室に来られ、毎週の研究報告回およびジャーナルクラブでは基礎から臨
床に至るまでご助言を承り、先生は私を含めて多くの若い学生の模範となっておりました。 
先生の生前のご尽力に深く感謝するとともに、西村先生の末席の弟子として志を引き継い
でいくことをお誓いし、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

筑波大学 医学医療系 解剖学発生学研究室 助教 
久野 朗広 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
学生時代、研究室のミーティングや抄読会でいつも優しくご助言をいただきました。自分
では気づかないところが多かったので何度もハッとし、たくさんのことを学ばせて頂きま
した。他にも、先生の畑でやったさつまいも掘りは本当に楽しかったですし、さつまいも
はとても美味しかったです。西村先生、いろんな思い出を本当にありがとうございました。 

筑波大学 医学医療系 幹細胞治療研究室 助教 
全 孝静 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生には、進捗報告会の時に結果を発表する際に、"We"ではなく"I"を使いなさいと
言っていただいたことが印象に残っています。 
自分が研究の中心にいることを強く意識し始めたきっかけの言葉だったと思います。 
平日休日問わず先生の研究されるお背中を拝見し、身が引き締まる思いでした。 
今もどこかで研究のことを考えていらっしゃるのではないかと思っております。 
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

解剖学・発生学研究室 研究員 布施谷 清香 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生には在学中気さくにお声がけいただき、実験の相談や質問などをさせていただく
機会も多くありました。  
そのたびに、先生の豊富な知識や経験に基づくアドバイスに助けられたものです。 
最近も飛行場でドローンを飛ばすなど、精力的に活動されていると伺っていたので、ぜひ
またお会いしたいと思っておりました。  
西村先生、どうぞ安らかにお眠りください。   

静岡県庁 健康福祉部企画政策課主任  
（2012 年度フロンティア医科学修士修了） 

勝又 斗紀夫 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
年齢という枠に囚われず、おいくつになられても大好きな研究を楽しく続けられていたお
姿がとても印象的です。ラボに届いた謎の小包が、実は西村先生の研究用のカイコだった
というエピソードは、今でも思い出すだけで笑いが込み上げてきます。 
ご冥福をお祈りいたします。 

日本イーライリリー株式会社 
（2017 年度大学院ヒューマンバイオロジー学位プログラム修了） 

加藤 恵美 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
学生の時に貴重なアドバイス、助言をいただきました。 
真摯に科学に向き合い、時に厳しく、時に子供のように純粋に楽しげにお話する先生の笑
顔は私の学生時代のとても大切な思い出です。西村先生と共に研究活動に勤しめたことは
私の誇りです。 
ご冥福をお祈りします。 

メルク株式会社 
（2018 年度大学院ヒューマンバイオロジー学位プログラム修了） 

綱川 祐貴 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
I'm very sorry to hear the sad news. Nishimura sensei was a superb and passionate researcher 
devoted all his life to science. I will always be grateful for the time he spent working and 
discussing with us. The critical comments and questions he raised were of much help to me. He 
will be greatly missed and always remembered by all those who were taught and led by him. My 
deepest sympathy to the family. 

株式会社ちとせ研究所・Bioengineer 
（2019 年度大学院ヒューマンバイオロジー学位プログラム修了） 

張 育吹（Chang Yu-Hsin） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
研究にはやはり厳しく、研究室のミーティングでは鋭い指摘をたくさんいただきました。
その一方で、美味しいものが好きという一面をお持ちで、つくばの美味しいと噂のお店に
一緒にご飯に行ったのが思い出です。嬉しそうにお孫さんのお話をしてくださった西村先
生の姿を昨日のことのように思い出します。西村先生ありがとうございました。 
心からのご冥福をお祈りします。 

中外製薬株式会社 
（2020 年度フロンティア医科学修士修了） 

石田 萌 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生が大腿骨を骨折されたとき、さすがにもう復帰は厳しいかと思っていたのですが、
しばらく経つと杖をつきながらラボに復帰されていました。最初はゆっくり歩いていたの
ですが徐々に元のスピードに戻っていて、「もう杖もいらなそうですね」とお声掛けした
ところ、「そうなんだよ。家で作業しているだけでも十分リハビリになるんだよね。」と
笑顔でおっしゃっていました。すると突然「この杖すごいんだよ。ここが光るの。」と、
お持ちになっている杖の便利機能を紹介してくださいました。普段黙々と実験されていた
西村先生のお茶目な一面が垣間見られ、僅かながら良き思い出となっています。 

筑波大学 人間総合科学研究科 生命システム医学専攻 博士課程 4 年 
井上 由理 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生とは私が大学四年生の時から今まで、5年間以上一緒に過ごしてきました。その
間先生はいつも元気に実験等をされていて、何歳になっても生き生きと人生を送る先生に
とても勇気を貰いました。私も先生のようにいつまでも前向きに生きていきたいと思いま
す。 

筑波大学 大学院 ヒューマンバイオロジー学位プログラム5年 
金井 真帆 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生と初めてお会いしたのは2018年、高橋研究室の花見兼歓迎会です。先生が学生
と共に公園で座って居られる光景の不思議さの余り、近所のお爺さんが間違えて混ざって
いるのではないかと思ってしまった事を、恥ずかしながらよく思い出します。そんな勘違
いから始まった研究室生活でしたが、初学者としてレジェンド研究者である西村先生とお
会いできたことは、幸運でありました。先生の前向きで穏やかな様子や、たまの怪我や病
気からも何度も復帰されていた胆力は、尊敬の一言に尽きます。今では私も博士課程の卒
業が近づいており、後輩たちの手助けをする立場になりつつあります。初年度に西村先生
から頂いた、研究発表・ジャーナルクラブのチェックリストは、いつも大活躍です。これ
からも先生から学び取った知識、考え方、生き方を心に刻みながら、人生を楽しんでいき
ます。 
西村先生ありがとうございました。ごゆっくりお休み下さい。 

筑波大学 大学院 ヒューマンバイオロジープログラム 4年 
脇本  新 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
三年前この研究室に来て以来、あまり西村先生と話したことがないですが、いつも先生が
朝いらっしゃって、「おはようございます。」と挨拶なさっていますので、私は優しい先生
だと思いました。毎回のセミナーに参加したり、毎日研究室に通って、研究に身を入れた
りしてとても真面目な先生です。 
謹んでお祈り申し上げます。 

筑波大学 人間総合学術院 医学 博士課程２年 
寧 宝爍 （Ning Baoshuo） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
あれだけのご年齢になってもほぼ毎日研究室に来ていてさすがだなと思っていました。 
西村先生のデスクと実験室周りの紙と物の量には驚きました。 
直接話した機会は少ないですが、先生からたくさんのことを学びました。 
ありがとうございました。 

筑波大学 大学院 ヒューマニクス学位プログラム 2 年 
定木 駿弥 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
西村先生とは直接お話しする機会が少なかったのですが、研究活動において非常に素晴ら
しい経歴をお持ちであると伺っていました。実際に研究室のデスクに沢山の本が並べられ
ており、また足腰が悪くても足繁く研究室に通われている姿を拝見して、生涯をかけて研
究熱心な方なのだと常々感じていました。とても尊敬しています。そしてお疲れ様でした。
ゆっくりお休みになられてください。 
  

