
 

第 1 回 先達に聞く！インタビュー 
2019 年 3 ⽉ 20 ⽇ 

 
⽇本若⼿精神科医の会（Japan Young Psychiatrists Organization: JYPO）は創⽴ 18 年を

迎え、今現在多くの卒業⽣が⽇本全国で活躍されています。そんな先輩がたから、これまで
のキャリアの経過や、若い頃の悩みの解決策などを伺い、若⼿精神科医が⾃分たちの将来を
考えるという機会にしたいということで、「先達に聞く！インタビュー」という企画を⽴ち
上げました。 

記念すべき第 1 回には、 
東京医科⻭科⼤学 精神科 ⼤学院医⻭学総合研究科 精神⾏動医科学分野 教授 
⾼橋英彦先⽣にお越しいただきました。 

 この機会に JYPO 会員や社会に向けてのメッセージをお伺いしたいと思います。 
 

聞き⼿：堀之内徹、久我弘典、中神由⾹⼦、⼤⽮希 
写真：⼤⽮希 
開催場所：関⻄研修センター 
開催⽇：2019 年 2 ⽉ 14 ⽇ 

（写真左から、久我弘典、中神由⾹⼦、髙橋英彦先⽣、堀之内徹、⼤⽮希） 



 

●JYPO との出会い 
堀之内）JYPO に⼊ったきっかけを教えてください。 
 
⾼橋）JYPO ⼀回⽣は拉致られました（笑）。First CADP が 2002 年 2 ⽉に開かれた際に、
神⼾でこういう会があるということで、当時勤めていた浅井病院の院⻑が JSPN にも関わっ
ておられ「こういうのが開催されるぞ、⾼橋は好きだろう」と⾔われて知りました。⾏った
ら六甲⼭の研修施設で、下界から隔絶された状況で、⽇本語禁⽌・英語漬けで「えらいとこ
にきちゃったなー」という感じでしたね。それで⾮公式に JYPO がこのときにできたんです
ね。医師 5 年⽬の時でした。 
 
久我）そのときはまだ初期研修制度ではなかったので、卒後 5 年⽬、精神科 5 年⽬ですね。 
堀之内）その後の JYPO での活動はどうでしたか？ 
 
⾼橋）最初はメインの活動は CADP だったと思います。今⽇も Sartorius 先⽣（Norman 
Sartorius 先⽣: 元世界精神医学会会⻑）がコンストラクティブな criticism をされるわけで
すが、それにみんな慣れていないということもあって。当時は佐藤光源先⽣（元⽇本精神神
経学会会⻑）とかシニアだけが同時通訳のレシーバーを使って⽇本語を聞いていたんです
が、狭い部屋でその⽇本語がまる聞こえだったんですね（笑）。それで Sartorius 先⽣や
Goldberg 先⽣（David Goldberg 先⽣: 元世界精神医学会会⻑）が批判されるわけですが、
英語でなんか⾔われてもまあ細かいニュアンスはわからないですよね。でも数秒後に逐⼀
⽇本語で「君は決定的な間違いを犯してしまった！」と⾔われると、グサグサ来て参っちゃ
う⼈もいましたね。 
 
⼀同）笑 
 
⾼橋）僕も凹みはしましたけど「こういうことを明⽰的に⾔ってくれる⼈は、⽇本ではいな
いし勉強になる」と思って頑張って参加しました。佐藤創⼀郎先⽣（現: 希望ケ丘ホスピタ
ル）、中川敦夫先⽣（現: 慶應義塾⼤学）、館農勝先⽣（現: ときわ病院）とか、そういう先
⽣は雰囲気を楽しんでいました。 
 
 
●研究について 
堀之内）研究を⾏う上で特に意識していることは何でしょうか？ 
 
⾼橋）研究を⾏う上で、ノーベル賞クラス級のある先⽣から⾔われた⾔葉を⼤事にしていま
す。「研究者には⼆つのスタイルがある。⼀つ⽬のスタイルは、あるトピックを深く研究す



