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調査委員会の概要
調査委員会の設置に至る経緯
平成２６年３月１４日、「TKI 服用中の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とし
た，Low-Grade Side Effects アンケート調査結果に基づいた、ニロチニブ切り替え
前後の Low-Grade Side Effects の変化を検討する多施設共同第Ⅳ相臨床研究」（以
下、「SIGN 研究」という。）に関して東京大学医学部付属病院（以下、「東大病院」
という。）が「SIGN 研究特別調査

予備調査委員会中間報告書」（以下「東大中間

報告書」という。）を開示した。また、平成２６年４月２日、ノバルティス

ファー

マ株式会社（以下「N 社」という。）の社外調査委員会が「調査報告書」（以下「N
社報告書」という。）を公表した。これら二つの報告書において、日本血液学会学術
集会（以下「学術集会」という。）での中間発表（以下「中間発表」という。）にお
けるデータ操作の有無、学会発表時における利益相反（Conflicts of Interest、以下
COI という。）に関する開示方法、及び、ビデオ撮影された学会発表の内容が N 社
によるニロチニブの販売促進活動に使用されたことが問題視されるに至った。
これを受け、本学会は、SIGN 研究に関して東大中間報告書及び N 社報告書の記
載内容を関係者に確認し、本学会が平成２２年度から実施している COI 規定（医学
研究の COI に関する共通指針及び日本血液学会 COI 細則）に関する違反行為の有
無についてさらなる事実調査を行うため、SIGN 研究調査委員会（以下、調査委員
会を設置した。
２

委員の構成
（１）平成２６年３月１７日、以下の通り、調査委員会の委員を決定した。
（委員長）前川

平

京都大学医学部附属病院輸血細胞治療部教授

（委員）

須田年生

慶應義塾大学医学部発生・分化生物学教授

（委員）

谷

九州大学生体防御医学研究所ゲノム病態学研究分野教授

（委員）

通山

（委員）

中尾眞二

憲三朗
薫

川崎大学検査診断学教授
金沢大学医学部医学系細胞移植学教授

（注）本調査は、調査委員会の委員のほか、アドバイザーとして以下の弁護士に
よる補助を受けた。
松本

徹

弁護士

（アクア淀屋橋法律事務所）

（２）調査委員の選出基準
調査委員会の委員は、①SIGN 研究に携わっておらず、②日本血液学会に提
出された COI 自己申告書（平成２５年１月１日から同年１２月３１日の間）に
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おいて N 社との利益相反が認められず、③中間発表（平成２５年１０月に開催
された第７５回日本血液学会総会、札幌）において当該演題の選考・演者との
打ち合わせ等に関与していない人という基準に基づき選出した。
第２

調査の概要

１

調査の期間
平成２６年５月２６日から同年７月２２日まで

２

調査の方法及び調査対象者
SIGN 研究の研究代表者であった東大病院血液・腫瘍内科の医師 A、学術集会に
おける中間発表のための発表スライド案を作成した同科の医師 B、及び、学術集会
において中間発表を行った青梅市立総合病院血液内科の医師 C に対してヒアリング
を行うことにより事実調査を行った。

３

調査の対象
（１）本学会の学術集会で中間発表がなされた際の発表内容に対するデータの取扱
（２）SIGN 研究における患者の個人情報の取扱
（３）本学会のCOI規定（医学研究のCOIに関する共通指針及び日本血液学会「医学
研究のCOIに関する共通指針」の細則） 1）に関して問題となりうる行為
（４）ビデオ撮影された学会発表を利用した N 社によるニロチニブの販売促進活動
（５）その他調査委員会が調査の必要性を認めた一切の事項

４

調査に関する留意事項
本調査は限られた時間の中で行うものであり、また、既に本調査の対象となる事
実について東大中間報告書及び N 社報告書が存在するため、本調査は、調査対象者
に対して東大中間報告書及び N 社報告書に記載された事実を確認することを中心
とした。従って、本報告書の事実関係の記載は、主に東大中間報告書及び N 社報告
書の記載内容に基づくものである。また、本学会が平成２２年度から実施している
COI 規定（医学研究の COI に関する共通指針及び日本血液学会「医学研究の COI
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http://www.jshem.or.jp/gaiyo/riekiSohan.html 参照。

