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浅野（座長）　それでは学会特別企画を始めさせ
て頂きます。私は座長を務めます慈恵医大の浅野と
申します。よろしくお願いいたします。
本日は寺崎先生がオーガナイザーとして加わって
頂いておりますので，後ほど，この企画の趣旨をご
説明頂きます。ご存じの方もいらっしゃるかと思い
ますが，昨年の学術総会でも COIを特別企画とし
て取り上げました。そこで幾つかのご意見が出て，
そのご意見を踏まえた上で，寺崎先生を中心に当学
会の COIマネジメント指針が作られました。この
指針は 8月の理事会で承認され，昨日の社員総会で
も報告をいたしました。また，今年新たに寺崎先生
を委員長とする利益相反委員会が立ち上がり，当学
会における COIマネジメントの体制が整ってきて
おります。
ということで，まずは，今回の企画の趣旨に関し
まして，委員会の委員長でもあります寺崎先生にお
話頂こうと思います。それでは寺崎先生よろしくお
願いいたします。
寺崎（オーガナイザー）　1月に当学会は新体制
になり，新たに利益相反委員会が設置されました。
今までの経緯もあって，私がその担当になりました
のでよろしくお願いします。
さて，今回，当学会の COI指針が決められたわ
けですが，どのような経緯で作られてきたのかを少

し振り返ってみたいと思います。
ご存じの方も多いと思いますが，日本医学会では

2011年に「COIマネジメントガイドライン」を公
表しました。その背景には，臨床研究，あるいは医
学研究と言われるような，日本の医学界で行われて
いる研究に，不正やそれを強く疑われるような事例
が頻発したというようなこと。それから，アメリカ
を中心に，COIをより一層厳密に管理しようという
動きが加速して，日本の医学界もそれに歩調を合わ
せなければならなくなったことなどがあると思って
います。日本医学会が COIマネジメントガイドラ
インを公表してから，各学会ではそれを参考にそれ
ぞれガイドラインが作られるようになり，ここ数年
で急速にこの動きが広まった感じがしています。
COIマネジメントの対象は，当初は問題が表面化し
た臨床研究に焦点が当てられましたが，今では医学
系の研究全般に広げて COIをマネジメントするこ
とになっています。
臨床系の各学会がガイドラインの公表を進めてき
たことを受けまして，社会医学系でも COIマネジ
メント指針を作ろうという話になり，2014年の夏
頃には社会医学系の 6学会が共同で取り組む機運が
生まれ，当学会もそれに参画することになったよう
です。その辺のことは，後で加藤先生からお話があ
ると思いますが，非公式に話し合いの場なども持た
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れたように聞いています。そして，具体的な検討が
既に進んでいる学会と，これからという学会もあり，
なかなか歩調を合わせることが難しいことがわかり
ました。そこで，当初目指していた共通のガイドラ
イン作りは断念して，社会医学系研究における COI

マネジメントの考え方を示した共同提言を作って，
それを踏まえて各学会で個別にガイドラインを作ろ
うということになったようです。
そこで，2015年の春に当学会でも COIマネジメ
ント指針を作ることになり，タスクフォースという
ことで，私を含めましてここにおられる先生方にも
加わっていただき，臨床系学会や，もちろん社会医
学系の他の学会の取り組みを参考にして，とりあえ
ずの案を作ることになりました。半年ぐらいで指針
案を作りまして社員総会や理事会に諮ったのです
が，少し厳し過ぎるのではないかと，あるいは文言
が少し曖昧ではないかというような意見をいただき
まして，再検討することになりました。特に，昨年
の学術総会における COIマネジメントに関するシ
ンポジウムでは，ここにおられます長谷川剛先生か
ら，強い批判をいただきました。それは，臨床系と
大差のないガイドラインで良いのか，社会医学系の
研究は医療政策などにも絡むような社会に及ぼす影
響が大きい研究が行われているので，もっと違った
視点からのアプローチが必要ではないか，という意
見でした。
そうはいっても，他の社会医学系 6学会も当学会

と似たような指針を作っていて，われわれのところ
だけで社会医学研究をターゲットにした COIマネ
ジメントを検討するのは荷が重いとも感じていま
す。社会医学系の 6学会が共同で提言を出した経緯
もありますので，今後，できれば社会医学系学会が
合同して，わが国の社会医学研究における COIの
マネジメントの在り方を検討できればと願っていま
す。しかし，やはり臨床系の学会で策定したような
COIマネジメントのガイドラインぐらいは，当学会
でも整備しておく必要があるということで，原案に
対して理事会で指摘された部分を一部修正した形
で，2016年 9月の理事会で承認していただき，昨
日の社員総会でその旨を報告したということです。
一応，即日発効ということで，既に，今この時点で
ガイドラインを遵守しなければいけないということ
の認識は，ぜひ共有していただきたいと思っている
ところです。

