
門川―私が留学を終えた直後に『研究留学術』
（※）を書いてから，すでに 10 年近くが経ちま
した．『研究留学術』に留学体験記を書いて頂い
た広田さんとお会いするたびに，10年くらい経っ
たら，研究留学を振り返って，自分にとって“研
究留学”とは何であったか対談しましょうと，話
していました．今回，それが実現するにあたり，
少し異なるキャリアパスをお持ちの方に参加して
もらうというアイデアが浮かび，『研究者の仕事
術』（羊土社）の著者の島岡要さんにも参加をお
願いしました．島岡さんは，私たちとだいぶキャ
リアパスが異なっていて，アメリカで PI として
活躍されていましたので，きっと議論も膨らむだ
ろうと期待します．この鼎談は 2回に分けて掲
載される予定ですが，まず今回は各自の留学を振
り返って，それぞれの留学体験を紹介していきた
いと思います．

■ 卒業から留学まで
広田―私は 1988年に京大医学部を卒業して，4
年間は臨床ばかりやっていました．その後，大学
院に入り，京大ウイルス研究所の淀井淳司先生の
研究室で，チオレドキシンをメインプロジェクト
にレドックス・バイオロジーの研究に従事しまし
た．淀井先生の研究室に行くことになったのは，
当時の麻酔科教授，森健次郎先生の「行きなさい」
という一言からでしたが，さっぱり真意が理解で
きませんでした．そう申し上げると，「何を言って
るんや．上の者の云うことは聴くものだ」と言わ
れまして，結局，淀井先生の研究室に行きました．
　大学院時代は，すごい劣等生でした．劣等生と
いうのは，論文が出ないという意味です．全然だ
めで，3年目の初めぐらいにやっと，これをやれ
ば何とかなるかもというデータがでたのですが，
ずっと劣等生だったのですね．それでも，大学院
1年生の頃から，淀井先生の指示で，自分のデー
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タもないのにいろんな班会議に行く機会をいただ
きました．そこでいろんな先生とおしゃべりでき
て，いわゆる科学者，研究者のイメージが最初
思っていたのと全然違うことがわかってきました．
広田―ちょっとお酒が入ると，「おまえのやっ
ていることはくだらない」とけんかし始めたりす
る先生もいらして仰天しましたが，基礎研究に対
する親和性が高まりました．留学をしようと最終
的に思ったのも，基礎研究をずっと続けていこう
と思ったのも，その時の体験がすごく強烈な印象
としてあったからのような気がします．
　大学院の 4年間が終わった後は，森先生に麻酔
科に帰ってくるように言われていましたので，麻
酔科に帰ってきましたが，そこでもチオレドキシ
ンの研究を発展させて細胞の中のレドックスシグ
ナル制御の解析を行っていました．
広田―研究は大学院生 2人と結構楽しくやって
いたのですけれども，あるとき廊下を歩いていた
ら，森先生から「君，ちょっと留学しないかね」
と言われました．理由はよくわかないのですが，
「君はこのままではだめになる」とおっしゃるので

す．チオレドキシンの研究をやっていること自体
が，「君，こんなことは麻酔科ではだれも知らない
やないか．このままだったらだめだ」と言われ留
学を決めました．
門川―大学院を出られて留学まで，何年ぐらい
ですか．その間は臨床をやりながらですよね．
広田―3年半，京大病院で臨床をやりながら研
究をしていました．その間は自分が 10年後何を
やっているのか全く何のイメージもありませんで
した．留学の話が出たのが 1996年頃ですが，ちょ
うど留学先となるジョンズ・ホプキンスのグレッ
グ・セメンザ（Gregg Semenza）先生が HIF－1
（Hypoxia－Inducible Factor 1；低酸素誘導因子）
の cDNAクローニングしたのが 1995年です．私
はその論文をたまたま読んで，こういうものがあ
るのかと．今までやっていたことも転写因子のレ
ドックス制御だし，今度は低酸素のこともやって
みたい．これは麻酔科学にも関係があり自分に
とってよい研究テーマじゃないかと思いまして，
彼のところに行けるなら行きたいと思っていたの
です．
　慶應義塾大学でおこなわれた国際シンポジウム
にセメンザ氏も来られていて，こんなことをやり
たいので留学させてほしいと打診したら，「別に
来てもいいよ」と言われ，1999年 8月渡米したと
いう経緯です．

