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は　じ　め　に

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」を実施した。

産学連携活動は、ライフイノベーションの創出に必須の体制の一つであり、医療の発展を目

指す新成長戦略の中に位置づけられ、日々活発な活動が行われている。

一方、産学連携活動には、利益相反（COI）が付随する問題が多く、その弊害を最小限にと

どめるために昨今米国においてサンシャイン条項が策定されたほか、本邦でも日本製薬工業協

会より透明性ガイドラインが発表された。このような状況の中で学術研究機関（アカデミア）

としても、医学研究に関する COI マネジメント、産学連携活動の管理体制について見直す必要

に迫られている。

一般に社会の信頼なくして医学研究の発展はあり得ない。本調査研究では医学研究に取組む

アカデミアとして、適正な産学連携による医学研究を保護育成していくことを目的に、①時代

に即応した適切な利益相反（COI）マネジメント体制を構築し、あわせて②本課題の重要性の

周知を目指している。

今年度新たに医学研究 COI についての専門的知識と意識の高い有識者の方々にご協力いただ

き、医学研究 COI マネジメントに関する研究班（研究班）を発足した。また、各種調査を実施

し、我が国アカデミアにおける産学連携活動状況及び COI マネジメント体制についての現状と

課題等の把握に努めた。それらの活動報告として、平成 24年 2月 8日シンポジウムを開催し、

アカデミア並びに産業界から 228 名の参加を得て活発な討議が行われた。

本報告書では各機関から収集したアンケート結果を取りまとめると同時に本シンポジウムに

関する報告を行う事とした。

この調査研究が、医学研究利益相反マネジメントの発展に僅かながらでも寄与することがで

きたとしたら、光栄である。

また、研究班では次年度以降も活動を継続し、医学研究 COI マネジメントに関するハンドブッ

クを策定することを予定している。

最後に、本調査研究のアンケート調査、ヒアリング調査にご協力くださった全国のアカデミ

ア関係者の皆様、そして研究班にご参画くださった班員、班長協力者の方々、シンポジウムに

ご参加頂いた多くの方々に改めて御礼申し上げるとともに、引き続きのご支援、ご協力をお願

い申し上げたい。
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平成 23 年度医学研究利益相反（COI）マネジメントに関する調査研究報告書では、ア

ンケート調査研究の結果（統計データ）及びシンポジウムの結果を中心にまとめている

が、本ダイジェスト版では、本研究活動の背景から必要性含め、実施した調査に関する

研究班による考察を含め、今後の施策の提言を報告する。 
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１．調査研究活動報告 

 

１－１．医学研究利益相反（ＣＯＩ）を巡る背景 

医学研究は、患者の生命の安全及び人権に密接し、多大な影響を及ぼす可能性があるこ

とは自明である。この点、アカデミアにおいて実施される医学研究活動において、産学

連携活動が占める割合は大きく、新たな医療の実現、医療の実用化という観点から、産

学連携により取組む必要性・重要性は非常に高い。しかしながら、医学研究と産学連携

という観点からは、利益相反によるバイアスがかかりやすいことから、常に社会から説

明責任が求められる状況にあるといえる。 

また、世界的な動きとしては米国では医療保険改革法の中に新たにサンシャイン条項が

整備され、呼応する形で 2011 年 1 月には日本製薬工業協会が、｢企業活動と医療機関

など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

たことで、2012 年度に実施される産学連携活動に関する情報が公開されることが決定

している。 

 

１－２．臨床研究を巡る COI マネジメントの必要性について 

上述した通り、現在国内外企業の動きとして、開示のあり方の変化が起こっているため、

今後バイアスが高まる可能性、その結果として産学連携を差し控えるといった状況が生

じる可能性が懸念される。 

この点、公正なエビデンスに基づく臨床研究を探究しているアカデミアにとって、それ

らを裏付ける COI マネジメント体制構築は喫緊の課題である。 

すなわち、国が掲げる新成長戦略のライフイノベーションの創出には、大学は産業界と

密接に連携することで結実できるといっても過言ではない。そこで、大学等の産学連携

活動に対し、もし社会からの疑惑等が起こると、それは医学研究推進の障壁となり、そ

れまで築いてきた研究の成果が無駄になる可能性も存在する。 

そこで、研究活動を推進するために、健全な活動を担保するための医学研究 COI マネジ

メントを実施することは、我が国としての重要な課題といえる。 

 

１－３．調査研究の概要 

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（ハンドブックの策定）とその普及 

 

平成 23 年度の調査研究 

平成 24 年度以降、医学研究 COI マネジメントに関するハンドブックを策定するために

基礎となる情報として、我が国アカデミアにおける産学連携活動状況及び COI マネジ



 
 

メント体制についての現状と課題等を把握するための調査活動を実施した。 

 

② 活動状況 

I. 実施期間 平成 23 年 10 月～平成 24 年 3 月 

II. 実施内容 

【会議】 

平成 23 年 10 月 研究班設置準備会議 

平成 23 年 12 月 第一回班会議 

平成 24 年 1 月  第二回班会議 

 

