
コネも業績のうち！

門川―医師で，留学から自分の医局に戻る人は
いいですけれども，最近では，基礎研究者は，留
学して日本に戻るときにポストを得るのがすごく
大変ですよね．
広田―ずば抜けた業績ならいざ知らず，平均的
な業績の場合は，助教のポストでもなかなか難し
いでしょうね．京大でも，助教のポストの募集に
は収拾がつかないぐらいたくさん応募が来ます．
論文業績はもちろん何かインパクトを与えるもの
がないと，なかなか難しいですね．
広田―その場合，留学中でも日本とのつながり
の強さとか，コネの作り方と言いますか，例えば
学会とかで帰ってきて皆さんにあいさつして顔を
売るなんてことは必要なのでしょうか．私は基礎
研究者のこととか，あまり最近知らないから……．
島岡―それはものすごく重要なポイントです．
若い人が一部誤解していることですが，選考とい
うのは，業績とかインパクトファクターにのっ

とって公平に行われると思っているかもしれませ
んが，じつは採用する側が探しているのは，自分
らの仲間になれる人なので，最低限まず人として
一緒にやっていけるかどうかということが問われ
ます．その人物が人間的にいいかどうかという判
断の大きなファクターとして，その人を個人的に
知っているかどうかは非常に重要な基準なので
す．研究テーマにしても，その人が優秀だという
こと以上に，その人が加わることで自分らにどれ
だけメリットがあるかが，重要な判断基準になり
ます．
広田―そうですよね．「いい人であることと，
知っている人であること」というのが一番で，そ
れ以外に何もないというか．だから，お弟子さん
とか師匠とかいう関係は最後まで強いですね．
島岡―だれだれの知り合いというのはものすご
く重要です．業績とインタビューだけではわから
ない部分が多いから，その部分を担保するものは
何かと言ったら，だれそれの知り合いとかでしか
ないのですね．
門川―日本だと推薦状も当てにならないし，ア
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メリカみたいにインタビューを長い時間かけて
やったりもしないから，コネみたいなものが結構
重要だということなのでしょうかね．
島岡―大学がその人を雇う理由の一つが，その
人がもつコネクションつまりソーシャルキャピタ
ルも込みで欲しいというのがあります．ソーシャ
ルキャピタルもその人の業績のうちなのです．
門川―そうすると，留学して帰国した後のポス
トを考えた場合，基礎研究者の場合，逆に留学し
ないという選択肢をとる人が増えているのもそう
した背景があるからでしょうね．
島岡―目的がとにかく国内のポジションをとり
たいのであれば，行かない方がその確率が高くな
るかもしれません．ただし，どこどこに留学した
という経験は，ソーシャルキャピタルとしても重
要です．また助教のポジションが空いたときは，
留学経験者を欲しいと思う人が多いですよね．こ
の人は雇った後，留学に出ていかないという雇用
側にとってはプラスの面はありますね．留学しな
いというのは，国内のコネをキープできるという
点ではプラスですけれども，それ以外の点で必ず
しもプラスではないので，トータルで言うとリス
クを冒してでも留学した方がいいと思いますね．
広田―そういうのはあるかもしれない．ただ，
医者の場合はどう思います？　それこそアメリカ
に留学するといっても，アメリカ生活を謳歌する
ためだけに来ているという方もいますので，千差
万別だなという気はするんですよね．

留学先はどうやって見つけたらよいのか？

門川―3人とも上司が探してくれて留学したわ
けではありませんね．留学先をどうやって見つけ
たらよいのかについて，何かアドバイスがありま
したら教えて下さい．
広田―上司や先輩が留学先を見つけてくれる場
合もありますよね．ジョンズ・ホプキンスの麻酔
科の場合は，2年半の間，常時平均 6～7人いて，
みなさん日本の医学部の先生が見つけてアレンジ
してくれた人でした．
　代々同じ教室から派遣されている場合は，ボス
同士お互いの教室の研究レベルも分かっている