■Semenza 研での留学中のこと
門川―広田さんは，たしか留学先では visiting 
professorの立場でしたよね．
広田―そうです．当時セメンザ氏はあまり予算
を持っていなかったと思います．実験機器などす
ごくボロかったです．アメリカって大抵そうです
けど．
　最初の年は助手休職制度も使ったり奨学金も
取ったりして留学しました．その後は，いろいろ
なところからお金をつけてくれました．セメンザ
氏は基本的にポスドクに自由に研究をさせず，自
分の研究をすべて押しつけるタイプのボスでした
が，私にだけは好きに研究して構いませんと言っ
てくれました．
島岡―それは，給料を自分でサポートしていた
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ということも関係しているのでしょうね．
広田―そうなのでしょうね．自分独自のプロ
ジェクトと，彼のためにアデノウイルス発現ベク
ターの作製と，アイルランド出身のポスドクを指
導しながら Yeast Two Hybrid法で結合タンパク
質を釣るというプロジェクトがありました．その
3つをバランスよくやらせてもらって，幸いどの
プロジェクトもうまくいって，留学のときはすご
くよかったです．
島岡―給料と研究テーマの話については，今ア
メリカでは，PIが獲得したグラントでポスドクが
雇われ，ポスドクはPIが与えたテーマに則って研
究を行うことが多くなっています．そういうPIの
場合は，やはりお仕着せで，例えばこれをいつま
でにやれというタイプのプロジェクトがすごく増
えています．したがって，ポスドクもプロジェク
トの基本線はボスから与えられるのが自明である
という受け身の姿勢が多くなっていると感じます．
　その中で，広田さんのようにお仕着せのプロ
ジェクト以外のことをボスがオファーするという
のは，給料の面だけでなく，ボスがこの人は優秀
だと判断したのだと思うのです．
広田―驚いたのは，ヨーロッパから来た人って
本当に働かないなと思いました（笑）．本当に遅々
として進まないので，そのアイルランドのポスド
クは，僕とセメンザ氏から毎日，「これやったか，
あれやったか」と言われるから，登校拒否になっ
てしまって，2週間ぐらい来ない．仕様がないか
ら，「これ，私残り全部やっちゃいます」と言っ
て，2～3週間の間にコアなデータを全部やって結
局候補遺伝子がとれて，最終的には「Genes & 
Development」誌に載って，今ではその分子は低
酸素センサーの一分子ということもわかって，僕
たちが命名したとおりの名前で流通しています．
これでえらく得したのが僕の留学時代なのです．
　留学から帰る頃には，セメンザ氏もすごく有名
になっていたので，幾つかコラボレーションのオ
ファーも来ていたのが私に振られてきました．あ
る遺伝病の遺伝子を見たら，HIF－1と関係のある
遺伝子ということで，最終的にはそれが「Nature 
Genetics」誌に載ってみんながハッピーになって，
それで日本に帰ってくることになりました．

島岡―80/20のルール（パレートの法則）という
のがありますよね．まさに 20％の優秀な人がラボ
の 80％のデータを作る，ほかの人はいるだけ．広
田先生は恐らくその 20％に相当する優秀な人
だったと思いますね．
広田―セメンザ氏って本当に孤高の人で，ラボ
に自分以外の指導者を置かない体制を好むので
す．アメリカによくあるタイプで，自分以外は全
部テクニシャンとポスドクです．私は彼とは割と
よくしゃべったりして相性もよかったので，結構
それが後になってみるといろいろと助けになった
と思います．セメンザ研で論文を書くのはセメン
ザ氏だけなのですけれども，私は自分で書きまし
たから．私とセメンザ氏だけが論文執筆者なので
す．
島岡―セメンザ氏というのは，向こうでやった
仕事に関しては，日本に持っていくのは全部持っ
ていっていいよという感じですか．
広田―そんなものは全くオーケーです．「広田
が一人で大したことできないだろう」と思ってい
たのかもしれないですけれども．「マウスも持っ
ていくか」と言われましたが，断ったぐらいです．
今でも，下手な英語を直してもらったり，彼が日
本に来たら必ず京都で会食したりしています．
門川―相性がよかったということもあるので
しょうが，立場としては，ポスドクというよりは，
指導者に近い感じで，ちょっと特殊な扱いをして
くれたのですね．
広田―ちょっと鈍感な日本人みたいに思われ
ちゃったのかもしれません．でも，絶対に私には
いい人だったのです．

