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はじめに 

 

東京医科歯科大学は、文部科学省イノベーションシステム整備事業 大学等産学官連携

自立化促進プログラム【機能強化支援型】事業の一環として、平成 23年度に続き学術研究

機関における医学研究利益相反（Conflict of Interest=COI）マネジメント体制強化を目

指し、調査研究を実施しました。 

 平成 23年度の調査の結果から明らかとなった、医学研究 COIを巡る実質的なマネジメン

ト体制の不足を補完するために、本年度は医学研究 COI マネジメントモデル手法の構築に

取組みました。マネジメント対象を、産学連携に関わる基礎研究から臨床研究まで一連の

「医学研究」とし、患者・被験者そして医療を享受する国民からの信頼確保につながるマ

ネジメント手法の策定を目指しました。 

 また、学術研究機関に所属する研究者が混乱をきたさないように、当該マネジメント手法構

築にあたっては、日本医学会臨床部会利益相反委員会、日本学術会議臨床研究分科会、国立大

学医学部長会議・研究倫理に関する小委員会、全国医学部長病院長会議利益相反検討ＷＧ等（以

下「関係機関」という）の方向性と足並みを揃えるべく、関係機関の先生方にご協力頂き、検討

班を構成しました。 

 本年度も全国の学術研究機関88機関にご協力頂きアンケート調査を実施した他、当該課題に

ついて共通理解を得るために実施した、シンポジウム「産学連携の視点から大学等学術研究機関

の 医学研究利益相反マネジメント(COI)を再考する~ガイドライン策定に向けて~」（平成25年3

月7日開催）には228名もの方々にご参加頂きました。  

本報告書は、当該年度の調査結果及びシンポジウムについて報告すると共に、医学研究COI

マネジメント手法を紹介しておりますが、各関係機関は現在COIマネジメントの方向性につ

いて検討半ばであることに鑑み、暫定版とさせていただいております。平成25年度内に関

係機関と調整を経た後、「学術研究機関における医学研究COIマネジメントガイドライン」

としてご報告させて頂く方針でありますこと、ご理解頂けますと幸甚でございます。 

 最後に本調査研究にご協力くださった学術研究機関等の皆様、そして検討班の先生方に、

この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。 

本検討班の活動が、医学研究 COI マネジメントの体制強化に幾ばくかでもお役にたつこ

とができましたら幸甚でございます。 

今後とも引き続きのご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

学術研究機関における医学研究 COIマネジメント検討班 主任研究者 飯田香緒里 

国立大学法人東京医科歯科大学 研究・産学連携推進機構 准教授 産学連携研究センター長 
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1）調査研究活動の概要 

1-1 調査研究の目的 

我が国学術研究機関における医学研究利益相反（COI）マネジメントに関する共通認識の策定、適切なモ

デル体制の構築とその普及 

 

平成 24年度の調査研究 

我が国学術研究機関における医学系産学連携活動状況及び COIマネジメント実施状況についての調査活動を実

施した。当該調査に基づき、医学研究 COI マネジメントに関する共通認識策定に向け、検討を実施した。 

 

1-2 研究班の構成 

【医学研究 COI マネジメントに関する研究班】 

  主任研究者 

東京医科歯科大学 研究・産学連携推進機構 准教授 飯田 香緒里 

  研究分担者 

JA 高知病院長・徳島大学名誉教授 曽根 三郎 

東京医科歯科大学 医学部附属病院長 宮坂 信之 

東京医科歯科大学 産学連携担当副学長・産学連携推進本部長 水谷 修紀 

東京医科歯科大学 研究担当理事 研究・産学連携推進機構長 森田 育男 

レックスウェル法律事務所 所長・弁護士・弁理士 平井 昭光 

東京大学大学院 医学研究科附属疾患生命工学センター放射線部 教授 宮川 清 

  研究協力者 

徳島大学 医学部長・徳島大学院医科学教育部長 玉置 俊晃 

東北大学 医学部・医学系研究科機能薬理学分野 教授 谷内 一彦 

  事務局 

東京医科歯科大学 研究・産学連携推進機構事務部 連携総務掛長 小林 正典 

東京医科歯科大学 産学連携推進本部 特任助教 網中 裕一 

東京医科歯科大学 産学連携推進部門 事務補佐員 川上 亜耶 

 

1-3 活動状況 

① 実施期間 平成 24 年 1月～平成 25年 3月 

② 実施内容 

【会議】 

平成 24年 8 月  第一回班会議（主催）於東京医科歯科大学 

平成 24年 12月  第二回班会議（主催）於 JA高知病院 

平成 24年４月  国立大学医学部長会議・平成 24年度第１回研究倫理に関する小委員会への出席 

平成 24年 10月  全国医学部長病院長会議利益相反検討ワーキングへの出席 

【調査活動】 

平成 24年 12月  全国アカデミア機関に対するアンケート調査 

平成 25年 1 月  COI 実務者意見交換会医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）協力 

  【周知活動】 

平成 25 年 3 年  シンポジウム「産学連携の視点から大学等学術研究機関の医学研究利益氏相反マネジ

メント(COI)を再考する～ガイドライン策定に向けて～」（主催）於東京医科歯科大学 
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2）学術研究機関（大学・公的研究機関）における 

医学研究利益相反（COI）マネジメントに関するモデル手法（暫定版） 

 

1. 医学研究 COIに関する基本的な考え方（医学研究と COI） 

2. 医学研究 COIマネジメントの必要性とモデル手法の在り方 

3. 医学研究 COIマネジメントに関する取組み 

4. 医学研究 COIマネジメントの手法 

5. 説明責任 

6. 情報の取扱い 

7. COIマネジメント教育 
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1. 医学研究COIに関する基本的な考え方（医学研究とCOI） 

 

革新的な医薬品及び医療機器は、基礎研究、非臨床試験、被験者・患者さんを対象とした臨床研究・治験という

プロセスを通じて有効性や安全性の確認が行われ、国の承認を経てはじめて誕生する。 

このような医療産業の実用化プロセスの特殊性に加えて、新薬や新機器創出には莫大なコストと長い時間がかか

るという事情があるため、医療イノベーションの創出は、産業界と学術研究機関が役割分担をし、産学連携によ

り取り組むことが必須といえる。 

この点、学術研究機関は、新薬や医療機器などの開発に向けて、企業との共同研究を実施し、基礎研究力・臨床

研究力を企業へ提供する形で貢献している。また自ら疾病の予防法、診断法、治療法の開発に取組み、当該研究

の成果を企業へのライセンスや、大学ベンチャーを起業するケースもある。 

しかしながら、このような産学連携活動を進めれば進めるほど、学術研究機関及び研究者・医師等は企業及び当

該企業が有する製品と密接に関与することになる。さらに、医学研究に取組む研究者は、他の分野と異なり、学

術研究機関における研究者としての立場に加えて、医薬品及び医療機器のユーザーである医師として立場、さら

には薬事審査官としての立場に就くこともある。 

そのため、産業界からの資金提供に基づく研究のデータや産学連携研究の成果については、関係する企業から何

らかの影響を受けバイアスが生じているのではないか、との疑念が持たれることも避けられない。 

そこで、国民の生命・健康に深く関わる医学研究に関しては、大学等学術研究機関は、組織としてCOIマネジメ

ントを実施することで、透明性を高め、国民からの信頼を確保していくことが重要である。 

 

2. 医学研究 COI マネジメントの必要性とモデル手法の在り方  

 

2011年 3 月、米国でヘルスケア改革法の一環として成立したサンシャイン条項では、製薬会社などが医師や大

学に対して支払いを受けている場合、その金銭関係を公開することを命じている。これを受けて、日本製薬工

業協会は「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を策定した。の研究開発費、学術研究助成費、

原稿執筆料、情報提供関連費等を各製薬会社のホームページにおいて、公開することが定められた

(http://www.jpma.or.jp/about/basis/tomeisei/)。これにより、企業サイドから、COI 状態が全面的に開示さ

れることになる。 

他方、学術研究機関は、医学研究の科学性と中立性を確保するために、産学連携活動の透明性を図る COIマネ

ジメント体制を強化することは、喫緊の課題といえる。すなわち、国が新成長戦略の中で掲げる、医療イノベ

ーションの創出は、学術研究機関と産業界が密接に連携することで結実するといっても過言ではない。そこで、

学術研究機関における産学連携活動に対し、もし患者・被験者・医療を享受する一般国民からの疑惑等が起こ

ってしまうと、それは医学研究推進の障壁ともなりかねない。それまで築いてきた貴重な研究の成果が無駄に

なる可能性も存在する。 

そこで、学術研究機関が、医学研究を推進するために、医学研究 COIマネジメントを実施することは、我が国

としても重要な課題といえる。 

 

本検討班では、昨年度に続き、平成 24 年度全国医学部を有する大学及び医学系研究機関全 88機関に対し、医

学研究 COIマネジメントに関する状況調査を行った。その結果、医学研究 COI ポリシーの策定状況について、
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92％（H24）の大学が策定済との結果を得た。「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」(文

部科学省「21世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム」平成 18年 3 月

http://ccr.ccr.tokushima-u.ac.jp/safety/pdf/riekisouhan_rinsyo.pdf)の策定及び厚生労働科学研究にお

ける利益相反の管理に関する指針（厚生労働省平成 20 年 3 月

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/rieki/txt/sisin.txt） 

を契機に、各学術研究機関において段階的にポリシー整備が進んだことが推察できる。 

しかしながら、実際のマネジメント状況については、本年度の調査の結果、自己申告体制について、定期的な申

告体制を採っている機関はわずか 26％であった。自己申告内容に基づき、個別に研究者にヒアリングを行って

いた機関は全体の 18％、アドバイスを行った機関は 35％であった。このような結果から、形式的な体制は整備

が進んだが、実質的なマネジメント体制については不十分であることが明らかになった。 

このような現状について、本検討班は、学会を対象とした「医学研究の COIマネジメントに関するガイドライン

」（2011年日本医学会）http://jams.med.or.jp/guideline/coi-management.pdf)2011年日本医学会）は存在す

るが、学術研究機関を対象にした COIマネジメントに関する指針等が存在しないことに着目した。そこで、全国

学術研究機関における COIマネジメント体制の標準化を図る目的で、学術研究機関のための医学研究 COIモデル

手法の策定を目指した。 

モデル手法を策定する意義としては、研究者を守るという要素が多分にある。すなわち、人材の流動が盛んな研

究社会に身を置く研究者にとっては、所属する機関毎に COIマネジメント体制に差があることは、研究活動のハ

ンディキャップともなりかねない。 

本検討班では、学術研究機関が医学研究の正当性と公明性を担保するため、学術研究機関が組織として実施すべ

きマネジメント手法について検討を行った。 

  

3. 医学研究 COIマネジメントに関する取組み 

 

現在、医学研究 COI マネジメントについて

日本医学会臨床部会利益相反委員会、日本

学術会議臨床研究分科会、国立大学医学部

長会議・研究倫理に関する小委員会、全国

医学部長病院長会議利益相反検討ＷＧにお

いて、検討が行われている。それぞれの組

織の性質上、マネジメントの主体は、順に

学会、研究者、医学部、病院とし、当該組

織に必要となるマネジメントの在り方を検

討している。 

この点、本検討班は、学術研究機関が組織

として実施すべきマネジメント手法の提言

に取組んだ。研究者は学術研究機関のみならず、学会、学部、病院の立場も有している。したがって、立場毎

にマネジメントの方向性等が相違すると混乱を招きかねない。また、医学研究に取組む研究者らが負担なくマ

ネジメントに参画できることも重要と考えた。 
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そこで本検討班には、上述した COI マネジメントに取組む各組織の責任者に参画頂くことで、学会、学部、病

院、そして学術機関、どの立場であっても整合性のとれた医学研究 COIマネジメントを実施することに注力し

た。 

さらに、透明性ガイドラインを策定した日本製薬工業協会との意見交換を通じて、アカデミアとしての COIマ

ネジメント、特に情報公開の在り方について検討を図った。 

 

4. 医学研究 COIマネジメントモデル手法 

 

本検討班では、平成 23年度及び平成 24 年度に実施した調査結果を踏まえ、学術研究機関における医学研究 COI

マネジメントガイドライン策定を予定していた。しかしながら、透明性ガイドラインに基づく情報公開を巡り、

平成 24年 2 月、日本医師会及び日本医学会から日本製薬工業協会に「透明性ガイドラインの実施にかかる要

望書」が提出された。また、日本医学会及び日本学術会議はじめ医学研究 COIに取組む各組織が、平成 25年

度についても検討の継続を決定している。そのような状況から、現時点においてガイドライン完成版を発表す

ることは時期尚早と判断した。以下医学研究 COIマネジメントモデル手法案暫定版としての紹介にとどめるこ

ととする。なお、平成 25年度以降、関係組織との対話と連携を継続し、更なる検討を重ねたうえで、学術研

究機関における医学研究ガイドラインとしての最終化を図りたいと考えている。 

なお、当該条件案は、臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン、日本医学会医学研究 COIマネ

ージメントに関するガイドラインの基本理念を踏襲している。また、本検討班が二か年度に渡り実施した全国

学術研究機関へのアンケート調査結果を踏まえ、提案させていただいている。 

 

1) マネジメントの手順 

（１） 研究者が「ヒトを対象にした研究及び治験」を実施する場合には、所属部局の倫理審査委員会（病院治

験審査委員会）に対して申請する際に、「当該研究（治験）に係わる資金源、起こりうる利益相反、研究

者の関連組織との関わり」について利益相反マネジメントを受ける必要がある。 

（２） （１）以外の医学研究については、産学連携活動が特定の条件に該当する場合のみ、利益相反マネジメ

ントを受ける必要がある。 

※特定の条件とは 

 以下ケーススタディにおいて、産学連携活動毎にマネジメント対象となる条件案を紹介する。 

 

ケーススタディ 

マネジメントの対象となる活動 

学術研究機関は、学術研究機関及び所属する研究者らが、医学研究に関して企業や営利を目的とする団体（以下

「企業・団体」）との産学連携活動を通じて、一定の経済的利益を享受する際、マネジメントを実施する必要が

ある。 

※政府・教育機関からの経済的利益は、マネジメント対象から除外される 

 

[１]共同研究・受託研究 

・・・一つの企業・団体から支払われた年間の研究費・物品等の総額が、200万円以上の場合 

共同研究：学術研究機関が、企業・組織・団体と研究費、研究者、研究機器等を分担して実施する研究のこと 

受託研究：学術研究機関に治療法・薬剤，機器などに関する、特定の研究を委託する形で実施する研究のこと 
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利益相反状態とは 