筑波大学 フロンティア医科学・修士2年 
加山 笑 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

（2022年10月） 
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弔辞   
 
岡田 典弘 
 

西村暹先生、岡田典弘です。お弟子さん一同を代表して弔辞を述べさせていただきま
す。私が初めて先生とお会いしたのは、1972 年の秋、先生が 41 歳の時です。これから研
究を始めようとする若者に、先生はまるで対等な研究者に話しかけるような調子でお話を
してくださいました。ちょうどそのころ西村研究室では、原田文夫さんによって発見され
た Q 塩基の構造が葛西宏さんらの努力によってようやく決定されそうであるという時期
でした。先生が熱心に説明をされるその姿から、私は間違いなく先生のサイエンスに対す
る研究の姿勢を受け取ったと思います。どんな小さなことでも自分が発見したことを大切
にして、微に入り細に入りとことんまでそれを追求すること。これは「研究のプロ」とい
うものはどういうものなのかということを私に初めて教えてくれた瞬間でもありました。
この時から、私はこの先生のもとで研究をしたいと心から思ったのです。 
 心勇んで始めた研究生活でしたが、順風満帆（じゅんぷうまんぱん）というわけではあ
りませんでした。修士の二年間、いろいろなことを試みましたがデータはゼロ、博士の最
初の一年間も何もポジティブなデータを出すことはできませんでした。博士課程一年の終
わろうとする１月か２月ごろ、西村先生が私のところに来て、この実験を追試してみない
かといって一つの論文を示してくださいましたね。Farkas という研究者の書いた論文で、
放射能で標識されたグアニン塩基が tRNA 中に取り込まれるという論文です。Q 塩基の生
合成と関係があるのではないか？というのが西村先生のご意見でしたが、これが見事に当
たりましたね。実際にこの実験の追試から、Q塩基の生合成が塩基の交換反応で起こると
いう発見につながるのですが、当時この研究を進めている間こんなことが起こるとはほと
んど誰も信じることができなかったと思います。しかしこれが事実であることが証明され
たのですから、これは西村先生の研究者としての勘の良さを示しているのだと思います。
この Q の生合成の全貌を解明する２年間、私は朝の９時から夜の１２時近くまでずーっ
と研究に没頭していましたが、こんなことは強制されてできることではありません。研究
が面白いからこそできることです。夜帰るときにその日のデータを机の上に置いておく、
朝早く研究所に来る先生はそれを見て僕が来るとすぐにつぎにどのような実験をするべき
かという discussion をしていただきましたね。それは本当に研究者として幸福な時間でし
た。私はこの研究の後、筑波大学で独立したポストを得て研究を開始したので、ボスと一
緒に未知の現象の解明に挑んでいるんだという幸福感を味わったのはこれが最初で最後で
ありました。また西村先生と進めたこの研究のやり方が、私の一生の研究スタイルを決め
たと思います。 
 西村先生は研究者として一流の「勘」を持っておられましたが、先生の研究者としての
生き方そのものも弟子たちにとっては非常に示唆に富むものでありました。当時は、日本
の国力も低く、したがって研究費の乏しい状況で、日本で米国に対抗してオリジナルな研
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究をすることは非常に困難な状況であったと思います。一方、そのような彼我（かが）の
違いを熟知しておられた先生の戦略は非常に明快でありました。欧米人が追従できないほ
どに微に入り細に入り追求することというのが、その戦略でその結果が先生の tRNA 中の
微量塩基成分の研究でありました。現在、先生の孫弟子にあたる鈴木勉東大教授らにより
この研究は、世界の中で日本の紛れもないオリジナルの研究の大きな流れとして現在も受
け継がれております。 
 西村先生は私の博士課程の研究指導者でありましたが、その後私が職を得て、筑波大学
に赴任した後も、またその後東京工業大学に赴任した後も一貫して、私の人生の指導者で
ありました。父親を４歳の時に無くした私にとっては、まさに父親代わりあったといって
も良いかと思います。私としても親孝行ならず先生孝行といった感じで、何回も軽井沢へ
ご一緒させていただきましたね。多くはお弟子さんの渡辺公綱さんや tRNA 仲間の武藤昱
さんとご一緒でしたが、家族ぐるみの楽しい思い出です。研究会と称して、軽井沢の居間
の一室でスライドを示しながら現在の研究の進展を話し合う貴重な機会もありました。何
時ぞやか、西村先生があの時の discussion がきっかけで新しい発見があったんだよと言わ
れていたのが嬉しい思い出になっています。現在の北里大学に赴任する前の３年間は、西
村先生のご紹介で筑波の国際科学振興財団の主席研究員として、西村先生と共同で研究を
させていただきました。国際科学振興財団の研究室が先生のおられる筑波大の高橋研究室
と目と鼻の先なので、毎週一回必ず discussion と称して中間にあるレストランの「フライ
パン」でランチをご一緒したのは楽しい思い出です。私が筑波にいたのは３年間なので、
一緒のランチをしたのは数十回にものぼります。その時の先生の会話は慧眼と示唆に満ち
溢れていて、正に人生の教師といった趣で、最後までこのように近しく先生と接すること
ができたのは人生の正に僥倖（ぎょうこう）と思わないわけにはいきません。 
 ５年前に先生のお弟子さんの一人、渡辺公綱さんが亡くなられたときに、先生は弔辞を
読まれましたね。そのあと二人きりになった時に、先生は私に「自分が死んだときには、
岡田さんに弔辞を読んでほしい」と言われましたね。私はそのときには、「はいわかりま
した」とお答えするわけにもいかず、無言で頷いただけでしたが、今日そのような残念な
日がやってきてしまいました。あの時のお約束を今果たさせていただきました。また先生
は、つい数ヶ月前、筑波大の研究室を引き上げる際に、tRNA の微量塩基成分のコレクシ
ョンを引き取ってほしいと言われましたね。このコレクションは、鈴木勉東大教授のご協
力で、この分野の研究者に希望があれば無償で分与するような「西村バンク」という形で
利用させていただきたいと思っております。西村先生が種子（たね）を撒き育てた tRNA
の微量塩基成分の研究分野は日本の科学の土壌の中で確実に根を下ろし育っております。
この分野の研究者は、「西村バンク」のお世話になるにせよ、ならないせよ、永久に西村
の名を忘れないと思います。西村先生、安らかにお休みください。 
 

令和４年９月１１日 告別式にて  
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A tribute to Dr. Susumu Nishimura 
 
Vincent Kelly 

 
L-R, Arai Tsuyoshi, Jeffrey Chu, Vincent Kelly, Ismael Santa-Maria Perez, Pawel Jaloszynski,  
Ryo Sekine, Susumu Nishimura. El Torito restaurant, Tsukuba, circa 2002 
 

Susumu Nishimura was an outstanding scientist, a pioneer in RNA and DNA research and 
recognised internationally for his contributions to DNA damage, the study of nucleotide 
modifications, and early contributions towards elucidating the underpinnings of the genetic 
code. His exceptional career led to many deserved accolades including the Naito Foundation 
Science award (1980), the Japanese Academy and Imperial prize (1988), the Princess 
Takamatsu Cancer Research prize (1988) and the Fujiwara Foundation prize (1990).  

However, rather than focus on the many honors and accomplishments of Nishimura-sensei, 
I would like to provide a personal perspective of the time I came to know him, while a 
postdoctorate in his laboratory in Banyu Pharmaceuticals, Tsukuba (2000—2004), while he was 
president emeritus (1999—2004). I have included dates and locations throughout—not wishing 
to be overly formal—simply as a facile means to provide a non-linear timeline and allow a 
coherent reference to the many great people I came to know while working in the Nishimura-
laboratory. 