■ 留学から帰国して
門川―日本に帰られてからは，最初は産業技術
総合研究所（産総研）でしたよね．
広田―最初は麻酔科に帰ろうと思っていたので
すが，淀井先生が産総研でレドックスシグナルの
ユニットを立ち上げるからと誘われまして，そこ
に参加することにしました．MD以外の基礎研究
だけの人しかいないような研究所で働いたことが
なかったので，だんだん違和感が生じてきまし
た．そのときに初めて自分の 5年後，10年後を真
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剣に考え始めたという次第です．
門川―それは何歳ぐらいのときですか．
広田―35歳ぐらいですかね．10年後に何してい
るのかということについて考え出したら，医者に
戻った方がよいのじゃないかと思いまして，結局
は医者に戻ることにしました．ただ一緒にやって
いた大学院生たちの学位のこともあり，それを放
り出すわけにはいかないと思って，いったん大阪
の田附興風会医学研究所北野病院に移ったので
す．あそこは病院ですけど研究所で，5人ぐらい
が十分に実験できるぐらい科研費が取れて，そこ
に 1年半いました．その後は，大学に戻ってきて
今に至るのですが，もう 7年目になります．
門川―留学を振り返って，どうですか．
広田―留学はしてよかったなとすごく思いま
す．それまで食わず嫌いで留学していなかった
分，留学してよかったと思いましたね．セメンザ
氏と知り合いにもなれたし，やはり実際行かない
とわからないことがいっぱいあったなと思います．
　研究テーマにしても，自分が最初からやりたい
と思っていた低酸素のセンシングに従事できて，
それまでのレドックス研究の延長としてさらにそ
れを発展させることが出来ましたからね．こんな
ラッキーなことは私にはもう絶対起こらないか
ら，「いつでも研究やめていいです．いつでも赴任
させて下さい」が最近の教授との定期的な会話に
なっているほどです．正直なところ，研究者って，
そんなに人生の中で，ヒットというか，二塁打，
三塁打なんて打てませんよね．
門川―1回あるかないかでしょうね．
広田―そうですよね．それがあっただけ研究者
としてラッキーだとしか言いようがない．低酸素
センサーのクローニングができたことは，低酸素
研究の歴史の中で燦然と輝く金字塔じゃないかと
自分では思っています（笑）．こんな幸せなことは
もうないかもしれません．
島岡―確かに研究者の運には，極端な非対称性
があって，ラッキーなやつはすごくラッキーだけ
ど，アンラッキーなやつは極端にアンラッキーと
いう感じがしますね．
広田―私の場合は，この僥倖は留学しなければ
あり得なかったことだと思うのですよ．

