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要  旨 

 

・ 米国では、1994 年より臨床研究において利益相反のマネジメントの実施や NIH への報

告が連邦政府の規程により義務付けられている。しかし、NIH 自身による大学等への現

地調査の結果、マネジメント対象者の選定、研究実施後のマネジメントに問題を抱え

ていることが明らかになった。さらに NIH の上部組織である DHHS による NIH に対する

監査の結果、NIH 自身もグラント提供先の機関における利益相反のマネジメント状況の

把握に多くの問題を抱えていることが判明した。 

 

・ 米国では臨床研究の利益相反マネジメントにおいて、個人の利益と大学という組織の

利益が連動しており、個人レベルの利益相反のマネジメント実施組織である大学自身

の利益相反への対応が重要となっている。そして、医学系大学の団体からの提言では

2010 年までに大学として組織レベルの利益相反のマネジメント体制を構築し実施する

ことが求められている。 

 

・ 日本では 2008 年 3 月に厚生労働省の科学研究費補助金（厚労科研費）における利益相

反のマネジメント指針が作成された。大学は早急に臨床研究における利益相反のマネ

ジメント体制・規程の整備をしなければならない。厚労科研費が対象とする研究領域

は、医学領域よりも対象が広くなることから、この指針の影響は広範囲にわたる。指

針の内容については不明確な点も多く、マネジメントが機能するためには、厚生労働

省は単に指針を作成するだけでなく、指針が機能し日本の臨床研究の発展のために、

関係者が状況（ケース）を議論し、情報・ベストプラクティスを共有できる場を構築

する必要がある。 

 

（キーワード） 利益相反、臨床研究、産学連携、マネジメント 
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1. はじめに 

 本章では、本研究の目的、利益相反の概念、米国及び日本の利益相反マネジメントの状

況について記載する。 

 

1.1 背景と目的 

産学連携が活発になる中で、日本の大学においても利益相反のマネジメントの重要性が

認識されるようになった。産学連携活動には、教員が個人的な活動として、企業の設立関

与や役員や顧問、アドバイザー等の身分を有した兼業、企業への出資等が含まれており、

こうした個人的な活動については、大学の教員・研究者としての専門的な判断にバイアス

を与える可能性が生じることがある。そのため、専門家の集団である大学は、教員の個人

的な利益相反のマネジメントに対処する必要が出てきたのである。中でも臨床研究は、被

験者というヒトを対象とする研究であり、バイアスが生じて被験者に危険が及ぶことは避

けなければならないことから、大学の活動の中で利益相反のマネジメントが最も重要とな

る。文部科学省の調査(新木(2008))によると、Institutional Review Board や倫理委員会

等で審査された臨床研究の件数は 2002 年 3,775 件から 2006 年 7,503 件と倍増し、日本で

も臨床研究の研究体制の充実のためには、利益相反のマネジメントが不可欠となっている。 

わが国では、全学の教職員一般に対する利益相反のマネジメントを開始した段階である。

臨床研究の利益相反のマネジメントに関しては、2005 年の大阪大学発のバイオベンチャー

に関するマスコミ報道を契機として、大学関係者にそのマネジメントを認識させることと

なった1。一部の大学では全学の教職員向けの利益相反マネジメントとは別の臨床研究を対

象とする利益相反マネジメントを実施した。また、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の中で、臨床研究における倫理と利益相反に関する検討班

(2006)により「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」が作成された。 

厚生労働省は、インフルエンザの治療薬に関する厚生労働省の研究プロジェクト関係者

と医薬企業の関係に対する批判を契機として、厚生労働省の科学研究費補助金(以下「厚労

科研費」という)を対象とする利益相反の指針を 2008 年 3 月に作成した。この指針により

2010 年度以降の厚労科研費の申請書提出前に、マネジメント体制ができていない場合には

交付を受けることができなくなる。特に指定型研究の場合には 2008 または 2009 年度の交

付申請書提出前に、所属機関でマネジメント体制ができていない場合、厚労省に報告し、

厚労省の設置する検討組織でその内容を検討することになった。そのため、大学等は早急

に臨床研究における利益相反マネジメントを実施しなければならなくなった。 

本書は、1994 年より利益相反マネジメントを実施している米国及び最近になり導入する

ようになった日本における臨床研究に関する利益相反マネジメントの規程に焦点2を当てて

                                                  
1 この報道については西澤(2005)が詳細に記載している。この件は、マスコミに利益相反（ジャーナリス

トは利益相反のマネジメントが必要な業種であるが）の適切な情報を周知する必要があることだけでなく、

利益相反に限らず大学としてのマスコミへの広報体制を整備する必要があることを示している。 
2 本稿では利益相反について具体的な説明は臨床研究に関連するものに留める。大学全般の利益相反のマ