Upon completing my PhD studies in Dundee, Scotland (1999), I had the good fortune to 
meet Prof. Masayuki Yamamoto, who at the time was based in Tsukuba University and who 
kindly introduced me to Nishimura-sensei. The joint research project to which I was tasked, 
was to generate novel transgenic animal models for the selenocysteine tRNA molecule. From 
my earlier graduate studies on chemoprevention and chemical carcinogenesis, I was fully aware 
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of Nishimura-sensei’s seminal contributions to the area of DNA damage and his discovery of 8-
hydroxyguanine (1983), while he was the at the Biology Division of the National Cancer Centre 
Research Institute in Tokyo (1968-1992).  

What I had not quite appreciated however, was the extent of other research that Nishimura-
sensei had also been involved in. Not least among these was his discovery of many modified 
nucleosides in E. coli tRNA including ms2i6A, Queuosine, galQ, manQ, acp3U, mt6A, s2T, 
mo5U, m1 and ac4C, carried out in collaboration with J.A. McCloskey, U.L. Rajbhandary and 
K. Nakanishi (1968-1980). In particular, his work on the discovery and structural determination 
of queuosine and the identification of the enzyme tRNA-quanine transglycosylase, have been 
of great importance to my career. To this day, my lab is occupied with the study of the queuosine 
molecule and its physiological roles. Thus, even now my time working with Nishimura-sensei 
still affects both me and the students in my laboratory, in a very real way each day. 

When I arrived in Japan, coming as I did from Ireland, I had only a cursory understanding of 
Japan and the Japanese language and culture. Therefore, it was with some trepidation that I 
moved to what was for me an exotic and aesthetically remote land. On our very first meeting, 
my outstanding impression of Nishimura-sensei was his considered, personable demeanor, and 
easy understanding of people – it was not what I was expecting.  Indeed, later, at occasions 
outside work I came to learn from Nishimura-sensei about his time spent abroad in the US, first 
in the Biology Division of Oak Ridge National Laboratory, working with G. David Novelli as a 
postdoctoral fellow (1961-1963) and subsequently, in the Enzyme Research University of 
Wisconsin-Madison, 1963-1965 under the tutelage of the Nobel laureate (1968) Dr. H. Gobind 
Khorana. Naturally, he was very well aware of the challenges of studying abroad. Nishimura-
sensei even went so far as to take me grocery shopping in Kasumi and to purchase some 
necessary crockery in Joyful Honda. This was a very kind gesture indeed, though admittedly, I 
was suspicious, and am even still suspicious today, that Nishimura-sensei was not a frequent 
visitor of such shops! Over the years, even since establishing my own laboratory, I have had the 
pleasure of meeting with Nishimura-sensei and his wife, Michiko-san, upon my visits to Japan, 
albeit on too few occasions.   

Within a year of joining the Nishimura-lab, it was to quickly become an eclectic mix of 
projects and nationalities. There was Arai Tsuyoshi, who performed outstanding work on the 
induction of 8-OH-G by potassium bromate; Pawel Jaloszynski, a highly talented Polish 
scientist working on DNA repair  mechansims; Ryo Sekine, an American student researching 
mutant versions of tyrosyl tRNA synthase, myself working on selenocysteine and oxidative 
stress, and the laboratory secretary Naoko Yasutomi, who herself came to join in on 
experimental work whenever time permitted, carrying out a large number of HPLC studies. In 
addition to this, there were numerous visiting interns including Michael Mondejar (American), 
Jeffrey Chu (Taiwanese), Ismael Santa Maria Perez (Spanish), and Jonathan Lam (Canadian). 
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Although not formally part of our group, Rie (Nagano) Bamba shared the lab space and proved 
a wonderful colleague to all. What was common across the group was the desire to work hard 
and do well, a trait inspired by the enthusiasm displayed by Nishimura-sensei himself.  

Indeed, Nishimura-sensei could regularly be seen in the laboratory working on his own 
projects, in between meetings and dressed in suits; jacket off and sleeves rolled up. Some 
memorable flashbacks from this time included his efforts to isolate tRNA from oysters in search 
for new RNA modifications that required many, many litres of phenol and ethanol, the bags of 
Ginko nuts that were stored in the cold room (they have a bad smell!) for a project of similar 
endeavour and the large purification columns that were fed from beakers of buffers precariously 
balanced on towers of Styrofoam ice-boxes. It was remarkable how infused Nishimura-sensei 
was with the wonder of new projects and ideas. His love of science and research was palpable 
and inspiring. 

Nishimura-sensei had two very notable hobbies, growing roses and the building, and flying 
of radio-controlled model airplanes. On one occasion, while visiting his home, a bemused 
Michiko-san showed us one whole room of the house that was been taken up with airplane 
construction. Likewise, there I have many memories of the rose-growing, wherein once the 
laboratory reading room had many saplings that had the misfortune of being invaded with 
greenfly, but we rescued and found refuge within the grounds of Banyu. I was told that the 
security personnel had approached Nishimura-sensei on a Saturday to enquire as to why he was 
planting roses on company grounds, having initially failed to recognise who he was. It is these, 
and so many more fond memories of Nishimura-sensei that will always stay with me and that I 
hold dear. He was the embodiment of spirit and adventure, fueled by a sharp and inquisitive 
mind. There is a Japanese saying that ‘we all look at the same sky’. This may be true, but some 
see the wonders of what can be. Nishimura-sensei was one such man. 
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Susumu Nishimura, a friend and a collaborator 
 
Sung-Hou Kim 
 
 Susumu is a perfect scientific collaborator and a wonderful friend to have. I first met Susumu 
more than 30 years ago in the U.S. when both of us were working on transfer RNA : Susumu 
worked on modification of tRNA bases and I worked on the three-dimensional structure of 
tRNA. From our first meeting, I liked him right away because of his totally unassuming and 
unpretentious character. We shared the common background of having a perspective from an 
Asian and an American viewpoint. Since then, we met numerous times at various meetings 
throughout the world. One of the earliest recollections I have about Susumu was the time when 
we swam together in the Dead Sea in Israel. We floated effortlessly on the surface of the Dead 
Sea water while others were watching us. We had many hikes together in the mosquito infested 
New Hampshire mountains, and many walks under much more enjoyable environments in 
many parts of the world. 
 Afterwards, my research interest shifted from tRNA to signal transduction proteins and we 
did not see each other as often as before. Our scientific careers crossed again after I moved from 
Duke University to the University of California, Berkeley, when I met Susumu again at a 
meeting in Japan. I then found out that both of us were interested in Ras protein, one of the first 
known oncogene products. Susumu, Eiko Ohtsuka and I set up a collaboration to chemically 
synthesize the human ras gene with codon preference for E. coli, express the gene in E. coli, and 
determine the three-dimensional structure of the protein. This collaboration worked out 
beautifully. Since then we have collaborated on several other projects, some more successful 
than others, but always very happy and pleasant collaborations. 
 I will always cherish our friendship, his smile, his scientific insight (let alone his expertise in 
cultivating roses and model airplane building), and his wonderful disposition. 
 