研究の成果（知的財産権）の取扱いを巡り、大学に帰属すべき利益が企業等に帰属としているのでは？との疑念

が生じる可能性あり 

[２]寄附金 

・・・一つの企業・団体から、申告者個人又は申告者が所属する部局（講座・分野・代表者）に支払われた年間

の総額が、200万円以上の場合 

寄付金：企業・組織や団体が、学術研究機関へ使途を定めず、研究助成のために提供する寄附金のこと（奨学寄

附金・研究助成金など） 

利益相反状態とは 

寄付金制度は、学術研究機関として受入、管理されるが、研究費の中で、年度を越えて使用できる他、学会参加

費等の教育費にも使用できるため、研究者にとって有効なシステムである。他方、自由度が高い分疑念や誤解が

生じやすいともいえる。額が大きい場合や、寄附を行う企業に偏りがあると、「申告者は、当該企業から影響を

受ける立場にあるのでは？」との疑念が生じる可能性がある。 

[３]技術移転 

・・・一つの企業・団体から個人が得る収入の総額が、年間100万円以上の場合 

技術移転：特許権や特定したノウハウや研究マテリアル等の利用等を、学術研究機関又は研究者個人が企業に許

諾する行為 

利益相反状態とは 

特許ライセンスの場合、医薬品などに関しては独占的実施許諾することが多く、研究者がライセンス先の選定に

関わることは、「経済的利害関係があるために、便宜を与えたのでは？」との疑念が生じる可能性あり 

[４]兼業 

・・・一つの企業・団体より個人が得る収入の総額が、年間100万円以上の場合 

兼業：研究者が所属する学術研究機関以外に他の職を兼ね、職務以外のほかの事業に従事し、又は営利企業を営

む行為（技術指導コンサルティング活動含む）。 

利益相反状態とは 

兼業時間が多すぎる場合には、学術研究機関における職務遂行に支障が生じているのでは？との疑念が生じる可

能性あり。兼業時間数と対価の関係についても合理的な範囲であることが求められる。兼業を管轄する部署とCOI

マネジメント委員会とが連携してマネジメントを実施する必要性は高い。 

[５]会議出席・講演・原稿執筆 

・・・個人が、一つの企業・団体の依頼による会議出席・講演・原稿執筆等による個人的収入の総額が、年間50

万円以上の場合 

利益相反状態とは 

講演内容（特定商品の過度の推奨等）によっては、研究発表やデータに対してバイアスがかかる可能性が生じる

可能性あり。また本項目については、社会的にも関心が高く、マスコミから指摘されることも多い。 

[６]株式の保有 

・・・全株式の5％以上の保有、又は株式保有による利益（配当・売却益の総和）が、100万円以上の場合 

株式保有：産学連携の相手先の株式を保有する行為 

利益相反状態とは 

学術研究機関の研究者が、研究成果を用いてベンチャー企業を設立した場合に株式を保有することが多いが、当

該企業に便宜を与えたのでは？との疑念が生じる可能性あり。 
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[７]物品購入 

・・・企業・業者等から、500万円以上の物品購入または選定に携わる場合 

利益相反状態とは 

大学の利益より企業の利益を優先させているのでは？との疑念が生じる可能性あり 

[８]その他贈答品・旅費等の提供等 

・・・企業・団体から個人が得る収入の総額が、年間5万円以上の場合 

[９]厚生労働科学研究費の交付を受けるとき（研究代表者及び研究分担者であり、研究費の有無は関係なし） 

※厚生労働科学研究における利益相反（COI）の管理に関する指針（厚生労働省）引用 

「３．COI委員会等への報告等：厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出時までに、各研究者は、COI委員会等に対して、「経済的な利益

関係」について報告した上で、当該研究のCOIの審査について申し出なければならない。なお、研究の期間中は、年度毎に、又は新しく報告

すべき「経済的な利益関係」が発生する毎に、各研究者は、所属機関におけるCOI委員会等にその内容を報告しなければならない。」 

[１０][１]～[８]に掲げる活動が基準とする額内であっても、一つの企業・団体等と複数の活動を同一年度内

に実施する場合 

[１１]利益供与・利益供与と疑われる行為 

産学連携活動に限らず、寄附等の正式な形態以外の一方的な利益供与を受けることは、学術研究機関として慎む

必要がある。この点、各機関の倫理規則に禁止行為として定める等、利益供与を未然に防ぐ措置を講じることが

肝要である。 

 

2) マネジメントの対象者と申告事項と申告時期 

 

（１）「ヒトを対象にした研究及び治験」の実施に関わる全ての実施者・関係者 

  大学院生・博士研究員であっても、学術研究機関と雇用関係にある者についても対象となりうる。 

  申告事項：当該臨床研究の相手方となる企業等との関係（活動内容・活動時間・実施機関等） 

  申告時期：当該臨床研究を開始する前に申告を行い、マネジメントを受ける 

 

（２）（１）以外の医学研究については、産学連携に従事する役員・教員・研究者のうち 

１）（２）のマネジメントの対象となる活動条件に該当する者 

申告事項:申告が必要となる活動の相手方となる企業との関係（活動内容・活動時間・実施機関等） 

申告時期:定期自己申告＋随時自己申告 

（定期自己申告後、新たに発生した特定条件に該当する活動の申告については、当該研究活動

を開始する前に随時申告を行う） 

 

（３）利益相反マネジメント委員会又は利益相反アドバイザーが必要と判断した職員 

  申告事項：利益相反マネジメント委員会等が申告を求めた活動内容 

  申告時期：利益相反マネジメント委員会等の要請後速やかに 

 

3) COI 委員会の所掌事項 

（１） 自己申告書に基づくマネジメント 

申告内容について調査・審議する他、COIによる弊害を回避するための措置を講じるCOI状態にある研

究者らからの質問、要望への対応（説明、助言、指導含） 
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（２） COIマネジメントに関する施策等を策定すること 

（３） COIの管理（情報公開方法含む）ならびに啓発活動に関すること 

（４） COIに関する調査、審議、審査およびマネジメント、改善措置の提案、勧告に関すること 

 

4) COI委員会の構成 

（１） COIマネジメント委員会 

COI委員会は、産学連携による医学研究臨床研究，臨床試験の推進を前提にして、研究者の立場に立ってCOI状態

を適正にマネジメントするためのアドバイザー的な役割を果たしていくことが望まれる。委員会は、臨床研究を

実施する研究者、倫理審査・治験審査に携わる者、COI問題に精通している者、産学連携支援業務に従事する者

等で構成する他、一般社会からの視点を考慮するために、弁護士等の学外委員を配置することも有用である。。

定員については、個人情報保護ならびに秘密保持を図る観点から、委員総数５～７人に限定されることが望まし

い。事象発生時（COIを巡り社会からの非難が生じた場合等）及びCOIマネジメント委員会で解決の難しい案件に

備え、専門的事項を審議するための専門委員会を設置可能としておく措置も有用である。 

 

（２） 臨床研究COIマネジメント委員会 

臨床研究を実施する部局毎に委員会を設置する。 

委員会の構成としては、当該部局の倫理審査委員長等で構成することが望ましい。 

臨床研究COIマネジメント委員会の結果及び解決に至らない場合等は、親委員会であるCOIマネジメント委員会に

報告及び再審議を行うものとする。 

 

（３） 医学研究COIマネジメントの基準 

医学研究におけるCOI状態は，産学連携活動の形態や社会的な背景、学術研究機関のミッションや取り巻く環境、

対象となる医学研究の特殊性や研究ステージなどによって、評価が異なる可能性がある。したがって、COIマネ

ジメントにおいて標準的な判断基準や統一的な評価基準は存在しない。 

産学連携活動を行う場合、学術研究機関が受領する金額の大小に関わらず、COIの状態は不可避的・必然的に発

生する。したがって、COIマネジメントはCOIを防止することを目的するのではなく、学術研究機関における産学

連携にかかる研究活動及び医療活動等に対して、国民・社会から疑念を持たれることを防ぐことが目的である。

COIマネジメントを通じて、学術研究機関及びそこに所属する研究者を保護し、社会的信頼を確保することを目

指す。 

従って、自己申告の対象とする産学連携の活動内容や基準とする金額などの設定は、患者・被験者含む一般社会

の視点及び価値判断を斟酌して設定する必要がある。さらに、当該基準を巡っては社会情勢や環境の変化を斟酌

し、定期的な見直しを行い改善していくことが求められる。 

 

5) マネジメントの位置付け 

COI状態は法令違反ではなく、必ずしも回避する必要はない。組織は COIマネジメントを通して、モニタリン

グを行うことで状況を把握し、必要に応じて状況改善を図り、その結果について説明責任を果たすことで、透

明性を高めようというものである。したがって、COIに関する処罰規定や規制の設置にはそぐわず、慎重な配

慮が必要である。一方、COI マネジメントの措置内容に対する不服申し立てなどの方法はあらかじめルール化

しておき、申告者からの申し立てに速やかに対応することがすることが必要である。 
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6) 学会・論文発表時の開示（開示方法等） 

現在各学会では、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」

（http://jams.med.or.jp/guideline/coi-management.pdf）に従い、学術講演などで発表する際、当該研究実

施に関わる COI 状態を，各学会が定める所定の書式で開示する体制が整備されている。 

学術雑誌においても、投稿規程により、投稿論文の研究について他者との利害関係の有無を記載した COIに関

する開示書等の提出が求められ、論文が掲載される際に明記されることが規定されている。 

この点、学術研究機関においても、学内で各種シンポジウム、セミナー、ワークショップが開催される他、紀

要の発行や博士論文を出版することがある。学術機関は各種研究成果発表の際に、COI 状態を公表することを

徹底し、開示の方法を明確にしておく必要がある。 

 

5. 説明責任（COIに関する情報公開） 

 

今後透明性ガイドラインに基づく企業からの情報公開に伴い、学術研究機関に対しても情報開示請求の増加が

見込まれる。そこで、学術研究機関は、経済的利害関係のみが独り歩きし誤解が生じないように、当該産学連

携活動の意義・必要性等を含めて説明していくことが重要である。さらに、個人情報およびプライバシーの保

護に関して十分に配慮した上で、公表基準を定めておく必要がある。 

また、COIに関する情報公開の前提として、学術研究機関は、産学連携活動のデータ等を適切に管理し、透明

性ガイドラインに基づき企業等から公表されるデータと、自らが有するデータに齟齬が生じないように努める

必要がある。そのためには、第一に、組織内における自己申告体制の徹底化を図ること、第二に組織として産

学連携活動に関する一元管理体制の整備に努めることが必須といえる。 

これまで産業界と学術研究機関で実施される、共同研究・受託研究の結果等が公開されることは少なかったが、

当該活動を積極的に公開していくことで社会からの信用を高められると考える。この点、産業界においては、

産学連携研究のテーマは競業他社に知られたくない内容であることも多い。そこで、産業の発展を阻害するこ

とがないように、適切な時期及び方法で、情報公開を実施することが必要である。 

 

COIに関する情報公開の意義としては、以下の意義を挙げられる。 

1) 学術研究機関が、患者の尊厳や、生命の安全等を確保するために必要な情報を、積極的に公開してい

くことで、透明性高い研究活動が担保され、社会からの信頼を得ることにつながる。 

2) 学術研究機関にとって、産学連携活動は、財政的な支援という観点ばかり着目されるが、新薬や患者

さんに負担の少ない治療法の確立等、医療福祉に多大な貢献を実践していることも多い。 

 

 [透明性ガイドライン対応] 

 透明性ガイドラインに基づき、企業から産学連携活動状況の公開が行われる。企業と産学連携関係にある研

究者及び当該研究者所属機関には、当該企業から、情報公開に関する同意が求められる。日本製薬工業協会で

は、各学術研究機関としての同意にかかる煩雑な事務作業を軽減するために、組織として包括同意を行える体

制を採っており、採用する大学は増えつつある。 

  

6. 情報の取扱い 

 

COI申告書は個人情報に属することから秘密保持を厳正に行うことが必要とされる。紙面あるいは電子媒体での
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個人情報は、ある一定の期間に削除・廃棄がなされるまで、COIマネジメント委員会を所掌する事務局において

適切に保管、管理されなければならない。 

COI申告情報について、COIマネジメント委員会は委員会メンバーといえども委員会以外の場面での、それらに対

するアクセス権を容易に認めてはならず、委員長が希望するアクセスの必要性と妥当性を判断した場合のみとす

る必要がある。 

 

7. COIマネジメント教育 

 

COIマネジメント教育の内容として、まず各学術研究機関は、「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関

する指針」や、各機関が有するCOIポリシーや指針の内容を、医学研究に関与する全職員に周知を徹底する必要

がある。更に、米国の法整備、それに伴い構築された透明性ガイドライン含め、COIを巡る情勢や社会の見方は

刻々と変化するも、それらはいずれも、研究者が知るべき必須の情報といえる。 

そこで、学術研究機関は、研究者が所属する機関により不公平さが生じないように、一定の情報を提供する体制

を構築する必要がありそうだ。ある大学には学内研究者に定期的にCOIニュースを配信している機関があるが、

当該情報を全国で共有化し、研究者に配信する体制等が採れることは理想である。 

 

また、医学系の研究者は、研究者であり臨床医であることも多く、常に激務に負われている。そのため時間的な

負担が少なく効率的な方法でCOIマネジメント教育を実施する必要性が高い。この点、COIマネジメント室を設置

し対応している機関もあるが、ホームページを開設するだけでも、マネジメント機能として効果が上がるかも知

れない。すなわち、COIマネジメント委員会が対応した案件について匿名化した形で、ホームページでケースス

タディとして紹介することで、COIマネジメントについての理解を高めることができる。 

 

効率的なCOIマネジメント教育としては、平成21年4月1日施行された「臨床研究に関する倫理指針」における、

倫理講習が義務化されたことに相乗りし、COIに関する講習会を同時開催している機関も存在する。 
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3）アンケート調査について 

 

3-1  調査の目的 

医学研究 COIマネジメントに関する検討班では、我が国学術研究機関（アカデミア）における医学

研究利益相反（COI）マネジメントガイドラインの策定を目指し、前年度に続き、医学系産学連携

活動状況と医学研究 COIマネジメント実施状況に関する調査を行った。今年度の調査では、昨年度

の調査結果を踏まえ、学術研究機関が組織にお医学研究 COIマネジメントの実質的な在り方や方法

論のモデル案を提言するために、具体的なマネジメント事例の抽出に取組んだ。 

当該調査を通じ、医学研究を実施する学術研究機関における COIマネジメントの重要性を再確認し

ていただき、広く情報共有することを目的とした。 

 

3-2  調査の手法 

学術研究機関における医学研究利益相反マネジメントの現状を把握するために、医学部を要する大

学 82 機関並びに、国立高度専門医療研究センター6 機関計 88 機関の医学研究利益相反マネジメン

ト管理部門に対し、アンケート調査及びヒアリング調査を実施した。 

 

3-3  アカデミア機関に対する調査結果 

88 大学／研究機関に対するアンケート調査を実施した結果、60 機関(回収率 68%)から回答を得た。

（アンケート協力機関名については P23を参照） 

以下調査結果を紹介する。前年度も同様の調査を実施した項目については、対比として、左図に前

年度の調査結果を記載している。 
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1．基礎情報 

医学研究費について 

 

学術研究機関における医学研究（臨床研究含）の資金源について調査を行った結果、内部資金は 18％、

外部資金(公民含む)は 82％との結果となった。(有効回答 42機関) 

 

外部資金、研究費等について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学研究（臨床研究含）に関する外部資金獲得状況について、平均値の内訳は、公的資金 49％民間企業

からの資金 51％という回答結果を得た。全回答機関における研究費総額の平均額は約 36.5億円、中央値

は約 18.2億円であった（昨年度は平均額 21.6億円、中央値 17.8億円）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的資金のそれぞれの内訳について、科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金（科研費）が 38％、厚

生労働科研費が 26％、その他(JST 等)が 36%であった。各資金の件数との比較により、1 件当たりの資金

額はその他(JST等の独立行政法人)が昨年度は最も高かったが、今年度は科研費が最も高かった。 

  

35%

30%

35%

38%

26%

36% 科研費

厚生科研費

その他(JST等)

18%

41%

40%

1%

運営費（内部）

公的資金（外部）

民間企業からの資金（外部）

その他（外部）

50%50%
51%49%

公的資金

民間企業からの資金

18%

41%

41%

運営費（内部）

公的資金（外部）

民間企業からの資金（外部）

研究費平均値（公民内訳） 

公的資金分類値 

2010 年度 

2010 年度 

2011 年度 

2010 年度 2011 年度 

2010 年度 2011 年度 
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民間企業からの資金、すなわち産学連携活動に関して、昨年度と同様に一番多いのは、奨学寄附金の 64％

であった。受託研究が次いで 21％との結果となった。 

 

参考データ：アカデミアでの治験・臨床研究の件数等を把握するために、年間の実施の際に行う審査件数

について調査した。 

年間の治験の IRBにおける審査件数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年間の治験の IRB における審査件数は？」という質問に対し、11 件～50 件という回答が約半数を占め

た。10件未満の機関が 7%であったのに対し、1001件以上の機関が 5%存在する点から、機関によって治験

審査件数は大きく異なることが示唆された。 

 

臨床研究に関する倫理審査委員会の審査件数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ヒトを対象とする臨床研究に関する倫理審査委員会の審査件数は？」という質問に対し、101件～200

