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２０１３年１月初め、所持現金総額 900 ドル（民主党政権で１ドル=80 円でし
た）、トランク２個でアメリカ首都ワシントン DC 近郊の Bethesda に独り降り立
つ。生来前向きで呑気な私、なんとかなるだろうと軽く考えていたのが失敗であ
った、意外にもクレジットカードが使えない、送金がうまくいかない。張り切っ
て iphone を購入契約したら残り 500 ドル。気温は氷点下。このまま、生きていけ
るのだろうか。既に帰りたい。こんな調子で、私のアメリカ生活は始まった。
遡ること、約１年以上前、留学先と考えた現在の研究室のボスにメールを送り、
音沙汰が全くないこと約４ヶ月、諦めかけたころに連絡があり様々なやりとりを
経て、日本学術振興会(JSPS)海外学振に応募させていただきました。その後の、
VISA(J-1)の書類についての手続きを、全く当てにならない、進展のない米国側の
事務方に対し、なかば憤り、諦めながら、何とかクリアし…とゴタゴタ続きでし
た。渡米が決まり、２０１２年の１１月の Thanks Giving Day の前に夏季休暇を
兼ねて住居探しと、挨拶にアメリカへ出向いたのですが、その往路、太平洋上の
機内にて病人が発生し（しかも２人！１人は脈なし！）、機内で点滴を行い、カル
テを記載するなど、豊橋市民の救急外来と思えば何のことはありませんが、思え
ば前途多難なアメリカはこの辺りから始まっていました（図１参照）。
はじめまして、名古屋大学呼吸器同門会の諸先輩、諸先生方、後輩の皆様、若
い先生方、私は、アメリカの首都ワシントン DC の隣、メリーランド州ベセスダ
にある National Cancer Institutes of Health (NIH、米国立衛生研究所)というと
ころで、日本学術振興会海外特別研究員(NIH)として２年研究を行った後、Visiting
Fellow として現在研究をしています（２０１５年９月現在で約２年７ヶ月になり
ます）。呼吸器同門会諸先輩の先生方には、呼吸器内科同門出身の若い医師、研究
者を温かく応援していただきたく、後輩たち・若い先生方には、自分のような変
なキャリアパスを知って頂き、将来、グローバルな？？？人材として活躍してい
ただけたら幸いです。中部国際空港は鶴舞から約 1 時間で行くことができます、
世界は案外すぐそばにあります。
私のキャリアパスを短く申し上げますと、3 年の研修後、名古屋大学医学部研究

科長直属大学院制度(卒直後コース)を利用させて頂き、臨床と基礎の両方に所属し、
薬理学講座（貝淵弘三教授）で研究漬け(一時は am8:00-am2:00)の博士過程を過
ごさせて頂きました（図２参照）
。このシステムは研究を目指す若手医師を支援す
る目的で設けられたコースです。短期修了にて博士取得後、豊橋市民病院の呼吸
器内科医員となり、その後 NIH に来て現在に至っております。呼吸器内科の長谷
川教授、薬理学の貝淵教授には温かく見守って頂き本当に感謝しております。
NIH は 1887 年に設立された全米で最も古い医学研究所で、本部は Bethesda
にあります。NIH は生命医学研究を行うことと、NIH 以外の大学や研究所に生命
医学に関わる研究費を配分するという２つの大きな役割があります。NIH は、そ
こに属する 27 の研究所の総称で（Institutes と複数形はこのためです）、本部
Bethesda に 300 エーカーの広い敷地に 75 以上の建物が立っています。その中に
は、皆様も日々利用されている pub med の本拠地である National Medical
Library(NLM)もあり、世界中の科学雑誌がここに掲載を求めて登録しています。
このおかげで、載っている論文は無料でほぼ手にはいります。NIH には、世界中
の有名な研究者が多数在籍し、100 名程度のノーベル賞受賞者が研究したり、NIH
からの研究費で受賞しています。その NIH の中でも最大のものが、NCI(National
Cancer Institute)です。NCI の概略を説明しますと、NIH が現在の病気割りの組
織に成ったのは 1950 年ごろのことです。NCI は 1937 年の Roosevelt 大統領の
Cancer Act によって現在の Bethesda の地に創設されたので、現在の病気割りの
組織になる前から存在した唯一の Institute です。この経過から、NCI は NIH に
属する１つの Institute ではなかったわけで、其の名残として現在でも「NIH と
NCI のそれぞれの長官は時の政権(大統領)の人事として行われ、共に議会に出向
いて予算審議に参加する」という二重構造として残っています。NCI は 3０の部
門に更に別れ、がんの新規治療、予防、がんの原因を明らかにすることを目的と
しています。Cancer と名が付いていますが、さすが、多様性の国、なんでもあり
で基礎から臨床、さらにはがんと一見余り関係のないような HIV/AIDS の研究な
ども含めて幅広く研究が行われています。
NCI での研究は、大学院の時とテーマをがらりと変え、化学、生物、物理、医
学を混合した学際的・集学的な分野で仕事をしています。in vivo imaging、分子
imaging などを活用し、治療や診断への応用研究を行っています。バックグラウ
ンドの多様な研究者から様々な刺激を受けながら頑張っています。基礎医学で学
んだ強みを活かしながら、産学連携や、異分野を統合し、臨床により近い研究を
試行錯誤してやっています。執筆時、そろそろ 2.5 年になりますが、幸いにも論
文をなんとか幾つか出すことができています。また、NIH-JSPS Symposium での