１－４．活動体制について 

① 研究班について 

医学研究及び研究者を保護し、社会的信頼に裏打ちされた医学研究の持続的な発展を推

進するためには、社会情勢・医学研究を取り巻く環境に即応した、アカデミア組織とし

ての適切な利益相反（以下「ＣＯＩ」という）マネジメントモデルを提言する必要があ

るとの考えの下、以下の構成で研究班を構成した。 

 

 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  

  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 産学連携室長 小島吉晴 

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 青柳朋子 

 

② 研究班の方向性 

わが国における医学研究ＣＯＩに関する取り組みとしては、2004年８月に実施された

文部科学省主催のパネルディスカッション「臨床研究・臨床試験における利益相反への



 
 

対応」を契機とし，臨床研究に係るCOI 問題についての重要性が確認されたといわれ

る。その後、文部科学省の委託調査研究として「臨床研究の倫理と利益相反に関する検

討班」が設置され、2006年3月に「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」が公表され、臨床研究COIに関する基礎的なインフラ整備が進んだ。 

本調査研究では、実質的なマネジメントの在り方、方法論などの提言を目標に、医学研

究COIマネジメント体制の構築をテーマとして掲げた。 

 

③ 研究班のミッション 

文部科学省下にある大学の研究者を守るために新しいガイドラインを作る。したがって

今年度の活動では、COI マネジメントに関するガイドライン策定の必要性を示すエビ

デンスを収集するために、以下の３項目について調査と研究班による考察を行った。 

I. ＣＯＩが生じる前提となる医学系産学連携活動状況の把握 

II. 医学研究 COI マネジメントの現状と課題の抽出 

III. 日本製薬工業協会「透明性ガイドライン」の認識状況 

以下、項目毎に、調査の概要及びその分析と考察の結果を述べていく。 

 

１－５．調査結果と考察 

① ＣＯＩが生じる前提となる医学系産学連携活動状況の把握 

（１）調査の概要 

ＣＯＩの前提となる産学連携活動状況を把握するために、①全国の医学部を有する大

学及び医学系研究機関全８６機関に対する、2010 年度の医学研究に関する産学連携

活動状況のアンケート調査を行った（回収率 77％）。その結果、産学連携活動の中で

一番活動頻度が高かった奨学寄附金については、②東京医科歯科大学臨床系分野長

77 名へ奨学寄附金に関する意識調査を行った（回収率９４％）。 

（２）結果分析 

医学研究に関する外部資金の内訳としては、公的資金と民間企業からの資金の内訳は

同比率であることが明らかとなり、他の研究分野と比して研究期間が長く、莫大な研

究費を要する医学研究特有の事象として、民間への依存率が非常に高いことが明らか

になった。 

民間からの外部資金、いわゆる産学連携活動費の内訳については、上位から奨学寄附

金６２％、治験・臨床研究が１０％、共同研究が８％、受託研究５％であった。奨学

寄附金は、他の研究費と異なり、受け入れ年度を超えて使用することができ、寄附の



 
 

趣旨に沿って教育研究上必要な使途に幅広く使用が認められることから、大学の研究

者にとって有効利用できる活動資金と位置付けられている。他方、企業にとっては、

所得税法及び法人税法上に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当するため、税

制上の優遇措置が講じられることから、積極的に寄附行為がなされていることが推測

される。 

臨床系分野の８１％が奨学寄附金を受け入れ、更に４２％の分野においては、研究費

全体の中の４分の 1 以上が奨学寄附金で構成されていた。奨学寄附金の使途としては

、研究費と、学会参加費、研究備品、リサーチアシスタント等の人件費であり、教育

研究に必須な部分で有効活用されていることが示唆された。 

（３）考察 

 本調査を通じて、我が国アカデミアにおける医学研究費の中で、民間からの直接支援

への依存率が、米国に比して非常に高いことが明らかになった。米国アカデミアにお

いては、民間企業からの研究助成は、大学が共同研究として直接受け入れる場合もあ

るが、大部分は大学等が設置する基金・財団などに一旦受け入れてから分配される間

接的な仕組みをとっている。そのため、企業等から大学、研究者が直接経済的支援を

受ける形になっているという点では、日本は第三者から懸念・疑惑が生じやすい。そ

こで、我が国アカデミアは法整備がなされた米国以上に、我が国における産学連携シ

ステムの特徴を踏まえた、適切な利益相反マネジメント体制を急ぐ必要がある。 

特に、奨学寄附金については、共同研究や受託研究等と異なり、時限及び使途の定め

がないため、研究者にとっては大学院生の学会参加費や、大学内部の自由闊達な研究

に使える等、教育研究の推進に有効に利用されていることが確認された。しかしなが

ら、奨学寄附金は、研究の焦点が寄附する企業が市場を独占している特定の薬剤開発

をターゲットにしているような場合や、臨床研究と重要な経済的利益の関係が強い場

合等には、疑義が生じる。そこで、奨学寄附金の受入時審査やＣＯＩマネジメント方

法には工夫が必要である。 

 