今回修正した主な部分は，理事会での指摘に関し
ては後で福田先生から詳しい説明があると思います
が，原案の段階では作られていなかった「利益相反
委員会」が当学会でも設置されましたので，「利益
相反委員会の役割」というものを書き加えました。
それから，研究成果の発表として口演やポスターで
の発表，また論文発表に際しての COIに関する自
己開示と申告書などについても若干修正してありま
すし，学会の役員に就任する際に提出する自己申告
書なども表現を修正したりしています。修正の詳し
い内容は福田先生にお願いするとして，COIマネジ
メント指針の作成に関する経緯について簡単にご報
告させていただきました。
浅野　寺崎先生，ありがとうございました。
今，話題に出てきましたが，理事会での議論の経
緯に関しまして，国立保健医療科学院の福田先生に
お話をして頂きます。福田先生は昨年まで COI担
当理事をされておりました。では福田先生よろしく
お願いいたします。
福田（パネリスト）　本日お話しさせていただく
のは，この 1年の間，最終版までにどのようなご意
見があり，どう変わったかという点です。
まず対象者ですが，原案では，本学会の会員，お
よび学会員以外で学術総会，例会，研修会，講演会
等で発表する者，また，学会機関誌等，刊行物へ論
文や著作等発表する者，役員につきましては，理事
長，理事，監事，学術総会担当者，各種委員会の委
員長，委員，作業部会の委員等を含めます。さらに
事務職員，あとは，これらに該当する者の配偶者，
1親等の親族，または収入，財産等を共有する者と
いうことです。
これに関しまして，各委員会の委員まで必要かと
いうご意見がありました。そこで，検討した結果，
日本医学会のガイドラインに準拠しまして，委員長
は全ての委員会の委員長に申告をしていただきます
が，委員に関しては，特定の委員会（編集委員会と
利益相反委員会）に限定しました。
次に，実施方法です。原案では，学術総会担当責
任者は，医療・病院管理学研究の成果が発表される
場合には，その実施が本指針に沿ったものであるこ
とを検証し，本指針に反する演題について発表を差
し止める等の措置を講ずることができる，それだけ
の権限を持った役割があるとしています。編集委員
会についても同様に，本指針に沿ったものであるこ
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とを検証して，差し止め等ができるというようにし
ています。
基本的には，学術総会担当責任者ならびに編集委
員会で，このような役割を担っていただくというこ
とではあるのですが，現実的な問題として，本指針
に沿ったものであるかを検証することができるのか
という指摘がありました。つまり，申告があったと
しても，それによって，研究結果が影響を受けてい
るかといったところまでは判断が難しいのではない
かということです。そこで，学術総会担当責任者と
編集委員会の役割としては，指針の順守状況の確認
に努め，明らかに指針に違反していることが明白に
なった場合には，必要な措置を講ずることができる
としました。
次に，利益相反委員会の役割を追加しました。利
益相反委員会は，会員を対象とした教育研修を企画・
実施すること，本指針やそれに関連する細則を整備
すること，学会発表や論文投稿等に際して利益相反
が適切に管理されるように，学術総会担当責任者や
編集委員会に対して助言・指導をすること，そして，
役員から提出される申告書については，この委員会
で確認すること，以上のような内容です。
それから，利益相反の申告対象ですが，これは明
確に「医療・病院管理学に関連する企業，法人，組
織や，営利を目的とした団体」ということです。
これに対して質問，ご意見があったのは，まず，
申告対象は全ての企業，法人組織や営利を目的とし
た団体かという点で，これについては，全てではな
くて，医療・病院管理学研究に関する企業，法人組
織や，営利を目的とした団体のみということです。
次に，所属，つまり雇用関係がある場合にも申告
をするのかという点ですが，原則としては，成果発
表などの際に所属を明記すれば，雇用等の特別な関
係にあることは明白なので，当該団体等から出る報
酬等については，申告対象外と考えるのが一般的で
あると解釈しています。
それから，申告の範囲ですが，団体等からの研究
費や寄付金について，もちろん個人に対して支払わ
れている寄付金等については申告していただく必要
がありますが，例えば申告者が所属する部局，ある
いは研究室の代表者等に寄付金等がある場合にはど
うするか。また，部局内の他の個人に対して支払わ
れたものは含めるべきかどうかというご指摘があり
ました。

これに関しては，個人だけでなく，所属する部あ
るいは研究室全体に寄付がされているという場合に
は，申告していただく必要があると考えています。
ただ，明確に部局内の自分以外の個人に支払われた
ものについては，ご本人に判断していただくことに
なると考えます。つまり，それが全く本人とは関係
ないテーマで，関係ないところで行われているので
あれば，不要ではないかと思いますし，寄付されて
いる趣旨に関連することを，ある程度一緒に行って
いるということであれば，やはり範囲内かと思いま
す。
もう一つ，ご指摘ありましたのは，申告期限です。
役員については過去 1年分を申告して，さらに，新
たに生じた場合には，2カ月以内に申告となってい
ます。
これにつきまして，2カ月以内というのは現実的
に厳しい場合があるのではないかというご指摘でし
たが，日本医学会のガイドラインでは，例示として
6週間以内とされており，2カ月のほうが少し長い
ということと，これが半年，1年というのはいかが
なものかということで，2カ月以内にご申告いただ
くという形で修正なしにしています。
最後に，閲覧の範囲です。申告されたものは個人
情報として扱う必要があると思いますので，誰が閲
覧できるのかを規定するべきではないかというご意
見がありました。これを受けて，申告書の利用可能
者を明記しました。具体的には，本学会の理事長と
関係役職者として学術総会担当責任者，編集委員長，
利益相反委員長，そしてこれらの方が許可をした者
の範囲ということです。
さらに，情報の扱いに関しても，当該個人の COI

状態の有無・程度を判断し，本学会としてその判断
に従ったマネジメントならびに措置を講じる場合に
限り，当該個人の COI情報を随時利用できるとし，
それ以外の目的には使ってはいけないという文言を
入れて，閲覧者や使用範囲を限定するという対応を
行いました。
浅野　福田先生，ありがとうございました。
次の発表の前に，今回パネリストをお願いした先
生方について，寺崎先生から説明をして頂きたいと
思います。寺崎先生よろしくお願いします。
寺崎　冒頭にご説明とご紹介をすべきところ申し
訳ありませんでしたが，福田先生は，1年前に COI

