日本製薬医学会オープンセミナー

製薬産業と医師の関係の透明化
〜利益相反と情報公開のインパクトを考える〜
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製薬産業と医師の関係の透明化
〜利益相反と情報公開のインパクトを考える〜
講 演：北海道大学病院

卒後臨床研修センター

コメンテータ：株式会社日経 BP
座長：バイエル薬品株式会社

宮田靖志先生

北澤京子様

岩本和也

以前より、
「医師と製薬会社との適切な関係」に関しては、度々、議論の的となっ
てきましたが、本年 2 月に日本医学会より「医学研究の COI マネージメントに
関するガイドライン」が発行され、3 月には日本製薬工業協会が製薬企業の医療
機関への資金提供活動を公開するための自主基準「企業活動と医療機関等の関
係の透明性ガイドライン」を策定するなど、昨今、製薬業界における、利益相反、
透明化への関心が高まっています。
今般、一般財団法人日本製薬医学会では、「医師と製薬会社との適切な関係」に
関して造詣が深い、北海道大学病院

卒後臨床研修センター

宮田靖志 医師に

よる講演会を開催し、利益相反、特に医学教育における医師・医学生と製薬企
業の関わり方について、メディアを始めとする関係者の皆様を対象に公開セミ
ナーを開催いたしました。
あわせて、メディアからもコメンテーターをお招きして、今後我が国において、
ますます議論が活発になっていくことが予想される「医師と製薬会社との適切
な関係」についてのディスカッションを行いました。
2011 年 8 月

開会ご挨拶
日本製薬医学会理事 岩本和也
本年度は「医薬産業と医師の関係の透明化―特に利益相反と情報公開を考える―」というテーマでお付
き合い願いたいと思います。
ここ 1 〜 2 年の間に非常に大きな条項或いはガイドラインの制定がありました。
例えば、米国の医療保険改革法の一つの条項であるサンシャイン条項が昨年制定されました。金銭の支
払い又は何らかの価値の提供で、1 個あたり 10 ドル以上の、ごく小さい支払であっても全て政府の
Department of Health and Human Services というところに報告して、オンラインデータベースにて公開
されます。報告事項もいろいろあり、違反すると、かなり多額の罰金が科せられます。
国内では、製薬協の透明化ガイドラインがあります。これは自社のウェブサイト等を通じて、前年度分
の資金提供を公開することになり、2013 年からの公開です。アカデミアでは日本医学会が傘下学会の
各学会に規定を求めているところです。
各製薬会社にとって気がかりなのは奨学寄附金がダイレクトに教室単位で明らかにされることもあっ
て、恐らくこれに対する動きが活発になっているかと思います。
以上、昨今の業界の流れを紹介しました。この後は北海道大学病院の地域医療指導医支援センター／卒
後臨床研修センター長の宮田靖志先生よりご講演を賜りたいと思います。

製薬産業と医師の関係の透明化

〜利益相反と情報公開のインパクトを考える〜
北海道大学病院

卒後臨床研究センター

北海道大学病院の宮田と申します。医学教育の
現場で生じる製薬業の方と医師、学生の間の利
益相反が話題になりつつあります。このことに
関心を持って活動しておりますので、そのこと
についてお話させていただきます。
今日のお話の前半は利益相反に関する話題提供
と全般的なことで、後半は今私が関心を持って
いる、医学教育現場での製薬企業の方とのお付
き合いということについて、お話させていただ
きます。

宮田靖志先生

「Marketing-based medicine（MBM）」、これは一般
的な言葉ではありませんが、アメリカで話題になっ
ているようです。これはアメリカだけの問題ではな
いでしょう。ネガティブ・データが改ざんされたり
して、トップジャーナルも信頼できなくなってきて
いたり、いままで病気でなかったものを病気として
薬の処方の対象にしていくとか、そういったことが
行われているのではないかと痛烈に批判されていま
す。