2

に関する共通指針」の細則）に関して問題となりうる行為についても事実確認を行
った。なお、本調査は何らの強制力を有するものではなく、調査対象者からの任意
のヒアリングという方法で行われた。本報告書を参照される場合、これらの点にご
留意いただきたい。
第３
１

調査により認定した事実
概要
調査委員会は、東大中間報告書及びＮ社報告書並びに調査対象者からのヒアリン
グによって得られた内容を総合的に検討した結果、以下のような事実関係があった
ものと認定した。なお、以下に記載した事実関係については、東大中間報告書及び
N 社報告書の記載と必ずしも一致していない部分もあるが、調査対象者からのヒア
リング結果との整合性を考慮し、調査委員会において合理的に推認した内容を含ん
でいる。

２

学術集会での中間発表におけるデータの取扱について
（１）学会発表内容と演者について
SIGN 研究の中間報告は、平成２５年１０月１１日乃至同月１３日に開催さ
れた第７５回日本血液学会学術集会でなされた。演題名は「CML に対する TKI
治療後に生じる慢性低グレード有害事象のプロフィールに関する多施設共同試
験」である。抄録提出は平成２５年４月９日で、学会発表は平成２５年１０月
１２日であった。発表内容は１５施設１２６症例の初回アンケート調査の集計
結果であり、この時点では薬の切り替え結果は含まれていない。TCC（Tokyo
CML Conference）Study Group と合計８施設９名からの報告となっている。
筆頭演者は青梅市立総合病院（SIGN 研究の参加機関）血液内科の医師 C であ
る。筆頭演者の選考は、TCC 会則（平成２４年１１月２９日改訂版）に基づき、
症例登録数の一番多い東大病院が論文化を選択し、二番目に多い青梅市立総合
病院が学会発表を選択した。
（２）データの取扱に関する不正行為の有無について
あ

４月９日に本学会に提出された抄録の作成経緯について
N 社社員は、独自に作成した N 社データベースに基づき、N 社スライド案
４月版と抄録案をまとめた。これらの作業は、本来であれば、筆頭演者であ
る医師 C が行うべきであった。
医師 C は、抄録作成の前提となるアンケート用紙等の SIGN 研究のデータ
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が医師 B の管理下にあり、これを保有していなかったため、４月１日、医師
B にメールで SIGN 研究のデータを送るよう依頼した。医師 B は、研究デー
タの集計作業が間に合わず、抄録作成を医師 C に依頼するに際して、医師 C
に研究データを提出できていなかった。N 社社員は、翌４月２日、医師 C の
ところに、同研究データを持参するとともに、N 社スライド案４月版と抄録
案を提供し、その内容を説明した。
医師 C は、N 社社員から提供された N 社スライド案４月版と抄録案は医
師 B が作成したものであろうと理解し、これらを参考に英語版の抄録を作成
して、４月４日、医師 B に電子メールで送った。医師 B は、研究データを提
供する前に医師 C から抄録が届いたことから、N 社が SIGN 研究の研究デー
タを保有していることを認識した。
医師 C は、医師 B 等の確認を経て、４月９日、本学会に抄録を提出した。
い

中間発表のスライドの作成経緯について
医師 B は、平成２５年９月１２日、中間発表のスライド案の作成に着手し、
同月１５日、作成したスライド案を医師 C に電子メールで送信した。なお、
スライド案は、医師 B が独自にアンケート用紙等の記載情報を入力して作成
したデータベースに基づいて作成された。
Ｎ社社員は、同月１９日、医師 C を訪問し、医師 B が作成したスライド案
の形式的な誤記等を修正した修正案と N 社が独自に作成した N 社スライド
９月版を提供し、その内容を説明するとともに、訪問後、電子メールでその
データを送付した。また、N 社社員は、同じ時期に、医師 B にも同じデータ
を電子メールで送付した。
医師 C と医師 B との間で、医師 B が作成したスライド案をベースに中間
発表をすることが確認された。但し、医師 B から、N 社スライド９月版のう
ち、N 社がデータ解析結果をまとめた「筋肉のつり」について医師のグレー
ド評価と患者のフェイススケール回答の相関グラフを示したスライドを追加
することの提案を受け、当該スライドも発表スライドの内容とすることが確
定した。