② 医学研究 COI マネジメントの現状と課題の抽出 

（１）調査の概要 

全国の医学部を有する大学及び医学系研究機関全８６機関における医学研究ＣＯＩ 

マネジメントに関する状況を把握するために、2010 年度のＣＯＩマネジメント件数 

（自己申告・ヒアリング・アドバイス・説明会開催回数等）とマネジメント体制（ポ

リシー等の策定状況、自己申告の内容、教育体制）、ＣＯＩに関する情報公開情況に

ついて、調査を行った（回収率 77％）。その調査結果の概要をＡ～Ｄで紹介する。 



 
 

 Ａ．ＣＯＩ指針策定状況 

現時点における機関毎の医学研究ＣＯＩマネジメント体制整備状況について調査

を行った結果、臨床研究ＣＯＩ指針の策定状況については、８８％の大学が策定済

と回答した。また、2010 年国立大学医学部会議研究倫理に関する小委員会が国立

大学医学部に実施した同調査による結果が７５％であったことと比較しても、段階

的に整備が進んでいることが明らかになった。 

  Ｂ．マネジメント実施状況 

  マネジメントを実施するために行われる自己申告体制については、定期的な申告で

のみ対応している機関は８％のみで、９２％の機関は産学連携活動状況を踏まえ、

随時申告できる体制が採られていることがわかった。自己申告項目として多くの機

関から挙がったものとしては、一定金額を超える個人的収入、株式保有、産学連携

研究費（共同研究・受託研究・奨学寄附金等）の受入や、役員就任等であり、その

他、企業からの学生の受入、無償の役務・機器の提供が挙がった。自己申告の対象

者としては、研究分野における主任研究者（ＰＩ）のみとしている機関が４６％で

あったが、当該機関と共同研究する際に他施設の研究者についても申告を求めると

回答した機関は５％あった。 

実質的なマネジメント状況としては、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２４％であり、さらにヒアリングを行った機関の

中で、状況の改善･調整等のアドバイスを行った機関は２８％のみであった。ヒア

リングの理由としては、「受入金の詳細が不明」「個人的収入が大学の給与を上回っ

た」といった理由等が挙げられた。 

Ｃ．ＣＯＩ啓発体制 

ＣＯＩ啓発体制としての研究者に向けた説明会開催状況については、定期的に開催

していると回答している機関は４１％で、さらに毎年開催している大学は１９％で

あった。機関としてＣＯＩハンドブックを作成していると答えたのは、５％であっ

た。 

  Ｄ．ＣＯＩ情報公開について 

  ＣＯＩに関する指針・マネジメント状況についての公開状況については、６０％の

機関がホームページを整備していた。公開内容としては、ＣＯＩのポリシー、規則

自己申告フォーム等であり、実際のマネジメント件数等を公開している機関は少数

であった。 

（２）結果分析 

②（１）の項目毎に結果を分析する。 



 
 

Ａ．ＣＯＩ指針策定状況から、現在アカデミアにおける医学研究ＣＯＩマネジメン

トの重要性の認識は常識化しつつある。今回の調査では各大学のＣＯＩマネジメン

トポリシー等策定にあたっての参考指針として、半数以上の機関が、2006 年に文

部科学省が徳島大学に委託し制定された「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」や、厚生労働省の指針（2008 年）を参考に整備したことが明ら

かになった。現在アカデミア向けに医学研究ＣＯＩのマネジメントに関するガイド

ラインは存在せず、今回の調査においても、マネジメントの方法論やマネジメント

の対象となる事象の選別等を示す参考資料を欲する声が多々上がった。 

  Ｂ．マネジメント実施状況については、自己申告の在り方（内容と方法）、ヒアリ

ングやアドバイスの在り方（対象の選定とヒアリング担当者等）といった、実質的

なマネジメント方法について、メルクマールがない現状下では各機関は独自の方法

論で展開していることから、適切な管理体制であるのか、また現状の体制で説明責

任が全うできるのか不安を抱えていることが散見された。 

  Ｃ．ＣＯＩ啓発体制としては、各機関においてポリシー策定時には説明会やセミナ

ー等が開催されたが、その後は教育体制として確立できていないことが明らかにな

った。 

  Ｄ．ＣＯＩに関する情報公開について、一部の大学では指針や規則等のマネジメン

ト体制についての公開体制が整備できていることが明らかになった。また、透明性

ガイドラインでは、2013 年度に産業界から公開される予定の産学連携活動状況に

ついて、機関全体としての総受入件数、総収入については公開しているが、企業毎

の件数等については、公開する以前に積極的に管理を行っていないことが明らかに

なった。 

（３）考察 

ＣＯＩマネジメントを巡っては、全国的にＣＯＩ指針などの形式的な体制整備は、

ほぼ完備しつつあるといえる。他方、実質的な体制としては、自己申告からヒアリ

ング、アドバイス、といったマネジメント委員会での審査の在り方については整備

状況にばらつきがあり、モデル的な基準の策定を急ぐ必要がある。特に、奨学寄附

金については、今後透明性ガイドラインにおいて、個人名が公開となることから、社

会やマスコミがどう捉えるか、特定の個人を誹謗する情報として扱われることが懸念

される。奨学寄附金は、前述した通り、医学研究（医学・サイエンス・教育）に対す

るコントリビューションであり、全国の大学の奨学寄附金に対するオーバーヘッドに

関しても全体の６１％が徴収していることから、日本の臨床研究は全体の研究費及び

組織運営に対する寄与を踏まえ、健全な受入体制の提言を急ぐ必要があると考える。 

また、ＣＯＩの啓発体制に関して、米国の法整備や透明性ガイドラインについては

、研究者が知るべき必須の情報であることから、いち早く研究者に周知する体制が



 
 