 

るもので、こちらは authentic である意味では普通の研究スタイル。もう⼀つのスタイルは、
コネクティングドットがうまい研究者、つまり、いくつかの分野をコネクトして新しい分野
を切り開くようなスタイル。前者の⽅が王道で、後者は⼤抵はあれもこれもと⾷い散らかし
て終わりになるが、しかし、⼤きい地図を作るやつがいる」という話。⾃分がどっちなのか
ということを意識して研究を進めるべきだ、と。僕は圧倒的に後者なので、こういうスタイ
ルもありなんだ、と。コネクティングドットをしていこう、と思いました。教授となった今、
⼀⾒、いくつものテーマが並⾏して動いていても、最後にはまとまるような形にすることを
⽬指しています。 
 
堀之内）そういう考えがあるんですね。 
 
久我）⾼橋先⽣はニューロイメージングという印象がありますが、ニューロイメージングを
掘り下げたという感じではないんですか？ 
 
⾼橋） そういう感覚はないですね。研究のハブにはなっているが、掘り下げたという感覚
はなくて他の何かをくっつけることにモチベーションが湧くし、価値観を⾒出していると
いうところ。 
 
久我） 上司からはよく「まず 1 つラベルを決めなさい。誰々といえば、というのを 1 つ作
って、枝葉をつけなさい」と⾔われますが、この点はどうでしょうか？ 
 
⾼橋） おっしゃる通りだと思います。今⾔ったことと相反するけれども、この⼈の名刺代
わりの仕事、こういうことをしてきたよ、という出世作や代表作を作ると、研究だけでなく、
⼈脈も広がっていきます。僕は情動や意思決定に関するニューロイメージングが名刺代わ
りの研究になりました。それでこの分野と⾔えば⾼橋と⾔ってもらえるようになったと思
います。 
 
久我） コネクティングさせる
けれども⼀つ最初は必要だとい
うことですね。 
  



 

●海外留学について 
堀之内）海外留学についての考え⽅を教えてください。 
 
⾼橋）留学にも２つのスタイルがあると思います。現実路線か、うんと若いうちに⾏くか、
ですね。 
専⾨医・指定医をとったり家族がいたりすると、どうしても現実路線になりますし、その場
合はそれほど⻑くなくて良いと思います。海外で関係性を作って、⽇本で習得しがたいスキ
ルや知識とかを⾝に着けて、後は⽇本に持ち帰るなり、国際共同研究をすればよいというこ
とになりますね。現実路線なら「向こうで論⽂を書かないと帰ってこないぞ！」とまで覚悟
しすぎなくても良いと思います。 
⼀⽅で、指定医や専⾨医は後回しにして本当に若いうちに⾏くパターンでは「⼀発当てるま
では帰ってこない」というくらいの気持ちで⾏くのも良いと思います。 
私は前者だったので、スキルや知識を⾝に付けることに特化して帰ってくるという形です
ね。 
 
堀之内）留学に⾏くには 1 箇所しか⾏けないことが多いですが、現実路線だとどういう考
えで⾏き先を決定すると良いですか？ 
 
⾼橋）僕はカリフォルニアのカルテックというところで、医学部もない留学先でした。向こ
うのメディカルスクールに⾏くのも意義はあるけれども、⾃分が受けたことがない教育を
受けて、まさにコネクティングドットをしたかったので、あえて医学部がないところに⾏き
ました。そこには学際的なプログラム CNS とよばれるものがありました。CNS は
Computational neuronal system という意味なんですが、central nervous system とかけてい
たり、あとは下世話ですが Cell、Nature、Science を書けるくらい⾼みを⽬指すという意味
もあると聞きました。バイオロジーだけでなく、コンピュータサイエンス、エコノミクス、
⼼理系が合同で複数の教授が複数の若⼿を教えるというものでしたね。 
 