Award(2014 年 10 月)（図 3 参照）や、NIH FARE AWARD 2016 (Fellow Award for
Research Excellence)(2015 年 6 月)、World Molecular Imaging Congress の
Travel Award (2015 年 9 月予定)をいただくことが出来ました。
研究以外の生活では、NIH に属する日本人研究者の会である、NIH 金曜会のセ
ミナーとその後の飲み会に参加したり（図 4 参照）、名古屋大学医学部から来られ
ている各科の先生方と交流(呑み会)したり（図 5、６参照）、首都ワシントン DC
に近い地の利を活かして、日本大使館主催のセミナーやパーティーに参加したり
（図 7 参照）、交流という意味においては行い易い環境にあります。交流を通して
ネットワークができ、様々なバックグラウンド、考えの先生方、はたまた若い官
僚の方と知り合うことが出来ます。
アメリカの評価ですが、西洋コンプレックスが強い方々は崇拝する傾向が強い
ですが、私は必ずしもそうではありません。むしろ、２年以上居て、アメリカの
ダメなところが目につき、日本のほうが優れている点が多々あることを、大学３
年時にヨーロッパを１ヶ月放浪した時と同様、再確認する日々です。しかし、優
れている点も多々あり、伸びる人を伸ばす、差をつける事こそ Fair であるという
真の平等精神、古きを打破し取り敢えず新しい規則・方法を試してみる気概や、
細かいこと・他人は気にしないタフネス、多民族を無理やり束ねるシステム、変
な人がたくさんいる、変な存在が許される、など、感心する点も多いです。
最後になりましたが、名古屋大学の研究レベルは相当高いと思いますし、留学
が必ずしも必要とは思いませんが、世界に出て多様な考え方を身につけ、人と異
なることが今後の日本の発展に役立つと思われます。それは、私が付けさせてい
ただいたサブタイトルが表しています。人生は１度きり、私の様なものでも何と
かやっていけているのですから、名古屋大学呼吸器内科同門の若い先生方にも是
非、籠らずに挑戦して頂けたら幸いです。
（2015 年の同門会誌を改変）

図１

航空会社からのお礼の手紙が届いた。内容は、医師としての専門知識を駆使して
困難な状況によく立ち向かってくれた・・・。急病人と一緒ではあるが、人生初
めて First Class に乗った。機長がハグしてくれた。入国審査も機長と一緒に通っ
て、並ばずに済んでしまった。いいのか？？2012 年 12 月。
図２
研究科長直属コースについて（名古屋大学医学系研究科）。
図３
NIH-Japan-JSPS(日本学術振興会) symposium で NIH の Intramural Research
の director Michael M. Gottesman から Award を受け取る筆者。2014 年 10 月。
図４
NIH 金曜会の飲み会での一コマ。前列左が筆者。いろいろなバックグラウンド
（PhD, MD, MD/PhD, DDS, DDS/PhD, DVM）、年齢層の日本人研究者と交流で
きる。コラボに発展することも。筆者は MD と思われない事も。2013 年 8 月。
図5
名古屋大学医学部から NIH に来ている５人の集合写真。NIH の Building10,
Clinical Center South Entrance 前にて。左から、古川和宏先生（消化器内科）、
酒井陽先生（口腔外科）、筆者（呼吸器内科）、梶山広明先生（産婦人科）、小島博
先生（腎臓内科）
。梶山先生、古川先生、筆者は豊橋市民研修組（卒年はバラバラ
ですが）。2015 年 1 月。
図6
名古屋大学医学部から NIH に来ている５人で呑み会。梶山先生の日本帰国に際し
ての送別会。左後方の赤いアパートが筆者の住んでいるアパート。左から、小島
先生、古川先生、梶山先生、酒井先生、筆者。馴染みのお店以外で呑もうとする
と、ID を求められる事が多い。高校/中学生？ぐらいと思われているらしい。一度、
ID（州の運転免許）を見せたのに、「Really???」と言われ、お店の従業員３人が
集合し、ID を疑われたことさえある。2015 年 5 月。
図7
在米日本大使館(Washington D.C.)からバベキューパーティーに招待され参加。全
米 2014SAKURA / Cherry Blossom QUEEN (Oklahoma State 選出)と。The Univ
of Oklahoma の学生さんと言っていた。2014 年 6 月。