件と回答した機関が 38%と最も多く、次いで 201件～300件が 33％だった。IRBにおける審査件数は 0件

から 1000件以上であったのに対し、倫理審査件数は 100件～300件がピークとなり、0件から 300件以上

と、その回答範囲に差があまりないことが考えられた。  

8% 5%

10%

62%

15%

共同研究

受託研究

治験・臨床研究

奨学寄付金

その他

11%

21%

4%

64%

共同研究

受託研究

臨床試験

奨学寄付金

11%

52%

8%

18%

6% 5%
7%

49%

16%

16%

7%

5%

0～10件

11～50件

51～100件

101～500件

501～1000件

1001件以上

13%

49%
18%

20%

10%

38%

33%

19% 0～100件

101～200件

201～300件

301件

2010 年度 2011 年度 

民間資金平均値（公民内訳） 

(参考)治験の審査件数 

2010 年度 2011 年度 

(参考)倫理審査件数 

2010 年度 2011 年度 
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2．マネジメント実施状況について(2011 年度実績) 

利益相反(Conflict Of Interest, 以下 COIと略す)に関わる自己申告体制について 

臨床研究実施において COIに関わる自己申告件数及び状況についての質問のうち、自己申告時期は「随時」

と回答した機関が 74％、「定期」と回答している大学が 26％であった。定期と回答した機関の内 65％の

機関が「定期であり随時」との回答を得ており、状況を踏まえて COIマネジメントを行える体制が採られ

ていることが明らかとなった。尚、昨年度の調査結果では、随時 78％、定期 22％(うち、定期であり随時

は 14％)であり、ゆるやかながら定期自己申告体制に移行していくことが明らかになった。 

自己申告時期 

 

 

 

 

 

 

 

自己申告時期について、定期自己申告をベースに随時自己申告を受付ける徹底した体制を採っている機関

は、17％であり、定期自己申告体制を採っていない機関が 74％との結果であった。 

なお、昨年度の調査結果では、随時 78％、定期 22％(うち、定期であり随時は 14％)であり、大きな変化

は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各機関における「自己申告義務者からの自己申告回収率」は 78％の機関において「100%」、すなわち自己

申告対象者から回答を得ている、との回答を得た。平均して 96.7%の自己申告率であった。 

 

臨床研究の COIマネジメントについて  

 

 

 

 

 

 

 

臨床研究の COIマネジメントにおける、「研究者向け説明会の回数」について、一度も開催していない「0

回」と回答した機関は 62％であった。 

また、1回以上説明会を実施している機関についても、その開催方法を調査した結果、定式的に説明会・

講習会を実施している機関は 32％のみであった。 

11%

5%

19%
65%

3% 2%

17%

78%

60～80％

81～90％

91～99％

100％

64%
19%

5%
12%

62%

27%

0%

11% 0回

1回

2回

3回以上

74%

9%

17%
随時

定期

随時定期両方

2011 年度 

自己申告率 

研究者向け説明会回数 

2010 年度 

2010 年度 

2011 年度 

2010 年度 

2010 年度 
2010 年度 
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ヒアリング件数、アドバイス件数 

臨床研究の COI マネジメントに関して、自己申告件数は 0 件から最も多い機関で約 2500 件との回答を得

た。内訳として、1 件～100 件までは 25％、501 件～1000 件は 25％、1000 件以上の機関は 13％との結果

を得た。それら自己申告に対し各機関が実施したヒアリング及びアドバイス状況について、紹介していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリング件数については、82％の機関が一度も行わなかった「0件」と回答した。前年度から５％上昇

した。その一方で最もヒアリング件数が多い機関からは、250件以上ヒアリングを実施した、との回答を

得た。理由として「臨床研究に関してはすべからく COIに関してのヒアリングを実施している」ことが挙

げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイス件数については、一度もアドバイスを実施していないと回答した機関が 65％との結果となり、

前年度の 45％から 20％近く上昇した。 

アドバイスした内容としては、「将来、利益相反状態になる可能性があり、状況を客観的に整理した。」「臨

床研究に関する、被験者・患者への COIに関する説明について指導」等が挙げられた。 

アドバイスを実施した結果、否決した件数については、2機関のみからが否決を行ったことがあるという

回答を得た。 

 

マネジメント方法 

アドバイス方法としては、利益相反マネジメントに関する運用マニュアルに受入額の上限を定め、上限を

超えない場合は利益相反状態にないものとする機関が多かった。 

一方で、収入金額・活動時間等に対する上限は設定せず、提出された申告書に基づき委員会が審査を行い、

総合的に妥当性を判断している機関もあった。 

 

 

77%

15%

6%
2%

82%

14%

2%

2%
0件

1～10件

11～100件

101件以上

65%

21%

8%
6%

0件

1～10件

11～20件

21件以上

45%

37%

11%
7%

ヒアリング件数 

アドバイス件数 

2010 年度 

2011 年度 
2010 年度 

2010 年度 
2011 年度 

2010 年度 

2010 年度 
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3．COI マネジメント体制について 

(1)臨床研究に関する COI指針の策定状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨床研究に関する COI 指針(ポリシー・規則・ルール含)の策定状況」について、92％の機関(55 機関)

において「策定している」との回答を得た。 

 

(1)の設問に「策定している」と回答した 55機関を対象として、策定しているポリシー、規則、実施要領

等について調査を行った。 

 

 

 

COI ポリシーを基礎に、COI マネジメント実施のための規則及び実施要領を策定している機関が多いこと

が明らかになった。臨床研究に関しては、他の研究と区別し、COIマネジメント体制を強化している機関

が回答機関の半数近い 23 機関となった。ヒトを対象とする医学研究に関しては、COI マネジメントを通

じて透明性高い活動を実施していく必要性への意識の高さがうかがえる。 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

利益相反ポリシー

臨床研究利益相反ポリシー

利益相反に関する規則等

利益相反に関する実施要領等

その他

85%

9%

6% 0% 0%

92%

5% 1% 0% 2%

策定している

策定していない

策定予定

策定予定なし

不明

COI 指針策定状況 

6 機関 

21 機関 

40 機関 

23 機関 

43 機関 

2010 年度 2011 年度 
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(3)COI状態の公表・開示方法 

「学内で各種シンポジウム、セミナー、ワークショップの開催」、「紀要の発行や博士論文の出版」など各

機関が主体となって研究成果発表の場面における、COI状態の公表・開示の方法について、73％の機関が

「策定していない」という回答が得られた。「策定している」、「一部策定している」、「策定予定」はわず

か 7％の回答しか得られなかった。研究者らは、学内のセミナー等でも所属学会等のルールに従い、自主

的に COIに関する公表していることが多いが、学術研究機関としても、学会の発表規定やジャーナルの投

稿規定を踏襲し、開示等のルールを求める声が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)企業からの開示への対応方法(透明性ガイドラインを受けて) 

2011 年日本製薬工業協会は、企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン（以下「透明性ガイド

ライン」という）を策定し、医療機関・研究者・医師への資金提供に関して公開することを決定した。透

明性ガイドラインに基づく企業サイドから開示に対して、76％の学術研究機関は何らの対応もしていない

ことが明らかとなった。 

 

「策定している」、「一部策定している」、「策定予定」という回答はわずか 1割であった。具体的な対応方

法を以下で紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透明性ガイドラインへの対応例 

製薬協に対して公開についての大学としての同意に関して包括同意を行っているという回答が多く得ら

れた。一部の機関では包括同意していることを大学 HP上で公開していた。 

包括同意を行っている場合、条件付きとしている回答が多く得られた。例えば、総合大学では、公開対象

部局は「大学院医学系研究科」、「医学部」及び「医学部附属病院」に限り、理学部、工学部、農学部を専

ら担当する教育職員が関係するものについては対象外とするといった条件付きで包括同意を行うことも

あった。 

 

2% 2%

73%

3%

4%
16%

策定している

一部策定している

策定していない

策定予定

策定予定なし

不明

2% 4%

76%

4%
7%

7%

策定している

一部策定している

策定していない

策定予定

策定予定なし

不明
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(5)COIマネジメント不服申立て対応ルール 

COI 委員会の決定に対して不服のある場合に不服申し立てルールが策定されている機関は 56％であった。

最も多く策定されているルールは、「不服のある者は審査委員会に対し、再度審議を求めることが出来る。

審査委員会は再審議を行い、所属部署の長(医学部長、施設長など)が決定する。」という回答だった。回

数に制限がある機関も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)COI申告書情報の保管方法 

COI申告書情報の保管方法について、「策定していない」と回答した機関が 66％、「策定予定なし」と回答

した機関が 3％と約 7 割の機関が保管方法について策定していなかった。一方、「策定している」と回答

した機関は 26％であり、策定している保管方法として「委員長、副委員長のみがアクセス可能。」「申告

書等関係書類を秘密文書として管理し、5 年間の保管期間を設定している。」という回答を得た。 

 

  

56%36%

2%
3%

3%

策定している

策定していない

策定予定

策定予定なし

不明

26%

66%

2%

3%
3%

策定している

策定していない

策定予定

策定予定なし

不明
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４．COI マネジメント事例について 

医学研究に関して企業・法人組織、営利を目的とする団体と行う産学連携活動のうち、マネジメントの対

象となった事例がある活動について調査を行った。 

事例項目：「共同研究・受託研究」、「寄付金」、「技術移転」、「兼業」、「会議出席・講演・原稿執筆」、「株

式の保有」、「物品購入」、「厚生労働省科学研究費の交付」、「利益供与・利益供与と疑われる行為」、「その

他(自由記載)」 

共同研究・受託研究 

対象事例： 

企業からの研究費が基準額を超えていた。 

マネジメント内容： 

公平性、透明性を保った状態での研究推進がなされるよう、被験者への利益相反状態を説明文書により

適切に開示されるよう指示した。 

 

寄付金 

対象事例： 

研究代表者が寄附金を受領している企業が製造する薬剤に関する試験であり、試験実施費用の一部を当

該企業から寄附金で賄う事例。 

マネジメント内容： 

研究代表者を変更のうえ、試験を実施するようマネジメントを行った。 

 

対象事例：多額の寄附金を複数の企業から受け入れていた。 

マネジメント内容： 

・当該企業との関わりについて詳細をヒアリングし、臨床研究を実施する場合、研究責任者となるのを

避けるようアドバイス。 

・臨床研究と寄附金に関連性がある場合は、受託研究や共同研究をとるよう提案した。 

・被験者への利益相反状態を説明文書により適切に開示されるように指示した。 

 

対象事例： 

寄附講座寄附金で採用された職員が、寄附元企業の治験を行うようになった。 

マネジメント内容： 

治験の評価者として治験に参加しないこと、IC にて利益相反のない旨申告すること、その他利益相反

の問題がないような体制を整えることを指導した。 

 

 

技術移転 

対象事例： 

研究で評価する資材の無償提供を受ける。 

マネジメント内容： 

無償提供については、研究成果の解釈に影響を及ぼすことがないか確認することとのコメントが付さ

れ、「本研究は提供者から独立して行う研究であることから、研究結果の解釈に影響を及ぼすことはな

い。」旨の確認を受け、研究の実施を承認した。 
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対象事例： 

アイデア・特許等に基づく企業からのロイヤリティ収入。 

マネジメント内容： 

ロイヤリティ支払いを受ける場合、当該社製の製品などに係る研究の学会発表を控えること。学会発表

をする必要がある場合は、COI 委員会に申請し、承認を得ること。 

兼業 

対象事例： 

研究者が大学発ベンチャー企業を起業し、役員を兼業している事例。 

マネジメント内容： 

将来、利益相反状態になることが想定され、関係機関間で契約を締結するよう助言した。 

 

対象事例： 

教員が学外企業のアドバイザーとなり、評価基準額を超える報酬を受領する契約を締結。 

マネジメント内容： 

・学外等の研究発表、契約期間中の就業状態等につき対策を取り交わした。 

・当該企業との関わりについて詳細をヒアリング。臨床研究を実施する場合、研究責任者となるのを避

けるようアドバイス。 

 

会議出席、講演、原稿執筆 

対象事例： 

企業からの講演料が基準額を超えていた。 

マネジメント内容： 

・講演回数並びに内容について調査し、適正な範囲であることを確認した。 

・講演や原稿が科学的に公正で、特定の企業や医薬品を推奨していると誤解されないような内容になっ

ていたか、かつ、大学での責務に影響を与えなかったかどうかについてヒアリングを行った。 

 

株式の保有 

対象事例： 

本人の設立した会社の未公開株を 100％保有。 

マネジメント内容： 

ヒアリングを行ったところ、当該会社は現在休業中であり、利益も一切生じておらず、臨床研究の段階

にもないため臨床研究利益相反の観点からは問題ないと判断した。 

 

物品購入 

対象事例： 

教員が関わる NPO 法人が教材を提供し、本学がこれについて何らかの費用を支払う件について、利益

相反あるいは利益誘導にあたるかどうかについて検討した。 

マネジメント内容： 

当該教員が関係する NPO 法人から何らかの経済的利益を得ながら、その法人のプログラムを本学で教

材として使用している時である。本委員会への報告によれば、当該教員は実費のみで給与等に該当する

ものは得ていなかったため、利益相反には該当しないと判断した。 

21



厚生労働省科学研究費の交付 

対象事例： 

研究費の配分を受ける研究者全員を対象とする。 

マネジメント内容： 

研究実施前後に毎年度、申告書の提出を義務付けている。 

 

対象事例： 

企業との共同研究と類似の研究テーマで科学研究費の申請を行っている場合 

マネジメント内容： 

企業の共同研究と研究の切り分けを行い、研究費及び研究成果が混ざらないよう研究の管理を行うこと

を指導した。 

 

利益供与・利益供与と疑われる行為 

対象事例： 

企業等から研究に使用する材料等の提供を受けて研究を実施している。 

マネジメント内容： 

提供される材料等が無償又は特に有利な価格であるかを申請者に確認し、併せて公正な研究環境が保た

れているか、研究成果が企業に還元されることはないかを確認した。 

 

その他 

対象事例： 

NPO から多額の資金提供を受けて研究を行う場合 

マネジメント内容： 

どのような NPO なのかを精査した。NPO が研究に密接に関与している企業等との関連がないことを

確認し、研究費等の正当性も確認した。そのうえで、同意説明文書に NPO からの研究費であることを

明記し、研究を行うよう指導した。 

 

5．今後の課題について 

今後の課題が「有る」と回答した機関は 64％であり、具体的な内容として以下の課題が挙がった。(60

機関中 45機関が回答し、そのうちの 29機関が「有る」と回答。(15機関は無回答)) 

 

・製薬協ガイドラインに基づく情報公開について大学で把握している情報との整合性をいかに管理するか 

・規程やガイドラインに沿った組織体制の整備 

・専門家も少なく事務局体制も手薄であるため、人材の確保と育成。 

・規程は整備されたが十分に機能するための統一的なマネジメント方法や考え方 

・研究者の利益相反についてのリテラシーが十分ではないため、研修・教育の充実 

・寄附講座教員の利益相反マネジメント 

・研究者のみ情報公開を行っているが、どこまでを関係者とするのか基準策定 
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3-4 アンケート送付先一覧(88機関) 