(Professor, Department of Chemistry, University of California, Berkeley)  
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Reflections on a Sabbatical Experience with Dr. Nishimura 
 
Arthur P. Grollman 
 

In 1990, I had the honor and privilege to visit the National Cancer Center Research Institute 
and to conduct research in the laboratory of Dr. Susumu Nishimura. Although I had not 
previously met Dr. Nishimura, I was aware of his impressive scientific accomplishments, 
including the important discovery (with Dr. H. Kasai) that guanine residues in DNA are 
selectively oxidized in vivo. Inspired by this observation, my laboratory at SUNY Stony Brook 
decided to explore the mutagenic potential and miscoding properties of 8-oxoguanine. Repair 
of this ubiquitous lesion became a natural focus for a collaborative research project in Tokyo 
during my sabbatical leave. The structural and genetic implications of these and subsequent 
investigations helped to establish the importance of oxidative DNA damage in carcinogenesis, 
aging, and degenerative diseases. Susumu's seminal observation had opened a new area of 
scientific investigation, perhaps the most notable contribution any scientist can make! 

I have fond memories of my year in Japan. Although Japanese hospitality is legendary, my 
wife Lorraine and I were unprepared for the extraordinary kindnesses extended by Susumu and 
his lovely wife, Michiko. Living in Japan was a truly unique experience, though as for most 
Westerners, language sometimes presented a problem. Fortunately, Dr. Sugimura, Director of 
the Institute, required that research seminars be given in English, an important factor in 
attracting an international group of scientists to the Institute. Susumu extended this policy to 
research meetings in his lab and when necessary, he or his excellent secretary, Nihei-san, served 
as interpreter. 

Susumu and I had lunch together almost every day and discussed the latest experimental 
results, current events, and sumo wrestling. These discussions were most enlightening and I left 
Japan with special insight into the history, culture, and politics of that fascinating country. 

Being aware of his boundless energy and enthusiasm for research, I was not surprised when 
I heard that Susumu had initiated a new scientific career. As Executive Director of Research at 
the Banyu Tsukuba Research Institute, he fostered the development of novel anticancer agents, 
the impact of which will be felt in years to come. At the same time, Tsukuba City provided an 
opportunity to pursue his other passions-flying model airplanes and growing roses. 

I salute Susumu for his impressive scientific accomplishments and thank him for the 
opportunity to conduct collaborative research. I treasure our warm and enduring friendship. 
 

 (Professor, Department of Pharmacological Sciences,  
State University of New York at Stony Brook)  
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Susumu Nishimura : Scientific Leader and Elder Statesman at the Japanese - German 
Workshops of the Essen Series on "Molecular and Cellular Aspects of Carcinogenesis" 
 
Manfred F. Rajewsky 
 
 Dr. Susumu Nishimura's official retirement is a welcome opportunity to acknowledge, with 
gratitude, his admirable commitment and scientific input to a remarkably fruitful and enjoyable 
Japanese-German activity over the past 12 years. 
 When Germany attempted to reestablish its scientific contacts with other nations after World 
War II, there was also great interest in reviving its formerly close ties with Japan in cancer 
research, which had rapidly regained a high standard in postwar Japan. This was reflected, for 
example, by the impressive Japanese contributions to the IX. International Cancer Congress 
held in Tokyo in 1966, with the participation of Dr. Nishimura, then a 35-year-young Section 
Chief at the National Cancer Center Research Institute. It was not at all surprising, but none 
the less regrettable, that Japan's extensive cooperation with the United States of America had 
by this time clearly outranked Japanese-German scientific contacts in the cancer field. 
 Initiated by the Senate Commission for Cancer Research of the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, the first Japanese-German Workshop on “Molecular and Cellular 
Aspects of Carcinogenesis" was organized in Germany in 1987. As chairman of this 
Commission, I had the privilege to convene this conference at my home institution, the Institute 
of Cell Biology (Cancer Research) at the University of Essen Medical School, where they have 
since been held biennially; the 8th Workshop is scheduled for 2001. The Essen Series of 
Japanese-German Workshops soon gained recognition in both countries for their high scientific 
standard and intensive, yet informal and friendly “seminar atmosphere”. As a rule, 10 - 12 
outstanding cancer researchers from each country meet for 2 1/2 days of discussion of new 
results and strategies, and perspectives for collaborative projects. The selection of scientific 
topics and speakers is made in close consultation between Japan (coordinator: Dr. Toshio 
Kuroki, Tokyo) and Germany (coordinator and local host : Dr Manfred F. Rajewsky, Essen). 
Speakers from other European countries may be asked to attend if their work is particularly 
relevant to a particular topic of the Workshop. In addition, a limited number of German 
scientists may be asked to attend as discussants. However, the total number of participants never 
exceeds 35. 
 From the onset, the Workshops proved to be a faithful mirror of ongoing developments in the 
study of carcinogenesis, with its ramifications into cancer prevention and cancer therapy. The 
molecular interactions of potentially carcinogenic agents with genomic DNA, and DNA repair, 
were discussed from early on. Pioneered by Dr. Nishimura, 8-oxo-2'-deoxyguanosine, a DNA 
lesion caused by reactive oxygen species, had just entered the stage in 1987, and the 
mutagenicity and repair of oxidative DNA damage subsequently remained topics on the agenda. 
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Among the other issues discussed during the past 7 Workshops were DNA damage induced 
genes ; transgenic and gene “knock out” animal models for evaluation of the significance of 
individual DNA repair genes in terms of carcinogenic risk ; molecular mechanisms underlying 
cell type-specific carcinogenesis and tumor progression ; inherited cancer 
predisposition/resistance ; the genetic instability of cancer cells ; alterations of cell type-specific 
gene expression and cellular signaling pathways in oncogenesis ; tumor angiogenesis ; the 
invasive and metastatic properties of cancer cells ; and genes and proteins involved in cell cycle 
control and apoptosis. The findings and research strategies discussed at our Workshops have 
often suggested new possibilities for cancer diagnostics and for the identification of target 
molecules for novel anticancer agents. However, the Workshops have also kept confronting us 
with the astounding complexity of cellular regulatory networks and the notorious adaptive 
capacity of cancer cells. 
 The German participants have always been greatly impressed with the excellent science, 
cooperative attitude, and kindness, of their colleagues from Japan. Numerous fruitful 
collaborations between Japanese and German researchers have originated from these meetings. 
A number of Japanese scientists have participated in the Essen Workshops several times. 
However, apart from Dr. T. Kuroki as Japanese coordinator, the record holder is unquestionably 
Dr. Nishimura who has attended all of the Workshops so far. We appreciate this as proof of a 
lasting friendly relationship. 
 Our binational Workshops have enjoyed warm encouragement and generous support from 
science funding agencies, ministries, and numerous other sponsors in both countries. In terms 
of logistics and scientific and social programs, they could not have been organized so efficiently 
without our superb secretarial assistants in Tokyo and Essen, and the skilled staff members of 
the host institution. 
 