■ 卒業から留学まで
門川―私は 1991年に慶應を卒業して，1年間内
科研修をやって，その当時は今の初期研修みたい
なものはありませんので，そのまま大学院に入り
ました．もともとうちの研究室は高血圧とか腎臓
の生理などをやっていたのですが，1990年代初め
で，モレキュラーバイオロジーが全盛の時代だっ
たこともあり，とにかくモレキュラーバイオロ
ジーを学んできて自分の大学に持ち帰れと言わ
れ，東京大学医科学研究所の御子柴克彦先生の研
究室に 3年ぐらいいました．すごいハードワー
カーばかりだったので，最初行ったときはびっく
りしましたね．私なんかモレキュラーバイオロ
ジーの基礎が全くない人間なので，「大腸菌培養
している間はモレキュラーバイオロジー（分子生
物学実験のバイブル的な本）読んでろ」と．元旦に
も，当然のように実験計画が立ててある，そうい
うラボだったですけど，すごく楽しくて，そのラ
ボの人たちとは今でも非常に仲よくしています．
　私は，そこで比較的順調に論文も書けて学位も
取れて，大学院卒業時には学術振興会の特別研究
員になれて，それを 3年やりました．医科研で学
んだ技術を慶應の研究室に持って帰って，幸い順
調に論文を書くことができました．
　留学したいという思いは以前からありました．
それは別に誰に言われたということでなく，自分
のキャリアの中で 1回どこか海外で研究したいな
という思いですね．ただ行くのなら，その当時
やっていた生理学的研究テーマは一旦終わりにし
たいと思っていました．自分は将来，腎臓内科に
戻るのだから，もう少し腎臓内科らしい研究が出
来るところを候補に探し始めました．
　自分の研究テーマに近いラボを探すというより
は，全くゼロから探す形だったわけです．しかも
腎臓内科は，アメリカでもマイナーで，グラント
もあまりないから，ポスドクをたくさん雇えるよ
うな研究室というのはほとんどないのですね．自
分の研究テーマと異なる研究室ばかりですから，
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これまでの業績も評価されづらく，アプライして
もよい反応が少なくて，結構苦労して2～3年ぐら
い探し続けました．
門川―最終的にシアトルに決まる前の印象的な
エピソードを一つお話しします．その当時 RAGE
（Receptor for Advanced Glycation Endprod-
ucts）が糖尿病性腎症のキーモレキュールである
と言われ始めていました．RAGE研究の第一人者
がコロンビア大学のD教授でした．ちょっと研究
分野は自分とは違うけれども，腎臓とも関係があ
り，魅力的なテーマだったので，留学できたらい
いなと思っていました．思い切って，手紙を書い
たら次の日くらいに，「受け入れ OK．給料も出す
よ」と言う FAXが届いて，すんなり決まったこ
とに拍子抜けしていました．すぐ来いと言われて
いたのですけど，何も知らないところに行くのは
さすがにまずいだろう，しかも，D教授にも会っ
たことがなかったので心配になって，ニューヨー
クを訪問しました．
門川―そのラボは複数の中ボスがいるような大
きなラボで，私が割り当てられた中ボスは最近赴
任したばかりの方でした．しかし，そのグループ
の評判があんまり芳しくなく，私も半日以上かけ
て話し合いましたが，結局，この人とは一緒に
やっていけないということになり，コロンビア大
学のラボへの留学は中止するという残念な結果に
なりました．
門川―アメリカに住んでいれば，行きたいラボ
やポスドクを欲しがっているラボとか結構すぐ見
つかると思いますが，日本で情報を集めるのは難
しい時代でしたね．なにしろ，当時インターネッ
トも普及し始めたばかりで，主な情報は，パソコ
ン通信の NIFTYのバイオフォーラムで集めてい
ましたから．
広田―そうですよね．メールはできても，今み
たいにネット上に欲しいコンテンツがずらっと
揃っているわけじゃないでしたからね．Googleも
なかったし．
門川―だから，年に 1回の国際学会はもちろん
出て，誰かいい人いないかなと話してみて，よさ
そうな人だったらどうですかと聞いてみる．そん
なのを繰り返したりして，結局，腎臓内科のエリ