・ネガティブ・データの隠ぺい、改ざん
・規制組織、ピアレビュー・ジャーナルによる
管理の失敗
・ゴースト・ライティング
・Disease Mongering （病気の売り込み）
・医師の市場細分化 （マーケット・セグメンテーション）

MBM の一つではありませんけれども、メーカーが
スポンサーとなる臨床研究というのは、結果が都合
の良い方に行くと昔からいわれています。

Spielmans G. From evidence-based medicine to marketing-based medicine: evidence from internal
industry documents. Bioethical Inquiry 2010;

BMJ の編集長が「25 年間やってきたが、もうとても編集長として責任を持って投稿論文のチェックが
できない」と言っています。New England Journal of Medicine や Lancet の編集長も、同様のことを言っ
ています。
最近私も知ったんですけれども「Seeding trial」という言葉があるそうです。表向きはちゃんとした臨
床試験だけれども、どう考えてもなんかこの研究ちょっと症例数は足りないし、ちゃんとした統計処理
もされていない、といったことでなんか変だなと。恐らくこういったことが結構な数、行われているだ
ろうというようなことが言われています。科学的な価値の低い臨床試験とか、エビデンスとして価値の
低い研究デザインを取っていることも少なからずあると言われます。更には、研究者、本当にこの人研
究がちゃんとできる人なのか、研究資金がどこから出ているか、こういったことは見破ることができる
かもしれないというようなことも言われていたりします。
「Disease mongering」と言いますのは、例えば内蔵肥満のように、そういったものは病気ではないじゃ
ないかという論文もかなり出ています。病気を作り上げて何か薬剤を処方するような方向にいってしま
うものです。とにかく病気を拡大して、少しでも薬を売っていく方向に行っているのではないかという
痛烈な批判があって、実際にこの精神科薬の販売促進に関していろんな問題が起きているということで
ございます。最後の MBM の一つの「医師の市場細分化」ですが、ある製薬企業ではマーケティング戦
略として、医者を 5 つのタイプに分け、その医師のタイプに合わせて販促を行っていこうとしているそ
うです。例えば、何でもかんでも新しい物を使ってみたくて「良かったよ」と言う医師、このような医
師には積極的に販促を行う。それから、ガイドラインに掲載されてさえいれば OK という医師。この人
にはガイドラインを配っておけばいい。専門領域の権威者を宣伝に登場させ、
「この人が言っているから」
と言うと、あまり批判的吟味もせずその薬を処方してしまう医師です。製薬業の販促活動に協力してい
る権威ある医師について、これは痛烈に BMJ などで批判されておりまして、本当にその道のエキスパー
トなのか、それともマスクをかぶった MR だろうか、というのです。
製薬企業というのは基本的にはやはり株主の経済配当を確保するものであると、ある論文では解説され
ています。勿論純粋に医学、医療に貢献したいとの考えもあるはずですから、医療者と製薬業が協力で

きる部分は大きいはずですが、やはりどこかで衝突してしまう。ここを上手く管理しないと患者さんに
不利益がでることになります。
新ミレニアムにおける医のプロフェッショナリズム：
医師憲章
米欧合同医師憲章

プロフェッショナルとしての

の責務

①プロフェッショナルとしての能力に関する責務
②患者に対して正直である責務
③患者の秘密を守る責務
④患者との適切な関係を維持する責務
⑤医療の質を向上させる責務
⑥医療へのアクセスを向上させる責務
⑦有限の医療資源の適正配置に関する責務
⑧科学的な知識に関する責務
⑨利益相反の管理により信頼を維持する責務
⑩プロフェッショナル（専門職）の責任を果たす責務
仲間や後進を育成する義務

医者のプロフェッショナリズムということが話
題にされるようになってきています。医師のプ
ロフェッショナリズムの定義とよく用いられて
いる医師憲章の中には 10 個の責務がありますが、
その中の一つに利益相反をきちっと管理して信
頼を維持していく責務が挙げられています。最
近この利益相反ということはプロフェッショナ
リズムの中でも問題になっています。