必要である。ＣＯＩを巡る情勢や社会の見方は刻々と変化することを理解し、大学

等の機関は、所属する機関毎に不公平さが生じないように、一定の情報を提供でき

るような体制を構築する必要がある。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。 

ＣＯＩに関する情報公開について、そもそもＣＯＩマネジメントの目的は透明性高

い活動を担保することでもあることから、今後透明性ガイドラインに基づき企業が

詳細な産学連携活動状況を公開していくことに呼応し、アカデミアサイドでも、産

学連携活動データをより詳細に管理し、公開していくことを考える必要がある。大

学等アカデミアにとって、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、医療福祉を実現しうる重要なスキームであるという視点からは、まさに社

会貢献を行っている実績と言い換えることもできる。そこで、当該活動を積極的に

公開し透明性高い活動を推進することで、社会からの信用を高められると考えた。

そこでマネジメントの一環として、情報公開の方法、在り方についてのモデルプラ

ンの提言も重要と考える。 

 

③ 日本製薬工業協会「透明性ガイドライン」の認識状況 

（１）調査の概要 

 ①全国の医学部を有する大学及び医学系研究機関全８６機関（回収率７７％）と、

②東京医科歯科大学臨床系分野長 77 名（回収率９４％）に透明性ガイドラインに

関する認知状況等について調査を行った。大学等機関に対しては、透明性ガイドラ

インに対して対策等を講じているかについても調査を行った。 

（２）結果分析 

  透明性ガイドラインについて、大学等機関の７３％が知っていると回答しており、

研究者からは６４％が知っているとの回答であった。透明性ガイドラインについて

、既に対策の検討をはじめていると回答した機関は２２％であり、その中でも研究

者への周知を行う程度で特段の対策を講じている機関は非常に少ないことが明ら

かになった。透明性ガイドラインの開示項目については、大学等機関として受入れ

る共同研究や受託研究、奨学寄附金等については８０％以上の機関が管理している

ことが明らかになったが、執筆料や講演料等の個人的収入については、７０％以上

の機関が管理をしていないことがわかった。 

（３）考察  

透明性ガイドラインについては、大学等の機関からは、「我が国にはＣＯＩに関す

る法整備がなく、大学等としてどこまで情報公開していけばいいのかわからない」、



 
 

「ガイドラインの策定を求める」といった声が多くあげられた。この点、既に製薬

企業等から大学に対して、産学連携活動の情報公開に関する、大学機関長等への同

意書等の提出が求められるようになり、機関毎に対応に追われている現状にある。

この点一部の大学では、機関として日本製薬工業協会に対して、情報開示を行うこ

とを包括同意し、製薬企業からの個別の対応を行わないとしている対応を採ってい

る機関も出てきている。 

特に情報公開の内容や方法については、大学等が単独で検討するのではなく、情報

の受け手の意見を交えて、検討する必要がある。また透明性ガイドラインに関する

対応方法については、手続的に負担のかからない方法を考える必要があり、また企

業側から公開される情報と大学が管理する情報に乖離が生じないような体制を検

討する必要があると考える。 

     

１－６．アカデミアにおける医学研究ＣＯＩを巡る課題の検討と今後の施策 

本調査研究において実施した調査の結果について、研究班として検討した内容を

踏まえて、今後の施策を紹介する。 

（１） ガイドラインの策定の必要性 

 調査の結果、医学研究ＣＯＩマネジメントの在り方や方法、透明性ガイドライン

に基づく産業界からの情報公開の影響を勘案したアカデミアによる産学連携活

動、産業界からの個人的収入を含めた状況の把握、更に大学等機関からの情報発

信の内容や方法について一定の基準を示した、医学研究ＣＯＩマネジメントに関

するガイドラインを作成することが、全国の多くの大学等アカデミア研究機関か

ら強く求められていることが明確になった。すなわち、医学研究ＣＯＩマネジメ

ントについては、2006 年の調査研究の結果、臨床研究ＣＯＩポリシー策定に関

するガイドラインが策定され、基本的な環境は整備できたといえるが、マネジメ

ントに関する統一見解については、日本医学会が発表した学会向けのガイドライ

ン以外に存在しない。そこで、各研究者の研究活動、産学連携活動の土壌となる

大学等機関として、マネジメントを如何に実施するかについて共通基準を策定す

る必要性が非常に高いと考えた。 

 ＣＯＩマネジメントの共通ルールは、研究者を守るという要素が多分にある。す

なわち、医療の実用化、医療福祉の実現を目指せば目指す程、産学連携活動は必

須となり、また産学連携が進めば進む程ＣＯＩが問題となる状況が生じることは

不可避といえる。そこで、社会やマスコミなどから誤解や嫌疑が生じないように

、予防するという意味で、ＣＯＩマネジメントを実施する必要性は高い。また、

人材の流動の盛んな研究社会に身を置く研究者にとっては、所属する機関毎によ
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さらに、医学研究を基礎研究、臨床研究で分別することや、臨床医として研究に