し，2年ぐらいたったら，何も言わずに帰ってく
れて，論文は 2つぐらい書いてくれたら御の字や
みたいな感じで，みんながハッピーに廻っている
感じですね．
門川―先輩，後輩で代々というのは，楽ですよ
ね．ただ必ずしもそういう留学先を持っていない
ケースも多いです．そうすると正統派のやり方で
探さないといけません．まず論文がないと絶対に
採ってくれないですから，日々頑張って論文を出
し，日頃から国際学会にきちんと出て少しでも顔
を売って，将来留学したいとまめに打診してみ
て，2，3年かかるけど，そういうやり方しかない
でしょうね．
広田―今は助手休職制度はほとんどなくなった
けど，そういうのがあれば，やはり採ってくれる
確率ってまだまだ高いのでしょうか．
門川―最近，知り合いの話を聞いたら，コンタ
クトとると，たいていは，初めからお金は払えな
いと言われるらしいです．向こうがちょうど探し
ていればヒットするのだけど，いいラボほどアプ
ライかけている人も多いから，なかなか給料付き
では雇ってくれない．留学先のボスからしたら，
見ず知らずの外国人ポスドクは，できれば，1年
目は無給で働かせ，働きがよければ，2年目以降
からは給料を出そうと．
広田―いろいろな海外助成の奨学金などがあり
ますが，ああいうものは，さすがに院生のときの
仕事が何らかの形になっていないと選考になかな
か通りませんよね．
島岡―留学先の選び方で，医局や研究室のコネ
で行くのは効率的で悪くない選択です．それ以外
に，アプリケーションを出して自分で探す人への
アドバイスとしては，とにかく幅を広げて 100通
ぐらいは出さないと行けません．
島岡―ピンポイントでよいラボにだけに出して
も，みんな大抵同じこと考えているから，そこか
らよい返事がくる確率なんて限りなくゼロに近
い．そういうボスたちはみんな，日々数十から百
通近くのメールを受けていますからね．私のラボ
でも，Natureなんかにポスドク募集を出すとハー
バードという名前だけでトータルで 200とか 300
通とか来ますから．そのほとんどはミスマッチで
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インタビューに招待することなく断っています．
広田―なるほどね．就職だと思ってエントリー
シートをぼんぼん送ったほうがよいと．
島岡―自分がそれは嫌と言っても，ほかの人が
みんなそういう行動原理で応募しているから，自
分が渾身の一発だけでいくといっても，それは他
の人の 100に埋もれてしまいますから．
広田―選ぶ側の立場でいうと，例えばセメンザ
氏の場合，結局自分のアイデアで自分の実験をさ
せるだけだから，今までにどんな論文があったか
なんてほとんど関係ないみたいですね．必ずしも
競争を勝ち抜いた精鋭がいるっていう感じじゃな
いのですね．それでよくあれだけのアクティビ
ティー維持できているなと．
島岡―ポスドクを採用するときは，論文がたく
さんある人はかえって経験等でオーバー・クオリ
フィケーションの場合もあり躊躇します．一番採
りたいと思うのは，クリスピーでフレッシュな感
じで，ファーストネームの論文が 1つか 2つぐら
い．中国などからコレスポンディングオーサー
持っている准教授がポスドクで来たいとか言うけ
れども，オーバー・クオリフィケーションです．
ファーストオーサーの論文が 1つか 2つあればよ
い．かえってセカンドとかサードとかの論文が多
い時期になると，採る側はサバティカル（研究休
暇）として来るのではないかと疑う恐れもありま
すから，なるべくキャリアがフレッシュなうちが
よいと思います．

医師が基礎研究を行う意義はあるのか？

門川―究極の質問ですが，医師が基礎研究を行
う意義はあるのでしょうか？
島岡―絶対にあると思います．最近気になるこ
とは，医師の多くがマニュアル本好きでこうした
らすぐ技術が身に付くとか，とにかくみんな学び
（Learn）のマインド・セットになっているのです
ね．知識や技術を学びたい，学んで免許や資格を
取りたいと．これでは全くイノベーションにつな
がらないのですね．リスクがあって短期的には得
るものがなくても，とにかく新しい価値をつくる
という思いがなかったら絶対だめなのです．ハー