COI( 利益相反 ) とは、お金を貰うとか、研究費
を貰うとか、そういったことだけではなく、もっ
と広範囲に及びます。また、primary interest と
secondary interest がぶつかった状況だけではな
くて、ぶつかる可能性がある状態をも指します。
secondary interest というのは、やはりお金儲け
をしたいとか、専門家として自分が一番であり
たいとか、業績をあげたいとか、そういったよ
うなことをいいます。必ずしも secondary
interest が全部いけないかというとそうではな
く、あくまでも primary interest に勝ってしまう

とは何か
• 主要な利益(primary interest)に関する専門家
の判断や行為が、
• 副次的な利益(secondary interest)によって
• 不当に影響を受けるリスクが発生する一連
の状況
IOM. Conflict of interest in medical research, education, and practice. 2009

場合が良くない。そうなってしまうと、患者さ
んに不利益を及ぼしてしまう。

とは
主要な利益が損なわれた事例
（具体的な個々の決断）
リスクの発生/増加につながる
環境/状況
実際に影響を受けていなくても
相反は存在

個々人が不適切に動機づけられている
ということを意味するのではない

Conﬂict というのは、そういうのが起きてしまっ
ているということではなくて、起きる可能性が
あるというような状況であって、実際に影響を
受けているかどうかは別です。

これは厚労省の科研費の COI の管理に関する指
針で、ここでも研究の為の適正な判断という面
で、「primary interest」が「secondary interest」
に損なわれてしまった状態だけではなくて、損
なわれるのじゃないかと社会から懸念が表明さ

利益相反

厚生労働科学研究における
の管理に関する指針
H20年3月31日厚生科学課

• 広義の利益相反

‒ 狭義の利益相反

• 個人としての利益相反
• 組織としての利益相反

‒ 責務相反

れている状況、という風に定義されています。

公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断

そういう風にみられる状況が悪いのであって、

外部との経済的な利益関係等

もしそのように見られているのであれば、それ
を適切に説明できるように説明責任を果たして

損なわれる事態

いくということが必要になります。

損なわれるのではないかと
第三者から懸念が表明されかねない事態

COI 判断の考え方として、研究費を貰うこと自体
が問題になることはほとんどない。きちんと開

判断の考え方
• 程度と量 → 直接的には測定不可
• 何が不当かは状況依存（×数量的・確率的）

示していなくて、場合によっては多額の研究費
を貰っているその人自体が primary investigator
になることとか、データを扱えることが問題だ
と。
問題というのは程度と量とその時の状況に依存
するということなので、実際はきちんとポリシー
の中で、ここまでは良くてここからは悪いとい

• ポリシーの中で
求められる判断基準；透明性
明瞭で具体的

うようにきちっと基準を決めておかないと、な
かなか自分が今 COI 状態にあるかどうかという
のは判断し難いという風に言われています。と
いうことで、COI のポリシーを作っていかなけれ

医師への信頼？
ポリシーによる担保
決断の妥当性の判断は困難
信頼できる医師の必要性

ポリシーの目的というのは、私たちの判断がき
ちんとしているということを社会から信頼して
もらう為の物であるという風に考えられていて、

プロフェッショナリズム

本当は COI 上での問題はなくて適切なものであっ
ても、それが適切なものであるときちんとポリ
シーの中で記載されていないと、いろんなもの

医師への信頼の侵害
医師への信頼の保証

ばいけないというような流れになっていきます。

が不適切な関係に当たるのではないかという風
COIポリシー

に考えられてしまって、診療や研究に大きな制
約ができてしまう。なので、ポリシーできちん
と明記しておくのが良いだろうという風に考え
られています。

例えば診療ガイドラインについて考えますと、ガイドラインの結果が及ぶ範囲というのはすごく大きく
なりますので、研究費を貰っているというような「secondary interest」よりも、そのガイドラインの
「primary interest」を優先して、製薬業から研究費を貰ってガイドラインを作成しても良い。但し、COI
のマネジメントをしっかり透明性を持って行こうということです。
ところで、ポリシーを決めても結局守られないから効果がない、と言う人もいます。恐らく今の日本で
は COI を開示すれば終わりだ、というところで止まっているからだろうと思うんですね。実はその後に
それを評価して、実際にそれが COI にあたるのかどうかというのを判断して、COI に当たるならそれを
排除しておかないといけないのか、若しくは排除は無用できちんと世の中に説明すればいいのかを考え
る。こういった流れをきちんととっていないから、そのような批判が出てくるのだろうという風に思い
ます。