1 愛知医科大学医学部 45 東海大学医学部 

2 秋田大学医学部 46 東京大学医学部 

3 旭川医科大学医学部 47 東京医科大学医学部 

4 岩手医科大学医学部 48 東京医科歯科大学医学部 

5 愛媛大学医学部 49 東京慈恵会医科大学医学部 

6 大分大学医学部 50 東京女子医科大学医学部 

7 大阪大学医学部 51 東邦大学医学部 

8 大阪医科大学医学部 52 東北大学医学部 

9 大阪市立大学医学部 53 徳島大学医学部 

10 岡山大学医学部 54 鳥取大学医学部 

11 香川大学医学部 55 富山大学医学部 

12 鹿児島大学医学部 56 獨協医科大学医学部 

13 金沢大学医学部 57 長崎大学医学部 

14 金沢医科大学医学部 58 長崎大附属病院 

15 川崎医科大学医学部 59 名古屋大学医学部 

16 関西医科大学医学部 60 名古屋市立大学医学部 

17 北里大学医学部 61 奈良県立医科大学医学部 

18 九州大学医学部 62 新潟大学医学部 

19 京都大学医学部 63 日本大学医学部 

20 京都府立医科大学医学部 64 日本医科大学医学部 

21 杏林大学医学部 65 浜松医科大学医学部 

22 近畿大学医学部 66 兵庫医科大学医学部 

23 岐阜大学医学部 67 弘前大学医学部 

24 熊本大学医学部 68 広島大学学術・社会産学連携室 

25 久留米大学医学部 69 福井大学医学部 

26 群馬大学医学部 70 福岡大学医学部 

27 慶應義塾大学医学部 71 福島県立医科大学医学部 

28 高知大学医学部 72 藤田保健衛生大学医学部 

29 神戸大学医学部 73 防衛医科大学校 

30 埼玉医科大学医学部 74 北海道大学医学部 

31 佐賀大学医学部 75 三重大学医学部 

32 札幌医科大学医学部 76 宮崎大学医学部 

33 産業医科大学医学部 77 山形大学医学部 

34 滋賀医科大学医学部 78 山口大学医学部 

35 島根大学医学部 79 山梨大学医学部 

36 昭和大学医学部 80 横浜市立大学医学部 

37 信州大学医学部 81 琉球大学医学部 

38 自治医科大学医学部 82 和歌山県立医科大学医学部 

39 順天堂大学医学部 83 独立行政法人国立がん研究センター 

40 聖マリアンナ医科大学医学部 84 独立行政法人国立循環器病研究センター 

41 千葉大学医学部 85 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 

42 筑波大学医学群医学類 86 独立行政法人国立国際医療研究センター 

43 筑波大附属病院 87 独立行政法人国立成育医療研究センター 

44 帝京大学医学部 88 独立行政法人国立長寿医療研究センター 
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4）COI シンポジウムについて 

 

4-1 ポスター 

 平成 25 年 3 月 7 日（木）、東京医科歯科大学 M&D タワー2 階 鈴木章夫記念講堂にお

いて、シンポジウム「産学連携の視点から大学等学術研究機関の医学研究利益相反マネ

ジメント(COI)を再考する～ガイドライン策定に向けて～」を下記のポスターの通り開

催した。 
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4-2 議事録・講演資料 

 

【第一部】 

[総 合 司 会 ] 水谷 修紀（東京医科歯科大学 副学長・産学連携推進本部長） 

14：00～14：05 『開会の挨拶』 大山 喬史（東京医科歯科大学 学長） 

14：05～14：10 『来賓挨拶』 高久 史麿（日本医学会 会長） 

14：10～14：25 『産学官連携の現状と COI(Conflict of Interest)マネジメントの意識』 

鷲崎 亮（文部科学省 科学技術・学術政策局 産学連携・地域支援課 

大学技術移転推進室 専門官） 

14：25～14：50 『産学連携にかかる COI マネジメントの現状と 

文部科学省利益相反ガイドライン(2006 年版)改訂への提案』 

曽根 三郎（JA 高知病院 病院長・徳島大学 名誉教授） 

14：50～15：05 『米国公的研究費を取り巻く環境 

～NIH における利益相反マネジメント施策の紹介～』 

谷内 一彦（東北大学 医学部医学系研究科 機能薬理学分野 教授） 

15：05～15：30 『研究者の立場から臨床研究における COI マネジメントへの対応について』 

宮坂 信之（東京医科歯科大学 医学部附属病院長） 

15：30～15：55 『企業活動と医療機器等の関係の透明性確保について』 

仲谷 博明（日本製薬工業協会 専務理事） 

 

【第二部】 

16：10～16：35 『大学等学術研究機関における医学研究 COI マネジメントの在り方の検討』 

飯田 香緒里（東京医科歯科大学産学連携推進本部 産学連携研究センター長） 

 

16：35～17：25 『パネルディスカッション』 

[モデレーター]  

曽根 三郎（JA高知病院 病院長・徳島大学 名誉教授） 

宮坂 信之（東京医科歯科大学 医学部附属病院長） 

[パネリスト ] 

玉置 俊晃（徳島大学医学部 部長・徳島大学 医科学教育部長） 

仲谷 博明（日本製薬工業協会 専務理事） 

平井 昭光（レックスウェル法律特許事務所 所長・弁護士・弁理士） 

宮川 清 （東京大学大学院医学研究科附属疾患生命工学センター放射線部門 教授） 

谷内 一彦 （東北大学医学部 医学系研究科 機能薬理学分野 教授） 
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 ≪ 第 1部 ≫ 

（水谷） 時間となりましたので、文部科学省イノベーションシステム整備事業、大学等産学官連携自立化促進プログ

ラム、国際的な産学官連携活動の推進シンポジウム、「産学連携の視点から大学等学術研究機関の医学研究利益相反マ

ネジメント（COI）を再考する～ガイドライン策定に向けて～」を開催したいと思います。 

 本日はお忙しい中、たくさんの先生方においでいただきまして、誠にありがとうございます。本日の進行役を務めさ

せていただきます、本学の産学連携推進本部の水谷です。どうかよろしくお願いいたします。 開会に当たり、本学の

大山喬史学長から一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。 

 

●【開会挨拶】大山 喬史（東京医科歯科大学 学長） 

 本日はお忙しい中、医学研究 COI シンポジウムにご参加くださり、誠にありがとうございます。昨日の medU-net 実

務者会議、そして本日午前中に行われた medU-net の総会から続けてご参加いただいている方々も大勢いらっしゃるか

と思いますが、長時間にわたりお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本学では昨年度より、文部科学省の産学官連携自立化促進プログラムの一環として、医学研究における利益相反マネ

ジメントの在り方について、調査研究を進めてまいりました。本研究班は、産学連携研究センター長の飯田を研究代表

者として、米国や産業界の動向を見つめながら、大学等学術研究機関として医学研究、医学教育、そして研究者を保護

するために、どのように医学研究の COI マネジメントを行っていけば良いか検討してまいりました。 

 本学としても、大変重要な仕事として位置づけておりまして、大変難しい問題も多々あろうかと思いますが、当該分

野に熱心に取り組んでおられる機関や専門家の方々にご協力をいただいているところです。本日、ご来賓としてお越し

いただいております、日本医学会会長の高久史麿先生、そして、文部科学省大学技術移転推進室の専門官の鷲崎亮様、

そして、日本製薬工業協会、研究班の班員の先生方に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。 

 また、このシンポジウムは、日本学術会議臨床医学委員会臨床研究分科会、日本医学会、さらに国立大学医学部長会

議、全国医学部長・病院長会議、medU-net の協賛をいただき開催させていただいております。関係者の皆さまの温か

いご理解とご協力に、あらためて御礼を申し上げたいと思います。 

 このシンポジウムが医学研究利益相反マネジメントの発展に向けて、少しでも寄与すること、そして現状と今後の課

題について、皆さまにご理解を深めていただく一助となれば幸いです。簡単ですが、これをもって私の御礼とご挨拶に

代えさせていただきます。本日は、ありがとうございました（拍手）。 

 

（水谷） 大山先生、どうもありがとうございました。 続きまして、本日、お忙しい中ご列席いただいております皆

さま方を代表して、日本医学会会長の高久史麿先生より、ご来賓のご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

●【来賓挨拶】高久 史麿（日本医学会 会長） 

 今回、文部科学省の大学等産学官連携自立化促進プログラムの中で、国際的な産学官連携活動の推進シンポジウムと

して、COI マネジメントの現状と文部科学省の利益相反ガイドライン 2006 年版改訂の提案ということで、シンポジウ

ムが開かれるということで、日本医学会としても共催させていただきました。日本医学会では、2010 年に、この後講

演される曽根三郎先生が委員長の日本医学会利益相反委員会を設けました。2011 年には、日本医学会 COI マネジメン

トガイドラインを公表しました。日本医学会には 122の学会が所属していますが、各学会にガイドラインをお送りして、

学会ごとに COI のガイドラインを作るように要望しました。前回の調査では、約 55％の学会が COI に関するガイドラ

インを作っているということですが、恐らくその数はもっと増えているだろうと考えております。また、各学会では、

総会で論文を発表する際に、COIを明らかにすることは、かなり普及してきていると思います。 

 それから、この後でまたお話があると思いますが、製薬協が透明性ガイドラインを作られましたので、そのことに関

しても、日本医学会と日本医師会、それから製薬協の方々と一緒に、薬の問題についても現在検討しているところです。

そういう意味では本日の午後、文部科学省利益相反ガイドライン改定の提案というシンポジウムが開かれることは、誠

に時宜を得たものだと思います。このシンポジウムを契機として、COIに対する認識が、研究者あるいは医師の間で広

く普及することを希望しております。簡単ですが、挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました（拍手）。 

 

（水谷） 高久先生、どうもありがとうございました。 続きまして、今回の活動の支援元の文部科学省、科学技術・

学術政策局、産業連携・地域支援課、大学技術移転推進室、専門官の鷲崎亮様にお越しいただいております。お話をお

伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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●「産学官連携の現状と COI（Conflict of Interest）マネジメントの意義」 

鷲崎 亮（文部科学省 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室 専門官） 

 本日は、このような場で発表させていただきますこと、そして、本シンポジウムの利益相反の話は非常に重要なテー

マですので、関係者の皆さまに厚く御礼を申し上げたいと思います。（以下スライド併用） 

#1＞ 私の発表内容は、皆さまの頭の中の再整理ということで、基礎的なことをまずお話しさせていただきたいと考え

ています。皆さま、よくご覧になっているパワポかもしれませんが、2004 年の国立大学法人化から、国内において産

学官連携が非常に加速していったという状況があります。その後、2006 年の教育基本法改正を含めて、社会貢献が明

示されたというところで、社会貢献の在り方を巡って、今回、利益相反の話が非常に複雑多様化している状況だと認識

しています。 

 

#2＞ 特に医薬に特化した話ですが、産学官連携でこれまでどのような成果が出ているのか、2枚のスライドを使って

簡単に紹介したいと思います。名前は一部変わりましたが、文科省では、平成 20 年から自立化促進プログラムという

形で、各大学の産学連携の活動を支援しています。医薬、医工連携と呼ばれるものの中で、幾つか成果が出てきており

ます。大阪大学では、メタボライトマーカーの臨床応用、信州大学では、マスクが実用化までいっている状況です。 

 

#3＞ JSTが支援している、A-STEPと呼ばれる研究開発プログラムでは、広島大学と大阪大学が連携して、軟骨の培養

の開発に成功したと伺っています。一方で医学ではない例ですが、山口大学発のベンチャーでは、照明によって稲が害

を受けないようにする研究で、ベンチャー企業が設立されたと伺っています。 

 

#4＞ 文部科学省の施策として、第 4 期科学技術基本計画にのっとって立てられているものです。平成 23 年 8 月とい

うことで、1年半ほどたっている状況です。この中で、一番主要な柱として挙げられているものが、震災からの復興・

再生の実現が一つと、グリーンイノベーション促進、そしてライフイノベーションの促進ということで、三大柱の中で

ライフイノベーションが挙げられています。 その中で幾つか個別の細かい話はありますが、「知」のネットワークの

強化や、産学官協働のための「場」の構築というところで、今後も産学連携を進めるために、さまざまなことが必要だ

と、基本計画の中では述べられています。 

 

#5＞ この中で、特にライフイノベーションの推進について触れられているところを摘記しています。（1）目指すべき

成長の姿、（2）重点課題達成のための施策推進、（3）ライフイノベーションの推進のためのシステム改革というところ

で、特に（2）に関しては、予防法の開発、早期診断の開発、安全で有効性の高い治療の実現、QOL の向上と、書いて

みれば当たり前のことですが、国あるいは基本計画としては、やはりこのようなところを大事にしていきたというもの

です。 

 

#6＞ 今から少しデータの話をしたいと思います。文部科学省では、大学に向けて、産学官の実施状況のアンケート調

査をしています。その中で、民間企業からどれだけのお金が大学に入ったのか集計しています。それを示したのがこち

らの表です。少々見にくいのですが、平成 23 年度は、589 億円が民間企業から大学の方に、研究開発あるいは知財収

入も一部ありますが、そのような形で入っています。共同研究に関しては 334億円で、過去 5 年ほどを見ると若干増え

ているかなというところです。一方、受託研究に関しは、件数、金額とも微減している状況で、共同研究の方に人、お

金、件数が流れているのではないかと分析しています。 ただ一方で、震災の影響等々も何かあるのではないかと懸念

していましたが、平成 23 年度の実績値としては、むしろ減ることはなく微増していて、やはり民間企業から大学に期

待されているものは、変わらず高いというところが、データからも裏付けられているのではないかと考えています。 

 

#7＞ こちらが内訳です。共同研究に関しては、ブルーのところがライフサイエンス分野の金額で 156億円です。分野

だけ見ると 35％と非常に大きなウエートを占めています。円グラフの構成はほぼ同じですが、受託研究も 565 億円と

いうことで、こちらは独立行政法人や国などの受託研究も入りますので、金額は多めになっておりますが、やはり割合

としては、ライフサイエンス分野に対する期待あるいは投入されている金額は非常に大きいです。 

 

#8＞ こちらが特許出願件数の推移です。平成 18年度から全体的には 9000件ぐらいを行ったり来たりしている状況で

す。その中で、平成 23年度のライフサイエンス分野は 32％ぐらいで、先ほどの共同研究、受託研究の割合と同じぐら

いです。特許出願についても同じく出されている状況です。 

 

#9＞ そして、先ほど社会貢献の点について触れさせていただきましたが、産学連携活動は、企業への貢献という側面

も同時に発生してしまいます。大学の利益、教員の利益という面に加えて、企業あるいは会社側の利益ということで、

やはりコンフリクトを起こしてしまいます。下の方に共同研究、受託研究、技術移転等々がありますが、いわゆる産学

連携と呼ばれるものについて、軒並み当たるのではないかという形で書かせていただいています。 
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#10＞ 平成 14年の文部科学省の審議会の利益相反ワーキンググループの報告書から抜かせていただいたものです。こ

のときは、債務相反、利益相反を合わせて広義の利益相反と定義していました。利益相反というのは、こういうことが

あるということで、平成 14 年のことですので、やはり相当初期から、このようなことが利益相反だとアナウンスして

いた状況です。それから 10 年ぐらいたって、利益相反についてこのようなシンポジウムが開催されるに至っているの

で、定義のところは自明のことかとは思いますが、当時としては、まだここから始めなければいけませんでした。10

年でかなり進んだのではないかと思っています。 

 

#11＞ これまでの取組に関して、上から羅列させていただきました。一番上が先ほど申し上げた平成 14年の段階の利

益相反ワーキンググループの報告書です。下に行くほどだんだん新しくなっています。一番下の調査研究「臨床研究に

かかる利益相反問題への対応について」というところで、東京医科歯科大医学にシンポジウム等々も開いていただいて、

利益相反問題についてご検討いただいている状況です。 

 

#12＞ 基本認識です。右下の赤字のところだけご覧いただければと思いますが、大学としてどのような責任を負って

いるのかを、やはり最初に認識していただくことが、利益相反マネジメントの第一歩だと思います。社会に対する説明

責任、社会的責任、責任の主体は大学であるというところを、ます認識していただくことが重要です。それで、回避す

るのではなくて、どのように透明性を高めてマネジメントしていくのかを、各大学で利益相反ポリシーという形で策定

していただきたいというのが、文科省としての気持ちです。 

 

#13＞ こちらも重なる話で大変恐れ入りますが、予防的に組織としてリスク管理することが、利益相反問題のところ

ではまず重要です。そしてそのマネジメントをする体制あるいは大学内や学部内でのシステムが非常に重要です。利益

相反アドバイザーの具体的な事実関係の調査などは、あくまでもイメージ図ですが、やはり学内で組織あるいは体制を

整備していただいて、利益相反問題が起きたとしても、適切にマネジメントできることが重要ではないかと思います。 

 