の指針を作るときの担当理事であったということ
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で，今，どういう経緯で修正を加えたのか詳しい内
容までご紹介いただきました。次に講演をお願いし
ています加藤憲先生は，先ほど申し上げましたが社
会医学系 6学会で共同提言を作ったときに，当学会
を代表して他の社会医学系の学会との交渉をしてい
ただきました。今回は，他の社会医学系学会では，
COIマネジメントについて，その後どのように進ん
でいるのかを調査をしていただきましたので，その
状況を報告してもらう予定です。
それから，横浜市立大学准教授の有馬斉先生には，
生命倫理や哲学がご専門ですので，倫理学の専門家
から見た COIマネジメントについて，その議論の
背景，それから特にお願いしたのは，社会医学系研
究における COIマネジメントにはどういう特徴が
あるのか，ぜひご意見をいただきたいということで
お招き致しました。
最後に指定発言として，長谷川剛先生には，昨年
の学術総会で，「社会医学系には，臨床系とは違っ
たマネジメントの在り方があってもいいのではない
か」ということを強く指摘されておりましたので，
改めて社会医学系の研究における COIマネジメン
トの在り方についてご意見を，もう一度お伺いした
いということで，最後にご発言をお願いしています。
浅野　それでは社会医学系 6学会の動きに関しま

して，加藤先生よろしくお願いします。
加藤（パネリスト）　社会医学系 6学会の COIマ

ネジメントに関する状況についてご報告いたしま
す。

2015年 1月，社会医学系 6学会の利益相反に関
する担当者が集まりました。社会医学系 6学会とは，
日本衛生学会，日本民族衛生学会，日本公衆衛生学
会，日本産業衛生学会，日本医療・病院管理学会，
日本疫学会の 6学会です。そこでは，日本医学会が
示しているガイドラインは，少し臨床色が強いので
はないかということもあり，社会医学研究共通の
COIマネジメント指針を作成することが話し合われ
ました。しかし，既に COIに関する指針を作成し
ている学会もございましたので，それならば，その
共通基盤ともいうべき声明のようなものを作成しよ
うとなりました。それが，「社会医学系 6学会共通
COIマネジメントポリシー」です。詳細は昨年の学
術集会において発表いたしました。
本日は，この社会医学系 6学会が，どのように

COIマネジメントに取り組んでいるのかをご報告し

ます。各学会の COIマネジメント担当者に対しま
して，COIマネジメントの現状について，本年の 6

月と 8月の 2回，メールにて尋ねました。民族衛生
学会からは，残念ながらご回答いただけませんでし
た。
まずは，6学会の話し合いにより作成されました

COIマネジメントポリシーの扱いです。衛生学会，
公衆衛生学会，疫学会の 3学会は理事会にて承認，
産業衛生学会が理事会にておおむね了承を得ている
とのことです。本学会は，本年 3月に承認されまし
た。
続きまして，COIガイドライン指針・細則ですが，
衛生学会，公衆衛生学会，疫学会の 3学会が約 2年
前に制定，実施しております。産業衛生学会は，利
益相反に関する委員会規定というものを 2013年に
施行され，細則は現在検討中とのことでございます。
本学会は，理事会にて指針と細則が承認されまして，
本年 9月 8日に施行されております。

COI委員会についてですが，おおむね各学会とも，
COIガイドライン制定の頃である 2014年に委員会
が設置されております。本学会は，昨年はタスク
フォース，本年より委員会として活動しております。
その委員会の構成を尋ねますと，人数は大体 4名か
ら 8名の男女両性で構成されております。公衆衛生
学会と疫学会には外部委員がおります。本学会は，
現在 6名，男性が 4名，女性が 2名の内部委員で構
成されております。
次に活動実績について見ますと，COI指針や細則

の作成等があります。その他の活動について尋ねて
みますと，COI状態にある対象者からの質問や要望
への対応は，衛生学会と疫学会が対応しております。
本学会においては，実際の運用について，指針や細
則に基づきこれから詰めていく必要があると考えま
す。
対象者の事業活動に係る COIマネジメント状態
の判断ならびに助言指導については，衛生学会，公
衆衛生学会，疫学会は，利益相反について検討を行
うと回答しております。本学会は，指針に COI委
員会の役割として，学術総会担当責任者や編集委員
会等と連携し，学会発表や論文投稿等における利益
相反が適切に管理されるよう助言指導することがで
きると定めております。
また，産学連携に係る COIマネジメントの啓発

活動および企画広報に関しては，公衆衛生学会と産
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業衛生学会が学術総会等においてシンポジウムの開
催やその計画をしております。本学会では，指針に
示された利益相反委員会の役割において，会員の学
術研究活動における利益相反を適切にマネジメント
するために，会員を対象とした教育研修を企画実施
すると定めております。
対象者の COI申告に関する疑義が生じたときの