(Professor, Institute of Cell Biology (Cancer Research), University of Essen Medical School 
and West German Cancer Center Essen)  



197 
 

Dr. Susumu Nishimura, a Life Dedicated to Cancer Research 
 
Mariano Barbacid 
 
 It is for me an honor and a privilege to contribute to this Symposium to honor Prof. Nishimura 
on the occasion of his retirement. I am sure that other participants can do a much better job 
than I in enumerating the great scientific accomplishments of Prof. Nishimura. I would like to 
use this brief essay to reminisce some of my personal interactions with him. I first met Prof. 
Nishimura on the occasion of the 1986 Princess Takamatsu Symposium. However, it was not 
until 1991, the second time I had the honor to be invited to this Symposium, when I first had a 
chance to talk to him at length. Prof. Nishimura had just published that the antibiotic 
azatyrosine reverted the transformed phenotype of tumor cells carrying ras oncogenes. When I 
expressed some concerns about the in vitro nature of the observations, Prof. Nishimura gave 
me a preprint of a manuscript demonstrating that azatyrosine also inhibited tumor development 
in mice treated with chemical carcinogens. Although to this date, these important discoveries 
have not been translated into clinical results, they are critical milestones in cancer research since 
they remind us that the transformed phenotype is not irreversible. After his retirement from the 
National Cancer Institute, Prof. Nishimura invited me to visit him at Banyu. Since at that time 
I was Vice President of Oncology Drug Discovery at Bristol Myers Squibb, some of the people 
in the company were not particularly pleased that I had accepted an invitation to speak at 
another company. However, my relationship with Prof. Nishimura has always been very open 
and congenial and I enjoyed very much talking to him about the future of cancer drug discovery. 
A few months ago, I was very fortunate to host Prof. Nishimura in Madrid. My wife Monica and 
I had just moved to our newly renovated house and we were very pleased to have Prof. 
Nishimura as our first guest. We hope he had as much fun as we did visiting some of the 
historical surroundings such as Toledo and El Escorial. Prof. Nishimura also had time to visit 
my new lab and to talk with some of my colleagues. As always, he surprised us with new and 
exciting results such as a promising topo I indolocarbazole inhibitor and a novel protein, CMAP, 
likely to play a critical role in liver metastasis. I am certain, that even after his retirement as 
Director of the Tsukuba Research Institute, Prof. Nishimura will continue making important 
contributions to cancer research and perhaps, most importantly, to serve as a model and 
inspiration for young investigators. 
 

(Director, Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas Carlos III) 
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Dear Susumu -- 
May Your Science Continue to Fly! 
 
Lawrence A. Loeb 
 
 It took me years to learn that, in Japan, the hobby a person pursues is a major part of their life, 
along with their family and their profession. 

・Susumu's profession is science. Not the science of repetition or expansion of the ideas of 
others, but the science that paints new pictures for others to admire and embellish.  

・ Susumu's family is his devoted companion and best friend, Michiko, and their two sons.  
・ Susumu's hobby is unusual -- he builds and constructs model airplanes, ones that can 

fly high above the ground and see vistas that cannot be seen by people firmly planted in 
mundane activities.  

 Perhaps his hobby mimics his scientific endeavors to always fly in new directions, to see new 
scientific problems and to repetitively come up with new insights. His diverse contributions on 
oncogenes, environmental carcinogens and transfer RNA have been acknowledged by many 
awards and have given us new insights into the molecular biology of cancer. 
 My closer relationship with Susumu began when I was President of the American Association 
of Cancer Research. He invited me to Japan and shepherded me through various cancer 
research institutions. I learned of his hobby during one of his visits to the United States, when I 
received the unusual request to purchase model airplane parts for our visitor. 
 Since then, we have traveled together in many places, and our discussions about cancer 
research can be compared to a game of “Go”, played on the internet. Each conversation ends, 
but it is never really over. At the next move, we begin in the exact place we ended our previous 
conversation, as if nothing in the intervening months had interrupted the flow of our 
communication with one another. 
 Meetings have been in many exotic places, leaving a wealth of memories: A trip with Michiko 
and Phyllis to Victoria, British Columbia; many visits to Hawaii and many other visits to Japan; 
the Princess Takamatsu Meetings ; Europe ; and India. 
 My wife Phyllis and I will forever be grateful to Susumu for allowing us to delve deeper into 
Japanese life, and to help us understand the Japanese family. We learned that Japanese people 
do not always spend hundreds of dollars in arestaurant; the difference between formal and polite 
Japanese appearance, and they are more relaxed, jovial, and personable than we envisioned. 
 Susumu has always been secure enough in himself to share many of his inner personal 
reflections with us. We even got to understand honest difference in marriage relationships 
between husbands and wives in America and Japan, and the importance of a University of Tokyo 
education. Susumu introduced us to his inexpensive haunts in the Ginza area of Tokyo, ones 
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that even American scientists can afford. We still enjoy the tempura restaurant, Edogin, near 
the National Cancer Institute, and Yakitori at Torigen in the Ginza district. We will always 
remember the pottery factory in Chiba and the frog whose ointment cures all illnesses. 
 How embarrassed I was when I convinced Susumu to leave the Biochemistry meeting in Delhi 
to travel to a distant bridge to view the fireworks of the Divali festival. Little did I know that the 
smog in Delhi would prevent anyone from seeing anything more than 10 feet away! We even 
pressured Susumu to go skiing with us. I was oblivious to the fact that he was 64 years old and 
had not skied for 40 years. This did not deter his enthusiasm for the slopes. It is this drive and 
creativity that allowed him to succeed so wonderfully in science and specifically in cancer 
research. 
 

(Professor, Department of Pathology, University of Washington) 
 
 

 

    
Dr. L.A. Loebご夫妻（つくば研究所にて、1992年 7月） 
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I Learned from Dr. Nishimura How to See the Science 
 
Myung-Hee Chung 
 
 I had worked with him for two years from Jan. 1988 to Dec. 1990 in Biology Division, National 
Cancer Center Research Institute. My project at that time was the isolation of repair enzyme 
for 8-OH-guanine. At the first time, I did not like that project so much because I had no 
experience in DNA repair biochemistry and the project was a very risky experiment of all or 
none type. However, I had started the painstaking two years project and finally succeeded in 
isolating the 8-OH-guanine repair enzyme from E. coli. 
 Three things he showed me made me indulge in this project and succeed. The first was his 
scientific logic and confidence for the presence of this enzyme. His firm scientific belief 
persuaded me to become a follower of his science from a hesitater. The second was that he was 
a kind teacher in problem solving. In fact, I had no positive data for one and half years, which 
was a really disappointing period. But he always encouraged me and gave me very useful 
suggestions which helped me with overcoming the problems and guided me to the success. The 
third was that he was a very diligent hard worker. At that time I was also one of the most famous 
hard workers in the Biology Division. But he came to work earlier and stayed later than me. His 
logic in science, kind scientific guide and diligence were the most valuables driving me to the 
success of my project. This success taught me how to see the science and made me what I am 
now. 
 

(Professor, Department of Pharmacology, Seoul National University College of Medicine)  
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The Sensei 
 
Vladimir Prassolov 
 
 I would appear unmodest if I tried to evaluate the great contribution of Prof. Susumu 
Nishimura in the development of molecular biology, especially in RNA research and study of 
molecular mechanisms of carcinogenesis. For a long time he is accepted as a pioneer and 
outstanding scientist in this field of modern biology. Therefore I was anxious to spend my 
sabbatical in his department at the Research Institute of the National Cancer Center in 1983. I 
had expected to find him in an ivory tower -fortunately I was wrong. I met a very intelligent, 
warm, and jovial person. 
 Despite his work load Prof. Nishimura always was very kind and took a lot of care of me. 
Thanks to his help I very soon felt at home in Tokyo and particularly in his laboratory. 