う

小括
以上のとおり、医師 C に提供されたスライドは医師 B が作成したものと N
社社員が作成したものの２種類があった。このうち医師 B から提供されたス
ライドを元に、医師 B と平成２５年の第７５回日本血液学会総会における発
表の筆頭演者である医師 C との間で修正のやり取りがあり、最終的に１６枚
のスライドが確定した。確定したスライドのうち１５枚は医師 B が作成した
ものであり、１枚は N 社社員がデータ解析し作成したスライドであったが、
医師 B と医師 C が協議の結果、当該スライドの記載内容が研究データに照ら
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して問題がないと判断し、学術集会の発表用スライドとして利用することと
なった。
３

SIGN 研究における患者の個人情報の取扱について
（１）

SIGN 研究の研究データの取扱について
SIGN研究においては、被験者のプライバシー保護の観点から、利用され
る患者の個人情報について、SIGN研究関係者以外の第三者に開示したり、
研究以外の目的で使用したりすることは認められていない。2そして、アンケ
ート用紙等には、患者情報として、患者のイニシャル、ID番号、性別、生年
月日、服用中の薬の種類・用量、患者の白血病に関する情報などが記載され
ていた。かかる患者情報は個人情報として、個人情報保護法の対象となる可
能性が高い。医師Bは、平成２５年４月４日、N社がかかる患者情報を取得
し、SIGN研究データを保有していることを認識したが、大きな問題である
とは思わず、研究事務局担当者あるいは参加施設への注意等、情報の流出を
阻止する特段の手立てを講ぜず、N社による患者情報の取得はその後も継続
した。

（２）

研究データの N 社による廃棄に関する医師の関与について
N 社報告書第２１頁には、
「２０１３年の年末頃、多数の MR および MSA
が、SIGN 研究についてマスコミが取材していることを察知し、証拠隠滅の
ため、SIGN 研究関連の紙媒体の資料または電子ファイルを自宅に持ち帰っ
たり、削除したりした。証拠隠滅としての資料の持ち帰りや削除等が本格化
した時期は、２０１３年１２月２４日頃以降と考えられる。」と記載されてい
る。この点について、医師 B は、N 社から、平成２５年１２月末に「持って
いてはダメなものを廃棄した。」と説明を受けたのみで、N 社による証拠隠
滅行為に関与していない。

４

本学会の COI 規定（医学研究の COI に関する共通指針及び日本血液学会「医学研
究の COI に関する共通指針」の細則）に関して問題となりうる行為について
（１）

本学会の利益相反規定について
本学会は、内科系１４学会（日本内科学会、日本消化器病学会、日本肝臓
学会、日本循環器学会、日本内分泌学会、日本糖尿病学会、日本腎臓学会、
日本呼吸器学会、日本血液学会、日本神経学会、日本アレルギー学会、日本

2

SIGN 研究の患者用説明文書ひな型

5

リウマチ学会、日本感染症学会、日本老年医学会）が作成した「医学研究の
利益相反(COI)に関する共通指針」（以下、「COI共通指針」という。）を、
学術集会については平成２２年９月から、学会誌への投稿については、平成
２３年１月から実施し、その細則（以下、「細則」という。）を定めている。
3

そして、本学会会員に対して、以下のように述べ、COI開示の重要性及び

必要性を問うている。
「創薬や新規治療法の開発など産学連携による医学研究 （治験、臨床試験、
前臨床試験）には、学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる
成果の社会への還元（公的利益）だけではなく、産学連携に伴い研究者
個人が取得する金銭・地位・利権など（私的利益）が発生する場合があ
ります。これら 2 つの利益が研究者個人の中に生じる状態を「利益相反
(conflicts of interest: COI)」と呼びます。産学連携に際して COI 状態
が生じることは不可避でありますが、研究成果の信憑性や社会からの信
頼性の喪失、被験者（患者）への不利益などの弊害を生じる可能性もあ
ります。したがって、産学連携を正しく推進させるために COI 状態を開
示する必要があります。」
TCC、SIGN 研究及び N 社の関係について

（２）
あ

TCC 設立及び SIGN 研究スタートの経緯
SIGN研究は、東大病院血液・腫瘍内科に研究事務局を置く研究会組織
であるTokyo CML Conference (TCC)が行っている多施設共同の医師主導
型臨床研究である。 4医師主導型臨床研究においては、医師が製薬企業等
の利害関係人から独立した中立的立場で研究を行うことが当然に予定さ
れている。TCCは、平成２０年７月、造血器腫瘍の診療の発展に貢献し、
特に造血器腫瘍のCML治療に対する問題点や最新の知見などを共有する
ために設立された。TCCは、SIGN研究以外に３件の臨床研究を行ってい
たが、いずれもN社の製品を対象とする臨床研究であった。N社は、TCC
と、年１回、造血器腫瘍に関する講演会を共催した。平成２２年５月から、
医師Bの発案で、SIGN研究がスタートした。なお、 SIGN研究の研究代
表者は医師Aである。