アのトップジャーナルに年に数本出しているラボ
から OKをもらいました．留学に何を求めるかに
もよりますけど，広田さんみたいにそこでどんと
業績を上げることを考えてベーシックなところに
行くか，もうちょっと臨床に近くてそこそこの論
文が出るぐらいのところにしようかと迷ったとき
に，後者でいいかなというふうに考えが変わっ
て，そのラボに行ったのです．あと，シアトルは
非常に住むには快適な街で気に入りました．
島岡―シアトルはいいところですよね．直行便
もあって．ボストンへはつい最近まで直行便はな
かったのですよ．
門川―研究テーマとしては，自分で遺伝子改変
マウスを作ったりはしないけど，コラボレーター
をいっぱい作って，面白そうな分子のノックアウ
トマウスが出来たら，それをもらってきて，腎臓
で病気を起こして解析するという研究でした．出
した論文も 3年間で 2報だから，日本にいたとき
のほうが業績に関しては全然よかったですけど．
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■ 留学から帰国，そして現在
門川―帰国した後は幸い，大学のポストをいた
だけたので，大学に戻ってきました．
広田―今はどうしているのでしたっけ，基礎研
究はあまりしていないのですか．
門川―現在は，教育部門に移ったので，少し基
礎研究の比重は下がっていますが，今でも基礎研
究は続けています．「君の将来を考えたら少しで
もいいから続けておいた方がいい」と，アドバイ
スしてくれた教授には，とても感謝しています．
　今指導している大学院生は結構優秀で，実験技
術も論文執筆も何でも自分でやろうとしてくれま
す．私はそれを軌道修正してあげるだけで，きち
んとプロダクトを作ってくれているので，恵まれ
ていると思います．
広田―慶應は卒後何年ぐらいで大学院に入るの
ですか．
門川―大体 3，4，5年目のどれかですかね．
広田―それじゃあ，いわゆる後期研修をやって
いる最中に大学院に入学というのがよくあるパ
ターンなのですね．
門川―そうです．広田さんのところは多分 4年
間全部臨床フリーで研究だけになりますよね．う
ちの大学院生は，4年間のうち 1年半ぐらいは臨
床をやるのですよ．だから，別に早目に入ったと
しても，初めの 1年はほとんど研究できないので
すが．
広田―京大はあんまりそういう例はないと思い
ますが，その方が若い年齢で大学院終われますよ
ね．
門川―6年目ぐらいで入って学位を取るのが 10
年目になると，その後，留学に行くとか発展を考
えた場合に，年を取りすぎている可能性がありま
す．早く大学院に入って学位を取って，次のキャ
リアを考えた方がいいような気もしますね．
島岡―大学院に入ったら学費も納めないといけ
ませんからね．
門川―慶應なんか大学院の学費がすごく高く
て，今だと年に 115万くらいします．
島岡―それは高いですね．
門川―今では，グローバル COEなどのリサー
チアシスタントとして採用するという形で，ほと

んど学費免除できるぐらいの奨学金を出していま
す．学費が 115万でアルバイトもできないとなる
と，慶應はやめておこうという医学部以外の学部
の出身者がいるみたいで，そういう人たちを確保
する意味でも．

■ 卒業から留学するまで
島岡―3人の中で一番アメリカ生活が長いので
すが，卒業した時はアメリカなんか絶対に行きた
くないと思っていましたね．今は基礎研究の講座
を主宰していますが，実は今年の 3月から 6月末
まで大阪府立成人病センターで麻酔を 3カ月やり
まして，今も週に 1回は臨床麻酔をしています．
昔は研究のできる麻酔科医を目指しましたが，今
は麻酔のできる研究者という感じで，両方やるこ
との意味があると私は思っています（この点は次
回でまた述べます）．
　私は1989年阪大医学部を卒業して，集中治療を
やりたくて麻酔科に入りました．入局していきな
り，大阪府立病院（今の大阪府立急性期・総合医療
センター）に3年いて，そこでの多くの人との出会
いがありました．臨床に熱心で影響力も強かった
30台前半の外科医の先輩が，「僕は，40歳までに
どこかの部長になろうと思う．とにかくどこかの
トップになればいい医療ができる自信がある．た
だ，普通にキャリア上っていって50歳ぐらいで部
長になるのじゃ遅い．自分は 40歳までに部長に
なったら，その後10年かけてそのグループを非常
によくする自信がある」と話されるのを聞いてな
るほどと単純にすごく感動しました．それで私も
40歳までにどこかのトップになろう，どこかの教
授でも病院の部長でもいい．とにかく40歳までに
グループのトップになるというのが研修医時代の
大きな目標というか，初めに大きなフレームとし
てあったのですね．
　ただそうはいっても，例えば阪大の麻酔科であ
れば，教授になろうと思うと，やはり年齢の巡り
合わせがありますよね，タイミング的に優秀な先