の範囲を明らかにしておくべき
明らかなCOI

• 決断者が副次的利益を優先
したと思うときのみCOI？

の評価
白 or 黒
ある or なし

COIとみなされるもの

程度

• 過度に広範で極度に主観
的な規則
• ポリシーで規制されるも
のとは別のCOIの存在

→ 完全に適切な行為にも疑問符

②その影響による害の重大性
・主要利益の価値は何か
・結果の及ぶ範囲は何か
・説明責任の範囲は何か

• COIはポリシーで特定されるものに限定するべき

の同定と対応
COI情報の 開示

Step 1
Step 2
Step 3

COIがあるかどうかの評価
関係性がポリシーで禁止されているものかどうかを判断
関係性を排除するか当該活動への参加を差し控えるかを判断
排除必要

①判断が影響を受ける可能性
・副次的利益の価値は何か
・関係性の範囲は何か
・自由裁量権の範囲は何か

排除不要

Step 4

相反マネジメントを考え、実施

Step 5

排除・マネジメントをモニターし、
遵守を評価する

Step 6

非遵守の判断．対応の実施

医学教育における

とは

後半は、私の領域の「医学教育における
COI」ですけれども、医学教育の研究だけで

• 医学教育研究

なく、教育の時に使う教材とか生涯教育、
MR さん達が主催してくれる時のものですね、

• 医学教育自体
教材、生涯教育

それから日常臨床で製薬業の人達と接する時
の COI。この辺のことを少し調査したので、
そういったことも含めてお話したいと思いま

• 医学教育の現場となる日常臨床
informal curriculum/ hidden curriculum

す。

2007 年の NEJM の論文によりますと、製薬業から何らかのギフトを 8 割位の人がもらっている。学会
とか研究会時のタクシーチケットもかなりの人が貰っているようです。
じゃあ日本ではどうか？、ということについて 3 年程前に調査しました。
ボールペンとかメモ帳は当たり前ですね。診療ガイドライン、これも重宝しているというようなことだ
ろうと思います。お中元、お歳暮。これは未だにあるようですね。説明会での弁当。これは 100％近い
のかなと思いましたけれども予想外に少なかったです。講演会の後の立食パーティも結構ある。講演会
に行く度にタクシーチケットを貰う。私も長い間、これらについて何も疑わなかったですけれども、やっ
ぱり変ですよね。旅費も負担して貰っている人が半分位いるっていうんですね。宿泊費も負担してもらっ
ている。研究協力では個人的報酬を貰う人も結構いるようですね。随分少なくなったかもしれませんけ
れども、全く勉強会とは関係なく接待とかゴルフとかがまだあるという風に聞いています。
筑波メディカルセンターの齋藤先生が実施された調査で、2,000 人近くの日本人医師にアンケートをさ
れて、やはり同様の結果がでています。

製薬企業からの利益の供与経験
ボールペン、メモ帳
診療ガイドライン
中元、歳暮、土産
製品説明会の弁当
研究会後の懇親会
研究会のためのタクシーチケット
研究会のための旅費負担
研究会のための宿泊費負担
発表支援（スライド等）
商品解説原稿料
講演料
研究協力の個人的報酬
私的な用事
飲食接待
ゴルフ・旅行