調査活動，関係する施設機関との情報交換や措置の
勧告に関することは，衛生学会と公衆衛生学会が検
討中とし，疫学会は委員会の所掌事項と考えるが，
そのような事案は現在発生していないと回答してお
ります。本学会では，細則 6条 1項（1）において
COI委員会が調査を行い，結果を理事長に報告する
と定めております。また，細則第 5条 3項は，社会
的道義的な説明責任を果たすために必要があるとき
は，COI委員会や理事会の協議を経て，必要な範囲
で本学会の内外に開示もしくは公表することができ
ると定めております。
続きまして，委員会の開催頻度ですが，必要に応
じて開催する，メールにて審議するとの回答がござ
いました。産業衛生学会は年 1，2回開催するとの
回答でした。本学会では，今年度の事業計画におい
て年 2回の開催を予定しております。
また，委員会の課題として，臨機応変に対応する
には開催頻度を増やす必要があるとの回答や，現在
は第三者開示請求に対する対応を決めているのみ
で，COI状態の判断，対応をどうするかについて検
討の必要があるとの回答がございました。本学会に
おいても，同様の課題があると考えております。
以上のように，各学会は日本医学会の医学研究の

COIマネジメントに関するガイドラインに沿って，
体制を一通り整備した段階であります。社会医学研
究を行うにあたり，実際に起こった，あるいは起こ
り得る COI状態を検討し，それに応じたマネジメ
ント体制に改善していくのが次の段階だと考えてお
ります。そのために，社会医学研究における COI

状態とは何かを検討することが，今，求められてい
ると思います。ありがとうございました。
浅野　加藤先生ありがとうございました。
続きまして，横浜市立大学の有馬先生には専門家
の立場から，COIマネジメントが必要となった背景
とその必要性，そして社会医学研究の COIの特徴
に関してお話を頂こうと思います。それでは有馬先
生よろしくお願いいたします。

有馬（パネリスト）　ご紹介ありがとうございま
す。今日は「医学研究の利益相反管理に関する基本
的な考え方」という演題でお話させていただきます。
利益相反とは，そもそもどういうことを指すのか。
また，うまく管理しなければ，どんな問題が起こる
のか。管理の目的や意義はどこにあるか。どんな方
法がありうるのか。できるだけ事例を多く紹介しな
がら具体的に，基本的な点を整理できればと考えて
います。
「利益相反」とは何か
最初に利益相反とは何か。定義について今でもよ
く引用されるのはデニス・トンプソンの 1993年の
論文かと思います［1］。
トンプソンによると，利益相反とは，「一義的な
目的に関する専門家の判断が，二義的な目的よって
歪められかねない状況」と定義できます。ここでの
キーワードは「一義的な目的」と「二義的な目的」
ですが，原語では primary interestsと secondary in-

terestsです。「目的」という訳語はやや不正確かも
しれませんが，ひとまず意味はこれで伝わるでしょ
うか。
さて，専門家にとっての一義的な目的ですが，ト
ンプソンによれば，これは分野によっても違うが，
しかし特に医療分野の専門家についていえば，まず，
患者を健康にすること。また，優れた研究を行うこ
と。それから，学生教育を立派になすこと。これら
が一義的な目的だ，といわれています。
次に，二義的な目的の方では，まず，金銭を得る
ことがあります。この金銭にはもちろん研究資金も
含まれます。それから名声を得ること，地位を得る
ことも，二義的目的の一部です。そこで，たとえば
優れた研究を行うことという一義的目的（利益，関
心）が，金銭を得るということなどの二義的目的（利
益，関心）によって歪められかねない状況。これを
利益相反と呼ぼうということになります。
この定義には二点ほど補足しましょう。まず，ト
ンプソンのいう「二義的な目的」には，名声や地位
などが含まれていました。実際，名声や地位を得た
いという研究者の欲が研究のありようを歪めること
は，いくらでも起きているはずです。ところが，国
内外のガイドラインはどれも基本的には金銭に関す
るルールしかありません。なぜか，というのが一つ
目の補足点になります。これは，有り体にいえば，
お金以外は管理が難しいためです。研究者がどれく
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らい名声を求めていて，どのくらい地位を上げたい
と思っているか。こうしたことを数値化して申告す
る，という仕組みは作りにくい。これに対して，金
銭の場合は同じことが比較的容易にできます。現実
のガイドラインがお金のことに集中しているのはこ
のためです。
利益相反それ自体は悪ではない
もう一つ補足です。金銭・名声・地位というと，
何かしら悪いイメージがあるかもしれません。しか
し，トンプソンの考えでは，研究者に二義的な目的
があること自体は，悪いことではありません。
実際，純粋に一義的な目的によってのみ動機づけ
られている研究者より，お金や名声といった二義的
な目的も持っている研究者のほうが，熱心に研究し
たり，しっかり成果を出したりし得ることは十分に
想像できます。研究者に特許権を認めたり，成果を
給与と結びつけたりといった仕組みは，学術の分野
の最近の傾向の一つでもあります。
問題は，利益相反そのものではなく，利益相反が
場合によって現実の害悪につながっていく点にあり
ます。リンドセイ・ハンプソンらは，利益相反が原
因で生じうる害悪として， （a）研究テーマの偏り，
（b）研究デザインの緩み，（c）データの操作・改ざ
ん，（d）結果の隠蔽，（e）被験者の健康被害の五種
類を挙げています［2］。
このうちの（a）は，お金が得られそうなテーマ
にばかり研究が集中しがちになるという話です。ま
た（b）については，たとえば，どこかから資金提
供を受けていると，提供元にとって都合のよくない
結果を回避できるよう，結果について解釈の余地を
多く残すようなデザインの研究が増える，といった
指摘がされています。
データの操作・改ざん
残りの（c）（d）（e）は具体例を挙げておきます。
まず（c）のデータの操作・改ざんに関しては，非
常に面白い報告があります。カリフォルニア大学の
デボラ・バーンズとリサ・ベロは，受動喫煙と健康
被害のかかわりを主題として書かれたいわゆる総説
論文（review articles）のうち，1980年から 95年の
あいだに出版された 106本を調べています。すると，
その中には，たばこ産業からの資金提供をうけてい
る研究者によって書かれている論文が多数含まれて
いました。さらに，そのような資金提供をうけて書
かれた論文と，そうでない論文とを比べた場合，健