#14＞ 世界における動向ということで、日本がそれを受けてどうなっているかを見た方が分かりやすいのかもしれま

せんが、皆さんもよくご存じのとおりだと思いますが、米国医療保険改革法が成立しました。いわゆるサンシャイン条

項がありますので、医師や病院への対価の支払いが開示されてしまいます。イギリスとフランスも追従しているという

ことで、日本においても、日本製薬工業協会が透明性ガイドラインを策定されています。 

 

#15＞ こちらは大学等におけるポリシーの整備状況の表です。平成 18～23 年度までありますが、実は平成 21 年度だ

けデータがないのは、データを取っていなかったという残念なことなのですが、平成 18～23 年にかけての数字を見る

限り、臨床研究の分野では 22 件だったものが、119 件まで増えていて、やはり意識が非常に高まっているのではない

かと思います。国立大学のパーセンテージとしても、45％でまだ半数は届いていませんが、着実に増えていると認識し

ています。 

 

#16＞ 最後に、今後の課題あるいは期待というところで一言お話しさせていただければと思います。医工連携あるい

は医薬分野は、教員が研究開発にかかわって、最後の実用化までもっていくことが非常に重要な分野です。その特性故、

やはり利益相反問題については、気を付ける点が非常に多いです。右上に書いてありますが、新薬開発には産学官の協

力が不可欠ということで、兼業や利益相反も生じやすい状態となっています。また、下にも書いてありますように、医

薬あるいは医療という面では、安全性や信頼性、情報の開示の必要性がありますので、ほかの工学部など医学部以外の

分野とは、やはり重要性という面では少し質が違うと思います。そのため、日本製薬工業協会の会員会社において「透

明性に関する指針」が策定されることになっているので、平成 18 年に制定された「臨床研究の利益相反ポリシー策定

に関するガイドライン」は、さらにそれに合わせて改訂する必要があるのではないかと考えているところです。時代も

やはり着々と変わっていきますので、各大学において、時宜にかなった利益相反マネジメントを図ることを期待し、私

の発表に代えさせていただきたいと思います。以上です。ご清聴どうもありがとうございました（拍手）。 

 

（水谷） どうもありがとうございました。 

 それではここから、各講演者の先生方にご登壇をいただいて、ご講演をいただくことになります。 
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パネルディスカッション 

モデレーター：曽根 三郎（JA高知病院院長・徳島大学名誉教授） 

       宮坂 信之（東京医科歯科大学 医学部附属病院病院長） 

パネリスト ：玉置 俊晃（徳島大学医学部長・徳島大学院医科学教育部長） 

       仲谷 博明（日本製薬工業協会 専務理事） 

       平井 昭光（レックスウェル法律特許事務所所長 弁護士・弁理士） 

       宮川  清（東京大学大学院 医学研究科附属疾患生命工学センター放射線部門 教授） 

       谷内 一彦（東北大学医学部 医学系研究科 機能薬理学分野 教授） 

 

（水谷） それでは、予定より 10 分ほど早いのですが、パネルディスカッションにかなりの時間を費やしていただけ

るかと思いますので、パネルディスカッションに移りたいと思います。第 1部でご講演いただいた先生方に加えまして、

徳島大学医学部長、徳島大学院医科学教育部長の玉置俊晃先生、レックスウェル法律特許事務所所長、弁護士・弁理士

の平井昭光先生、東京大学大学院医学研究科附属疾患生命工学センター放射線部門教授の宮川清先生にご登壇いただき、

曽根三郎先生と宮坂信之院長を座長にパネルディスカッションを行いたいと思います。曽根先生、宮坂先生、よろしく

お願いします。 

 

（曽根） それでは、ただ今からパネルディスカッションを行いたいと思います。今までの本邦における COIの取り組

みや問題点の歴史をお話しします。文科省から COI 指針策定ガイドラインが出て、もう 8 年になります。米国より 16

年遅れて、急ぎ足で整備を進めてきております。先ほどもご紹介がありましたように、今年はアメリカのサンシャイン

条項、医師・病院に対する企業からの支払いの全てが 9 月からホームページで公開されるというスケジュールになって

います。 

 日本でも透明性ガイドラインが動き始め、今年から昨年度分の執筆料や講演料の公開が始まります。そういう点では

シンクロナイズド化ができつつあるという節目の年でもあります。しかし、日本の場合はアメリカと状況が異なり、社

会的な仕組みや産学連携の在り方も大きく違いますし、動くお金がまた違います。支払いの制度も全く違います。そう

いう中で、アメリカと同じように全てを動かしていっていいかとなると、なかなかそうはいきません。 

 先ほど飯田先生からお話がありましたように、米国では奨学寄附金というのはありません。公的な研究費で約 8～9

割がサポートされています。一方、日本の医科大学における実態調査を見ると、外部資金が半分で、そのほとんどが奨

学寄附金です。奨学寄附金がなくなると、日本の医学研究や臨床研究がどうなるかは、想像に難くないと思います。一

方で問題を起こしやすいのが奨学寄附金ですし、今日のお話の中で、講演の回数が年間 10 万、それに参加する、多く

は医師だと思いますけど、医師といっても恐らく教授や准教授や講師、あるいは基幹病院の部長、医長クラスの方が非

常に、貢献とともにお金が動いている。そういう中で、疑惑が出てきます。またさらに、KYOTO HEART Studyの利益相

反関係の実態は、はっきり言ってまだ分かりません。奨学寄附金を出したということは分かりますが、あとはどうなっ

ているかが全く分かりません。そういう中でわれわれが求めるのは、やはり産学連携推進は絶対にしなければいけない。

日本の医療の質のレベル、また医薬品開発を含めて、日本でできる限り、日本人のための医薬品・医療機器が開発され、

現場で使えるようにするためには、産学連携はなくてはならない。それを前提に、ではどうしたら疑惑がないようにで

きるか。 

 それから、もう一つの今日の論点は、今まではマネジメントガイドラインを作るというと、いかにマネジメントする

かだけだったのですが、今の段階では、疑惑が出たときに、ではどのようにマネジメントしたらいいのかという非常に

差し迫った問題が、実際に起こっております。そういったことも、本日はぜひ議論していただいて、各大学・各機関で

役立てていただけたらいいと思います。 

 はじめに、少し時間をいただきまして、私の資料の最後のページです。COI指針の見直しということで、文科省が作

った 2006年度版は臨床研究に限定していたわけですが、この 10年あたりですか、トランスレーショナルリサーチとい

う形で、早くからシーズを見つけて、それを臨床、診断、治療、予防につなげていくという研究が非常に活発化してい

ますし、企業も非常に多額のお金を導入しております。そういう意味で、臨床研究ないしは医学研究という範囲でと医

学界は考えていますが、医学系の大学でも、こういう考え方でよろしいですね。やっぱり臨床研究に限定すべきという

声があれば。それはその方向でよろしいですね。 

 それから、開示するための基準額です。これも谷内先生から、米国では 1万ドルということで、この指針の策定ガイ

ドラインを作ったときには、1 ドル＝100 円と計算して、100 万円とかという形にしていましたが、現在ではえらく厳

しくなって、5000 ドル以上ということになっています。これについては、私の意見としてはまだ学会関係も半分ぐら

いやりますし、多くの学会が COI指針を作られて、動き始める。そういう意味では、企業としては、今設定している額

をしばらく続けるということでよろしいのではないかと思います。何かご意見はございますでしょうか。 

 それと、開示するための期間ですが、最初に作ったときは大体 1 年、前年度だけということでしたから、今日のお話

の中でも、問題になるのは臨床研究・臨床試験です。臨床試験・臨床研究というのは、単年度ではないわけで、恐らく

数年かかります。そういった意味では、開示する期間は 2年か 3年、私は 3年ぐらいが一番いいと思うのですが、これ

についても何かご意見はございますか。5年はちょっと多いですが。今の段階では、毎年出しておけば、過去 3年間ぐ

らいはデータを持っているので、申告するには十分なデータがあるということでやれないかと思います。ガイドライン
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の中の期間は、3年ぐらいという形でいきたいと思います。 

 もう一つは、COI指針に従うというのは、各大学が COI指針を作っておりますが、多くの、ほとんどの人が学会に所

属して活躍されているわけで、各学会にもそれぞれ COI指針があります。日本の場合は平井先生や私も含めて、医科系

大学、医学界、基準というのは同じような形で作成してきていますので、学会間あるいは施設間でそう大きな違いはな

いと思います。指針自体もそうです。そういう意味で、大学のスタッフの人が、教諭の人が、学会なりいろいろなとこ

ろで活躍されるわけで、そういった意味では、所属学会、あらゆる関係する機関・学会の COI指針に従うということも、

明記しておきたいと思います。 

 それと、COI 委員会と調査委員会の在り方ですが、これも飯田先生のお話にありましたように、COI 委員会はあるけ

ども、それが動いていない大学や学会が多くあります。また、外部委員のいない委員会がたくさんあり、あくまで COI

のマネジメントというのは、社会の視点、社会の目から見て、医者と企業とのお金の授受がおかしくないということを

説明できるようにすることが重要であって、そういった意味では、外部委員をやはりできるだけ入れていく。そういう

形での明記をする必要があるのではないかと思っていますが、その点はいかがですか。何かご意見はございますでしょ

うか。 

 回答ばかり言うような感じで申し訳ないですが、それと調査委員会の在り方です。京都府立は、恐らく今、調査委員

会を作ってやられていると思いますが、これは、どこの大学にもああいった事例が出てくる可能性はあるかもしれませ

ん。そういった意味では、常日頃から COI委員会、調査委員会、特に今お話しているのは産学連携による医学研究、臨

床研究ですが、COI委員会、調査委員会がしっかり働いて、社会の疑惑に対してきっちりと説明責任を果たしていくと

いうことが、研究者を守ることでありますし、機関または学会を守ることになるという理解をする必要があると思いま

す。 

 開示項目の見直しについては、2006 年頃というのは寄附講座がちょっとでき始めたところで、あまり多くはなかっ

たのですが、現在は寄附講座が非常に多い。そこに特任教授とか特任准教授とか講師とか助教とか、いろいろな職種、

それも非常勤の形で勤務され、もちろんサイエンスに貢献されているわけですが、そういう人たちが問題を起こしたと

きです。例えば、「iPS の臨床、世界で初めて」ということを言った人がいて、名前も少し出ていましたが、あの方も

特任という形の立場なのですね。そうすると、簡単に切りやすい。切って、その問題は終わったとなってしまう。寄付

講座の意味とか、特任教授を取る意味というのは、それだけ必要性があるということで活躍されているわけで、その本

人はいいとしても、その汚名がそういう人たちへの不信感に変わっていくということがないような仕組みをつくるべき

ではないかと私は思うわけです。そういう意味で、COI委員会のマネジメントのガイドラインには、正規の職員だけで

はなくて、非常勤の方たちも含めて、どうマネジメントすべきか、きちんと記載しておく必要があるのではないかと思

います。 

 それから、奨学寄附金については、これは毎年議論があって、一向に出口が見られません。これは今日のお話にもあ

りましたように、いかに奨学寄附金に依存しているかということは明らかで、その事情は大学によって取り扱いが違い

ます。入り口は、医長であったり、学長であったり、病院長であったり、医学部長だったりします。大学ですと教授で

あったり、講座であったりと、入り口が全く違います。これは、ぜひ国立大学協会や医学部長病院長会議などで議論し

ていただいて、社会に対して、入り口をきちっとして、入ってきたものをどういう形で使うのかというようなことを、

説明できるような仕組みづくりをこちらから提案していく必要があるのではないかと思います。 

 KYOTO HEART Studyにしても、真相は分かりませんが、京都府立大学のグラントから全ての臨床試験がサポートされ

ていたという、その原資は、3000 人余りの臨床試験をするとなると、かなりの額、1 億円以上入れると思うのですが、

そのお金が京都府立大学からすっと出てきているならそれでいいのですが、もし経理であれば。それはやはり出すこと

が重要であって、出すことが悪いことではありません。そういうことをきちんと透明性を持たせていくようなことをす

べきではないかと思います。 

 そういう意味で、今回のガイドラインではできるだけそういったことも、具体的に対応をどうしたらいいかというこ

とを、ガイドラインですから、なければならないわけではなくて、あるべき方向を示すような内容を超えていくことが

重要ではないかというふうに思っております。今の点はいかがですか。特に問題はないですね。 

 それから、削除すべき項目として、一親等内の親族、生計を別とするものの開示というのをいつも載せているのです

が、これも最初に 2006 年度のときに、アメリカの COI指針を見ますと、ほとんど書いていたということです。今まで

に、学会を含めてこの種の批判は聞いたことはありませんので、今回は項目としては外して、しかし、少し何かリレー

ションシップでそういったことがあれば開示することという一文にとどめる方向で進めています。この点はいかがでし

ょうか。 

 重要な見直しの点は今お話しした点です。新しいものとしては、製薬協の透明性ガイドラインへの対応です。今日、

製薬協からご説明をいただきましたが、項目 A～E という形で分類されていて、われわれサイドは全ての項目は発表の

ときには開示しています。雑誌では公開という形である基準以上あればしています。しかし、製薬協の場合は、項目 C

だけを、各社が一斉未公開ということをやられているわけで、その辺はかなりいろいろ問題が出てきていることも確か

です。 

 私は今回、文科省の方も言われたように、大学というのは、教育・研究でずっとやってきたのですが、法人化を迎え

て、社会貢献が非常に重要であるということで、社会貢献の一つの大きな柱が、産学連携活動であるという理解をして

います。そうしますと、大学の教義がいかに産学連携に貢献しているかということを、大学が示すためには、Cは製薬
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協が出すのですが、A、Bをもっと積極的に公開する必要があるように思います。A というのは研究開発費で、実は製薬

協の方にアンケートを採りましても、約半数の会社が項目 Aの研究開発費について、大学名と講座名・教授名を出して

も、それは特に影響はないという回答でした。 

 この Aというものがそうです。製薬協としては、各企業は Aは公開しないという考えですが、われわれ大学側として

は、各研究者が発表するときには Aは開示しておりますので、大学として社会貢献をいかにしていくかという意味では、

Aについては公開をしてもいいのではないかと考えます。これはぜひ、製薬協のことも含めて討論していただきたいと

思います。 

 Bは、かなり詳しく出ておりますので、これは大学側もむしろ積極的に公開をする方が、各研究者がどれだけ、講演

しているだけではなく、本当の意味で製薬会社に貢献しているかという非常に重要な資料になるのではないかと思いま

す。この点をぜひまた議論いただきたいと思います。 

 これから、皆さんと一緒に、事例を通して、今までは社会に疑惑を招かない、信頼性を確保するためにマネジメント

するということだったのですが、今の時代では、疑惑も出てきていますので、それに対してどうするか。研究者個人、

組織、製薬協という形で、ぜひ議論していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（宮坂） それでは、後ろに事例 1が出ています。こちらは先ほどから問題になっている例の KYOTO HEART Studyです。

もう一度確認をしますが、今年になって、某大学の某教授が、論文を撤回しました。それは、降圧薬 Vの有効性あるい

は有用性を論じたものであった。研究には、この降圧剤を販売している N社からの研究費（奨学寄附金）が使用されて

おり、これは N 社の社長が別の記者会見で研究費が出ていることを認めていますので、出ていることは間違いありませ

ん。にもかかわらず、その論文の acknowledgement、最後のところに書く謝辞には、それに関する利益相反の開示が出

されていなかったという点が一つ問題です。 

 もう一つは、一部の論文では開示はされているのですが、やはり企業名が出てこなくて、大学からの、要するに大学

が奨学寄附金を受け入れたので、研究者からすると、研究費をもらっているのは企業からではなく大学からだといって

開示をしている。果たしてそれがいいのかどうかということがあります。それから、ここには書いてありませんが、当

然こういった臨床研究は学内で倫理審査委員会にもかかっていますし、利益相反マネジメント委員会にもかかっていま

す。その利益相反マネジメント委員会で、一切これがマネジメントの対象にならなかったのかどうか、それも問題だろ

うと思います。 

 これを、演者の皆さまでも結構ですし、フロアから問題提起をしていただいても結構だと思いますが、ご発言やコメ

ントをいただければと思います。お座りになっているところの前に、白いボタンとマイクがありますので、手を挙げて、

ボタンを押してご発言いただければと思います。いかがでしょうか。 

 