い

TCC の組織運営

http://www.jshem.or.jp/gaiyo/riekiSohan.html
医薬品の臨床研究には、製薬企業等が主体となって実施する企業主導型と医師が主体と
なって実施する医師主導型（IIT）が存在する（N 社報告書第３４頁）。
3
4
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SIGN 研究は、その臨床研究実施計画書によれば、TCC が、TCC の資
金により実施することになっており、その主任研究施設は東大病院血液・
腫瘍内科であり、その研究代表者は医師 A であった。TCC 会則によれば、
①TCC の資金は、講演会の参加費（医師１名あたり１回１０００円）から
拠出され、②SIGN 研究のプロトコール（以下、
「プロトコール」という。）
は、プロトコール作成委員会（委員長は医師 B である。）が作成し、③研
究事務局が東大病院血液・腫瘍内科科学教室内に置かれることになってい
る。
医師 A は、SIGN 研究の研究代表者として、SIGN 研究の進捗状況につ
いて研究事務局から月１回メールで報告を受け、SIGN 研究の遂行・中止
を最終的に決定する立場にあり、また、医師 B は、プロトコール作成委員
会委員長として、SIGN 研究を実質的に主導する立場にあった。
う

SIGN 研究に対する N 社の関与
N 社は、前述したプロトコール委員会が本来行うべきプロトコールの作
成過程に関与し、また、SIGN 研究の研究事務局が本来行うべき作業（た
とえば、アンケート用紙、グレード評価表及び症例登録票（以下、まとめ
て「アンケート用紙等」という。）の記入漏れや記入不備の有無の確認、
症例登録通知の作成、症例登録一覧表の作成、毎月行われる SIGN 研究の
進捗状況報告の文案の作成及び参加施設に対する電子メールでの送信等）
も研究事務局を代行して行った。
また、N社は、医療機関に対して、SIGN研究への参加の呼びかけを行
うとともに、相当数の医療機関において、本来当該医療機関の医師が作成
すべきSIGN研究への参加についての倫理審査委員会への申請書類を代行
して作成したり、一部の医療機関において、医師に代わり症例登録票を作
成したり、多数の医療機関において、本来当該医療機関の医師が研究事務
局に直接ファックスすべきアンケート用紙等を当該医師から直接受け取
ってN社に運搬し、N社においてコピーをとりN社で保管するとともに、
その原本をN社から研究事務局にファックス送信又は運搬していた。 5
さらに、N 社は、東大病院血液・腫瘍内科を含め SIGN 研究に参加して
いる２２施設のうちの１０施設に対して、奨学寄附金を交付した。
最後に、N 社は、前述のとおり、TCC と、年１回、造血器腫瘍に関する
講演会を共催し、講演会の費用（会場費、参加者の交通費、宿泊費、懇親
会費など）を全額負担していた。N 社報告書第７１頁及び７２頁によれば、
N 社は平成２５年７月に開催された講演会において、約２２０万円の費用
を負担している。
以上の通り、SIGN 研究は、形式的には、TCC の資金により実施され、

5

アンケート用紙等の原本がそのまま N 社に保管されるケースもあった。

7

N 社からの資金提供はない建前となっていたが、実質的には、金銭的にも、
役務提供においても N 社に大きく依存していた。
（３）

学術集会における COI 開示の要否について
筆頭演者は、口頭発表ではスライドの最初に（または演題・発表者などを
紹介するスライドの次に）、ポスター発表ではポスター掲示の最後に、過去１
年間におけるCOI状態を開示することが求められている。 6しかしながら、
COI共通指針II２号、同IV６号及び７号並びに細則第２条によると、学術集
会の発表者は、自ら又はその所属する部局・研究室が企業から提供を受けた
医学研究費（治験、臨床試験費など）や研究費（受託研究、共同研究、寄付
金など）が１つの企業・団体から支払われた総額が年間２００万円以上とな
る場合にのみ、COI自己申告が必要であり、学術集会の発表者であった医師
Cは、上記基準に該当しないため、学術集会でのSIGN研究の中間発表におい
てCOI開示はなされていない。