Harvard Medical Schoolへ 1998年研究留学
後，2003年から准教授として研究室を主宰し，
2011年帰国．（島岡　要／三重大学）
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輩のたくさんいる自分の医局の教授選は無理だな
と．
島岡―それでも，どこかの麻酔科の教授になり
たいと最初思っていましたので，どこかの教授選
に打って出ようと思ったら論文が要るじゃないか
と．それで留学して強力な論文を書きたいなとい
うのがずっと頭の中にありました．また臨床を
やっていく中で，ICUでは当時も今も死因の上位
は，心不全死か septic shockなんですね．麻酔を
3年ぐらいやると，心臓手術の麻酔もひととおり
やり，呼吸循環の管理は結構自信が出てきます．
しかし septic shockの場合，果敢に血圧とかを持
ち上げたり，いろいろやって一旦は持ち直します
が，結局亡くなられてしまいますよね．
広田―最後はそうですね．
島岡―だから，いくら呼吸とか循環やっていて
もだめだなと．sepsisの本体が感染や炎症，栄養
のところにあるのは分かっていましたが，悲しい
かな麻酔科医はその辺のところは疎くて，これは

感染とか免疫を勉強しようと，阪大の微生物病研
究所の本田武司先生のところへ麻酔科の大学院に
入ってから派遣という形で通いました．
島岡―そこで，本田先生はご自分がMDだから
か，MDは最初は実験テクニックが不足している
ので，難しい技術をやってもだめだというので，
私にはあっという間にできる仕事，100種ぐらい
のMRSAをPCRで調べるというMRSAの迅速診
断とか，3～4カ月で論文 2つぐらい出る仕事を与
えてくださいました．それが終わった後は自分の
興味ある炎症の仕事で「BBRC」とかに細かいの
を出して結構業績は出ていたのですね．
　その後 2年ぐらいして，大学病院の材料部に助
手をつくることになりました．材料部の助手（現
在の助教）は院内でインフェクションコントロー
ルも担当することが要求されました．当時，麻酔
科で細菌学やっているのは私だけで，論文が幾つ
かあったのと，微研の本田先生の推薦もあって，
助手に就任したので，大学院は中退したのです．
余談ですが，このとき学術振興会・特別研究員を
辞退しなければならなかったのが心残りでした．
島岡―学問の流れ以外に，実はその中退する直
前に運命的な出会いがありました．当時アラバマ
大学におられた清野宏教授（現・東京大学医科学
研究所所長）が，阪大微研に教授として来られた
のですね．私の中の最終目標であった sepsisの治
療のために免疫学をもっと勉強したいと思い，清
野先生の教室に入り浸りになっていた頃，清野先
生から「島ちゃん，アメリカはいいよ．研究する
のなら 1回はアメリカに行ったほうがいい」と言
われて，それで感化されて，「絶対アメリカなんか
に行かない」という気持ちが一気に反転しました．
それに助手休職制度も使いたいと思ったので，そ
れなら大学院をやめて助手になった方がよいと戦
略的に考えました．助手は 2年間勤めたら休職し
てもよいという約束をとって，とにかく 2年間材
料部で頑張って留学準備に当てようとしました．
　ただ，あくまでも私はアウトサイダーで，粘膜
免疫の最高峰・清野研に行っていたにもかかわら
ず，sepsisの治療法として接着分子をブロックす
る阻害剤が効くかもしれないという考えに，当時
はとりつかれていました．
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広田―その研究の流れは今でもまだありますね．
島岡―接着分子の阻害剤で炎症が治まるという
動物モデルで論文書いたりしていたのですが，本
当にこれでヒトが助かるのかという疑問もあっ
て，それならば接着分子のことをとことんまでや
ろうという気になりました．
　どうやって留学先を探したかというと，イン
ターネットもない時代だったので，最初は図書室
ですね．トムソン社から出ているインパクトファ
クターの世界トップ 10研究者とかってあります
よね．図書室に行ったら，その当時インパクト
ファクターのトップ 1が，私が留学に行ったイン
テグリンの研究で有名なティム・スプリンガー
（Timothy A. Springer）だったのですね．
広田―その分野のトップですか？
島岡―分野じゃなくて生物学全領域のなかでの
トップです，その当時は接着分子が結構はやって
いましたから．2位がスタンフォードのユージ
ン・ブッチャー（Eugene Butcher）で，この人もリ
ンパ球フォーミングや細胞接着のことをやってい
る人です．
広田―そういえば，リンパ球のフォーミングっ
てすごくはやった時代でしたね．
島岡―とにかく私のフレームから言えば，いず
れどこかの教授選に打って出ないといけませんか
ら，ハイ・インパクトの論文が必要なのです．ハ
イ・インパクトの論文書こうと思ったらハイ・イ
ンパクトの論文を生産しているところに行くのが
一番早いという非常にストレートな考えで，ハー
バード大のスプリンガーとスタンフォード大の
ブッチャーの 2人のところにレターを出したとこ
ろ，助手休職で行くというのもあって，両方とも
インタビューしてもいいという返事をもらいまし
た．それで学会のついでに，インタビューに行っ
てみると，スタンフォードはまあまあええと．た
だ，どちらかというと，スタンフォードはアメリ
カっぽいですよね，広大な土地を車が走ってとい
う，一方ハーバードのほうはヨーロッパ的という
か…．
広田―素晴らしいですよね，場所の雰囲気が．
島岡―ハーバードのほうはスノビッシュな感じ
の大学街で，電車でも通勤できるということに惹