（久保） 福岡大学の久保です。具体的に、例えばどこの大学でも年報を出していて、論文発表をしているとか学会発

表をしているというデータは持っていますが、それにどのような資金の裏付けがあるか。資金を受け入れるときにその

申告書ごとにマネジメントしているのですが、研究成果が発表される段階のマネジメントは難しそうな気がします。ど

のようにやったらいいのか。それとも、このような例が私の大学であった場合に、資金の受け入れ側は自己申告書でマ

ネジメントしていると思うのですが、出口側、つまり研究成果の発表をどうケアするかというのは、多分現状ではでき

ないと思うのです。そこのところをどういうふうに考えたらいいのでしょうか。 

 

（宮坂） 利益相反マネジメント、要するにこういう形で出てくるまでは、分かりません。年報で出てくるときという

のは 1年以上後の話ですので、出てきたものではもう分かりません。 

 

（久保） そうですね。そこのところをちょっと教えていただければ。 

 

（宮坂） 問題は、利益相反マネジメント・・・、でも、確かに先生がおっしゃるように、利益相反マネジメント委員

会にかかるときも利益相反の申告をしていなければ分からないですね。そこは一つ問題ですね。 

 

（久保） お金をもらうところはきちんとしていると思います。委任経理金も引っかけていますので。一定金額ですね。

それを教室の運営に使っているとか、秘書を雇っているのは全部チェックしている。それで一応 OK となって、動き始

めますよね。その後、研究成果がどのようになっているかというのがなかなか分かりにくいのではないかと思います。 

 

（宮坂） ただ一つは、この M 教授なる方は、いわゆるこの研究の PI（プリンシプル・インベスティゲーター）です

から、先ほどちょっと曽根先生も言われましたように、これだけの研究をするからには、億単位のお金が出ているはず

ですよね。ですから、そういったものの申告があったときに、果たしてこのスタディーをするときの PI として、果た

して適切かどうかということは、利益相反マネジメント委員会では討議の対象にはなり得ますよね。もしもその方が利

益相反の申告をきちんとしていれば。 

 

（曽根） 先生のご質問について、受入れを大学がやるから、大学が入り口になっていますよね。委任経理金や共同研
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究委託などがどれだけ入ったか。このプリンシプルインベスティゲーターとして、M先生は、臨床試験を行う上で、審

査を必ず倫理委員会に出していると思います。京都府立に COI委員会はありますが、COI委員会が本当にこの臨床試験

については、企業のスポンサーがあったかどうか。それは申告するところが必ずあると思います。それから、奨学寄附

金を使っているのであれば、それを使っているということですね。どれだけ受け入れているか。そこまでしかチェック

はできないと思います。それはそれでいいのです。 

 実際に発表側で、このケースは、これが悪いかどうかは私は分かりませんが、日本循環器学会で発表しました。その

ときに、日本循環器学会というのは、ほかの学会と同じように、やっぱりポリシーを持って、雑誌に投稿されたときに

は、当然スポンサーをちゃんとチェックする。それから、もう一つはデータのあれですね。最初は発表 OK ということ

で、あの形で通したのですが、今回についてはデータ上のところでタスクのミスがあまりにも多くて論文にはならなか

ったということで、現段階で撤回しているわけですね。現在、循環器学会の方も、単なるミスだけではなく、いわゆる

COI的な問題も含めて、関心を持って、それについて京都府立大学に質問をして、調査委員会を作って、きちんとどう

いう状況かという調査をお願いしている段階なので、それがどう変わるのかは私は今のところ分かりません。しかし、

例えば委任経理金を 3000 万円ももらっていたとした場合に、大学として今の時点でどう対応すべきかということを少

し議論していただいたほうが分かりやすいのではないでしょうか。要するに外から疑惑が出たときに、ただ単なるマネ

ジメントとして調査委員会でどういう調べをするか。COI委員会が一緒にやらなくてもいいのかどうか。そういったと

ころを今回議論すると、いろいろな問題点が見えるのではないかと思います。 

 もう一つは、学会が専門学会だから、エビデンスを出して社会の治療を変えていっているわけですね。標準化という

ことで。そういう意味で、かなり危機感を持っているというのは確かです。それから、今日は製薬協から来られている

ということで、企業側としてこういった事態に黙っていていいのか。あるいは、どういうアクションをとったらいいの

か。そのようなことを踏まえて、プライベートオピニオンでも結構ですので、ぜひ意見を聞かせていただければと思い

ます。 

 

（平井） 今のご質問についてのお答えですが、要するにこの M先生が、COIについての、開示すべきときに開示をし

なかったということだと思います。それは、ジャーナルであれ、あるいは学会での発表であれ。これに対する対応策は

そんなに多くないと思います。私は二つあると思うのですが、一つは非常にシンプルな話で、COI委員会の方で、大学

の先生方に対して、ジャーナルでの公開のルールを徹底してもらうことです。それが、やはり研修であろうと、講演会

であろうと、形はどうでもいいと思うのですが、そういう啓蒙活動というか、教育をしっかりしていただくことが、ま

ず一つあると思います。 

 もう一つは、こういうことが後で発覚した場合に、何らかのペナルティーを課すということがあると思います。これ

は結構難しい問題で、実は、ガイドラインを作ったときも、ペナルティーについては、作る方がいいという文言が入っ

ています。こういうケースでも、例えば開示がなくジャーナルを出した場合に、それが後で分かったという場合に、そ

んなに重いペナルティーでなくてもいいと思います。譴責（けんせき）するとか、比較的軽めのペナルティーを取りあ

えずしていただいて、注意喚起をすることによって、全体に対する一般的な効果として、そういうことが将来的に減っ

ていく可能性があると思います。その二つが私が思う対策です。 

 ご指摘のように、入り口の部分というのは実は全然分からなくて、どういう自己申告をされているか全く分からない、

企業からどういうお金が来ているか全然分からないという状況なので、この K医科大学の利益相反マネジメントが正し

かったかどうかは現状では全く分かりません。ただ、そこに一定の問題や「こうすべきだった」ということが、もしか

したら将来見えてくるかもしれないという気はします。 

 さらにもう 1点、こういう問題を扱うときに非常に気をつけなければいけないと思うのは、COIというのは、研究不

正行為とは違います。研究不正行為はきちんとラインがあって、先生方が研究不正行為をしたならば、それは研究不正

行為として審議・判断されるべきものです。もちろん不正行為をすれば、それは学内の就業規則違反でもあるだろうし、

場合によっては刑法や一般法規違反になる可能性もある。これが研究不正行為の問題です。 

 COIというのは、先生方は決してそういう不正行為をしていないのだけれども、先生方がバイアスをかけたという懸

念を社会から受けそうなときに、どうやって守ってあげるかというのが COIの議論です。この場合に、M教授が研究不

正行為をしていないのだけれども、バイアスをかけたと疑われそうだというケースで、COI委員会としてどのように守

るか。こういうふうに問題を捉えると、また全く見方が変わってきます。その場合には、事実関係がもう少し分からな

いと、この問題に答えは出せません。しかし、もし私やここにいらっしゃる方々が、利益相反委員会にいたとすれば、

この先生が正しい研究行為をされている方であったら、それを守るために、やはり全力を尽くさなければいけないと思

います。 

 

（宮坂） ありがとうございました。繰り返しになるかもしれませんが、個人レベルで見れば、まず当該の研究者が利

益相反の開示をきちんとするということが前提です。それから、それをするような啓発活動を学内できちんとしている

かどうかというのが、まず個人のレベルの問題です。もう一つ、組織としては、今出たように、COIマネジメント委員

会がきちんと機能したかです。さらに、こういったことが分かってから、それに対して COIマネジメント委員会がどう

行動するかということです。もう一つは、当然のことながら、これは大学で調査委員会が作られるはずですので、調査

委員会でそれを調査して、どう公表するか。そういう問題もあると思います。 この点に関して、何かご意見がある方
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がいらっしゃれば。よろしいですか。特にこれについてはコメントございませんか。多少ずれても構いません。水谷先

生お願いします。 

 

（水谷） 先ほどから議論されているとは思うのですが、二つ問題があります。この場合は、データを操作したという

ポイントと、もしこのデータが正しかったとしたら、本当に問題の所在を見抜けただろうか。COIマネジメント委員会

に出されたときに、このデータが正しかったら、われわれは COIマネジメント委員会として、その問題の所在に気づか

なかった可能性が非常に高いと思います。もし本人が、多額の奨学寄附金を受けているということを申告されて、COI

マネジメント委員会として、こんなに多額の寄附をもらうのは、どういうことなのかという説明をもらったとして、そ

の時点で全く別の説明をされてしまうと、やはり論文が出てしまうまで分からないということになります。ですので、

やはり何らかのペナルティーという形でのレギュレーションが非常に重要なのではないかと個人的には感じておりま

す。 

 

（宮坂） ありがとうございました。今の件についてフロアからでも結構ですし、あるいは演者の方でも結構です。何

かご意見はございますか。これは、真相がよく分からないので、本当に利益相反の開示をどこまでしたのかということ

もあります。それから、大学がお金を受けているときに、普通はこういうメガスケールのメガスタディーというのは、

NPOのような組織を作って、そこにお金を受け入れてやっている可能性もあるわけです。それとは違うので、今回は利

益相反の開示をしなかったというふうに、もしかしたら弁明するのかもしれません。そこはよく分からないのですが。 

 

（曽根） その調査は誰がするの？ 

 

（宮坂） 本当は学内です。今、曽根先生から、その調査は誰がするのだというご質問がありました。それは本来学内

の調査委員会がきちんとすべきことで、本来は第三者を入れて調査して、その結果を公表するというのが普通のやり方

だと思います。 

 

（曽根） 平井先生から話があったように、COI委員会というのは、マネジメント、社会から疑惑を招かないような仕

組みを作っていく、あるいは疑惑を招くような体制であれば、招き入れないようにシステムを改善するアドバイスをす

るのが役割です。倫理委員会は、懲罰的なことをきちんとやるように定義されていると思います。そういった意味で、

今回の事例についても、プロトコル申請、それから企業とのかかわりの申告書が出てきても、これが良いか悪いかとい

うのは分かりません。  しかし、きちんと審査をして、もしある特定の会社の委任経理金が、例えば 8000 万円、1

億円といったときには、当然ヒアリングをしてどのように使われるかということをきちんと記録に残しておくというこ

とが、組織として、あるいは委員会としては説明責任を果たすのではないかと私は思います。それを使途の中で、変な

形で使う、あるいは、それを使ったのに論文を書くときにスポンサーとして全く書いていない場合は、あくまで研究者

個人の責任になっていきます。組織としての責任は十分果たしているという理解でよろしいのではないかと私は思うの

ですが、いかがでしょう。 

 

（平井） そう思います。私もちょっと今いろいろ考えていて、これは、曽根先生がおっしゃったように、金額が大き

い可能性があるとすると、恐らく奨学寄附金として出てくるというのは、例えば 400 万円が 3 年分とか、500 万円が 3

年分とかというそれぐらいだと思います。ですから、表面の自己申告だけ見ておかしいというのを見抜けない可能性も

あります。確かに 5000 万円、8000 万円、1 億円の奨学寄附金と書いてきた場合は、必ず「これは契約でやるべきでは

ないですか」「どういう趣旨の寄附金なのですか」ということが言えると思います。もしかしたら、小額の奨学寄附金

にしていて、見かけは分からない形になっているかもしれません。そうすると、大半のお金はやはり NPOか財団経由と

いう可能性もあると思います。あるいは、違う形を使っている可能性もあると思います。 

 今、このようなケースは多々あるのですが、NPOや財団のスポンサーが 1社である場合、その資金がその研究にダイ

レクトに流れている場合には、その財団や NPO の背後にいるスポンサーのことを開示すべきであるというのが、一応

COIの・・・。これは厚労省のクエスチョン＆アンサーにも確か入っていると思います。こういうものがあります。で

すから、そういうルールを徹底して、やはりこういうケースでは資金源であるスポンサーを COI委員会に提示してもら

う。そうすれば、COI委員会も気がつく可能性が出てきます。言ってもらえないと全く分かりませんので。気がつけば、

対応やマネジメントができる可能性もあったのではないでしょうか。あくまで想像ですが。そんな感じのことを思いま

した。 

（宮坂） 仲谷さん、この点で何かコメントはございますか。 

 

（仲谷） 先ほど曽根先生から、こういう事実があって、メーカーが黙っていていいのかというご指摘をいただきまし

たので、その点についてプライベートオピニオンでいいというお言葉でもありましたので、私見として述べさせていた

だきたいと思います。  今、製薬協では、自分たちから何かの違反事案などを探しにいくという機能は持っておりま

せん。製薬協が持っている機能は、例えばどこかのメーカーがやっていることについて、ほかのメーカーが、「あれは

おかしくないか」と思ったら、まず当事者同士が話し合いをしてくださいということからスタートしてもらうことにし
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ています。そして、当事者同士で決着がつかない場合には、こちらに、苦情という形で申告していただくという道を作

っております。そうしてそのようにして苦情が出てきた場合には、それに対して調査させていただきます。ここで初め

て調査権が出てくるというふうな仕組みにさせていただいております。 

 もう 1 点は、問い合わせという道があります。これは、「こういうことをやろうと思うが、問題ないだろうか」とい

うようなことについて、問い合わせを受けた場合に、それについて一定の判断をさせていただくという道を持っており

ます。 

 今のことが、私どもの活動の柱になっておりまして、そのことが、曽根先生のお心の中には、「そんなやり方では甘

いのではないか」というご趣旨なのかもしれませんが、現時点で製薬協の運用の在り方というのは、そういうふうにな

っております。申告がないと動けません。これは例えば、薬事法違反においても同様です。薬事法違反においても、正

直に申告していただいたら、私たちはそれに対して調査もさせていただき、報告も求めます。また最悪の場合には除名

というような措置まで含めて、何段階かのルールを作って運用をさせていただいております。それすら、当該企業が、

わざわざ報告するほどのことではないというふうに思って、何も言わないでいると、取りあえずこちらから「何かやっ

たのではないか」というふうに行く権限は持っていないということになります。 

 

（宮坂） そうではなくて、私たちが知りたいのは、例えばこのスタディーの場合も、N社は、この KYOTO HEART Study

の結果をパンフレットにして、発売促進活動の一環として使ったわけです。それは私も知っていますが。しかし、ある

日それが突然この事件が起きたらば、全部引っ込めて、全くそれについてはそのメーカーは何も言っていないわけです。

そういったことに対してどう思いますかという質問です。 

 

（仲谷） その件につきまして、つぶさに私どもが調査をしたという事実はありませんが、一つの考え方として、まさ

に個人的見解になりますが、このことについてどうなんだろうと疑念を持ったときに、それについてはデータ集積のミ

スがあったので、そのデータ集積のミスに基づいて作った資料については、全て撤回させていただいて、それ以降は使

用しないと当該企業は判断をされて、情報活動からそのツールを外したと聞いております。私どもはそれは対処として

は適正な対処であったと思っております。先生方のご指摘のように、実はそこにもっと何かどろどろしたものがあるの

ではないかというところまでの入り込み方はしていないという状況です。 

 