バードの例を見てもわかるように，やはりMDが
サイエンスの世界を引っ張っているんですね．臨
床に貢献するイノベーションを生もうと考えた
ら，基礎医学研究の分野でも医師がリーダーシッ
プをとらないといけないのです．
　もちろん臨床オンリーの人がいてもいいし，マ
ニュアル本で一生懸命学んで臨床の決まり切った
やり方を磨いていくのもいいけれども，アカデ
ミック・フィジシャンであるならば，イノベー
ションを生み出すために，いま目の前のこととは
一見関係ない基礎研究をやって，何か新しいもの
を生み出すということを一生やっていかないとい
けない．だから，医師が基礎研究を行うことには，
トータルではメリットであると思います．
広田―例えば麻酔科医が基礎研究をするのでは
なく，基礎研究者が麻酔するとかいうような，先
に島岡さんが自己定義として述べられた，そうい
う観点はそこでどのように機能するのですか．
島岡―それは場に与えるポジティブな影響です
ね．個々の業績を出すこと以上に大事なことは，
学問のためのインフラストラクチャーとしての
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“場”をつくるということだと思うのですね．基礎
研究も麻酔臨床もやっている大学人がいるという
ことは，「麻酔科学が興味深い」というポジティブ
なメッセージを放ち，医学部や病院に研究者論壇
とかの“場”の形成に役立つと思うのです．
広田―ある段階までくるとどこでやっても麻酔
は上手になっちゃいますからね．
島岡―私のような人間が行って，基礎の話もす
るし臨床とのインタラクションの視点から麻酔は
学問としても，医療サービスとしてもおもしろい
と言うことの効果は，ぜひとも出していきたい．
門川―基礎研究といっても，非常に臨床に近い
研究もあれば，もっとベーシックで自分が生きて
いるうちには臨床につながらない可能性が高いよ
うなベーシック・サイエンスもあるじゃないです
か．それはどちらであっても構わないのですか．
広田―それについては，実は区別なんてないと
思うのですよ．私が大学院に入るときに教授の森
先生に言われたことで印象深いのは「君ね，臨床
に役立つ研究をしようと思ったってだめなんだ．
あんなのは運なのだから」と．「最初から臨床を

狙った研究なんてやったって絶対役に立たないか
ら，まず“よい研究”をしなさい．世の中にはよ
い研究と悪い研究としかないのだから，よい研究
をしていたらよろしい．そうすると，そのうち役
に立つかもしれません」と言われて，その言葉は
今でも僕の支えになっています．iPS細胞みたい
な例でも，まず発生の初期に戻るってことが，
ベーシックにはすごい大発見なわけですね．それ
がいずれ医療に実用化できればよいのですが，最
終的にどうなるかは不確定で，でもどんどん研究
は推進するべきだと思うのです．
　ただ，若い大学院生とやっていると，彼らが本
当におもしろいと思って研究をしているのかな
と，すごく心配になる時があります．「これはすご
い」と自分だけは興奮しているのだけど，彼らは
どのぐらいその気持ちを共有してくれているのか
なといつも思っていますね．彼らに基礎研究を強
いることが，いいのかどうかというのはよくわ
かってないのです，実は．
島岡―研究を始めたばかりの人に心に留めてお
いてもらいたいことは，自分の研究の真価を知る
のは，得てして再帰的なプロセスを経た後だと言
うことです．例えば，自分がポスドクのときの仕
事の面白さを理解できたのは，ずっとあとで，じ
つは自分の論文に対するエディトリアルを読んだ
ときでした．最初は仕事の真価もわからず，実験
をしていたのですが，その間ポスドクのモティ
ベーションをドライブしたのはPIの力でした．ポ
スドクや学生が，再帰的なプロセスを経て“活性
化”されるまでは，プロジェクトの最中は PIの情
熱が唯一のドライブになっていることが多いので
す．プロジェクトの遂行には，PIや指導者が，端
から見れば滑稽なぐらい盛り上がっていること
が，絶対に必要だと思います．
広田―そういったことを僕の行動からどれだけ
伝えられているかはいつも気になっていて，例え
ば留学しているときのエピソードとかで，「これ
がこんなになって，すごいことになっちゃった」
みたいな話はするのですけど，だからといって，
「そんなことはあなたにだけ，たまたま起こった
特異現象でしょ」，と思われても困るなとは思う
んですよ．
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門川―医師が基礎研究をやり，新たなイノベー
ションを生むべきだとは僕もよくわかるのですけ
ど，多くの人はイノベーションを生み出せずに，
例えば一生涯にわたって研究をしている人は非常
に少なくて，やっぱり学位を取った周辺で止めて
しまう人も多いわけじゃないですか．そうであっ
ても基礎研究をやったほうがいいのかどうかっ
て，また別の次元のクエスチョンになると思うの
です．
島岡―最近はやりの“ドラッカー理論”で言う
と，イノベーションとは技術革新と訳されます
が，これは誤訳で，真の意味は“新結合”です．
すでにあるものに，予想もしていないまったく新
しい結びつきを見いだすのがイノベーションで
す．つまり，想定していた顧客への用途ではなく，
全く違うところからきた顧客への予想もしなかっ
た用途が，本物のイノベーションを生むというの
が彼の考えです．だから，イノベーションを生む
方法なんていうのは最初から絶対に書けない．そ
れを医学の領域で考えると，イノベーションを起
こそうという気持ちは大切ですが，そのままでは
原理的に絶対イノベーションというのは起きない
のですね．予期せぬ誰かが自分の仕事に“新結
合”を再発見してくれる時にイノベーションが起
こるのです．再発見するのは誰かほかの人なので
すから，再発見されるためには最低限，論文をパ
ブリッシュする必要がある．パブリッシュされて
自分の仕事が PubMedに載って，それを世界の誰
かが検索して見つけてくれて，いつの日かイノ
ベーションを起こす（逆に，自分が誰かの仕事に
“新結合”をみつけて，予期せぬ使い方をしてイノ
ベーションを起こすこともできる）．だから，
PubMedに載せることでイノベーションへの第一
歩に貢献しているのです．
広田―それは本当にそう思いますね．例えば論
文が本当に印刷されて出版されるとか PubMed
に載ることになって，そうするとすごく感動して
いますよね，妙に．症例報告でも感動している研
修医がいたりして．世に出ると何か本当のような
気がしてきて，リアルにそこにあると確信に変わ
る．
　「Cell」と「BBRC」とでは本当は違うのだけれ