５

ビデオ撮影された学会発表を利用した N 社によるニロチニブの販売促進活動に
ついて
この点について、東大中間報告書第１４頁には、ビデオ撮影された学会発表の
内容が N 社によるニロチニブの販売促進活動に使用された旨の記載があり、また、
N 社報告書第２７頁には、N 社が平成２５年１０月、ニロチニブの販売促進活動
に利用するため、医師 C の協力を得て、中間発表をプロモーション用ビデオに収
録した旨の記載がある。東大中間報告書では、学術集会の場において、N 社がビ
デオ撮影を行ったとの記載があり、本調査委員会は調査対象者から事実の確認を
行い、以下の事実があらたに判明した。
（１）

本学会の学術集会におけるプロモーション用ビデオ撮影に関する規則
本学会は、学術集会における発表内容に対する著作権保護及び不正利用防
止の観点から、学術集会における発表スライド及びポスターの写真撮影を禁
止しており、そこには、当然、学術集会の発表内容のビデオ撮影の禁止も含
まれる。

（２） ビデオ撮影は学術集会での発表を直接撮影したものではなく、N 社が学術集
会終了後、青梅市立総合病院を訪問し、青梅市立総合病院の一室でプロモー
ション用に特別に撮影したものである。

6
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医師 C は、学術集会の約１週間前、N 社から学術集会での発表内容を N
社が学会発表会場のホテルに別途準備した別室でプロモーション用にビデオ
撮影させてほしいという依頼を受け、これを了解するとともに、青梅市立総
合病院に撮影の許可を求める兼業届を提出し、同病院から許可を受けた。医
師 C は、学術集会での発表後、スケジュールが合わず、N 社が準備したホテ
ルでの撮影を行うことが出来なかったため、後日、医師 C が勤務する青梅市
立総合病院で撮影を行うこととし、実際、医師 C が同病院から許可を受けた
部屋を利用して、N 社によりプロモーション用ビデオが撮影された。
（３）

N 社におけるプロモーション用ビデオの利用状況について
N 社報告書第２８頁では、N 社はプロモーション用ビデオを学術集会に出
席しなかった医師に中間発表の内容を伝える目的で作成するとともに、N 社
内では積極的に自社の薬の宣伝用に利用することが企画されたが、現実にプ
ロモーション用ビデオを利用することはあまりなかったと記載されている。

第４
１

認定した事実に対する法的評価
学術集会での中間発表におけるデータの取扱について
東大中間報告書第１１頁には、「１４枚の発表スライドの内、半数の７枚は N 社
が作成したスライドと酷似しており、元のデータが同一のものを使用した可能性が
高いと判断された。このうち１枚は N 社社員がデータ解析し作成したスライドを流
用したことが明らかとなっている。」と記載されているが、ノバルティスの調査報告
書第２６頁には、
「医師 C と医師 B の間で、医師 B スライド案をベースに中間発表
をすることが確認された。一方で、医師 C から、抄録の中で医師が副作用を過小評
価する傾向にある旨を言及した関係で、N 社スライド案９月版のうち、・・・（中
略）・・・・①については、医師 B による検証の結果、医師のグレード評価と患者
のフェイススケール回答に相関があること自体は事実であることが確認されたため、
採用することになった。」と記載され、本調査委員会の調査でも、医師 B から提供
されたスライドを元に、医師 B と筆頭演者である医師 C との間で修正のやり取りが
あり、最終的に１６枚のスライドが確定し、確定したスライドのうち１５枚は医師
B が作成したものであり、1 枚は N 社社員がデータ解析し作成したスライドであっ
たが、医師 B と医師 C が協議の結果、当該スライドの記載内容が研究データに照ら
して問題がないと判断し、学術集会の発表用スライドとして利用したものであるこ
とが確認された。したがって、N 社の関与によって中間発表の内容が N 社に有利な
方向に誘導されたとは認められない。

２

SIGN 研究における患者の個人情報の取扱について

9

SIGN研究に携わる医師は、前記第３．３「SIGN研究における患者の個人情報の
取扱について」で記載したとおり、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関
する法律（以下、
「個人情報保護法」という。） 7、及び、厚生労働省の「臨床研究に
関する倫理指針」（以下、「厚労省倫理指針」という。） 8を遵守しなければならな
かった。個人情報保護法及び厚労省倫理指針の詳細は以下のとおりである。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第８条：次に掲げる者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
１