取り組む場合には、その立場上活動の切り分けが困難な場合も多いため、基礎と

臨床等で区別することなく、医学研究を対象にしたＣＯＩマネジメントの在り方

を検討する必要があると考える。 

（３）ガイドラインの内容（案） 

調査の結果を踏まえて、研究班の検討及びシンポジウムでの意見交換の結果を踏ま

え、医学研究ＣＯＩマネジメントガイドラインに盛り込むべき内容としては、マネ

ジメントの在り方・方法論、産学連携活動やＣＯＩマネジメント実施状況等に関す

る情報公開の在り方・方法論、ＣＯＩ教育の体制といった内容で構成することが望

ましいと考える。 

盛り込む内容例としては、マネジメントと情報公開を連動して実施することで、大

学等機関の活動に関する社会への説明責任を全うできるといった視点で、方法論を

提示することが想定できる。また我が国アカデミアの医学研究の中で受入件数が多

い奨学寄附金については、前述した通り産学の関係に間違ったメッセージ・疑念や

誤解が生じやすい連携形態であるが、その役割は非常に大きい。この奨学寄附金制

度が成立した歴史的背景を含め、産学官で対話などを行い、その制度についても検

討を行うことも重要と考える。 

ガイドラインの策定において重要な点は、マネジメントにより医学研究活動を厳格

に管理する方向に動き、延いては研究の発展を阻害する、といったことに至らない

ように、あくまでも研究を健全に推進するために、必要な施策を講じていくことを

念頭におくことが重要である。 

（４）医学研究ＣＯＩネットワーク体制の設置の必要性 

本調査研究を通じて、医学研究ＣＯＩに関しては、各機関は対応に苦心しているこ 

とが明らかになった。そこで各大学等の経験やノウハウなどを共有できるネットワ 

ーク体制の構築が求められていることが明らかになった。すなわち、都心部にある 

大学等は利益相反委員会等に弁護士等の専門家を委員として配置し、適切なアドバ 

イスを受けていることが明らかになったが、そのような専門家配置を行えない大学 

も存在する。 

そこで、ＣＯＩに関して相談できる窓口、ネットワーク体制を構築することで、我 

が国全体のＣＯＩマネジメント体制が向上できると考える。 

 

１－７．まとめ 

我が国は現在政治・社会・経済的な激動の中にある。特に医療福祉の観点では、人口の少

子高齢化・医療費の高額化・医療経済の悪化といった課題が顕在化している。この点、我

が国の医学研究、及び医療産業は世界においてもトップクラスであり、産学が協働し課題



 
 

解決に取り組みことが未曾有の危機を回避できる唯一の手段といっても過言ではないと考

える。 

そこで、医学系産学連携の推進と表裏の関係にある、ＣＯＩを適切にマネジメントするた

めのガイドラインの策定や、ネットワーク体制の構築は急務の課題である。 

我々、医学研究ＣＯＩマネジメント研究班としては、本課題について今後も継続して総力

を挙げて真剣に取り組んで参りたい。 

                    以上 
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2．シンポジウムについて

平成 24年 2月 8日（水）、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「アカデミアにおける医学研究利益相反（COI）マネジメントの

現状と今後の課題」を開催した。詳細は以下の通りである。

2-1　プログラム
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2-2　講演資料　講演『研究班発足の経緯と本調査研究について』
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講演『臨床研究 COI の重要性』
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講演『本調査研究の概要 ─ 各大学の COI マネジメントの現状 ─』
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講演『学会の取組み（日本医学会の活動について）』
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講演『産業界の取組み「企業活動と医療機関等の関係のガイドライン」について』
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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研究班では、我が国学術研究機関（アカデミア）

に有益な医学研究利益相反（COI）マネジメントのガイドライン策定に向けて、平成 23

年度は実態調査に着手した。

特に平成 23 年度は、COI マネジメントの対象となる、我が国アカデミアにおける医

学研究活動及び医学系産学連携活動状況、更には昨今制定された米国のサンシャイン条

項及び日本製薬工業協会の透明性ガイドラインの影響等の把握に努めた。当該調査を通

じ、時代に即応した適切なアカデミア組織としての医学研究利益相反マネジメント体制

を維持するため、アカデミアにおける現状と課題を抽出し、臨床研究を実施するアカデ

ミア機関での本問題の重要性を再確認し、広く情報共有することを目的とした。

当該調査結果を元に、次年度以降我が国アカデミアの組織としての医学研究 COI マネ

ジメント、体制の在り方についての共通理解の構築と、それに必要な指標、ハンドブッ

ク等の制定を目指している。

3-2　調査の手法
① アカデミア機関に対する調査

アカデミア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 80 機関並びに、国立高度専門医療研究センター 6機関計 86 機関の