（曽根） その透明性ガイドラインを出されて、当然 N社も指針を作って、昨年度の分は今年から公開ということでも

う言ってきていると思います。今回のような形で疑惑が出た段階で、患者サイドが N 社に対して項目 Aの開発研究費に

ついて、辞められた M 教授に対して、臨床試験が始まって 7 年とすれば、7 年以降の研究開発費の支払い、B 項目の寄

附金、Cの講演・執筆料。そういった形で開示・公開を私は求めることが、透明性ガイドラインの筋ではないか思いま

す。疑惑が出たときこそ、その疑惑を取り払うために、疑惑が出ている運営が去年あったということは、それは営業努

力でいいのですが、その根拠となる情報が揺らいでしまった、要するに消えてしまったわけです。その場合は当然そう

いう数字をもって説明責任を果たすべきではないかというのが今の時代のように思いますが、その点はいかがですか。 

 

（仲谷） まずその辺をつまびらかにすべきだという先生のご指摘については、もっともだと思います。ただその方法

として、まずは、当該企業がそれについて自分のところはどうであったということをお示しするのが第一義であります。

それが、外から、あるいはさまざまな角度から求められたときに、全くそれに対して口をつぐんだままであるのだとし

たら、個人的な見解ですが、私たちとしては「正当な対価である、あるいは正当な行為であれば、ご説明された方がい

いのではないですか」というようなことは、お話しさせていただくことはあるかもしれませんが、私たちから「今のル

ール上で、積極的にそれについて開示してください」と言うような仕組みにはなっていないということです。つまびら

かにした方がいいだろうという、ましてや、私も同じ製薬の世界にいますから、そんな悪さをしているはずがないと思

っておりますので、その弁明をきっちりされた方がいいというふうには思います。 

（宮坂） ありがとうございました。事例 1に関しては、論文捏造うんぬんというのはここで取り扱うマターではない

ので、ここで言えることは、少なくとも利益相反の開示がきちんとなされてないこと自体は、やはり非常に問題である

ということです。それから、開示をする場合でも、大学からの研究費という形の開示の仕方はやはりおかしいというの

が、ここから言えることだろうと思います。 

 それから、組織としてどう対応するのか、あるいは利益相反・開示に関する啓発活動などが大学で行われているかと

いうことが、今後の問題点としてあると思います。 

 少し先に進みたいと思います。次の問題は、これはある雑誌で「うつで病院に行くと殺される！？」という非常にセ

ンセーショナルなタイトルが出て、副題に「製薬会社から精神医療界の大物に流れた『講演料』、『原稿監修料』」とい

う記事です。実際には何をやってきたかと言うと、ある人が大物の勤務先に情報公開請求をして、それに基づいて、講

演料と原稿料が開示をされました。それを支払いした事業者別、すなわち製薬会社ごとに金額明細を計算して、これは

不適切ではないかというふうに攻撃をしている。やっている人は分からないでもないのですが、これに関しては、もう

一つの見方として、当然、こういう、この場合は抗うつ薬、抗うつ剤の問題になると思うのですが、その開発に当たっ

て中心的な役割をした人は、その道のオーソリティーなので、当然、原稿を書いたり講演をすることは多くて、それに

対して今回は、情報公開をして開示をしているわけです。 
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 していることを今度は逆手にとって、こういった形で攻撃をするというようなことが起きると、今度は、私たち研究

者から見ると、そんなことは怖くて開示できないと思う人がいるのも当然ですし、開示を控えてしまうということもあ

り得ます。私がそうしているということではないですが、当然そういうことがあると思います。こういう使われ方とい

うのも、悪く見るとあり得るということになると思います。この点に関して何か、まずフロアからご意見があれば、お

伺いしたいと思います。  特にございませんか。演者の先生方からもご意見をいただければと思います。 

 

（谷内） この事例 1も事例 2も、私が思うに、大学や研究機関の説明責任が果たされていないということです。一つ

には COI委員会が機能していない一つの証拠だと思います。もしこういう事例があって、特に事例 2ですが、この方は

特に問題を起こしたわけではなく、基本的にはそういう関係が多いということですので、やはりこれに関して機関の方

から説明していただく必要があると思います。もし私どもの大学であれば、こういう事例で雑誌社から攻撃された場合

には、東北大学としてコメントを出して、返事をします。 

 また、この方は多額の収入をいただいていますので、私どもの大学も最近から始めた事例ですが、このように問題視

される前から、大学の顧問弁護士と会っていただくということで注意を促しています。特に問題なる前に、こういう

VIP、この施設に関しては、多分、超大物で大切な方だと思います。こういう方に関してはやはり機関側が弁護士をつ

ける必要があると考えます。全員ではありません。この方のように非常に貴重な方に対しては、大学側の立場に立った

弁護士をつける必要があるというのが私たちの見解です。 

 

（宮坂） これは実際にはナショナルセンターで起きたことだと思います。東北大の場合は、研究者が多すぎる、ある

いは多額と判定する場合、本俸の何倍などという規定はあるのですか。 

 

（谷内） 宮坂先生の医科歯科大と同じですが、兼業収入という場合は、本給の倍ということに。本給と同じ金額をも

らっています。知的財産の問題であれば幾らもらってもいいのですが、兼業に関しては本給の倍です。多分、曽根先生

の徳島大学はいくら兼業でも構わないと聞いております。 

 

（玉置） 幾らもらってもいいというわけではなくて、そのあたりは今、議論になっています。普通に大学で教育研究

活動をやれば、そんなにたくさん活動はできないだろうということで、おおよその目安としては、本俸の倍程度かなと

考えています。これ以上あれば、マネジメントする必要があるのではないかというのが今の徳島大学の考えです。まだ、

きっちりとした規定は作っておりません。 

 

（宮坂） 要するに本俸に匹敵する額かそれを超える場合には問題にするということですね。本俸の倍というのは要す

るに。 

 

（谷内） マネジメントの対象とする。 

 

（宮坂） マネジメントの対象とするということですね。そのあたりについても議論の対象としたいと思います。今フ

ロアでお聞きになっている方で、それはおかしいのではないかというご意見も当然あるかもしれません。何かご意見や

コメントはございますでしょうか。特に意見でなくても、コメントでも感想でも結構です。特にございませんか。 

 本日、実はマスコミの方がたくさん来ていて、非常にレスポンスがよくて、攻撃を受けるのではないかと思い覚悟し

てきたのですが、特にどなたもご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

（杉山） 東京医科歯科大学の杉山と申します。ちょっと外れるかもしれないのですが、こういった COIの開示で、非

常にいろんな企業から多額の研究費なりそういったものをもらっている方が、例えば学会のガイドラインの委員長にな

ったりする。もちろん、それなりのご経験があって、信頼もあってそうなるわけですが。そういった方がなられると、

ガイドラインの指針にすごく影響を与えるのではないかというのが、学会でももめていまして、そういった判断という

のはどのように行われていったらいいのでしょうか。 

 

（宮坂） それは多分、学会によって違うと思いますが、例えば私の学会ですと、学会の中に COIマネジメント委員会

が別にあります。要するに組織、その人が勤務している組織とは全く別個に学会の COI マネジメント委員会があって、

学会の会長や、ガイドライン作成委員会の委員長、市販後調査の委員長という人たち、ある程度は利益相反の COIの開

示をしなければいけない人というのをあらかじめ指名しておいて、その人たちに利益相反の開示をさせます。そこから

後は、それぞれの学会で違うと思います。ただ、実際にはその学会で、例えばその方が何千万円ももらっているから、

市販後調査の委員長として不適である、ガイドライン調査委員長として不適であるというところのマネジメントをして

いるかどうかについては、私には分かりません。そこまで実際にやっているところは、実は少ないのかもしれません。 

 

（曽根） 内科学会は、10 万人の会員と非常に大きくて、内科学会では、非常に影響力があるような指針を作る場合

には、特定企業に非常にかかわりが強いというのは、額が非常に高いような場合には、委員長にはならないような措置
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を理事長に提案するというような姿勢でやっています。そして、実際に指針が出てきたときに、指針策定委員のリスト

が当然出てくるわけで、その下に各委員の COIのディスクロージャー、この委員は基準額以上の資金を、某社からだっ

たら、その某社名をきちんと書いておくというような形で対応しています。そうすることによって、われわれが考える

のは、たくさん産学連携を得られている方ほど専門家が多いということが当然考えられるわけで、そういう人たちを除

外するのではなくて、そういう人たちが参加して、自ら関係企業を開示することによって、基本的には自律的に、より

中立な立場で指針を作っていただくというような形で対応しています。もちろん日本医学会のガイドラインでも、そう

いうような姿勢で推奨をしております。 

 

（宮坂） 幾つか学会があると思いますが、今の私や曽根先生とは違う対応をしている学会というのは、何かございま

すか。基本的には同じでよろしいですか。学会ごとに利益相反マネジメント委員会があって、そこで判断をしている。

どこまでマネジメントをしているのかというのは、まだ今後の課題だとは思いますが。基本的には組織とは別の利益相

反マネジメント委員会があると思います。ほかにはいかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

（久保） 福岡大学の久保です。今の学会の話ですが、例えば院内で、院内の治療指針とか、そういうふうなものを策

定しようとしたときに、実際それは、院内で抗がん剤の使用マニュアルを作るとかいうふうなところで議論するときに、

策定委員に入っている人たちの COIというのは実際にやられていないのが現状だと思います。 

 

（宮坂） それは全く必要ないと思います。普通はマニュアルを作るときには、もっとエビデンスのレベルの高いもの

に準拠をして作ります。ですから、当然学会で認知された、グローバルに認知されたガイドラインを使ったマニュアル

を作るわけですから。院内だけで、エビデンスのレベルの低いものを使うということは、基本的にはない。 

 

（久保） 必要ないと。 

 

（宮坂） と、私は思います。先生、どうですか。 

 

（曽根） ないことはないでしょうね。 

 

（宮坂） ありますか？ 例えば？ 私の回りではないですよ。何かありますか。 

（谷内） 多分それは、アメリカではよくやっていることで、一般診療における COIガイドラインにしてほしいという

ことで、COIを委員会の中で開示してやる。あるいは、大学に COIを開示して作るということが行われている。それは

今、米国でも話題になっているところです。どうやってそこに対応するかということは、今ガイドラインを作りたいと

いうふうに ANCでは考えていると理解いただければありがたいし、世界的にもまだないのではないかと思います。 

 

（宮坂） それはガイドラインというか、診療内規みたいな形で、例えば早い話が高脂血症が来たら、数ある薬の中で

も特定のものを使いなさいとかいうような、そういうことですよね。 

 

（曽根） 先ほど欧米の clinical trial の数多くの臨床試験の論文を、総括して、データとコンクルージョンとの違

い、バイアスを調べた報告を先ほど見ていたのですが、ああいう総説を書かれた人がいうことは、やはり人間というも

のは、産学連携のお金が動く限り必ずバイアスはかかるというように考えたほうがいい。ですから、マネジメントが必

要なんだとということです。性善説でいくよりは、むしろ性悪説でいって、潜在化が顕在化にならないようにやってい

くというその姿勢が、COI委員会に必要なのではないかというふうに思います。 

 

（宮坂） ありがとうございました。平井先生どうぞ。 

 

（平井） この事例は、非常におもしろいところがあると思うので、違う観点からコメントしたいと思います。谷内先

生がおっしゃったように、これは COI委員会がきちっとやらなければいけないということが、まず大前提です。それで、

誤解を恐れずにいうと、COIのマネジメントシステムと、透明性ガイドラインが、サンシャインの仕組みと二つありま

すよ。それぞれ、メリットとデメリットがありますが、COIの一つのメリットというのは、開示された、自己申告され

た情報を COI 委員会の中で、COIの専門家が判断してマネジメントして、適切に対処できるということがあります。こ

れ COI委員会の一つのメリットですよ。 

 他方、透明性ガイドラインのケースでは、COI委員会のような立場が一般国民やマスコミの手に移るのです。つまり、

研究者の方が自己申告を社会に向けて行って、社会の中のマスコミやオンブズマンや一般の患者さんもおられるかもし

れません。そういう方々が、マネジメントをする立場に立つわけです。ですから、社会がとても成熟していていい機能

を持っていれば問題はないのですが、例えばキャプチャーにクエスチョンマークを付けてしまえば何を書いてもいいみ

たいなことがよくありますよね、ここにマスコミの方はいませんよね。よく新聞で、「○○か？」と、クエスチョンを

書けば何でも許されるということがあって、それは非常に問題があると思います。これが正しい記事であればいいので
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すが、もしかしたら、本来受けなくてもいいような誹謗中傷を受ける可能性もあるわけです。それが透明性ガイドライ

ンやサンシャインのデメリットの一つでもあります。 

 われわれは、社会の中に二つの仕組みがあるので、それぞれの良さと悪さ、メリットとデメリットをきちんと理解し

て、それを適切に運用して使っていなければいけないと思います。そのためにも、COI委員会がしっかりとマネジメン

トできるように。飯田先生がご報告されたように、動いていない COI 委員会では意味がないのです。やはり動く COI

委員会を作ることによって、社会をうまくマネージしていくということが大事だと思います。 

 

（宮坂） ありがとうございました。まさにおっしゃるとおりだと思います。まず、利益相反マネジメント委員会、COI

マネジメント委員会を機能させる、そのためにはやはり、COIマネジメントに関するあるいは COIに関する啓発活動が

きちんと学内でされていなければいけないと思います。 

 最後にもう一つだけ事例があります。これは谷内先生からご説明いただいた方がよろしいでしょうか。 

 

（谷内） これはかなり最終形としては事例 1に至る経緯のものかもしれません。この、NPOと臨床研究ということに

なります。これは多施設共同の臨床研修をかなりたくさんのところでやっていると思いますが、大学の中の多施設共同

の実施責任者と NPOの代表者が重なっている場合があります。大学などの機関の中で研究をしながら、NPOの顔も持っ

ていて、両面性を持っています。 

 大学の中に資金配分機関を持っていないということで、多施設共同臨床試験が非常にやりづらくなっているというこ

とで、わざわざ NPOを作られて、非常に立派な研究をされるのですが、こういう形で二面性を持っています。NPOの資

金繰りというのは、大学からは全く把握ができません。大学と NPO の責任の明確化はされていないという事例です。 

 それから、NPO が作る研究計画に対して大学は関与できません。こうしてくださいということを言っても、NPO が取

り上げてくれません。NPO自体がいろいろな企業から来ていますので、ここに患者さんのデータが全部集まってしまい

ます。そうすると、患者さんのデータ管理ができないということで、これは個人情報保護法違反になってくるというこ

とです。非常に難しい事例です。こういう事例があって、こういうものが管理されていないと、最終的には事例 1のよ

うになる可能性が高いです。○○大学というのは、私の大学でないということで、ご理解いただきたいと思いますが、

こういう事例があり得るということです。これをいかにマネジメント次第で事例 1 までに持っていかないかということ

が、マネジメントの必要性だということも理解していただけると思います。 

 これも同じです。これは事例 1でこれは観察研究です。事例 2が、これは介入研究です。これは介入研究と観察研究

では、やっぱり対応を変える必要があるというのが私たちが考えていることで、この介入研究の事例が最終形となった

のが事例 1だと思います。 

 

（宮坂） NPOが、しかも学内にあるという構図です。学内にあるわけですね。これは本来は学外にないといけない組

織ですね。第三者ですから。 

 

（谷内） それから、NPOと自分自身同士で、契約を結んでもらわなければいけない。だけど、それは自分自身同士な

ので、契約はない。昔の医局はこんなものでした。 

 

（宮坂） 全部中で、それが NPOみたいな。 

 

（谷内） そういうことです。○○大学は私の大学ではないということで、ご理解いただければと思います。 

 

（宮坂） これはなかなか複雑な問題ですが、これも何かコメントなりご意見があればお受けしたいと思います。やや

複雑な内容ですので。こういった NPO、先ほどのメガスタディーを受けているのも、高脂血症であるとか糖尿病である

とか心筋梗塞であるとか、そういった非常にラージスケールの臨床研究をするときには、こういった NPOがないと受け

皿ができません。ただし、それが学内にあって適切か、契約をどうするかというのが、今後の課題であると思います。 

 もうそろそろ時間になりましたので、これで終わりたいと思いますが。はい、どうぞ。 

 