よくある

ときどき

まれに

なし

35歳以上、以下各600名の医師を無作為抽出
し、回答を得た350名の集計。2008年

製薬会社からの利益供与を受けた割合（％）
宮田

斉藤ら

との面会

ここで面白いのは、MR さんというのは非常に自
分にとって有用な情報をくれていて、役立って
いるが、自分に良くない影響を与えるとは思っ

薬の試供品
文具

ていないということです。贈り物をもらうこと

職場内での薬の説明会に参加

は自分の処方行動にとって良くないとは思って

職場外での食事

いない。でも他の人がやるのはやっぱ悪いだろ

説明会で出された弁当

製薬会社スポンサーの職場外での
勉強会への参加

うと思っている。低額な贈り物は貰うことは適

勉強会への参加費の補助

切だと。貰って当然ということですね。これは

講演料

宮田. 医学教育 2009; 40: 95-104

/ Saito S. PLoS ONE 2010. e12193

どういうことかと言うと、ギフトを受け取る「資
格がある」と考えているということです。米国

医学生はどう考える？

でのある研究によると 7 割の人は、製薬企業か
らの贈り物に対して自分は影響されないと考え

• 昼食の提供を受けた
• 製薬会社からのギフトで
自らの行動は影響されないと考える
• ギフトを受ける資格があると考える

る。8 割の人は「自分はそういったものを貰って
当然だ」と。それは何故かというと、「Culture
of Entitlement」と言うのですが、アメリカの医
者というのは卒業の時点で 2,000 万円位借金が
あります。学費を全部自分で出す。医者になっ
てからもすごいトレーニングで忙しい。そういっ

Sierles FS, Brodkey AC, Cleary LM, et al. Medical Studentsʼ exposure to and
attitudes about drug company interactions. JAMA 2005; 294: 1034-1042

た苦しい思いをして来て、借金も抱え、エキス
パートになっていく。だからこういう自分は贈

私だけは大丈夫なんです・・・？
・製薬会社からの働きかけに自分は影響されない
・・・ ％
・自分以外の医師も大丈夫
・・・ ％
Am J Med 2001; 110: 551-7

・自分の担当医は、他の医師よりも製薬会社から
の影響を受けないはず、と患者は考えている

J Gen Intern Med 1998; 13: 151-4

り物を貰って当然だと擦り込まれていく、と言
われています。今の学生さんに訊くと、6 割〜 7
割の人は接待や贈り物を貰うことは全然問題な
い、適切な行為であるといいます。それは何故
かと訊くと、世の中や社会ではこういったこと
は当たり前に行われていると言うんですね。じゃ
あ説明会で弁当を食べるのはどうか？医学部で
ほとんどやられているんですけれども。じゃぁ
ボールペン貰うのはどうなの？という風なこと
を次々に問いかけてその意味を考えてもらうよ

利益相反の教育
事例
• 東京への学会出張
• 夜に製薬会社の人に連れられ指導医とともに
高級レストランへ。
•

枚 万円のステーキは間違いなく
とても美味しかった。

うにすると、やはり何か変だなと少しずつ意見
が出てくる。金額の云々ではなくて、本質的に
はどの贈り物も同じなんじゃないかと。このボー
ルペンも 20,000 円のステーキもですね。やっぱ
何か変だ、と学生さんが自分で考えるようにな
るよう、こういったことを少しずつ教育すると
いうことも大事なんじゃないかと思っておりま
す。

米国では、米国医科連盟というところが勧告を
出しています。物品の授受は禁止する。企業に

“Physician Payment Sunshine Act”
• 2011年1月1日より記録
• 2013年9月末までに公開

コントロールされているプレゼンテーションは
駄目。MR さんとの面会は医師側からの要請で行
うようにし、その場合も自分からアポを求めて
MR さんに来てもらいなさい、その場合も、MD、

•
•
•
•
•

名前
専門医
“ sunshine is said to be the best of disinfectant”
支払い価値
最高裁判事 Btaneis L. 1914
支払い方法
内容ーギフト、食事、娯楽、旅行、謝礼、研究費、コンサル
ティング料、ライセンス料、講演料、株式・ストックオプ
ション
• 1回10ドル以上、年間100ドル以上