個人情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員
又はこれらの職にあった者

２

[省略]

厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」
第２

研究者等の責務等

１

研究者等の責務等

（７）研究者等の個人情報の保護に係る責務等は、次のとおりとする。
⑧

その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人
情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな
い。[以下、省略]

⑨

あらかじめ被験者の同意を得ないで、当該研究に係る個人情報を第
三者に提供してはならない（ただし、細則で規定する場合を除く。）

２

研究責任者の責務等

（12）研究責任者の個人情報の保護に係る責務等は、次のとおりとする。
① 当該研究に係る個人情報の安全管理が図られるよう、その個人情報
を取り扱う研究者等（当該研究責任者を除く。）に対し必要かつ適
切な監督を行わなければならない。
３

本学会の COI 規定（医学研究の COI に関する共通指針及び日本血液学会「医学
研究の COI に関する共通指針」の細則）に関する違反行為について
SIGN 研究は、医師自らが、臨床試験実施計画書等の作成から始まり、臨床試
験計画届の提出、臨床試験の実施、モニタリングや監査の管理、試験結果を取り
まとめた総括報告書の作成など、臨床試験のすべての業務の実施及び臨床試験の
運営を医師が行う医師主導型臨床研究でありながら、現実は、前述のとおり、N
社が SIGN 研究に大きく関与する製薬会社主導型であった。このこと自体、本来、

7

平成１５年５月３０日法律第５９号
平成２０年厚生労働省告示第４１５号（平成１５年７月３０日、平成１６年１２月２８
日全部改正、平成２０年７月３１日全部改正）
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研究対象の製品を販売する N 社とは独立して行うべき医師主導型臨床研究とし
て、適正ではないと考えられる。加えて、厚労省倫理指針にも違反する。すなわ
ち、厚労省倫理指針「第２

研究者等の責務等

２

研究責任者の責務等」の（１）

の＜細則＞に「臨床研究計画に記載すべき事項は、一般的に以下のとおりとする」
とあり、その第ト号に「当該臨床研究に係る資金源、起こり得る利害の衝突及び
研究者等の関連組織との関わり」と述べられているが、本調査委員会が入手した
SIGN 研究の臨床研究の実施計画書 (初版作成：２０１２年３月１６日、第２．
０版作成：２０１２年４月１３日)の２４頁では「１５.

利益相反と研究資金源

本研究の計画、実施、発表に関して可能性のある利益相反(conflict of interest)
はない。」と記載されている。このことは前記第３．４．（２）う「SIGN 研究に
対する N 社の関与」で推認した事実と異なると言わざるを得ない。（なお、臨床
研究に関する倫理指針はガイドラインであるため、法的拘束力はなく、違反に対
するペナルティもない。）。
SIGN 研究が本学会の COI 規定（COI 共通指針及び細則）との関係で問題とな
るのは、学術集会での発表である（COI 共通指針 III 特記事項①）。本学会の COI
規定は日本内科学会の共通指針に基づいて作成されたものであり、学会での発表
に際しては、筆頭発表者の COI 開示のみを要求していた。したがって、前述のと
おり、学術集会の発表者であった医師 C は、COI 共通指針 II２号、同 IV６号及
び７号並びに細則第２条の基準に該当しないため、学術集会での SIGN 研究の中
間発表において COI 開示はなされておらず、本学会の利益相反規定の形式的な違
反はない。しかしながら、SIGN 研究の中間発表のスライド案の作成者は前述の
通り、医師 B であり、前記第３．４（２）「TCC、SIGN 研究及び N 社の関係に
ついて」に記載の通り、医師 B が SIGN 研究に対する N 社の金銭及び役務提供
を認識している立場にあることに鑑みると、学術集会での SIGN 研究の中間発表
時に COI 開示を行い、N 社による SIGN 研究の関与を明らかにすべきであった。
また、医師 A は、N 社アドバイザーに就任していたこと、N 社から論文の監修や
講演演者の依頼を引き受けていたこと、SIGN 研究の代表者として N 社が SIGN
研究に資金及び役務提供において大きく関与していることを知るべき指導的立場
にあったこと、本学会の理事、教育委員会の委員、
「IJH」編集委員会アソシエイ
トエディターの要職にあり学術集会における COI 開示の重要性について認識す
べき立場にあったことなどを総合的に考慮すると、学術集会での SIGN 研究の中
間発表時に COI 開示を行い、N 社による SIGN 研究の関与を明らかにすべきで
あったと考えられる。
４