久我）留学の時期はいつでしたか？ 
 
⾼橋）2008 年なので卒後 11 年ですね。放医研（放射線医学総合研究所）に所属していた時
期。幸いにも⽇⽶脳（⽇⽶科学技術協⼒事業「脳研究」）というグラントがあたって、これ
で留学させていただきました。 
 
久我）タイミングはいつ頃だったんですか。 
 



 

⾼橋）私の場合は、PhD を取って、放医研でポ
スドクを経て主任研究員をやっているときで
したね。さきがけという研究費で⼤きなお⾦を
貰っていたのであまり国内を留守にもできな
い、という⾵にも思っていました。 
 
久我）チーフもやって、その後に留学に⾏かれ
たということですね。 
 
⾼橋）チーフもやっていたし、それなりに業績がある状態だったので、カルテックでもどの
くらいの形で受け⼊れるかということを教授会で審議してくれて、visiting professor という
⽴場を与えてくれました。そうなると ID をもらえたり、職員が泊まれる housing が使えた
り、faculty club に⼊れたりとメリットがありましたね。そういうサポートを受けやすいと
いう意味でも名刺代わりの業績があった⽅がやりやすいでしょう。逆に⾔うとそれがない
と「この⼈何をしに来たの？」って visitor 扱いされたりすることもあります。⾃腹で⾏く
という形もあり得るけれども、受け⼊れ先からすると academic record がなくてただの
visitor という扱いになりがちなので、やっぱり⾃分で研究費を取っていくという形が良い
ですね。そうなると visiting professor なり、visiting associate、 fellow とか、⾔い⽅は違う
けど⾝分をくれますので、そうなると academic record も残るし、ビザも取得しやすくなる
と思います。若⼿によく⾔うのは、留学には 50 万でも 100 万でも良いからグラントを取ら
ないといけないということです。そうすると向こうも「ちゃんとお⾦をとってくれる⼈だ」
とみなしてくれますので。研究費とちゃんとした論⽂を１本ということが必要になるかな。 
 
中神）やっぱり留学⾃体は⾏った⽅がいいですか？ 
 
⾼橋）⼈脈ができるし、国際的なコラボのためにはすごく重要ですね。やっぱり国際雑誌の
掲載もコミュニティに⼊っているかどうかは、ほとんど同じレベルの論⽂があったとした
ら、コミュニティに⼊っている⽅が選ばれるでしょうから。コネのためにも。 
 
堀之内）コネクションはやっぱりどこまでいっても重要ですね。 
 
  



 

●職場内での⽴ち位置 
堀之内）後輩などを指導する上で気を付けていることは何ですか？ 
 
⾼橋）シニアの⽴場になってきて、JYPO に⼊った頃とは違ってきていますね。嫌でも⾒ら
れる⽴場になっていると思います。逆に若い⼈も、今後部⻑になったりステップアップする
と⼈から⾒られる⽴場になると、少し⼤⼈びたふるまいも求められるようになります。 
 
⼀同）⼤⼈びた振る舞い！ 
 
⾼橋）そういうことも⾒られるようになっていきますね。 
 
堀之内）ポジションによって⾃動的に変わってきてしまうんですね。 
 
●オフの時間の過ごしかた 
堀之内）ワークライフバランスの取り⽅を教えてください。 
 
⾼橋）メリハリがつけられる時もあるし、家で仕事をやっているときもあるし、⾃分でもは
っきり分からないところですね。基本的にはオンオフをしっかりしたいけど、どうしようも
なくて、今もそうだけれど。 
 
堀之内）そうでしょうね！（※このインタビューは、⾼橋先⽣が京都⼤学精神科から、東京
医科⻭科⼤学教授に赴任された直後の時期に⾏われました） 
 
⾼橋）京⼤と医科⻭科で⼆重⼈格で仕事しないといけないので（笑）。でも基本的にはオン
とオフをしっかり分けるように、と若い⼈にも⾔おうと思っています。カロリンスカに留学
していた放医研の先輩はきっちり 17 時に帰っていたんですよ。「ボスが先に帰らないと下
が帰れないから」と。ダラダラ残ってもしょうがないので、僕もそういう⾵に下に接したい
ですね。 
 