康への害を否定するものが前者の場合で圧倒的に多
いことが分かった，というわけです。具体的には，
31本がたばこ産業の資金援助を受けたことのある
著者によって書かれていて，また，その 31本のう
ちの 29本（94パーセント）が，受動喫煙の害を否
定していた。これは，たばこ産業とかかわりのない
著者による総説論文が健康被害を否定する確率と比
べると約 90倍の差があったといいます［3］。
国内のディオバンの事件も，やはりデータの改ざ
んが強く疑われた事例でした。最初に報道された京
都府立医科大学の研究者の場合，ノバルティス社か
ら 4年間で 1億円ほどの奨学寄付金を得ていまし
た。ディオバンは，他の競合的な薬と比べて，血圧
を下げはしないが，いくつかの病気の治療に効果が
ある，などの趣旨で論文を 7本ほど発表していまし
た。
論文の内容への疑いが公にされた 2013年当時，
特に問題視されたのは，データの解析をノバルティ
スの社員がしていたことでした。また，この社員が
論文上で自分の身分を偽っていたことや，ノバル
ティス社からの資金提供に言及していない論文も
あったことなども報道されました。
結果の隠蔽
（d）の結果の隠蔽についても有名な事例がありま
す。甲状腺ホルモン剤のジェネリック 4種を対象と
する比較試験の事例で，80年代の米国で起きまし
た。4種でもっとも売上が良かったのは，シンスロ
イドという薬でした。当時これを販売していたフリ
ントという製薬会社が，他のジェネリックよりシン
スロイドのほうが効果の面でも優れていることを
はっきりさせておきたいと，カリフォルニア大学の
薬学者に検証を依頼しています。
ところが実際やってみると 4種はどれも生物学的
に同等であることが判明します。この結果が，製薬
会社の意向でそのあと 7年間公表されませんでし
た。
その間，薬学者は成果をいちど論文にまとめて

JAMAに投稿しています。製薬会社の介入で投稿は
取り下げられるのですが，最後はこれがきっかけで
研究成果が公になりました。もし薬学者が投稿しよ
うとしなければ，ひょっとすると現在まで明るみに
出なかった事例です。実験結果のあらましとその後
のごたごたについては，JAMAの編集者がレポート
にまとめています［4］。
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健康被害
最後に，（e）の健康被害に関しては，ゲルシンガー
事件があります。利益相反との関連で健康被害を生
じたケースというのは，少なくとも公にはほとんど
知られていないそうですが，これは利益相反の事例
全体の中でもとりわけ有名な古典的事例といってよ
いと思います。

1990年代の終わりに，ペンシルバニア大学で，
遺伝子治療の臨床試験が行われました。OTC欠損
症の患者が対象で，OTC遺伝子を組み込んだウイ
ルスを太ももからカテーテルで入れる，という実験
でした。参加した 18歳の男性が，免疫反応による
多臓器不全で死亡しています。後で分かったところ
では，この男性は当日，除外基準を満たす体調不良
（肝臓の不調）があったにもかかわらず，研究に参
加していました。
研究代表者のジェームズ・ウィルソン氏は，この
研究を実施するための会社をつくり，筆頭株主に
なっていました。また，ペンシルバニア大学もこの
会社に投資していました。つまり，成功した場合，
代表者と大学には大きな金銭的見返りがあると期待
されている中，参加者が死亡したわけです［5］。
以上，利益相反が原因で生じうる現実の害悪の例
を見てきました。そこでもういちど繰り返しますが，
本当に悪いのはこうした例に見られるような状況で
あって，利益相反そのものではありません。利益相
反は，こうした状況につながるリスクを孕んではい
ますが，それはあくまで可能性ですし，しかも，生
産性の向上などの良い結果につながることもありえ
るからです。
現実の害悪を取り締まるのは難しい
すると，利益相反ではなく，現実の害悪そのもの
の方を取り締まるべきだ，と思われるかもしれませ
ん。しかし，実際のガイドラインなどに見られるルー
ルはそうなっていません。これにはいくつか理由が
考えられます［7］。
一つは，現実の害悪の方には，そもそも見つけに
くいものも多いということがあります。たとえば，
結果が隠蔽されていたら，見つけようがないかもし
れません。テーマの偏りについても，個人に関して，
あなたのテーマが偏っているという話ではなく，問
題はあくまで全体の傾向として，資金を得やすい
テーマに研究が集中することです。特定の研究を取
り締まるために名指しするのは難しいでしょう。