PhD を持っている人と会うように、と勧告して
います。実際に守られているかは分かりませが。
そういったことがずっと言われてきて、この勧
告が出る前にもいろいろな論文が出ていて、ア
メリカの社会自体が少しずつ変わってきて、
「Sunshine Act」ができ、10 ドル以上の贈り物は
きちんとその太陽の下に晒し出しましょうとい
うことになったということです。

日本での動き

日本では、文科省、厚労省、日本医学会から COI
開示のガイドラインが出ております。定義がき

• 文部科学省

ちんとしているのは厚労省のガイドラインじゃ

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
H18年3月

ないかと思いました。ただ、これも開示の範囲

厚生労働科学研究のおける利益相反の管理に関する指針
H20年3月31日

かということは書かれていないので、結局自主

• 厚生労働省
• 日本医学会

医学研究のCOIマネージメントに関するガイドライン
H23年2月

の詳細や開示に対して具体的にどう対応するの
判断に任されている。自主判断に任されている
と、グレーのものがどんどん広がっていくので、
お互いに不幸になると思うんですね。開示範囲
に関しては、本当は金額まで細かに決められて
いる方が良かったのかな、という風に感じてい
ます。

企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン
日本製薬工業協会

年 月

日

■2012年度分を2013年度に公開する
•
•
•
•
•

研究費・開発費等
学術研究助成費
原稿執筆料
情報提供関連費（講演会・説明会など）
その他（接遇他）

最後ですけれども、日常臨床とか医学教育、そ
こでの COI の議論というのはすごく乏しい現状
です。医学教育の場でも、議論がまず湧き起っ
てポリシーが策定されればいいかな、というよ
うに私は考えております。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
宮田先生、どうもありがとうございました。
これを受けまして、メディアの方から日経 BP 社
の北澤京子様よりお話をいただきたいと思いま
す。

Coments
株式会社日経ＢＰ

北澤京子様

日経 BP 社の北澤です。医師や企業を取材する立場から、手短にコメントさせていただきたいと思います。
私共メディアの側も利益相反と無縁ではありません。自分が記者になりたての頃、製薬企業の記者会見
に行った時に資料の中にお金が入っていたことがありました。さすがにその時はびっくりして返しに行
きました。現在はこんなことはありませんが、取材先から何らかの便宜を図っていただく機会があるの
は否定できないと思います。しかし、だからといって取材先にとって都合の良い所謂「提灯記事」を書
いている訳でもないと思います。それでいいと言いたいわけではなく、宮田先生のお話のように提灯記
事が発表されるような状況にあるということが問題です。BMJ の編集長だったリチャード・スミスさん
のご紹介もありましたが、彼の著書『The Trouble with Medical Journal』中にも COI について 1 章が割
かれており、COI というのはビヘイビアーではなく、コンディションが問題だということが明確に書か
れております。従って、メディア、企業、研究者、そして臨床医も、医学上の事実やそれに基づく判断
を歪めかねないようなコンディションを出来るだけ減らしていくという方向性ははっきりしていると思
います。
医学領域での利益相反の議論は欧米が先行しましたが、ようやく日本でも議論が活発になってきました。
資金を出す側と受け取る側が共に透明性を高めることでお金の流れが分かり易くなって、医学上の事実
や判断が歪められるというビヘイビアーに繋がることの抑止力になることが期待されると思います。
製薬協のガイドラインは 2013 年度から実行に移されるということですので、私共も関心を持って、今
後もフォローしていきたいと思っております。ただ、これらのガイドラインがあれば OK という訳では
ありません。課題として今日は 2 点、挙げさせていただきたいと思います。
1 点目は奨学寄附金についてです。奨学寄附金というのは日本独自の慣習で、一言で言えば「微妙なお金」
と思います。日本製薬医学会は臨床研究に関する提言の中でこの点について、研究費は研究費、寄付金
は寄付金という風にはっきりさせた上で、奨学寄附金というのは徐々に縮小していく方向性を打ち出し
ておられます。この点については引き続き議論を深めていただきたいと思っています。
もう 1 点は金銭以外の利益相反についてです。英語では「Non-Financial」と言われますが、これには具
体的には名誉、評判、出世というような様々なコンディションが含まれます。『Know Your Chances』（邦
訳『病気の「数字」のウソを見抜く』北澤訳、日経 BP 社、2011 年）の中で Non-Financial の COI につ
いて言及しており、金と名誉、栄達の両方が専門家の仕事の質に影響を与えますと述べています。今の
ところ、日本の各種のガイドラインでは所謂金銭面の利益相反が中心で、所謂金銭以外の利益相反につ
いては特に検討がなされていません。しかしこれについても、少なくとも認識はしておかなければなら
ないのではないかと思っております。