医学研究利益相反マネジメント管理部門に対し、アンケート調査を実施した。

② 研究者に対する調査

奨学寄附金と研究活動の関連性について、その実態を把握するため、東京医科歯科大

学の臨床研究を扱う学内研究者を対象に、アンケート調査を実施した。

3-3　アカデミア機関に対する調査結果
86 大学／研究機関に対するアンケート調査を実施した結果、66 機関（回収率 77%）

から回答を得た。
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1．基礎情報（2010 年度 1年間の実績）

外部資金、研究費等について　（問 I-3. 回答結果について）

医学研究全体及び臨床研究に関する外部資金、研究費等について、公的資金及び民間

企業からの資金の内訳はそれぞれ 50％だ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 10億円であった。

公的資金のそれぞれの内訳について、文部科学省科研費が 35％、厚生労働省科研費が

30％、その他（JST 等）が 35%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）が最も高かった。

一方民間企業からの資金においては奨学寄附金が 62％と最も多かった。各項目におけ

る平均値と平均件数とは高い相関関係にあった。
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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　（問 I-1. 回答結果について）

「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～ 100 件という

回答が 60％を占めた。10件未満の機関が 11%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　（問 I-2. 回答結果について）

「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 45% と最も多かった。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 0件から 300 件以上と、その

回答範囲は比較的差がないことが考えられた。
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2．マネジメント実施状況について（2010 年度実績）

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

（問 II-1. 回答結果について）

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 78％、「定期」と回答している大学が 22％であっ

た。定期と回答した機関の内 14％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。

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 71％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

96.1% の自己申告率であった。

自己申告体制 （時期）

臨床研究の COI マネジメントについて　（問 II-2. 回答結果について）

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、行わ

なかった、すなわち「0回」と回答した機関は 64％であった。

また、1回以上説明会を実施している機関に対してその開催方法を調査した結果、「不

定期」による開催としている機関は 54%であり、必要に応じて開催されていることが推

察された。
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（問 II-2. 回答結果について　続き）

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

2000 件以上との回答を得た。

内訳として、0件から 100 件までは 35％、500 件以上の機関は 24％との結果を得た。

ヒアリング件数については 0件と回答したのは 76％であった。一方で最も多い機関で

200 件以上との回答を得た。理由として「受入金の詳細確認のため」「企業の当該臨床

研究との関わりを明確にするため。効果安全性・評価委員会の設置の有無を明確にする

ため」「個人的収入が多いなど面談の必要ありと判断されたもの」「講座への寄附金が大

学の利益相反にないと定めた基準を超えている」等が挙げられた。

また、アドバイス件数については 0件と回答したのは 72％であった。理由として「企

業からの機器の無償貸与について契約を取り交わすことを条件に承認した」「情報開示方

法の指導」「利益相反状態を回避するため割り付け、企業から依頼された臨床デｰタ解析

について当該臨床研究の研究組織とは独立した第三者機関に依頼することとした」等が

挙げられた。

尚、否決件数に関しては回答機関全てにおいて 0件との回答を得た。

3．COI マネジメント体制について（現時点）

臨床研究に関する COI 指針の策定状況について（問 III-1、III-2、III-3. 回答結果について）

「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、

88％の機関において「策定している」との回答を得た。COI 指針を策定している機関に

おける公開状況については、68％の機関が「公開している」という結果を得た。一方で「非

公開」及び「公開予定なし」と回答した機関は 26％であった。

また、臨床研究COI マネジメント（自己申告書の提出）の対象者は、「主任研究者（PI）」が

46%、「分担研究者」が42%であった。「その他」の回答として、「厚労科研の場合、学外

分担者の所属機関にCOI 管理体制がない場合には審議する」「学術研究員、助教以上すべ

ての教員」「学長、病院長、倫理委員会委員、医薬品等臨床研究審査委員会委員」「研究者
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と生計を一つにする配偶者・両親・子ども」「主任研究者がヒアリングし報告すべき事項

がある研究者」「大学院生、学生」「役員、教職員、大学院生、学生、委員会が指定する者」

が挙げられていた。

COI に関わる自己申告の対象となる項目について　（問 III-5. 回答結果について）

臨床研究のCOIに関わる自己申告の対象となる項目について、「企業の役員等への就任」

「企業の役員等の報酬」「株式等（出資金・ストックオプション含）の保有」「講演料等の

収入」「産学連携研究（共同研究・受託研究）の実施」「奨学寄附金の受入」の各項目に

おいて 10％以上の回答を得た。また、「その他」の意見として「客員研究員の受入」「兼

業（学外医療機関での臨床指導医を除く）」「申告者の家族について　本学学生の企業等

への従事」「薬剤、機器の提供。コンソーシアム、実施許諾、権利譲渡、技術研修、客員

研究員、ポスドク受入」等が申告対象として挙げられていた。

申告対象の下限金額としては、「産学連携研究の実施」及び「奨学寄附金の受入」につ

いては平均 200 万円以上、「企業の役員等の報酬」「株式等の保有」「ライセンス等の収入」

「講演料等の収入」「執筆活動による収入」「学会活動への寄附等」の各項目については平

均 100 万以上、「接遇費」は年間 70万以上、「株式等の保有」については全株式の 5％

以上の保有を条件としていることが多いことが明らかになった。
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臨床研究の COI 教育について　（問 III-6. 回答結果について）