またもう一つ，現実の害悪はほとんどの場合，利
益相反との因果関係を証明しづらい，ということも
理由として挙げられます。実際，どの害悪も，利益
相反がなければ起きないというものではありませ
ん。たとえば，研究のデザインがしっかりしていな
い。これは，とくに利益相反がなくても，たとえば
研究者の技術不足でも生じうることです。健康被害
も同様でしょう。
たとえばゲルシンガー事件では，研究代表者の
ウィルソン氏のコメントがワシントンポストの記事
に出ているそうです。自分の研究はうまくいかなく
て，被害者にとっては非常に申し訳ないことになっ
た。けれども，ああいった失敗が起きたのは，とく
に経済的な見返りのことが頭にあったからではな
い，と，本人はそのように言っています［5］。
ディオバンの事件でも同じ状況がありました。京
都府立医科大学で学内調査を担当した方が記者会見
で発言し，広く報道されました。その中で，論文に
不正があったとは考えているが，とくに元社員の方
への接触を製薬会社から拒絶されてしまったので，
だれがやったのか，あるいは故意にやったのかどう
かの点に関してはもはや調べようがない。だから，
調査は打ち切りにする，とおっしゃっています［6］。
一般に，利益相反との因果関係は行為者の動機のう
ちにあるわけです。疑われている本人が，自分はお
金のためにしました，と言ってくれないかぎり，立
証はきわめて困難です。
つまり，利益相反が原因で生じてくる現実の害悪
は，まず，見つけにくい。それから，利益相反との
因果関係を証明しづらい。現実の害悪のほうを摘発
し，加罰する，という方法がとられない理由はこの
辺りにあります。
利益相反管理の目的と意義
そこで，利益相反の状況そのものを管理していく，
という考え方が出てきます。利益相反それ自体が悪
でないことは前提ですが，それでも管理することに
は目的あるいは意義を認めることができる。正確に
いうと，この目的は，二つあるといってよいでしょ
う。
一つは，専門家としての判断を適正なものとする
ことです。もちろん，お金をもらっていても立派な
研究がなされるということは十分に可能です。しか
し，専門家の判断が，二次的目的によって歪められ，
現実の害悪につながるリスクもある。しかも，現実
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の害悪のほうを直接に取り締まることは難しい。そ
こで利益相反そのものを管理するべきだと考えられ
ることになります。
第二の目的は，専門家に対する社会の信用を維持
することです。このことは国内の各種ガイドライン
にも明記されています。利益相反と現実の害悪との
因果関係は証明できないことが多い。しかしそれを
放っておくと，社会の信用に関わる。そこで，一般
の人々に疑われる状況は，やはりできるだけなくし
ていこう，ということになります［7］。
利益相反管理の方法としての開示
利益相反という概念や，利益相反管理の意義につ
いて述べてきました。最後に，もう少し具体的な管
理の方法についてお話しします。方法はいくつか考
えられます。
国内外で最もよく行われているのは「開示」です。
開示はもちろん重要ですが，しかし，以下では，そ
の良さだけでなく，問題点や限界について，また，
他にも方法があり得ることなどお話したいと思いま
す。
そもそもどうして開示するのか。一言でいうと，
これは，専門家の判断が適切かどうか，他の人が判
断できるようにするためだと考えられます。もう少
し正確にいえば，専門家がこれから下すことになる
だろう判断について，適正であることを期待できる
かどうか。この点を評価するための材料を提供して
いるというわけです。
他の人とは，具体的にはたとえば COI委員会の
委員があります。それから IRBの委員。これらの
委員は，プロトコルの段階で，研究が適正になされ
ることを期待できるか評価しなければなりません。
そのための材料として利益相反状況の開示を受ける
わけです。それから，研究への参加を検討している
患者がいます。この人たちは，自分がこれから参加
しようとしている研究について，適正な実施を期待
できるか検討します。そのため国内でも最近は，患
者への説明同意文書の中で COIが開示されること
になっています。
また，見過ごされがちかもしれませんが，開示を
うける必要がある人には，発表論文のオーディエン
スも含まれます。この点に関してはとても面白い指
摘の実例があります。先ほど紹介したカリフォルニ
ア大学のバーンズとベロの両氏ですが，たばこ産業
の事例の統計を発表した論文のいちばん最後，こん