かれて，結局ハーバードに助手休職して行くこと
にしました．
　阪大 ICU医局で送別会をしていただいたとき
に，酒の勢いもあって，「僕は絶対ハーバードで
Cellに論文を書きます．Cellに書けなかったら，
最初の予定どおり日本へ帰って，研究などせず，
一生臨床に身を捧げます」って言ったのです（笑）．
今それをだれが覚えているかどうかわかりません
が，結果的には運がよくて，行った後，論文がぽ
んぽんと出て，最初「Nature Structural Biology」
に出て，「PNAS」はティムが自分の枠があったの
で年に 3報ずつぐらいどんどん「PNAS」に出て，
そのうち「Cell」にも出て．

■ 留学からラボを主宰するまで
島岡―当時スプリンガー氏はストラクチャル・
バイオロジーを免疫学や接着分子の分野に導入す
るパイオニアだったのですけど，未開拓の領域の
ためか，私が行くちょっと手前までは，ラボもス
トラクチャル・バイオロジーの技術面では未熟
で，湯水のように研究費とマンパワーを使ってい
ましたが業績が出てなくて，グラントも落とし
て，ラボメンバーも 25人から 8人ぐらいまで縮小
していたところでした．一旦下がったところから
盛り上がるところに私は運良く入れたので業績は
出せました．
　ボスはもともと気難しいので，よくポスドクと
けんかするのですが，日本人ってけんかするにも
英語力が足りないので，とにかく相手の言うこと
を聞くでしょ．こういうタイプのボスは話を聞い
てくれる人は好きなのですね．これは，他の場合
でも言えると思います．ただ単に英語力が足りな
くて無口で聞いているだけなのですが，ボスにし
てみれば，それがこの上なくうれしいのでしょう
ね．相手の話をよく聞く日本人は好かれることが
多いという印象を持ちますね（笑）．
島岡―最初は助手休職の切れる 3年で帰国し
て，臨床に復帰する予定でしたが，そうこうして
いる間に，もうちょっといてラボに残ってほしい
ということで，インストラクター（講師）にしてく
れたのですが，さすがに 5年たったら帰ろうと思
い始めました．実は，ハーバードはアソシエート
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からフル・プロフェッサーになるのが難しいの
で，アソシエート・プロフェッサーだったら引き
抜きの話がたくさん来るのですね．
広田―難しいから，どっか他の大学のフル・プ
ロフェッサーとして行って手を打つということで
すね．
島岡―そうです．その時研究所にいたアソシ
エート・プロフェッサーがタフツのフル・プロ
フェッサーに引き抜かれたので，ポジションに空
きができ，内部からその後継の候補者を何人かセ
レクションしていました．ハーバードのカリスマ
小児科医師の故フレッド・ローゼン研究所所長の
一声で，私が選ばれ，2003年にアシスタント・プ
ロフェッサーとして研究室を始めることになりま
した．