 1



分析し、日本の臨床研究の利益相反マネジメントの今後の在り方について検討するもので

ある。 

 

1.2 利益相反の概要 

(1)利益相反とは 

利益相反(Conflicts of Interest)とは、ある者が信頼を受ける立場にあり、他者(他の

人や団体等)に代わって(他者のために)、判断を行使する関係にあるにもかかわらず、その

立場において適切な判断を行使するのを妨げかねない利益(利害関係)を有する状況である。

ここでの利益とは、対象となる人物や組織を無能にするわけではないが、判断力を通常よ

り低下させるおそれのある状況である。つまり、利益相反における利益とは判断を損なわ

せる(バイアスがかかる)可能性のあるものであり、例えば、金銭、家族、名誉、愛情、関

心、謝意等がある。このような状況から生み出される研究に関するバイアスには、データ

の収集や分析、解釈などへの影響などがある3。なお、通常、利益相反として問題となる場

合とは、個人または組織上の利益により研究者の職業上・専門家としての判断力が損なわ

れる、または損なわれたように見える状況を指している。米国の医科系大学や医学部を有

する大学を会員とする団体のAssociation of American Medical College (AAMC)のレポー

ト（AAMC(1990)）では「利益相反とは、金銭、その他の関係により、研究成果の発表に際

して、研究者の専門的判断を損なう、または損なわれるようにみられる状況」としている。

こうした状況は、大学や研究者と企業の関係が強くなることで生じやすくなる。なお、日

本でも利益相反の状況におかれることが、即問題となるという考えが出てくることがある

が、アムダー (2003)が指摘しているように、利益相反があるということは、「誤った判断

をすでに行ったという意味ではない。それは、この状況を評価するものが、不正な判断が

なされる可能性のある潜在的な偏りがあるという結論を下すだけの、合理的な意味がある

という意味」であり、そこでマネジメントが必要となるのである。 

利益相反には個人レベルと組織レベルのものがある。組織レベルの利益相反についてマ

ネジメントの導入は遅れていたが、米国では今世紀に入り、臨床研究においては組織レベ

ルの利益相反のマネジメントが最重要課題となり、後述のように組織レベルの利益相反の

マネジメントについても提言が出され、導入されつつある。組織レベルの利益相反は、大

学が外部から得る利益と大学の本来の責任の遂行とが相反する状況である。組織としてだ

けでなく、その理事等の役員、提携機関等が、大学の研究等の活動に利害関係を有する企

業との間で利害関係を有する場合に起こる可能性がある。このような利益相反の存在(また

はそのような外見)は、大学の研究の審査や遂行において、実際に判断を損なわせ、あるい

                                                                                                                                                  
ネジメントについては、西尾(2006)を参照のこと。また、三瀬(2007)は米国の臨床研究を含む医学と利益

相反について法学の観点から詳細な研究書を出版している。 
3 利益相反において「バイアスがかかる」というのは、あくまでも傾向であり、改ざんや捏造等を意識的

に行う Misconduct とは違う。Misconduct については、日本学術振興会のレポート(日本学術振興会 学術

と社会常置委員会(2005))が詳しく記述している。 
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は、その可能性に対する疑いを生む場合もある。管理をしないと、大学の使命、義務また

は価値観と一致しない選択や行動につながる可能性があり、結果として大学に対する社会

からの信頼を失墜させることにつながる。 

米国では、特定の利益相反そのものが問題となることは稀であり、むしろ利益相反を管

理する方策のあり方に問題があると指摘されている。問題が発生するケースでは、利益相

反の状況が明らかにされないか、管理されない場合に問題が生じており、被験者を用いる

臨床研究の場合を除いて、既存の大学の利益相反ポリシー、および管理制度を審査し、必

要な場合は強化することが大学にとっての課題となっている。 

 

(2)臨床研究における利益相反マネジメントの重要性 

臨床研究における利益相反のマネジメントとは、金銭面あるいはその他の利益が医師・

研究者の果たすべき専門行為に与える影響を管理するものである。米国では、金銭的な利

益を対象に、政府や所属機関、関係団体等で規定やガイドライン4が策定されている。金銭

的な利益には、臨床研究への産業界からの支援だけでなく、研究者個人あるいは所属する

機関が動機付けられる技術ライセンスによる実施料収入や株式の売却益も含まれる。金銭

的な利益は、研究のインテグリティを損なうことにつながる事象の 1つである。Korn (2000)