な風に書いています。「総説論文の著者は所属や資
金元を開示すべきであり，また，それを読む人のほ
うでも，開示された情報を考慮しながら総説の結論
を評価すべきである」［3］。つまり，受動喫煙はあま
り健康に被害がないですよ，と結論している総説論
文を読むことがあったら，その総説論文の著者がた
ばこ産業と関係しているか確認しましょう，そして
実際に関係していたら結論を割り引いて評価する必
要があるかもしれません，と，そういう意味でしょ
う。これは非常に印象的な論文の締めくくりかただ
と思います。
以上は開示の良いところですが，次に開示の限界
や問題についても整理しておきます。
ロジャー・フォスターは，とくに臨床研究の参加
者を対象とする場合の開示について，妥当性を問題
視しています。そもそも患者に開示するのは，お金
のために不適切な研究がなされるということがない
か評価するためです。しかし，たいていの患者はこ
のことを評価できるほどのスキルを持ち合わせてい
ないように思われます。また，COI管理の本来の責
任は，あくまで医療者や病院のほうにあると考えら
れます。しかし，患者に開示しておきさえすればそ
れでよいというルールがあると，医療者や病院は，
もっとも弱い立場の人に難しい判断を押しつけて責
任を逃れることになりかねない。フォスターの批判
の趣旨はおおよそこのような点にあるといってよい
でしょう［8］。
また，患者への開示については，今いったことと
反対に，医療者との信頼を壊すことにつながるかも
しれないという点も危惧されています。同様の点は，
論文のオーディエンスを対象とする場合の開示につ
いてもいえるかもしれません。
また，対象が誰であるかに関わらず，開示しても
依然として現実の害悪は一般に起こりうるという指
摘もあります。実際，先ほどの遺伝子治療の研究は，
事前に COIが開示されていたケースでした。金額
の大きさが IRBで問題になったにもかかわらず，
審査を通り，実施され，そして実際に参加者が死亡
しています。
モニタリングと監査，分業
さて，開示以外の方法で考えられているのは，ま
ず，モニタリングと監査があります［7］。モニタリン
グと監査は，国内でも臨床研究に関して少しずつ整
備が進んでいる段階だと思いますが，これをしっか
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りと利益相反の開示と関連づけていくという理解で
よいかと思います。たとえば除外基準が順守されて
いるか。データの処理で不正やごまかしがないか。
これらの点を COIのある研究でとくにしっかり確
認していく，ということになります。
さて，開示は規制としてはもっとも弱いタイプと
いってよいと思います。モニタリングと監査はそれ
と比べると少し強い内容です。さらに強い規制のか
けかたは，これは名前がないのでどう呼べばよいか
苦慮しますが，いわば分業あるいは仕事の切り分け
のようなものが考えられています。つまり，利益相
反の状況にある人は，研究全体の中でとくに判断の
歪みが害悪につながるプロセスを分担しないように
してもらう，という方法です［7］。
たとえば，実験参加者のリクルート。参加者が多
いほどお金が得られる，という場合，その研究者は，
説明同意文書にサインをもらうプロセスを担当しな
い。だれか他の人が担当することになります。それ
から，データ解析です。この点は現在でもたとえば
製薬会社との共同研究などで，製薬会社の人がデー
タの解析に携わらない，という方法が現実にとられ
ているかと思います。
利益相反状況の解消
最後に，もっとも強いタイプの規制として，利益
相反状況の解消を要求することがあります。研究の
実施者として参加しないようにしてもらうか，ある
いは，経済的利得を放棄してから実験を行うか。ど
ちらかにするという方法です。
これは英語の文献では prohibitionと呼ばれていま
す。ただ，資金提供を受けながら研究を行うことを
すべて禁止するというのは現実的でないし，場合に
よっては望ましいことでもないでしょう。そこで具
体的にどういう風にこの手段を使っていくか，ひと
つ提案されている方法を紹介して終わりにします。

Prohibitionの推奨者では，エゼキエル・エマニュ
エルという人がいます。米国の NIHに生命倫理部
門があり，そこで部門長をしていた人です。エマニュ
エルの提案に従えば，利益相反のある研究機関は，
まず原則として，関係する臨床試験の実施には携わ
るべきではありません。ただしこの原則には例外が
あります。すなわち，いわゆる「余人をもって代え
がたい」場合は，開示や監査等の他の方法で管理し
つつ，実施してもよいというルールです［9］。
もう少し具体的に考えておきましょう。これは彼

が以前ハーバード大学にいたとき実際にあったケー
スだそうですが，大学で新薬の候補が開発され，開
発した個人はそのあと臨床試験のまえに大学からい
なくなり，新薬候補にかかわる権利は大学が組織と
して有している状態でした。大学はそこでバイオ企
業 Bと契約を交わします。臨床試験が成功した場
合の販売権を企業 Bに認める代わり，売り上げの
いくらかをロイヤリティーとして受け取るという契
約です。
さて，この新薬候補には，二種類の効果が期待さ
れていました。一つは，ある希少難病に対する治療
効果です。この難病は，当時は他に治療法がまった
くない状況でした。また，ハーバード大学の付属病
院はこの難病の治療の拠点で，患者の多くはこの病
院に集まっていたため，こちらの難病を対象とする
臨床試験は，付属病院が単独で実施する計画でした。
また，新薬候補には，もう一つ，より一般的な病
気に対しても治療効果が少し期待されていて，こち
らの効果についても確認のために臨床試験が同時に
計画されていました。つまり，プロトコルとしては
二つあったわけです。後者の研究は，他施設との共
同研究が検討されていました。
エマニュエルのルールに従うと，この事例の場合，
希少難病を対象とする一つ目の研究計画について
は，余人をもって代えがたい研究なので，当該大学
病院で実施してよい。そこが実施しなければ，難病
治療の可能性がまったく失われるかもしれないから
です。
これに対して，より一般的な病気を対象とする第
二のプロトコルについては，付属病院は共同研究か
ら抜けるのが正しい。他施設との共同が可能という
ことは，つまり付属病院の参加は必須ではないとい
うことでしょう。また，開示や監査などを徹底して
も，現実の害悪が生じるリスクは完全にはなくなら
ない。だから，社会の利益を考えた場合，むしろ付
属病院は研究から抜けたほうがよい。こういう考え
方になります。最後の提案はかなりドラスティック
な提案ですから異論もあると思いますが，利益相反
管理のさまざまな方法の良し悪しを考えるうえで面
白いので紹介いたしました。これで終わりにいたし
ます。