ども，PubMedに載ったら，妙に同格になったり
する瞬間もあるわけですね．だって，5年後ぐら
いに検索する人にとってみたら，5年前の「Cell」
も「BBRC」も一緒みたいな，そういう感じもあ
るわけですよ．だから，とにかく論文というのは
しっかりとしたデータを記述することがすごく大
事で，そのうち再発見されるんだといつも言って
います．
　それだから，私は論文の引用回数というのはす
ごく気にするほうで，5年後に何がその論文の価
値を保証しているかといったら，結局は何回引用
をされたかですよ．今は誰が引用したかも全部わ
かりますからすごくおもしろいなと思って，何々
先生の論文は何回引用されちゃいましたとか，院
生と楽しんでいます．
門川―私も，もちろんイノベーションを最後に
生み出せればいいなとは思いますが，それ以前に
医師の人が基礎研究を題材としていろんなサイエ
ンティフィックなトレーニングを受ける機会を得
るという意味合いのほうが強いような気がしてい
ます．要するに学会発表にしても，論文書くにし
ても，留学して海外で暮してそこまでしてトレー
ニングの終わりで，ようやくアカデミックに残れ
ると．そのまま研究を続けたい人もいれば，そこ
でやめて臨床に専念する人もいる，それは途中で
判断すればよいけれども，本当にもし研究を続け
たいのだったら，そこまではやらなきゃだめだと．
広田―さっき島岡さんが言っていたみたいなソ
サエティーのメンバーになるみたいな．
門川―ソサエティーのメンバー各自がきちんと
トレーニングを受けていることがまず大事だと．
「留学して何がいいのですか」と問われたときに，
イノベーションとまでは自分もなかなか言い切れ
る自信がなくて．
島岡―おっしゃるとおりです．彼らはトレーニ
ングが好きやから，最初はそれでよいと思うので
すよ．
門川―そこから自分で意欲がでてきてイノベー
ションというふうになってくれる人もいればいい
なとは思うけれども，等しく留学したほうがいい
よという場合にはそこまでなかなか言い切れなく
て，まずはきちんとトレーニングをする意味でも
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行って悪くはないね，それでよかったらやれば，
というぐらいにしかなかなか……．
島岡―それはそのとおりです．ただ，例えば留
学が終わった後は臨床に戻るのに論文 1本書いて
どういう意味があるのですかという問いに対して
は，論文 1本であっても PubMedに載って後世に
残って，みんなに読まれると．
広田―私なんか「君ね，これは歴史をつくって
いるんですよ」とか，わけのわからんことを言っ
ていますから（笑）．

進路は先輩や師匠，上司の言うことを
聞いたほうがよい！？

広田―本当に，留学する人は少なくなりました
ね，うちからは．
門川―うちなんかも多分半分以下になっていま
すもんね，行く人が．
広田―じつは私は自分で物事を決めたことは，