Discussion
ではフロアからのご質問を受付けたいと思います。
【質問者】
文献のコピーの共用っていうのはどうなるかというのを宮田先生にお伺いしたいです。
私は地方で診療しておりまして、その際に患者さんの診断とか治療を決定するにあたって、文献が非常
に欠かせない場合があって、その場合にお願いして良いものなのかどうなのかとちょっと迷ったことが
ございますので、よろしくお願い申し上げます。
【宮田先生】
先程の primary interest と secondary interest をどう考えるかということだろうと思います。どうしても
その文献を読まないと、患者さんが極端な場合亡くなってしまうということであれば、許されるだろう
と思いますし、自分の興味の為に頼むのであれば、恐らく secondary interest の方が強いと思うので、
問題があるのではないかと思います。何らかの提供を受けると、やっぱり何か恩義を感じるので恐らく
何か自分の行動が変わる可能性はあります。
【内山先生】
JAPhMed の内山でございます。
奨学寄附金の実態をどの程度メディアは認識されていますでしょうか？例えば新薬が発売開始されまし
て、その時にある一定額の奨学寄附金を入れないと口座を開設しないとか、奨学寄附金の額に応じて処
方量が決まると。恐らく、製薬企業からどの研究機関にいくら渡っているかというのが公表されますと
その額とそこの特定のメーカーのその薬剤の処方料、これを比較していただくと恐らくある一定の傾向
が出てくる、その時に騒ぐよりは、今のうちに対策を取っておいた方がいいと思いますが、いかがでしょ
うか
【北澤様】
ある大学の先生に雑談モードで話をしていた時に
奨学寄附金の話にたまたまなって、あれって形を
変えた賄賂なんじゃないの？と言われたんですね。
今は全体として透明性を高めるという方向に行っ
ていますので、奨学寄附金もその目的をもっとは
っきりするように、これは企業、貰う側の両方で
やっていかなくちゃいけないと思います。

【内山先生】
企業がある特定の研究に対して研究費を提供するということは、決して否定されるべき話ではないと思
います。ですから奨学寄附金をやめて、そういう研究に対する助成がなくなってしまうというのは、こ
れはまた本末転倒の話だろうと思います。
JAPhMed としては、契約を結んでやっていけば宜しいのではないかと考えております。
今の奨学寄附金全てが悪とは申しませんけれども、かなり使途不明金に近い部分も否めないと思います。
実際、大学の方ではどのようなご理解でいらっしゃるんでしょうか。
【質問者】
いろんな形の寄付があって、寄附講座という形で研究費をいただいているものや、受託研究費という形
で自社のお金と研究費を持ってきて大学内で研究をして、それを論文に出して発表するという形もあり
ます。私自身は基本的には透明であれば皆様に評価していただけると思うのでオープンにしていくべき
だとは考えています。
【今村先生】
日本製薬医学会の理事長の今村と申します。2009 年の 10 月に臨床研究に関する提言を出しまして、お
陰さまで少しずつ認知度も高くなってきたという次第です。また、今年の 7 月 13 日に日本学術会議の
臨床研究分科会が発表した「エビデンス創出を目指す検証的治療研究の推進強化に向けて」の中でも、
主に現状の市販薬のエビデンスを作っていく研究に対してあまり好ましい状況ではない、もっと質的に
向上する必要があるといったことを議論されています。基本的には市販後の検証的資料研究をやるので
あればもっと選択と集中をして、それなりに研究費を使って研究をきっちりとやって、世界中に発信で
きるようなそういう国になるべきである、とおっしゃっているんですね。
但し、本日のディスカッション対象に含めておりますのは、そういう明確な研究という形をまだ成して
いないような段階の状況もあると思うんです。きちんとした研究のプロトコルが出来るまでには何度も
何度も小さな研究を繰り返していって、その中でリサーチクエスションがだんだん大きくなっていって、
やがて立派な研究の計画書になっていくと。そこに至るまでの過程というのは当然必要な訳です
利益相反のお話にありました通り、基本はやっぱり透明化。ちゃんとした研究のアイデアを紙に書いて
出してもらって、第三者が見ても分かるようにしておく。そしてその使途も保存しておく。そうすれば
その結果をトラッキングできます。その状況でそれは果たして良かったのかどうかと言うのは