ビデオ撮影された学会発表を利用した N 社によるニロチニブの販売促進活動につ
いて
東大中間報告書第１４頁には、
「ビデオ撮影された学会発表の内容は、研究の中間
データであり、しかも N 社の関与の疑いがある。このような発表内容を N 社によ
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るニロチニブの販売促進活動に使用させた事は慎重さを欠いていた。」と記載されて
いる。この点、N 社報告書第５０頁においても、「法令等による規制は特段存在し
ない。
・・・・中間発表はあくまで臨床研究の中途段階における情報を提供するもの
にすぎず、最終的な研究結果は中間発表時の内容とは大きく異なる可能性があるこ
とに鑑み、中間発表を広告に利用することについては慎重であるべきであろう。」と
記載されている。本学会が確認した事実は、前記第３．５「ビデオ撮影された学会
発表を利用した N 社によるニロチニブの販売促進活動について」に記載のとおりで
あり、N 社による学術集会の発表内容のビデオ撮影は、青梅市立総合病院において、
学術集会終了後に行われており、本学会は一切関与していない。但し、調査委員会
は、本学会が学術集会の発表内容を企業の広告目的等、本来の学術目的以外に利用
することについての可否について検討することが必要であると思慮する。
第５
１

原因分析
コンプライアンス意識の欠如
SIGN 研究の関係者に、個人情報（患者情報）の重要性についての意識が低く、
また、COI 開示の重要性についての意識が欠如していたと言わざるを得ない。特に、
平成２４年に N 社の高血圧治療薬バルサルタンに関する研究論文について血圧値に
かかる疑義が指摘され、学会誌等が相次ぎ京都府立医科大学の関係論文を撤回する
という問題（以下、
「バルサルタン問題」という。）が既に生じていたのであるから、
バルサルタン問題以降は、SIGN 研究の実務責任者である医師 B 及び代表者である
医師 A は、SIGN 研究を遂行する上でも、平成２５年１０月に SIGN 研究の中間発
表を行う際にも、COI に配慮して、従前以上に慎重に対応すべきであったと考えら
れる。

２

本学会の COI 規定（医学研究の COI に関する共通指針及び日本血液学会「医学研
究の COI に関する共通指針」の細則）の不十分性
SIGN 研究の学術集会での中間発表において、学術集会の発表者であった医師 C
が、COI 共通指針 II２号、同 IV６号及び７号並びに細則第２条の基準に該当しな
いため、学術集会での SIGN 研究の中間発表において開示すべき COI はないとさ
れた。本学会の COI 規定は日本内科学会の共通指針に準拠して作成されたものであ
り、学会発表においては筆頭発表者の COI 開示が必要とされているが、前記第４．
３「本学会の COI 規定（医学研究の COI に関する共通指針及び日本血液学会「医
学研究の COI に関する共通指針」の細則）に関する違反行為について」で述べた通
り、SIGN 研究の本学会での中間発表に関しては本学会の COI 規定が十分に機能し
ていたとは言い難く、また本学会の COI 自己申告書様式の再検討も必要であると考
えられた。
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３

学術集会の発表内容の利用方法について明確なルールの不存在
学術集会の発表内容を企業の広告目的等、本来の学術目的以外に利用することに
ついて明確なルールが存在しなかった。

４

臨床研究の規定に関する理解の不足
SIGN 研究の実務責任者である医師 B 及び代表者である医師 A、ならびに SIGN
研究にかかわった医師等に、医師主導型臨床研究の規定に関する理解が不足してお
り、N 社の不適切な役務提供を受け入れてしまったと考えられる。

５

個人情報の取り扱いに関する不注意
個人情報の管理については、施設名、主治医名、被験者のイニシャル、患者 ID
番号、生年月(日)、性別が記載されたアンケート用紙が N 社社員に渡されていた。
特に患者 ID 番号は、前記第４．２「SIGN 研究における患者の個人情報の取り扱い
について」で述べたとおり、個人情報保護法、及び厚労省倫理指針等に抵触し、本
研究に携わった医師等に個人情報の取り扱いに関する注意が不足していたと言わざ
るを得ない。