「臨床研究の COI 教育（講演会、研修会等）」について、学内ハンドブックの策定状況

として策定済の機関は 5％であった。また、臨床研究におけるHP整備済の機関は 60%

との回答結果を得たことから、研究に関する情報提供の環境が比較的整っている一方で、

COI 教育に関しては整備途上にある機関が多いことが推察された。COI 教育の理解度は

81% の機関において「高い」又は「普通」と回答しており、「低い」は 17% であった。

その理解を高めるための工夫として、「COI ニュースというメルマガを配信している」「HP

を整備して COI 指針を公開し、容易にアクセスできるようにしていきたい」「中央省庁

及び欧米の臨床研究に関連する情報について、随時情報提供を行うなど医学系教員に対

し常に最新情報を提供できる体制とすること」「利益相反ポリシーを学内HPで公開。倫

理審査申請書に利益相反に係るチェック項目を設けている」等のことが挙げられた。

「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」について　（問 III-7. 回答結果に

ついて）

「『企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン』をご存知ですか？」との質問

に対し、73％の機関から「知っている」との回答を得た。当該ガイドラインでは、産学

連携状況等の以下の項目について、2012 年度分の詳細が 2013 年度に公開が予定され

ている。そこで管理状況及び公開の有無についての問いに対し、「臨床研究に関する共同

研究費・受託研究費の年間の総額」及び「研究室毎の奨学寄附金・一般寄付金の年間の

受入総額」について、「管理している」と回答した機関が 80%以上であった。一方その

他の項目においては 50%以上の機関において「不明」との回答を得た。

公開状況においては「臨床研究に関する共同研究費・受託研究費の年間の総額」にお

いては 23％の機関が、「研究室毎の奨学寄附金・一般寄付金の年間の受入総額」におい

ては 13％の機関がそれぞれ「公開している」との回答を得た。その他の項目について「公

開している」と回答した機関は 0%であった。機関として契約を締結し活動を行ってい

るもの以外については管理することが難しいという背景が散見される。
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「透明性ガイドラインに対応するための具体的な検討の有無」について、「有る」と回

答した機関は 22％であった。その具体的な対応として、「研究者、研究室、組織全体の

企業からの収入管理及び公開について、どう対応するか検討したい」「個別の委員会では

判断できないことも多く、国としてのガイドラインを提示してもらいたい」等のことが

挙げられていた。

4．今後の課題について

臨床研究 COI マネジメント体制について課題が「有る」と回答した機関において、具

体的な内容として「個人収益と組織収益を区分しての管理が困難。学会等への迂回した

資金の流れをどこまで管理するのか基準があいまい。」「我が国において臨床研究におけ

る COI は法制化されておらず、透明性ガイドラインも業界団体という限られた組織の方

針であり、今後、近い将来、国（公的研究費配分機関）としての COI 方針を打ち出して

いかないと、一大学がどの程度まで COI に関して突き進むべきかの程度と体制維持との

葛藤が生じる。」「企業が該当大学へ報告してくれるようにして欲しい。」等のことが挙げ

られていた。
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3-4　アカデミア機関に対するアンケート用紙（参考資料）
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2-5　アンケート送付先一覧（86 機関）
1 愛知医科大学医学部 2 秋田大学医学部