周りが

判断することです。
【井上先生】
日本製薬医学会の井上と申します。MR から新薬がでた時に研究を持ちかける場合もあると思うんです
ね。今までは結構医局に入れといてよ、っていう形で製薬企業からお金が回っていた部分があると思う
んですけれども、この 10 年でかなり良くなったような感じがするんですけれどもいかがでしょうか。

【宮田先生】
大学内ではこのことを話題にし難いという土壌もあるようです。教授会で奨学寄附金を貰っているリス
トがバッと出されると、誰が力があるかという・・そういうような状況があると聞いたことがあります。
学会で COI を開示するという方針ですけれども、COI はありますと開示している人はまずほとんどいな
いんじゃないかと思います。アメリカでは、生涯教育のポイントを取らないといけないコースに製薬会
社の人が資金提供するということが行われていて、医学教育において製薬会社のサポートを受けるのは
良くないというようなことがずっと議論されてきているようです。
【座長】
最後の北澤様が提示されておられました「金銭以外の Non-Financial の利益相反について」について宮
田先生何かコメントございますか？
【宮田先生】
ポジションを上げる為に論文を書き、インパクトファクターを稼ぐ。本当に患者さんの為の研究という
ことよりもインパクトファクターを稼ぐ為に研究をしないといけないというドライブの方が強いという
状況がある場合を想像はしています。このようなことがあれば「secondary interest」が「primary
interest」を蝕んでいることになると思います。
【北澤様】
例えば「日経メディカル」はだいたい半分くらいが広告です。広告には各領域のすごく有名な先生が出
ています。もちろんその先生は学術的、専門的な見地からコメントをなさっていらっしゃると思うんで
すけれども、やはり学者の世界で所謂名誉ある地位に就くということは重要なことだと思うので、COI
にはそうした「Non-Financial」の側面もあると感じています。
【質問者】
日常臨床をしているといろいろ利益供与のパターンがあって、身近なものですと原稿書きとかは、直接
製薬会社からいただくのではなくて、どこかの出版社経由で名前っていう形で原稿の依頼があったりし
ますが、どうなのでしょうか？
【宮田先生】
原稿料をもらっての執筆は恐らくその製品を宣伝する為に書くんだろうと思うので、完全な COI と思い
ますので、製薬会社の宣伝の原稿であるならやっぱり禁ずる、止めるべきと思います。
それから先程北澤さんの言われた日経 BP ですけれども、依頼を受けるには何らかのコンサルタント料
が発生しているはずなので、IOM のレポートでは「そういう職に就くべきではない」という風になって
います。社会からもおかしいという風に感じられると思っています。
【座長】
これで今年度の日本製薬医学会のオープンセミナーを終了したいと思います。
今後は COI の議論は避けては通れなくなるものの一つだと思います。また皆さんと一緒に今後も議論を
深めていきたいと思います。

一般財団法人 日本製薬医学会
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E-mail：japhmed@gmail.com