６

東京大学における倫理審査申請時における COI 関係等の申告不備
一般的に臨床研究に関する倫理委員会においては、研究資金の出所や COI 開示が
適切かどうかについて、適切な申告様式をもちいた、より透明性の高い利益相反報
告をもとに慎重な審査を行うことがきわめて重要であると考えられる。SIGN 研究
の研究代表者である医師 A が N 社の製品であるタシグナ（ニロチニブの商品名）適
正使用推進アドバイザーであったこと等が、東京大学における SIGN 研究の倫理審
査委員会審査時に申告されていなかったことは COI 開示上不適切であったと考え
られる。加えて、倫理審査申請時の COI 自己申告書様式の再検討が今後必要であろ
う。

第６
１

再発防止策
コンプライアンス体制の確立
前記第５「原因分析」に記載した通り、本件の原因を分析すると、関係者の利益
相反および個人情報の保護、ならびに臨床研究の在り方に関するコンプライアンス
意識の欠如と、不適切な行為が行われないようにするためのルールの徹底が十分で
はなかった点にあると思慮される。そのため、本件のような事態の再発を防止する
ためには、これらに関するコンプライアンス体制をより充実したものとすることが
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重要であり、そのためには、具体的に以下の施策を日本血液学会として検討すべき
である。
（１）

学会発表における倫理や利益相反の教育
関係者のコンプライアンス意識の向上が非常に大切であり、倫理や利益相
反に関するコンプライアンス教育・研修をより充実することが肝要である。
毎年開催される日本血液学会の学術総会等において、倫理や利益相反に関す
る教育講演等を実施すべきである。とくに臨床研究にかかわるものに対して
は受講を義務づけるなどの方法も考慮するべきである。

（２）

臨床研究のルールに関する教育
学術総会等において、臨床研究（治験、臨床試験）の必要性および具体的
方法論等に関する教育講演等を実施すべきである。
特に医師主導型臨床試験において企業の役務提供は回避すべきであるが、
医師自らが、臨床試験実施計画書等の作成から始まり、臨床試験計画届の提
出、臨床試験の実施、モニタリングや監査の管理、試験結果を取りまとめた
総括報告書の作成など、臨床試験のすべての業務の実施及び管理を行うこと
が不可能である場合には、学内外の第三者機関（大学の治験センターや学外
の CRC (Clinical

Research Coordinator)）等に依頼するという方法を積極

的に検討すべきであろう。
（３）

個人情報の保護に関する教育
医学部における卒前教育や病院における卒後教育として実施すべき事項で
はあるが、学会においても医師の職業倫理指針に関する教育等を実施すべきで
ある。

２

COI 申告方法等の見直し
（１）日本血液学会は従前の学会発表における COI 開示は日本内科学会の共通指針
に基づき、筆頭著者のみで良いとしていたが、今回の事例における COI 開示の
不十分さを反省し、学会発表における COI 開示を現在の筆頭著者から全員に変
更することを平成２６年の第７６回日本血液学会学術総会から実施する。

（２）

医師主導型臨床試験の場合、学会発表や論文発表に際しては、日本医学会の

「医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン」
（ 平成２６年２月改訂）
を遵守し、とくに「臨床研究に係る回避事項」について留意することを会員諸
氏に周知する。
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（３）日本血液学会の学会員はすべての研究会（特別講演やランチョンなど）等での
講演時にも本学会の規定に基づいて、COI の開示を義務付けることを会員諸氏
に周知する。
３

学会発表における写真撮影及びビデオ撮影に係るルールの再確認
（１）

発表スライドおよびポスターの写真撮影が禁止であることについては，日本
血液学会学術集会の参加者に配布した資料（抄録集の「ご参加の方へ」）に明記
してあるが、さらに、実際の学会発表時の写真撮影及びビデオ撮影が禁止され
ていることを周知徹底する。

（２）

学会発表の資料（スライドなど）に基づくプロモーションビデオの学会会場
外における撮影を許可制にする、または、発表内容は学会の著作権の管理下に
あるとして原則禁止する。会員は、学会発表の資料（スライドなど）に基づく
プロモーションビデオの撮影に協力する場合、そのビデオの利用目的、講演料
等について学会に届け出る（許可制又は届出制）。これらの点に関しては、著作
権の問題等も含め引き続き本学会で議論を行うべきである。
以
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上