Prof. Nishimura generated a both friendly and stimulating atmosphere that encouraged the 
people, regardless of their position, to work with great enthusiasm. At that time many bright 
scientists worked in the department and I recall all of them with sympathy. Prof. Nishimura 
supervised his scientific team like an experienced conductor of good symphonic orchestra: in 
proper direction and rhythm but without pressure on his virtuoso soloists. It goes without saying 
that his leadership gave excellent results. 

I had many discussions with Prof. Nishimura not only on molecular biology, but also on many 
aspects of natural history. 
 Actually, he opened Japan to me and I will never forget our excursions to different places in 
Japan and his interesting comments on Japanese history and culture. 
 I have to say that he had a big influence on my understanding of modern trends in biology and 
views on science in general. 
 The time I spent with Prof. Nishimura at the Research Institute of National Cancer Center 
was very pleasant and fruitful for me. I recognize Prof. Nishimura as a great man and 
outstanding scientist and feel very grateful for him. 
 

(Professor, Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences) 
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Deviations from the universal genetic code 
 
Hildburg Beier 
 
 “Dramatic events in ciliate evolution....”, this was the title of a manuscript published in 1986 
(1) after my first long stay in Dr. Nishimura's laboratory at the National Cancer Center Research 
Institute in Tokyo. It was also my first encounter of Japan at all and Dr. Nishimura kindly 
introduced me into the Japanese way of life which involved my first “tempura” and “sushi” meals 
as well as a visit to Fuji-san - the impressive silhouette of which was visible on clear autumn days 
from the sixth floor of his laboratory. 
 I had only recently switched to working with tRNAs when I moved in 1981 to the Institute of 
Biochemistry in Würzburg, joining the group of Hans Gross. From that time on I never left the 
tRNA world again. I was fascinated by many aspects of deviations from the genetic code and by 
the mistranslation of termination codons by naturally occurring suppressor tRNAs. These 
tRNAs differ from the classic nonsense suppressor tRNAs in that they decode sense codons and 
do not carry mutations within their anticodon. Among these, tRNAsTyr turned out to be quite 
interesting, because we found that cytoplasmic tRNAsTyr with GYA anticodon is a powerful 
natural UAG suppressor, whereas tRNAsTyr with QYA or GUA anticodon are unable to interact 
with this stop codon (2, 3). Thus, the Q base - one of Dr. Nishimura's best studied highly 
modified base - apparently restricts unconventional base pairing. 
 Deviant codes have been detected in the genomes of various eukaryotic organisms and 
organelles. Among these genomes, those of unicellular ciliates show a number of exceptional 
features. In some ciliates, such as Tetrahymena and Paramecium, the universal termination 
codons UAA and UAG are translated into glutamine and UGA is used as the only termination 
codon, whereas the hypotrichous ciliate Euplotes employs UAA and to a lesser extent UAG as 
stop codons and UGA is read as cysteine. Together with Dr. Kuchino, we have identified and 
characterized the Tetrahymena tRNA Gin isoacceptors, capable of decoding UAA and UAG (1) 
and in cooperation with Prof. Heckmann's group in Münster, we have elucidated the sequence 
of Euplotes tRNACys that is responsible for decoding UGA (4). These results are of special 
interest in the light of the recently cloned genes encoding polypeptide release factor of the type 
eRF1 in the macronuclear genome from Tetrahymena and Euplotes. These ciliate factors differ 
from other class I - release factors of eukaryotes in a domain proposed to be responsible for 
codon recognition (5). 
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2   Beier, H., Barciszewska, M. and Sickinger, H.-D. (1984) EMBO J. 3, 1091-1096. 
3   Junker, V., Teichmann, T., Hekele, A., Fingerhut, C. and Beier, H. (1997) Nucleic Acids Res. 

25, 4194-4200. 
 4  Grimm, M., Brünen-Nieweler, C., Junker, V., Heckmann, K. and Beier, H. (1998) Nucleic 

Acids Res. 26, 4557-4565. 
5  Liang, A., Brünen-Nieweler, C., Muramatsu, T., Kuchino, V., Beier, H. and Heckmann, K. 

(2000) Gene, in press. 
 

(Professor, Institut für Biochemie, Universität Würzburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. H. Beier (箱根大涌谷にて、1987年） 
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Congratulations on your second "retirement"! 
 
Pamela F. Crain 
 
Dear Susumu : 
 Congratulations on your second “retirement"! I hope the end of your official obligations brings 
you time to enjoy yourself personally and professionally, and to take time not only to smell the 
roses, but to invent new ones! I have been thinking very hard about how to describe my 
interactions with you, and realize that it would take far more than the space allotted. Words are 
inadequate to acknowledge the enduring benefits, both professional and personal, of the 
extraordinary time I spent in the Biology Division in 1984-1985 and the pleasure that the 
recollections of those times (and those who shared them with me) have brought me (at least 
once a week!) in the years since. But I shall try to do so anyway. 
 As I had already visited your lab for a month (April 1977) and enjoyed not only the work, but 
my introduction to Tokyo, accepting your invitation to do postdoctoral work in the NCCRI 
Biology Division required no thinking. I had hoped for postdoctoral work somewhere in which 
I would do no mass spectrometry, but would gain experience in biological techniques, so my 
projects in your lab were perfect. Hiroshi Kasai and you had just reported the existence of C-8 
oxidation of guanine in DNA, and initially I worked with him to find evidence for its repair. It 
was a real challenge, as at that time we were working with oxidized DNA, and real progress 
didn't come until later, when synthetic substrates became available. But in the process, we 
learned a lot about how to analyze for 8-OH-dG using electrochemical detection, and how to 
prepare the DNA, as the method was so sensitive that we could follow artifactual oxidation. My 
side project to develop an HPLC-based method for tRNA fractionation, was also useful. (Do 
you remember the debate on how to make a 10% methanol solution? You won, because your 
separation looked better than mine!). You and my colleagues in the Biology Division were most 
kind, helpful, patient and indulgent, both in the lab and outside it. It was the greatest experience 
of my life and I will always remember, and be thankful for, what you made possible for me. 
Sincerely, 
 パメラ・クレイン 
 

(Research Associate Professor, Department of Medical Chemistry, University of Utah) 
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Memories of a Mentor 
 
Bonita G. Taffe 
 
 I first met Dr. Susumu Nishimura at a conference in 1990 in Detroit Michigan. At the time I 
was a post-doctoral fellow at the National Institute of Health trying to establish the 8-hydroxy-
deoxyguanosine analysis that was developed in Dr. Nishimura's laboratory with Dr. Kasai. When 
I discovered that Dr. Nishimura was an invited speaker, I decided to attend the conference to 
ask him face to face about difficulties I was having. My chance came easily when I saw Dr. 
Nishimura seated at the front of the room before one session. I introduced myself and after 
listening attentively to my questions, he suggested that I visit his laboratory to learn. I was 
speechless, and Dr. Larry Marnett, the organizer of the conference said, “I'd take him up on that 
offer, Bonnie!” We all laughed, but later that day, I was handed a fellowship application and thus 
I began my study with Dr. Nishimura. 
 My time in Dr. Nishimura's laboratory was one of my most memorable research experiences. 
His leadership encouraged hard work, much laughter and an atmosphere of good will in the 
laboratory. Here I learned a valuable lessonwhen frustrated or disappointed find something 
worthy of laughter in the situation, then move onward. As I worked on analysis of oxidative 
DNA damage, through discussions with Dr. Nishimura I began to develop an interest in 
whether oxidative DNA lesions were repaired, an interest that directs my course even now. The 
opportunity to work in Dr. Nishimura's laboratory refocused both my direction and motivation. 
 Dr. Nishimura was an excellent host and mentor during my time in Tokyo. While I was in his 
laboratory, he made every attempt to include me in important scientific meetings; one of my 
most memorable times was attending the Princess Takamatsu Conference. Since that time he 
has supported my research efforts and always greeted me with his characteristic warmth when 
we meet at conferences. A love of roses, ongoing rose grafting experiments in the office, 
kindness, laughter, respect and strong intellect are the memories that I keep of Dr. Nishimura 
from my time in his laboratory. 
 