3 旭川医科大学医学部 4 岩手医科大学医学部

5 愛媛大学医学部 6 大分医科大学医学部

7 大阪大学医学部 8 大阪医科大学医学部

9 大阪市立大学医学部 10 岡山大学医学部

11 香川医科大学医学部 12 鹿児島大学医学部

13 金沢大学医学部 14 金沢医科大学医学部

15 川崎医科大学医学部 16 関西医科大学医学部

17 北里大学医学部 18 九州大学医学部

19 京都大学医学部 20 京都府立医科大学医学部

21 杏林大学医学部 22 近畿大学医学部

23 岐阜大学医学部 24 熊本大学医学部

25 久留米大学医学部 26 群馬大学医学部

27 慶應義塾大学医学部 28 高知医科大学医学部

29 神戸大学医学部 30 埼玉医科大学医学部

31 佐賀医科大学医学部 32 札幌医科大学医学部

33 産業医科大学医学部 34 滋賀医科大学医学部

35 島根医科大学医学部 36 昭和大学医学部

37 信州大学医学部 38 自治医科大学医学部

39 順天堂大学医学部 40 聖マリアンナ医科大学医学部

41 千葉大学医学部 42 筑波大学医学専門学群

43 帝京大学医学部 44 東海大学医学部

45 東京大学医学部 46 東京医科大学医学部

47 東京医科歯科大学医学部 48 東京慈恵会医科大学医学部

49 東京女子医科大学医学部 50 東邦大学医学部

51 東北大学医学部 52 徳島大学医学部

53 鳥取大学医学部 54 富山医科薬科大学医学部

55 獨協医科大学医学部 56 長崎大学医学部

57 名古屋大学医学部 58 名古屋市立大学医学部

59 奈良県立医科大学医学部 60 新潟大学医学部

61 日本大学医学部 62 日本医科大学医学部

63 浜松医科大学医学部 64 兵庫医科大学医学部

65 弘前大学医学部 66 広島大学医学部

67 福井医科大学医学部 68 福岡大学医学部

69 福島県立医科大学医学部 70 藤田保健衛生大学医学部

71 防衛医科大学校 72 北海道大学医学部

73 三重大学医学部 74 宮崎医科大学医学部

75 山形大学医学部 76 山口大学医学部

77 山梨医科大学医学部 78 横浜市立大学医学部

79 琉球大学医学部 80 和歌山県立医科大学医学部

81 独立行政法人国立がん研究センター 82 独立行政法人国立循環器病研究センター

83 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 84 独立行政法人国立国際医療研究センター

85 独立行政法人国立成育医療研究センター 86 独立行政法人国立長寿医療研究センター
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3-6　研究者に対するアンケート調査結果
職務上行う教育研究に関し、2010 年 4 月 1日～ 2011 年 3 月 31 日までの間に、各

種助成団体などから受け入れた奨学寄附金について本学研究者より 73の回答を得た。

奨学寄附金の受入状況及びその果たす役割について

（問 1、問 2回答結果について）

アンケートに回答していただいた研究者の 81％において、各種助成団体等から奨学寄

附金を受け入れているという結果を得た。またその役割について、全回答の 82％におい

て「とても大きい」又は「大きい」との結果を得た。受入状況に「あり」と回答した研

究者全てがこの様な回答を行っており、受入状況とその役割に高い相関関係が有ること

が示唆された。
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奨学寄附金の使途及び全体の研究費における奨学寄附金が占める割合について

（問 3、問 4回答結果について）

奨学寄附金の使途として、全体の 78％が「研究費」に充てているとの回答を得た。そ

の他の使途として「科研費で申請できない経費」「研究機器の保守管理」「論文作成時の

英文校正」等が挙げられた。また、奨学寄附金が占める割合については「1～ 25%」と

の回答が 42％と最も多かった。「0%」が回答者の 16%、「76%以上」が回答者の 4%で

あることから、各研究室において奨学寄附金の研究費に占める割合が大きく異なること

が窺えた。

全体の研究費の内訳について

（問 5回答結果について）

奨学寄附金の内訳について、「公的研究費」「産業界からの支援」「大学からの運営費」「そ

の他」における各項目において概算で 100%となるよう回答を頂いた。全回答の平均に

おける各研究費の内訳として、「公的研究費」「産業界からの支援」「大学からの運営費」

はほぼ同じ割合であることが示唆された。
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全体の研究費において公的研究費が占める割合について、全回答の 30％が「26 ～

50%」であるとの結果を得た。「0%」との回答は 24％であった。

産業界からの支援（共同・受託研究、奨学寄附金、研究助成金）が全体の研究費に

占める割合について、「1～ 25%」との回答が全体の 42%であった。「0%」が回答者の

11%を占めたことを除き、「産業界からの支援」が占める割合が増加するに伴って回答

者が減少する傾向が見られた。

全体の研究費における「大学からの運営費」が占める割合について、「1～ 25％」と

の回答が全体の 47%であり、もっとも高い割合であった。公的研究費及び産業界からの

支援と比較して、「76%以上」が全体の 18%との回答を得た事から、「大学からの運営費」

が研究費の内訳において重要な位置づけである研究室が多く見受けられた。
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「公的研究費」「産業界からの支援」「大学からの運営費」を除くその他の研究費の内訳

について、全回答の 89%が「0%」との回答を得た。その他の具体的な内容として、「治験」

「ロイヤリティー」「民間助成団体による競争的資金」等が挙げられた。

「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」について

（問 6、問 7回答結果について）

「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」について、「知っていた」との

回答が全体の 64%であった。そのうち、「このガイドラインが企業側あるいは研究者側

の寄付をめぐる行為に与える今後の影響他、COI マネジメントに関する要望など」につ

いて意見を求めたところ、

・ 企業の製品のいい結果だけを取り上げることのないような規制が必要。

・ 現在も本学に一定の規則があるが、たとえば国立大学全体で統一化するなど、さらに

標準化したガイドラインを作成する方向をご検討いただきたい。

・ 透明性の担保のために必要なことだと思うが、マスコミにより曲がって伝えられるこ

とにより、寄付行為の減少や産学連携に対する誤解が生じる可能性があるのではない

かと危惧している。

・ 窓口を一本化（本部、医、歯と分けない）。研究者以外（各種医員など）を対象とする

マネジメントが遅れている、との回答を得た。
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3-7　研究者に対するアンケート用紙（参考資料）



平成 23年度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）

「医学研究にかかる利益相反マネジメントへの対応について」

報　告　書

平成 24年 3月発行

国立大学法人 東京医科歯科大学 産学連携推進本部
〒 113-8510　東京都文京区湯島 1-5-45
TEL 03-5803-4737　　FAX 03-5803-0286
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