堀之内）⾼橋先⽣は釣りが趣味だと伺っていますが、ワンシーズンは絶対⾏くとか何か決め
ていますか？ 
 
⾼橋）ワンシーズンどころか⽉に 1 回は基本的に釣りに⾏きたい、と釣り部の中でやって
いますね。釣り好きな院⽣が多くて、京⼤精神科の中でやっているんです。なので基本的に
はオンオフしっかり分けて、ということですね。 
  



 

●臨床における経験とスタイル 
堀之内）臨床はどういうスタイルでやっていますか？何の影響でそうなったんでしょう
か？ 
 
⾼橋）九⼗九⾥の浅井病院で研修をした。背⽔の陣の医療過疎地域にあり、救急からリハビ
リから⽼年内科や内科の⼆次救急までみるような病院です。 
 
堀之内）単科病院ですか？ 
 
⾼橋）精神科単科から派⽣したけど総合病院化した病院ですね。内科病棟も精神科医が当直
をしなければいけなかったり、何でも屋という感じで鍛えられました。⼤学病院だと専⾨外
来を設けて売りを出していくスタイルもありますが、教授⾃らがジェネラルにやっている
ところもありますね。 
 
堀之内）北⼤では疾患を絞らずに診ていますね。 
久我）九⼤では最近忙しいので双極性障害外来に特化していますが、前までは⼀般外来でし
たね。 
 
⾼橋）研究ではスペシャリティはあっても、臨床はジェネラルに。教育⽬的でもポリクリと
か陪審とかありますが、そこも教授の専⾨だけでやるのではなくてジェネラルにやる、と。
浅井病院では⾝体的なこともかなり診ないといけず、いまは錆びついているがので直接⾃
分で⼿技をするというわけではないですが、積極的に他科と協同していくということが重
要だと思っていますね。 
 
堀之内）⾃然とそのスタイルに落ち着いたということだったんですが、他の⽅法が良いかと
迷ったりはしませんでしたか？ 
 
⾼橋）そうでもなかったですね。救急からリハビリもやりましたしね。精神科救急はかなり
忙しかったですね。 
 
堀之内）研究と臨床の 2 つを強く結び付けなければというわけではなく、別という枠組み
が良いのでしょうか？ 
 
⾼橋）浅井病院は MRI もあったし統合失調症も多かったので、統合失調症の画像の臨床研
究はさせてもらいましたね。なのでそこはやり⽅次第でしょうね。 
  



 

●若⼿へのメッセージ 
堀之内）若⼿、例えば 10 年⽬の頃の悩みはどんなもので、それをどうやって解決しました
か？ 
 
⾼橋）研究のスタイルをどうするか、臨床と研究のバランスをどうするか、でしたね。その
ときは放医研にいて、研究所だったので本務は研究なので、数年間は徹底的に研究をバリバ
リやろうと思って。研究スタイルどうするかは、コネクティングドットか、⼀つに絞ってや
るかということだったが、僕はあまり⼀つに決められなかったので悩んだ末に、さっきも出
た偉い先⽣の⾔葉もあって、コネクティングドットでやっていこうと決めました。臨床と研
究のバランスについては、ちょうど研究は 5 年くらいやっていたところで、この先の⾝の
振りを考えていたときに、京⼤の村井教授から「⼀緒に教室を盛り上げるのに⼿伝ってほし
い」とお声がけいただいて。どこかで臨床に戻るタイミングについても伺っていたところだ
ったので、これを機に 2010 年に京⼤に移ったということですね。 
 