［1］　 D. Thompson, “Understanding Financial Conflicts of Inter-
est,” NEJM, 1993, 329（8）, 573-576.
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浅野　有馬先生ありがとうございました。
それでは最後に，上尾中央総合病院の長谷川先生
に指定発言をお願いしております。長谷川先生は，
昨年の学術総会で社会医学研究の COIは臨床系と
は違うところがあり，学会としてはその議論を十分
にすべきという趣旨の提言をされましたので，本日
はそれに関連したご発言も頂けるかと思います。で
は，長谷川先生よろしくお願いします。
長谷川（指定発言）　有馬先生の高尚な話の後で
恐縮ですが，僕自身は外科医なので，臨床系の多く
の学会が，この COIの問題で取り組みを始めて，
形式だけ整えれば，それで良いのだという方向にど
んどん走っているのを目の当たりに見てきて，社会
医学系はさすがに違うだろうと思っていたけれど
も，実際はあまり変わらないなと思いました。
この議論のためには，研究不正に関する本を読ん
で皆でレベルをそろえて議論しないとしょうがない
かなと思っています。
社会医学系の学会が COIをどう考えるかという
ときに，歴史の中でのいろんな過ちを見直すべきだ
と思います。戦争・軍事利用の問題は非常に大きい
と思っています。
何のために COIを管理するのでしょうか。この
病院管理学会でも，日本医学会がやれとガイドライ
ン出したから，他の学会もみんなやっているからや
るという。これ，意味ないだろうと思います。そん
な程度のことでやっているのであれば，細かいこと
を決めたって，形式だけであまり意味がない。その
ための歴史的な背景，文脈から目的を考えて，実効
性のある方法を，今，有馬先生からまさに教わった

なと思いましたが，COI管理の目的は何かという話
です。
目的の一つは，ミスコンダクト（不正行為）を防
止するということがあると思います。それから，も
う一つは，特定企業の利益誘導を防止する。特定企
業の利益誘導によって，患者の被害の事実から始
まって，やっぱり大きい政策的な意味での，社会と
しての被害，損害の問題につながる。
さらにもう一つは，これは社会医学系の学会で考
えるべきだと思っていますが，国家権力との関係で
す。歴史を振り返ると社会医学系のみならずいろん
な学会が結託して，戦時中に大変なことをやってき
た歴史を日本は持っています。そのことについて自
覚的でないと，COIの話ってできないのではないか
と思っています。
臨床医学系と社会医学系の違いは，われわれ臨床
医は診断治療を行っていますが，社会医学系の学者
は，集団，組織，あるいは政策を扱っています。
臨床医は，率直に言えば，薬屋から弁当食わせて
もらって，推奨の薬を処方するといったことから始
まって，接待してくれた企業の医療機器を使うとか，
そういう意思決定のところに影響及ぼすから悪いだ
ろうと。これが研究のレベルにも広がるという話で
すよね。
社会医学系の場合は，対象はさっき言った集団な
ので，やっぱり市民，行政，あるいは国家というこ
とになって，そのことについて自覚的でないと駄目
なのではないか。臨床研究におけるノバルティスの
話などが今問題視されています。社会医学系では，
歴史的に人種政策であったり，ハンセン病をはじめ
とする医療政策に影響を及ぼしてきたことは間違い
なくて，そういった問題についての COIを考える
べきだというのが僕の問題提起です。
社会医学系の場合は難しいですよね。ある一定の
仮説を持って，しかも，社会医学系の場合は，通常
の臨床医学あるいは，基礎科学に比べると，価値判
断が不可避なところでやっています。その価値判断
を含めて，一定のバイアス，政治社会状況，あるい
は，そのときのパラダイムに影響を受けざるを得な
いところで，データ収集と介入をやって，仮説検証
をやって，考察して，われわれは学会で発表してい
ます。
価値判断，それから当時の政策，施策，時代のパ
ラダイムと無関係ではいられないから，余計にその
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ことについて自覚的でいなくてはならない。
『科学者と戦争』という本の池内了先生は，結構
辛辣に，国や企業の立場を代弁する御用学者の出現
や，公害企業の肩を持って被害者の主張を否定した
りする科学者が配置されることを書いています。こ
れが COIの悪い側面の一つだと。国や企業はその
ような科学者を重用することで，真の問題を隠蔽す
ると。
社会医学系は臨床系に比べると，研究費のソース
が，そもそも国家からの研究資金，研究費の助成，
それから日本学術振興会であり，これはフェアに選
ばれているということになっているので COIは考
えなくていいと。これが厚労省の立場です。実際は
全然そうではなくて，明らかに特定の厚労省の役人
は，利益誘導的に配分している実態があります。十
分そういうことを自覚して考えるべきです。科学技
術振興機構は明らかに戦略的な研究費配分をしてい
ます。
そういう観点から，社会医学系の研究で国家行政
の影響を考えない，企業のことだけに特化した COI

の指針というのは，本当に意味があるのかという問
題提起をしています。もうちょっと批判的な視点で
検討する必要があると思います。
歴史的には民族衛生学会注）が 1930年に設立され

ました。設立の趣旨が『生命の根本を浄化し培養せ
んとするのが吾が民族衛生学の使命』だってはっき
り書いています。『政治を浄化し，経済を浄化し，
法律を浄化し，宗教を浄化し』。政治家を含めた多
くの政策に決定的な影響力のある人が学会に入って
います。

35年に協会を作って，積極的に優生思想に従っ
た結婚相談所運動とか，断種を核とした国民優生法
の提案等，積極的に当時の富国強兵政策に参画して
いきました。現在，6学会で，COIを考えるときに，
こういうことを何ら振り返らずにいいのかというこ
とです。
米国の科学アカデミーは，研究の信頼のために，
規範を守れとか，公衆市民に奉仕しろということを
言っております。
『科学者と戦争』という本には科学者たちの戦争
協力への反省のコメントが引用されています。それ
らも参照していただきたいと思います。
私の発言は以上です。ありがとうございます。

（以下，「質疑応答」略）
（了）

注）　 「日本民族衛生学会」は，2017年 4月に「日本健康学会」
に名称変更しています。