(College of Pharmacy & Allied Health Professions, Wayne State University) 
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No early embryonic development without suppression 
 
Michael R. Bösl 
 
 The universal genetic code is one of the most fundamental discoveries establishing molecular 
biology. One later surprising finding was that the UGA stop codon is used to decode the amino 
acid selenocysteine in a particular context. Selenocysteine is inserted in a limited number of 
selenoproteins mostly as part of the active center including prokaryotic formate dehydrogenases, 
mammalian glutathione peroxidases, selenoprotein P, and iodothyronine deiodinase types I and 
III, selenoprotein W, and human T-cell thioredoxin reductase. Responsible for the translation 
of selenocysteine is the suppressor tRNA(Ser)Sec which serves as the site of selenocysteine 
biosynthesis starting from serine as well. 
 We have isolated and sequenced the mouse gene encoding tRNA(Ser)Sec (Trsp) and mapped it 
to the proximal region of mouse chromosome 7. Using the technique of gene targeting via 
homologous recombination in embryonic stem cells we have constructed mice carrying a 
targeted deletion of the Trsp gene. Our goal was to study the in vivo function of this unique 
suppressor tRNA and to eliminate the biosynthesis of all selenoproteins with particular interest 
in the three forms of glutathione peroxidases which are the major selenoproteins and key 
enzymes in the defense of reactive oxygen species (ROS). 
 Heterozygous mutants showed no overt phenotype except a reduction in the level of 
tRNA(Ser)Sec  to about 50%-80% of the wild type reflecting a strong correlation of its expression 
to its gene dosage. Nevertheless, the mRNA and protein amount and the enzyme activity of 
cellular glutathione peroxidase monitored for as a marker selenoprotein remained unaffected, 
indicating that at least under standard dietary conditions with sufficient selenium supply the 
haploid amount of tRNA(Ser)Sec is not limiting in its biosynthesis. In contrast, the homozygous 
mutants died shortly after implantation, and the embryos were reabsorbed before 6.5 days post 
coitum. This was quite in contrast to earlier reports studying the function of selenium by 
keeping animals under a selenium-free diet. When the preimplantation embryos were placed in 
culture, the inner cell mass cells were able to continue proliferation indicating that the lethality 
is not caused by a cell-autonomous function of tRNA(Ser)Sec, e. g. by a general cellular toxification 
through the accumulation of peroxides. However, a sublethal toxification may allow growth in 
vitro, but does prevent further differentiation and development in vivo, or the tRNA(Ser)Sec itself, 
respectively a still unknown selenoprotein, might be responsible for inducing the differentiation 
steps necessary for the further embryonic development. 
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 These results demonstrated that the suppressor tRNA(Ser) Sec is essential for early embryonic 
development. Advanced techniques of conditional or restricted gene targeting will allow to 
establish its role at later time points of development and during adulthood in different tissues. 
This work was performed between 1993 and 1995 during a postdoctoral stay at the Banyu 
Tsukuba Research Institute, initiated, generously supported and supervised by Executive 
Director Dr. Susumu Nishimura. I would also like to thank my 2nd supervisor Makoto M. Taketo 
and my collaborators M. F. Seldin, Duke University Medical Center, M. Oshima and K. Takaku 
and all colleagues at Banyu. 
 
M.R. Bösl, M.F. Seldin, S. Nishimura, M.M. Taketo (1995) Cloning, structural analysis and 
mapping of the mouse selenocysteine tRNA(Ser) Sec gene (Trsp). Mol. Gen. Genet. 248, pp. 247-
252. 
M.R. Bösl, K. Takaku, M. Oshima, S. Nishimura, M.M. Taketo (1997) : Early embryonic 
lethality caused by targeted disruption of the mouse selenocysteine tRNA gene (Trsp). Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 94, pp. 5531-5534. 
(ZMNH, University of Hamburg) 
 

   
Dr. M.R. Bösl の家族（つくばにて） 

 
 



208 
 

Verba Docent Exempla Trahunt 
 
Wlodzimierz Krzyzosiak 
 

At the tum of the 80-ties and the 90-ties the wind of change went through the Central and 
Eastern Europe, and the entire Western World was engaged in the Gulf War. At that time the 
Asakusa line commuted me, day by day, for 700 days, between Togoshi Ginza and Higashi 
Ginza, and the NHK English edition, the Daily Yomiuri and the Japan Times kept me informed 
about the important world events. 
At National Cancer Center Research Institute, at the Biology Division, Susumu Nishimura, his 
Japanese co-workers and foreign visitors, including myself, worked hard trying to answer the 
basic questions related to human cancer. All of us were proud to work together with Susumu 
who has just been honoured with the Emperor Prize for his scientific achievements. 
Looking at those times from today's perspective, I can see clearly how greatly my stay in Tokyo 
has influenced my further activities in Poland. My research has become oriented to human 
genetic diseases and cancer. My laboratory of Cancer Genetics is the only one in the Institute 
of Bioorganic Chemistry in Poznan, where largely the biomedical research is performed. 
Taking this occasion I would like to express my gratitude to you Susumu for: 
• introducing me patiently to the field of cancer research 
• showing that an active researcher can successfully combine the fields of RNA and cancer 
• giving the opportunity to enjoy living in Japan to myself, my wife Krystyna and daughters 

Joanna and Karolina 
Ad Multos Annas Susumu, 
 

 (Professor, Institute ofBioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences) 
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飛行機と

2019年10⽉写真館で

写真提供：濱⽥理人博士（表紙の写真も）
濱⽥氏の思い出⽂ (p.172) 参照。
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お孫さん(卓馬君）の成長と共に

⽣後2ヵ⽉の孫と
2002.6.25

大洗旅行
2003.1.2

つくば自宅にて
2005.2.29
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ラジコン飛行場にて
2005.4.30

ラジコン飛行場で
芋掘り2008.10.25
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開成学園⽂化祭
2015.9.19

大洗旅行
2013.1.1
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右から⻄村知⽣さん（長男）、和⽣さん（次男）、先⽣、奥様、卓馬
くん（和⽣さんご長男）、知永乃さん（和⽣さん奥様） 2018.1.1 大洗
旅行

ひたち海浜公
園 2016.1.2
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筑波大学高橋智研究室での生活

HPLCの前で（2015年11⽉）

高橋智教授と(p.168参照) 2018年12⽉クリスマスパーティ
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名前を載せた⽅は、思い出⽂の執筆者。
本⽂(p.168~182)を参照のこと。 
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ハロウィンパーティ2019（2019年10⽉）