■ 帰国するまで
門川―結局，アメリカには何年いらっしゃった
ことになるのですか．
島岡―13年です．ハーバートでアソシエート・
プロフェッサーになったら，やはりアメリカ国内
からも声がかかりますので，フル・プロフェッ
サーで来て欲しいという大学もいくつかありまし
た．そこに行くとなるとあと10年は延びたでしょ
う．そこまでの根性がなかったのと，人のキャリ
アの中で卒後数年のすり込みっていうのは強く
て，とにかく麻酔とか集中治療というのはダイナ
ミックで面白いのですよね，毎日やっているとし
んどくなるというのはあるかもしれませんが．
広田―しんどいですけど，私（笑）．
島岡―とにかく 1回やると忘れられないのです
ね．挿管も一瞬ですけれどもその時の快感がある
し，硬膜外麻酔も入ったらうれしいし，その一瞬
一瞬を楽しむというのが，特に研究やっていて PI
だと，なかなかそういう一瞬一瞬の強い楽しみと
いうのがなくなってくるので，そういうのを欲し
ていたというのもあります．キャリア初期に形成
されたアイデンティティーというのは麻酔科医・
集中治療医なので，歳をとったら戻りたいという
のは非常にありましたね．
島岡―ハーバードは医学部だから当然ですけ
ど，MDをもっているフィジシャン・サイエン

ティスト達がものすごく強いのですね．基本的に
ハーバード大医学部は彼らが牛耳って，ネームと
ロゴ入りの白衣を着て，肩で風切って歩いていて
います．あそこでは彼らが世界を動かしていま
す．しかし私はMDですが，日本の医師免許しか
もっていなかったので，そっちには行けないので
すよね．だから，臨床と研究両方できるような道
をこの歳になったから考えてもよいのじゃないか
と思い，日本の両親が歳を取ったのもあり，日本
に帰りたいと考えて，医学部教授のポジションを
数年模索していました．ただ研究所はまだしも，
医学部に教授で帰るのは難しくて，公募に応募し
てもなかなか採ってくれるところがないのです
が，結果的に日本の国内で推薦してくださる人が
いて，よいご縁をいただき，今のポジションに赴
任できたという感じです．
門川―留学してそのまま向こうで PIになられ
た方とかもいますけど，最後は戻ってきたいとい
う人も多いのですかね．
島岡―多くの人は，やはり戻ってきたいと思っ
ているでしょう．ただ，アメリカで既にPIの人は
戻るなら，日本へは教授で戻ってきたいと思うの
ですけど，日本の大学側からするといきなりアメ
リカから教授でというのは，いろいろな意味で学
内のコンセンサスを形成しなければならないの
で，非常に敷居が高いのだと思います．だから，
今アメリカにいる人にアドバイスするとしたら，
もし本気で戻ってきたいのなら，一歩引いて，日
本で准教授とかから出直すぐらいの覚悟があれ
ば，はるかに選択肢が広がると思います．
広田―逆に言えば，そのぐらいの年齢でないと
だめだということになりますよね．48歳の外国帰
りの准教授が日本で基礎研究室をつくるというの
はちょっとあり得ない話ですね．それが40歳くら
いだったら，向こうでラボを主宰していたら採ろ
うかという話にもなるし，それはすごくスムーズ
に話は進むような気がしますね．
島岡―おっしゃるとおりです．アメリカでも，
ないことはないですけど，特に日本の場合は年齢
がものすごいネックになってきますよね．
門川―だって，公募の条件ではっきり書かれて
いたりしますから．助教でも，40歳超えていたら
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絶対無理ですね．
広田―少なくともそこにいる教授との年齢の格
差みたいなものもあるし，何も書いてなくたっ
て，応募してきても採らないという場合も多いだ
ろうし．
門川―そうすると，日本にまた戻ろうと思う

と，早目に切り上げて帰ってくるか，島岡さんみ
たいにずっといて教授で戻るかのどちらで，その
中間というのはかなり難しくなってきますね．

　（次回は，“医師が基礎研究を行う意義はあるか”な
ど気になるテーマについて，さらなる徹底討論）
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