ほとんどないのですね．麻酔科に入るのだけは自
分で決めたけど，もちろんどこの病院に行けみた
いなのは全部教授が言うわけだし，大学院に入る
時期だって教授が，「君受けろ」とか言うから受け
たし，行き先だって結局は教授に決められたとこ
ろに行っちゃったし，ただ言うように動いていた
だけで……．セメンザ氏のところに行くのは自分
で決めましたけど，留学すること自体は別に私が
決めたわけでもないかな．
島岡―若いうちは，やはり判断する能力がない
し，留学したこともない人がどこに留学すればい
いかとは決められないので，決めてくれるメン
ターの存在とその強制力がある方が実はいいので
すよね．ある程度押してくれる人がいた方がいい．
広田―というか，みんな言うことを聞いて行動
したらいいのにって，私は本当にずっと思ってい
ますね．何で私の言うことを聞かないのかなあ
と．留学しても役に立たないと判断したら，留学
しろとは言いませんよ．これは無理と思っていれ
ばそれは無理なのです．
島岡―若いうちに自分で決めたら大体全部間違
いだからね．もうちょっと上の人の言うことを聞
いたほうがいい．
広田―私のところにかつていた優秀な大学院生
は，すごい手がきれいで，私より数段実験がうま
いわけですよ，一緒にやっていたらわかるわけで
す．「大学院が終わってアメリカに行きませんか．
あなたぐらい手がきれいだったらどこでも通用す
る．とにかく西海岸の気候のいいところに，僕が
どんな小細工使ってもポストを探して，給料も
取ってやるから，2年ぐらい遊んでくればいいの
に」と言ったのに，「僕は行かない」と言うのです
よ．非常に残念なのですけどね．
門川―そういう優秀な人にはぜひ行けと言うけ
れども，昨今の状況で，全員に本当に行けとはな
かなか言いづらいですよね．その方は，研究は，
学位を取るまでという感じだったのですか．
広田―私，これまで 8人ぐらいの院生の学位の
世話をしましたけど，じつは一人も留学していま
せん．だから，教師としては失格じゃないかと
思っているぐらいです．研究者になろうという人
を生み出せなかったのは，自分の教え方が悪いの
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じゃないかなと思っていて，「これはいかん，俺は
失格だ」と．
島岡―人は非常にステークが高いときの選択と
いうのは絶対間違うのです．だから，人生の重要
な選択とかなんかは絶対自分でしたらいけないの
です．人に決めてもらったり，周りの意見で何と
かなっていくほうが絶対いいのですよ．留学する
しないとか，そういうステークが高い判断は，自
分で決めるのはよくなくて，リラックスした立場
の先輩・上司が行けと言ってくれたのなら，行っ
た方が間違いが少ない．
　よく自己選択，自己責任と言いますけれども，
人はひたすら間違う確率の高い生き物なので，な
るべく自分でやらないほうがいい．もしどうして
も自分の思いを貫きたかったら，とにかく多くの
人，いろんな人に相談して，最後は自分で決める
ぐらいでちょうどいい．
門川―その点での心配は，医局制度が崩壊し，
メンターシップなども同時に崩壊しつつあるの
で，自分で情報を集めて判断をせざるを得なく
なっているということでしょうか．

留学は“教養をつける”ことと似ている

島岡―ただメンターは見つけようと思って簡単
に見つかるものじゃありませんので，偶然性を呼
び込んで，出会いの確率を高めることは，ある程
度努力できる範囲だと思うのですね．メンターも
含めたいろんな出会いの確率を高くしようと思っ
たら，やっぱり自分で今いる場所と全然違うとこ
ろに 1度身を移してしまうのがよい．だから，留
学というのは，ものすごく意味はあると思うので
すね．
広田―そういう意味では，大学院は医者にとっ
ては 4年間ぐらい臨床現場から「ふっ」といなく
なる時期を作るということで，これって考えてみ
ると不思議な制度ですよね．だから，最近はそれ
を選択しない人も多いわけですけれども，「どこ
かの大学院に入って適当にやってみたらどうなの
と．だめだったらだめで，別に退学しちゃえばい
いしね」，と話すこともあります．実際，麻酔と
か，7年も 8年もずっと市中病院でやっていたら，