研究室旅行 2009.12.4 ～12.5
高橋智教授と 花見2010 2010.4.6
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忘年会 プレゼント
交換 2010.12.17

新人歓迎会 2012.4.27
高橋智教授と

卒業式 2015.3.25

論⽂お祝い会、2015.6.5
後列左、井⽥由紀代 (高
橋研・秘書）。中央、工
藤崇准教授。
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花見2016 2016.3.31

卒業式 2016.3.25
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2016.4.5

学⽣と⾷事
2021

卒寿のお誕⽣会
（2021年4⽉）
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ウェルカムパーティーで 、第50回記念高松宮妃癌研究基金
国際シンポジウム 2019年11⽉11⽇。今井浩三先⽣ (p.68)と。

学会での西村暹先生

牛⽥千里教授（前列左端, p.162）の研究室の学⽣と第
20回⽇本RNA学会年会（2018年、近畿大学）にて。
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2019 年12⽉打ち上げ会。つくば国際会議場にて江崎玲於奈
会長夫妻を囲んで、つくばサイエンス・アカデミーの役員
メンバーと（左端：太⽥敏⼦氏、p.178参照、左から二人
目：⻄村暹先⽣）

鈴木勉東大教授と⻄村暹先⽣。
2003年6⽉6⽇万有製薬つくば
研究所でのセミナーの後で
p.152参照。

2021年11⽉16⽇、杉村隆
先⽣追悼記念講演会にて、
写真提供：中釜斉
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軽井沢の思い出 
 

2004年7⽉25⽇、
軽井沢での勉強
会の様⼦、左よ
り、⻄村先⽣、
岡⽥典弘、渡辺
公綱、武藤昱の
各氏。武藤昱さ
んの思い出⽂ 
p.161参照。 

 
 
 
 
 
 

2003年7⽉19⽇、軽
井沢の別荘で、⾷ 
事の後の寛ぎの時間。 

 
 
 
 
 
 
 

 

2021年10⽉2⽇ 
軽井沢のコーヒー 
屋さんで。右から、
岡⽥典弘、武藤昱、 
西村先生、岡田彩子。 
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旧軽井沢でお買い物。2003年7月21日。
右から、渡辺公綱、武藤昱、西村先生。

「女性陣と相談中、何時に落合いますか？」星
野温泉「トンボの湯」の前で。2008年8月5日



224 

家族ぐるみのおつきあい

右から渡辺公綱 (p.80)、⻄村先⽣、
葛⻄宏 (p.96~97)、岡⽥彩⼦、⽥矢
洋一 (p.95)。

岡⽥彰⼦(典弘の長
女）のピアノ演奏。

2010年12⽉
27⽇ピアノ
鑑賞会

岡⽥家の庭で
の観桜会、
2010年4⽉3⽇。
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西村暹先生文化功労者を祝う会
2015年12⽉20⽇

杉村隆先⽣
(p.35) のご挨
拶。手前左よ
り武藤昱
(p.161)、葛⻄
宏の各氏。

元万有製薬株
式会社社長・
長坂健二郎氏
のご挨拶。
p.132参照
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右より、元万有製
薬の堀内健治、森
島甫、吉成智⼦の
各氏。其々、
p.138~139、143,
142参照。

右から
⻄村先⽣、
原⽥⽂夫、
原⽥紀⼦
ご夫妻。
p.124~127
参照。
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⻄村先⽣とお話をしているのは二瓶賀世⼦氏 (p.122)。左端、
三輪正直 (p.130)、手前右、吉⽥光昭 (p.42~43)の各氏。奥の
中央に竹石桂一氏 (p.83~84)。

左から大塚栄⼦(p.58~59)、瀬野悍二 (p.75~77)、古市泰宏
(p.88)の各氏。
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後列左から、中釜斉 (p.66)、岡⽥典弘 (p.98~100)、大木
操、井原誠 (p.106)の各氏。右端長原光 、右から３人目、
廣近玲 (p.175)、４人目、根本清光の各氏。
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二瓶賀世⼦さん
より花束の贈呈

盛会でした

中央：山泉和⼦さん
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à la carte

坂本裕美さん（左; p.105）と細⽥⽂恵さん
（右; p.111）と⻄村先⽣

牛⽥千里さんと⻄村先⽣
（2018年、近畿大学にて） 卓馬くんと、つくば自

宅前。2004.10.10
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編集後記 

2022 年 9 月 7 日朝 9 時 36 分ご長男の西村知生さんより電話があり西村暹先生が亡くな
られたことを知らされた。足が少し弱られていたが、他に不自由なところはなく、血圧も
高くなく、血液の生化学的な値も正常値をキープしているということは伺っていたので、
本当に「突然」という感じであった。その週の土曜日（10 日）にはお通夜、日曜日（11
日）には告別式があり、告別式では弔辞を読ませていただいた。数十人の方にご焼香に来
ていただいたが、ゆっくりと故人を偲ぶいとまもなかったため、「近いうちに偲ぶ会をや
りましょう」ということで、近々の再会を約して別れたのであった。１２月１８日（日）
というのは、思い出文集の編集を考えたときの最短の日程設定である。偲ぶ会にご出席い
ただける方にはなるべく「思い出文」を書いていただきたいと考えたが、そうすると数十
本の文章になる。それを編集するのはかなりの手間になると思われたが、幸い２２年前に
西村先生が万有製薬の研究所長を辞められたのを機会に「RNA からがん研究へ」という
小冊子が編集されていたので、これを参考にしようと考えた。ここに載せられている文章
を全て収録した上で、新たに書いていただいた文章を付け加えるという形で上記小冊子の
増補版として編集したのが本小冊子である。 
 文章の順序は、旧版に倣い西村先生の歴史に沿って並べたので、新たに「RNA 学会で
の友人達」とこの２２年間の所属である「筑波大学時代」というのを付け加えた。したが
って、これらの項目以外のところに分類されている文章は２２年前と現在の文章が混在し
ている。同一の方でも二本文章が並んでいる場合があるが、一本は２２年前の文章、他の
一本は現時点で書かれた文章であり、最近の文章はそれを示すために文章の最後に (2022
年 10 月) と記しておいたので区別することが可能である。 
  ７０人近くの方から文章をいただいた。それぞれの文章は西村先生とそれぞれの心の絆
が存在したということの証でもあり、またそれぞれの方にとっての人生の証でもあるだろ
う。全ての文章を読ませていただいたが、そのそれぞれの絆が如何に多様で温かみに満ち
たものであったかということに驚いている。それぞれの執筆者にとってこの小冊子が、改
めて西村先生との絆を偲ぶよすがになれば良いと思っています。 
 最後になるが、旧版の pdf を word file に変換するお手伝いいただいた北大の中川真一博
士および全ての編集作業を行なった当研究室の藤田敦子氏に感謝いたします。 

 岡田典弘 記 
2022 年 11 月 15 日 

   「西村暹先生を偲ぶ会」編 
   世話人代表 中釜斉 
   世話人 岡田典弘（事務局）、石川冬木、石倉久之、 
   葛西宏、瀬野悍二、原田文夫、横山茂之、吉田光昭 
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初出「化学と工業」5月号 2010年、63巻。山本伸子氏 (p.101参照) が編集委員をして
いたときに西村先生に依頼して書かれた文章。転載許可所得済み。 
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西村暹先生を偲ぶ 
「RNAからがん研究へ」増補版 

   
西村暹博士追悼誌 
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