（水谷） 先ほどの NPOの話ですが、例えば NPOというのは、いろんな製薬会社からの寄附を受けて資金源にしている

場合があると思います。その開示そのものには、どの程度のものが要求されてくるとお考えでしょうか。 

 

（谷内） NPOの開示は、多分大学に対しての開示ではなくて、県とか設置機関にですので、そこのホームページを見

ないと大学側は把握できません。そこのホームページを見ても多分、何社かまとまっていると、個々の出資者は分かり

ません。 

 

（水谷） ただ、NPOそのものは、どういう団体からの寄附を受けて、資金源にしているかというそのこと自体を公開

する必要はないのですか。 
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（谷内） 多分一部はあると思いますが、全部は・・・。私も事例を言うとまずいのでなかなか難しいのですが、特に

過去のものは分かるのですが、進行形で現在では分かりません。1年後に確か開示だったと思います。 

 

（宮坂） これはもしも、大学や国立ナショナルセンターの場合は開示請求をすれば、開示をするのですが、NPOの場

合は。 

 

（谷内） NPOの場合は多分、県のほうに開示請求がいくと思いますし、大学からは・・・。 

 

（宮坂） だから県に開示請求をすれば県が・・・。 

 

（谷内） 開示する形になると思います。 

 

（宮坂） ただ、少なくともあまりそういった過程を経なければ開示をされていないので、一般の人には分からない。

だから、場合によっては、言い方は悪いですけど、マネーロンダリングの場所として使われる可能性は否定はできない。 

 

（水谷） さらにその NPO を通して、臨床研究等が行われるケースが多いと思うので、その辺がどういうふうに今後仕

組みとしていかれるか、一番社会的な透明性という意味で正しいのかというのが僕自身分からない。 

 

（谷内） それは本当に難しいですね。NPOというのは、もともとやはり善意を元に作られていますので、こういう臨

床研究までやって、本当にいいのかということがあるんですね。これは完全に第三者である前提だったら問題ありませ

ん。これは、大学の研究者と NPOが同一人物で、こういう状況でなれる場合があるということです。 

 

（宮坂） そうですね。ですからこう今いった NPO、今回は時間の関係で話題に挙がりませんでしたけど、寄附講座の

扱い方など、今後、まだまだ解決をしなければいけない点があると思います。今、透明性ガイドラインが出て、アカデ

ミアが、必ずしもまだ利益相反に関する対応が十分にできてない。あるいは、利益相反マネジメント、本当にマネジメ

ントができていないがために、いろいろな事例が出てくるだろうと思います。ですから今後、さらにこの利益相反マネ

ジメントガイドラインができて、各施設で、そしてさらにできただけでは駄目で、それを中で浸透させる努力が求めら

れていると思います。そういったことが徐々に行われていくということを期待しまして、このパネルディスカッション

を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

（水谷） 座長の宮坂先生、曽根先生、どうもありがとうございました。また、ご登壇いただきました先生方、ならび

に、フロアから活発なご質問をいただきました参加者の先生方にあらためて御礼を申し上げます。これをもちまして、

「産学連携の視点から大学等学術研究機関の医学研究利益相反マネジメント（COI）を再考する～ガイドライン策定に

向けて～」を終了させていただきたいと思います。あらためまして全ての先生方に心から御礼を申し上げたいと思いま

す。誠にありがとうございました。 

 お急ぎのところ恐れ入りますけれども、アンケートを回収させていただいておりますので、ぜひこちらのほうのご協

力もよろしくお願いいたします。長時間にわたりましてありがとうございました。 
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会期：平成25年3月7日（木）14:00～17:30

会場：東京医科歯科大学　M&Dタワー2階　鈴木章夫記念講堂

プログラム

【第1部】14:00～15:55

14:05～14:10　来賓挨拶　 高久史麿　（日本医学会　会長）

14:10～14:25　　　　　　 鷲崎　亮　 （文部科学省科学技術・学術政策局　産学連携・地域支援課　大学技術移転推進専門官）

14:25～14:50　「産学連携にかかるCOIマネジメントの現状と文部科学省利益相反ガイドライン(2006年版）改訂への提案」

　　　　　　　 　曽根三郎（JA高知病院病院長・徳島大学名誉教授）

14:50～15:05　「米国公的研究費を取り巻く環境～NIHにおける利益相反マネジメント施策の紹介～」

　　　　　　　 　谷内一彦（東北大学医学部　医学系研究科　機能薬理学分野　教授）

15:05～15:30　「研究者の立場から臨床研究におけるCOIマネジメントへの対応について」

　　　　　　　 　宮坂信之（東京医科歯科大学　医学部附属病院病院長）

15:30～15:55　「企業活動と医療機関等の関係との透明性確保について」

　　　　　　　 　仲谷博明（日本製薬工業協会　専務理事）

15:55～16:10　　休憩

【第2部】16:10～17:30

16:10～16:35　「大学等学術研究機関における医学研究COIマネジメントの在り方に関する検討の現状」

　　　　　　　 　飯田香緒里（東京医科歯科大学産学連携推進本部産学連携研究センター長）

16:35～17:25　　パネルディスカッション

　　　　　　　　 モデレーター：曽根 三郎 （JA高知病院院長・徳島大学名誉教授）

　　　　　　　　　　　　 　　　宮坂 信之 （東京医科歯科大学医学部附属病院病院長）

　　　　　　　　 パネリスト：玉置 俊晃 （徳島大学医学部長・徳島大学院医科学教育部長）

　　　　　　　　         　　　  仲谷博明（日本製薬工業協会　専務理事）

　　　　　　　 　　　　　　   花輪 正明 （日本製薬工業協会医薬品評価委員会副委員長）

　　　　　　　　 　　 　　　  平井 昭光 （レックスウェル法律特許事務所所長　弁護士・弁理士）

　　　　　　　　　　　　　　 宮川清 （東京大学大学院　医学研究科附属疾患生命工学センター　放射線部門　教授）

　　　　　　　　　　　　　　 谷内 一彦 （東北大学医学部・医学系研究科機能薬理学分野　教授）

17:25～17:10　　クロージング (50音順）

申込者：169名 （当日参加14名を含む）

参加者：162名　（95%）

全回答数：90名　（58%）

Q1．シンポジウムについて 非常に参考になった 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった

37 47 3 0

Q2．受講の目的
COIマネジメントの
体制見直検討の参考

最新の知識を得る 講演テーマに興味 講演者に関心

47 61 18 5
※その他…大学の利益相反委員長であるため（1）、学会の代表として（1）

Q3．本講演会を知った媒体 Email Webpage 知人・社内通知 その他

58 5 21 8
※その他（6件）…医学系大学倫理委員会連絡会議（5）、学会からの案内（1）

参加者のご所属 大学・TLO 企業 官公庁等 独立行政法人等

55 11 10 2
特許・法律事務所等 その他

0 10
参加者の専門分野 医療 工学 バイオ 知財関連

32 1 6 26
その他

23
※その他（23件）…産学連携事務（7）、COI委員会（2）、総務（2）、法務（3）、会計、IRB委員、法医学、歯科学

14:00～14:05　開会挨拶 　大山喬史　（東京医科歯科大学 学長）       　　

4-3　シンポジウム
「産学連携の視点から大学等学術研究機関の医学研究利益相反マネジメント(COI)を再考する～ガイドライン策定に向けて～」
　来場者アンケート集計
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策定して欲しい 内容による どちらともいえない 不要

67 16 2 1

Q4．医学系COIマネジメント研究班では次年度も継続した活動を予定しており、ガイドラインの策定などを企画
しておりますので、以下ご意見頂けますと幸甚です。

大学・研究機関向け医学研究COI
マネジメントガイドライン策定
についてのご意見

43% 
54% 

3% 0% 
Q1．シンポジウムについて 

非常に参考になった 

参考になった 

どちらともいえない 

参考にならなかった 

36% 

46% 

14% 
4% 

Q2．受講の目的 

COIマネジメントの 

体制見直検討の参考 

最新の知識を得る 

講演テーマに興味 

講演者に関心 

63% 

5% 

23% 

9% 
Q3．本講演会を知った媒体 

Email
Webpage
知人・社内通知 
その他 

63% 

13% 

11% 

2% 
0% 11% 

参加者のご所属 

大学・TLO 

企業 

官公庁等 

独立行政法人等 

特許・法律事務所等 

その他 

36% 

1% 
7% 

30% 

26% 

参加者の専門分野 

医療 

工学 

バイオ 

知財関連 

その他 

78% 

19% 

2% 
1% 

大学・研究機関向け医学研究COIマネジメントガイドライン策定についてのご

意見 

策定して欲しい 

内容による 

どちらともいえない 

不要 
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2．自由記載（研究班の活動へのご要望や、ガイドラインに取り入れて欲しい内容等ご自由にお書きくださ
い。）

厚労科研の利益相反マネジメントと臨床研究の利益相反マネジメントは同じ委員会で扱うのが効率的だと思う

COI自己申請書の信憑性にも問題があるのではないか？透明性ガイドラインによる公開でCOI自己申請書の精度が上がれば、少しでもよい方
向になるのではないか？生悪説に立てば、どこまでいっても疑惑はつきまとうのではないか

奨学寄附金をどうしていくのか？製薬企業から助成されている財団からの研究費はどうするのか

大学の一研究者が企業から研究費を提供してもらう時の具体的なステップetc.のフローチャートを出来るだけ分かりやすい形で提供してほ
しい。聞ける窓口がどこかを教えてほしい

製薬協ガイドラインによる情報公開に関連して、大学における情報公開をどうするか

NPOが中心となる多施設共同研究が増加していると感じる。本学（日本医科大学）でも対応に苦戦しているため、是非よろしくお願いしま
す。

一親等内の親族・生計を共にする者の開示について、削除の案があるとのことですが、厚労科研の指針では対象となっており、外すという
のは逆の流れになっている様に感じる

なぜCOI委員会は、ヒアリングもアドバイスもしないのか

情報公開指針について

医学部のない大学における医学研究領域以外のガイドラインについて

機関が行う具体的なマネジメント手法について、具体例・モデルを示して欲しい（モニタリング・ヒアリングを行った結果、実際にどのよ
うなアクションを取っていくのか等）

奨学寄附金、委任経理金に関するCOI基準や標準的な契約内容・書式等を示していただきたい

資料の提供（東北大学COIマネジメント報告書）が欲しかった

厚労省からの本予算を要求し、産業界からの寄付割合を減らす方向性についても一手法として考えては如何か

一般企業のCSQと比較するとどうなのか

データセキュリティが治験者をどうやって守っていくのか

製薬だけでなく、医療機器メーカーに関しての利益相反マネジメントはどうなっているのか？グレーな部分等未だあるような気がする

ガイドラインを策定しても、運用されないと意味がない。運用できるよう、例えば、リスクマネジメントど同様、組織体制・手順・発生し
た時の対応等、項目として入れるべき。それから、啓発活動、学生の時から教育として考えていくことも必要

個人の自発的な申告に、全ての責任を押し付けがちな組織としての責任逃れが多いので、組織としての考え方や問題が生じた時の対応等を
明記してほしい

NPOやベンチャーに関する対応方法

兼業は本給と同等程度との話があったが、本学では既に何倍ももらっている先生がいる。金額がどうだこうだという話ではないが、実際に
超えたらどうするのかが分からない。ガイドラインに、金額等数値の目安を示すのか？示したところで、超えた場合にそれをどうするのか
まで記述する必要があり、難しいと思う

どの辺りが企業とアカデミアの妥協点なのかを知りたい

1月の愛媛大学での連絡会議では、「COIは日本では大した問題でなく、日本文化になじまない」旨のプレゼンがあったと記憶する。2/9
（土）貴学の研修会でも、米国事情との違いを感じた。国際共同研究等も視野に入れた上で、本邦に馴染むガイドラインとして頂きたい

COIが存在する旨の申告を受けた場合の具体的な対応策について、類型毎に各機関の事例を集積・公表頂きたい。アドバイスに悩む事例も多
く、参考とさせて頂きたい

医学研究に限っていえば、利益相反の定義を吟味することが大切だと思う。それがないと、個々人の倫理観によって対応が異なってくるの
ではないだろうか

生命関連なので、患者の為・人の健康維持の為の本質を忘れずに策定して欲しい

COI/COCで問題が生じた事例への対応を例に使って、ワークショップ形式で問題解決の方法を探る事が望まれる

国民の不信を招かぬよう、常に透明性を確保しておくのが重要と考える

各機関がCOIマネジメント体制を整備するために、どの程度の予算を措置しているか、資金源も含め、情報を集積・公表頂きたい。特にCOI
教育や委員会の外部専門家招聘など、マネジメント体制を向上させる上での予算獲得の為に役立てたい

第三者・外部委員の必要性、深く同感する。次回は、例えば、NHK等の報道機関の意見を汲み取ってみるのは如何か

国民への積極的な説明は、社会貢献の1つと感じた
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様々な立場からCOIの現状と問題点を分かりやすく説明頂き大変ありがたい

Q5．本日のシンポジウムについてご感想、ご意見をお聞かせください。

事例でのシンポジウムであったので、よく理解できた。対応・対策の現段階では、明確にできないと思う。利益相反の基準が明確でないた
め、個人の見解でしかないような印象を受けた

継続してこういった発信をしてほしい

公開シンポジウムという取り組みはとてもいいと思った

COIについて、研究者が関連する諸団体との整合性と製薬協との情報交換が重要

当日配布資料が足りなかったようで、後でもらえましたが、少し不便だった

HPへの掲載が少し遅れ気味と感じる

研究者の先生方の問題意識とCOIの現況が分かった。各機関のCOI委員の機能・権能をどの様に考えるかが、１つの重要なkeyだと思う

最近の事例をディスカッションの対象にしてほしい

短時間で盛りだくさんの内容にとても満足しています。年度末であり、次年度のCOI実質的運営のための話を聞けて、とても参考になった

最新の情報が得られ、有意義だった

パネルディスカッションは、尻切れで残念だった。もっと活発にするのは難しい課題だと思う

大変勉強になった。先生方の発表がとても分かりやすかった。ありがとうございました

事例をもとにパネルディスカッションしていただいた件が大変参考になった。半年に一回程、機会を設けてほしい

事例研究について、もう少し時間を設けてほしかった

パネルディスカッションの事例検討は、理解を深めるいい方法だと思う

パネルディスカッションにもう少し時間をかけてほしかった

大変勉強になりました。今後も継続的にシンポジウムを開催して頂きたい

パネルディスカッションで、COI指針から、一親等内の親族・生計を一とする者の開示を削除する理由として、この種の違反が無いからと説
明されたが、歯止めが外れるのではないか？例えばベンチャー設立とその役員。

利益相反について「利益と責務が衝突している状態」と考える人と「利益と責務の衝突により信頼が損なわれる状態」と考える人がおり、
後者の方は利益相反があること自体が悪いことと考えており、利益相反に関する自己申告に消極的である。利益相反の定義を「利益と責務
が衝突している状態」などと明確に定義し、産学連携活動を推進する上では、利益相反の発生は当然の事であり、それにより、社会の信頼
を損なわないように組織がマネジメントすることを明確に記載することで、個々人の意識の向上につながるのではないかと思う。上記につ
いては、COI委員会の委員に関しても同様で、申告内容に関し、COI専門家がいないためマネジメント方法が確立していない。「講演回数を
減らすように」などといった、単純に企業から受け取る金額を減らすようなマネジメント内容になってしまっていることもあり、マネジメ
ントの方法論も盛り込めば非常に有用と思う

とても参考になりました

音響やスクリーン等、会場の設備も整っていて、非常に受講しやすかった。水谷先生・曽根先生には大変お世話になり、感謝申し上げま
す。また機会がありましたら、是非参加したいと思っています

製薬協の最新の状況が分かった

現状を知る上で、大変参考になった。COIへの対応、考え方がより良く整理できた。今後の注意点を考える際に参考にする

業務があり全ての講演を聞くことは出来なかったが、資料配布があったので情報収集ができた
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