久我）その決断は難しくなかったですか？ 
 
⾼橋）そうですね、そんなには難しくなかったですかね。 
 

 
●東京医科⻭科⼤学の精神科教授としての今後 
堀之内）⾼橋先⽣の⺟校でもあり、最近教授に赴任された東京医科⻭科⼤学精神科はどうい
うところですか？ 
 
⾼橋）クリニカルにもアカデミックにもリベラルなのが医科⻭科の伝統ですね。また研究グ



 

ループも複数あって、精神病理、精神薬理・化学、精神⽣理と、単純にいうとそういう⾵に
分かれていて、⾊んなことができるという伝統的な教室ですね。 
 
堀之内）その伝統ある教室の教授に赴任されたわけですが、今後の運営はどういう形を⽬指
していますか？ 
 
⾼橋）基本的には多様性を認めて、層の厚い集団にしていきたい。⾃由な雰囲気があるとこ
ろにしたい。若い⼈が新しい分野を開拓していって欲しいですし、多様な⼈材が活躍できる
ような形にしたいですね。 
 
堀之内）多様性はやはり重要でしょうか？ 
 
⾼橋）研究スタイルとも通じるところですが、あれもこれもで収拾つかなくなって⾷い散ら
かしてという可能性もあるので⼀点特化するのも、スタイルとしてはあり得るとは思うけ
れど。理想的には臨床でも研究でも医局員の多様な関⼼に応えられるようにしたいですね。 
 
堀之内）教授になることを意識し始めたのはいつからですか？ 
 
⾼橋）先輩とかから⾔われるようになってくるんですよね。京都に移る前の 2008 年くらい
から、先輩から半分冗談半分本気で⾔われるようになってね。 
 
堀之内）これを意識することで⾏動は変わるんですかね？ 
 
⾼橋）やっぱり⾃分の⾏動を⾒られるようになるので、軽率なことができないというのはあ
りますね。⽴場が⼈を育てるというのがやっぱりありますね。 
 
堀之内）完全にアグリーです。 
 
 
●読者・社会へのメッセージ 
堀之内） 最後に JYPO 会員に向けてのメッセージ、また社会に向けてのメッセージをお願
いします！ 
 
⾼橋）JYPO の⼈たちに伝えたいこと。若いときはピュアなフレンドシップで、これは本当
に⼀⽣続くことだと思うので⼤事にしたら良いと思います。 
社会に向けてのメッセージというのも難しいけれど、今⽇の朝⾷をともにした Sartorius 先



 

⽣によると、Sartorius 先⽣が最初に⽇本に来たときは反精神医学というほどの動きはなか
ったけれども、WHO の会合は隠れてやらざるを得なかったと仰っていました。やっぱり社
会から精神科医というものが信頼されていなかったんだろう、と。時代が変わってもちろん
変化はしてきていると思いますが、理解されていない部分もあると思うので、何とかしたい
ですね。まずは⼤学病院の中でいうと他科の先⽣からの信頼を得るのは重要ですね。僕なん
か⿇酔科回ったときは「プシ科の研修医が来た！なんにもできないだろう！」って⾔われた
ものですから。 
 
⼀同）ありがとうございました！ 
 
 
⾼橋英彦先⽣には、JYPO との出会いにはじまり、これまでのキャリアにおけるターニング
ポイントや研究のあり⽅、海外留学、臨床スタイル、オフの過ごし⽅、今後の意気込みなど、
多岐にわたるトピックに裏話も交えつつ快く答えていただきました。これらは若⼿精神科
医が悩みやすいポイントでもあり、⾼橋先⽣のお答えやご経験を参考にして、多くの若⼿精
神科医にとって⽇々の診療や今後のことを考える機会になれば幸いです。 
異動直後のご多忙のなか、多くの質問に答えていただき、ありがとうございました！ 
 

インタビューのお礼と教授着任のお祝いと
して、⾼橋先⽣の趣味である釣りにちなんだ
ネクタイ・ネクタイピンを聞き⼿⼀同よりプ
レゼントさせていただきました。 