そっちのほうがしんどいなと想像する時がありま
す．ある 1つのやり方って，そこの病院でしか通
用しないことも多いですし．
島岡―以前のように医局の力がしっかりしてい
た時代には，留学して戻ってきて一人前というよ
うな雰囲気があったと思うのですね．通過儀礼と
して，ちょっと困難なことをやって戻ってきて，
それでやっと一人前の医者，アカデミック・フィ
ジシャンとして，そのクラブのメンバーになれる
感じがあった．だから，今医局の力が弱体化して
いるとすると，そういうクラブのメンバーになる
ことの意味も薄れてきて，留学することの意義も
わかりやすい利益だけで判断しないといけないと
いう考えが出てくるのも分かります．
広田―要するに，昔は留学しましたというシグ
ナルというか，形式が重要だったけど，今は中身
がより重要になってきて，自分が将来どうするか
と直結して考えるようになってきていると．そう
なると研究しないつもりだったら，留学するのは
いろいろ負担ばかりが大きいですよね．
島岡―シグナルという点では学歴と同じで，就
職では大学で何を勉強したかが重要ではなくて，
そこを出たクラブに入るというのが大事であるわ
けじゃないですか．
広田―運動部で始終クラブ活動ばっかりやって
いる方がいい就職先があったりしたわけだから，
昔は．今でもそうかもしれないですけど．
島岡―留学について，短期的なメリットを気に
するのはわかります．しかし誤解を恐れずに言う
と，医師の研究留学には，短期的なメリットはな
くてもよい．むしろ長期的な面でクラブのメン
バー資格を得るといったメリットの方がはるかに
大きい．これが僕の持論です．もちろん論文がぽ
んと出たらそれに越したことはないですけど，論
文が出るか出ないかなんて運ですし．
広田―それは運ですね．努力したからといって
必ず出るわけじゃないし．
島岡―しかし論文が出た出ないにかかわらず，
留学することによって得られる長期的なメリッ
ト，広田さんがおっしゃったシグナルとか人間関
係の広がりとか箔とかそういうのが，実は今後ま
すます重要になるのじゃないかと思います．
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門川―医局で代々続いて派遣されたような人と
か単に形としてとりあえず留学でもしておこうと
いう感じで行っていた人たちは，行かなくなって
いますね，明らかに．
島岡―医者はとにかく食いぶちに困ることはな
いので，少なくともこちらから無理やり行けとは
言いませんが，「行きたい」と言われたら「絶対行
け」と言います．最近は昔と違っていろんな情報
があるから，留学する前に，その留学の意味とか
留学のメリットとか留学した後のキャリアという
のをしっかり理解してから行きたがる傾向にある
ので，なかなかね．
門川―昔は幸か不幸かそれも考えなかったとい
いますか，考える環境になかった．
島岡―行かないとわからないことが多いから，
行く前には何が問題で，何がよいかというのは絶
対わからないのですね．そこで背中を押すのは何
かといったら，やっぱり上司とか先輩の「行け」
という一押し．行けと言われてとにかく決心して
しまう，それができるかどうかですよね．
　私はアメリカに13年もいましたが，その一番の
原因は何かと聞かれると，無知であったこと．実
際やってみたらものすごくしんどいし，嫌なこと
もあるし，最初に知っていたらまずやらないです
ね．当時は，威厳のある助手の方々はみんな留学
帰りでしたから，自分も留学してクラブの会員に
なりたいという憧れがあった．また留学期間 2年
が多い中で 3年行っていた人とか，上司の紹介で

はなく「俺は留学先，自分で見つけたんだ」と言
う人がいたら，それだけで「この人，すごいな」
と思った．憧れと無知がキーワードでした．
門川―留学は，短期的に目に見えることだけか
ら考えると，基本的に無駄なのですよね．目に見
えるものだけ，例えば論文の質とか量でも，同じ
成果を得るために留学以外の方法を考えてみれ
ば，留学っていうのはコストとしては短期的には
高くつくということですね．だから，無駄をなく
していこうという最近の流れで，短期的なことだ
けで考えると留学には行かない方が得かもしれま
せん．しかし，そこで抜けている視点というのは
やはり長期的な人間的成長を含むある種の“教養”
的なものですね．
島岡―医者を 4～5年やっていると周りからは
「先生」と呼ばれ，自分は一人前という勘違いして
しまうから，言葉の通じない外国へ行って，コー
ヒーも満足に買えないような状況で※，自分の身
の程を一旦見詰め直す機会があったほうが，その
後の人生には絶対によいのではないかと思います
ね．

（収録：2011年 8月 13日，京都八千代にて）
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※島岡はコーヒー coffeeを上手く発音することができず，
ボストンのマクドナルドでは，よくコーク cokeに間違え
られた．