は、学問の発展への貢献、論文発表の欲求、同僚からの賞賛などがあり、これらは、金銭

的なものよりも大きな影響を与えることがある、と指摘する。金銭的な利益は定量的であ

り、金銭的な利益が存在するというだけで外部からは一層疑念を持たれやすくなることも

あり、金銭的な利益の観点からのみのマネジメントが行われている。臨床研究における利

益相反のマネジメントの重要性に関して、AAMC(1990)では、次のように指摘している。 

研究者が・(中略)・経済的報酬を受ける機会は、科学的・臨床的な意思決定に悪影

響をもたらさない限り、本質的に容認できないものではない。しかし重要なことは、

研究者が自らの意思決定に偏向を持ち込まないよう努力しているとしても、経済的利

害関係と職業上の責任間に対立があるように見えるだけで研究者の客観性に対する

社会の信頼が弱まりうることである。同様に、経済的利害関係から生じる現実及び外

見上のリスクも、機関の研究使命に対する社会の支持を脅かす潜在性がある。一機関

がヒト対象研究における経済的利害関係に対する厳重な監督の行使を怠ったために、

被験者が回避可能な危険にさらされた可能性があることが発覚しただけで、医学研究

の威信、我々が非常に重んじている社会的信頼が害される可能性がある。 

臨床研究は、ヒトを対象とした研究であり、参加する被験者5の安全性(リスク)を第一に

                                                  
4 三瀬(2007)は、国や州政府の規則以外の管研団体によるガイドライン・提言の位置づけとして、国の法

律ではなく、最終的に裁判所による強制的実行が保証されていないにもかかわらず、現実の経済社会にお

いて国や企業が何らかの拘束感を持ちながら従っている規範というソフトローであると指摘する。 
5 米国では、被験者を集めることが臨床研究に不可欠である。Krimsky(2003)によると、2002 年に４万件

以上の臨床試験が行われ、何百万人の米国人が参加し、NIH が 4000 件を支援しているという。また、

Kassirer（2005）によると NIH よりも企業の方が臨床研究に資金を出しているという。そのため、企業と

の関係は、米国の臨床研究の根幹に関わることになる。 
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考慮しなければならないこと、バイアスあるいはミスコンダクトが生じたとしても再試験

が難しいことなど、人類の健康や被験者の安全性、生命倫理という観点から他の研究より

利益相反のマネジメントが重要となる6。 

 

1.3 米国の臨床研究のシステム 

臨床研究の実施に際しては、研究のプロトコルを学内の審査機関で承認を受ける。この

学内の審査機関を Institutional Review Board といい、通常は IRB と呼ばれる。その歴史

的な経緯と現在の IRB の位置づけについて述べる。 

 

(1)ヘルシンキ宣言 

IRBの設置の背景として、最初は第二次世界大戦におけるナチスドイツの文民捕虜の処遇

に関する裁判であるニュルンベルグ裁判に遡る。その当時、ヒト対象研究の実施に関する

倫理基準を定める法や規程等が何も無かったことから、ニュルベルグ訴訟の一部として

1947 年に公表されたものが、ニュルンベルグ綱領である。この綱領には、自由意思、イン

フォームド・コンセント、不利益を蒙ることなく研究から離脱することができるなど、現

在多くの倫理綱領に取り入れられている基準の原則が、書かれている。この綱領は、1964

年ヘルシンキで開催された世界医師会総会で、ヘルシンキ宣言として世界的に確認された。

このヘルシンキ宣言は、以後数次にわたって改訂され、最新版7は 2008 年に改訂されたもの

である。 

 

(2)米国の IRB 

米国では、1962 年のサリドマイド事件をきっかけにキーフォーバー・ハリス医薬品改正

法が成立した。同法は、ヒトを対象とする臨床試験を実施する前にFDAに届出をすることを

義務付け、さらに試験を行う医師に被験者に対してインフォームド・コンセントを行うこ

とを義務付けたのである8。米国では 1950 年代半ばにNIH内にClinical Research Centerが

設置され、NIHで実施される研究について倫理的な問題に焦点を当てた委員会での承認を必

要とするものとした。さらに 1964 年にNIHが資金提供する全研究について倫理委員会の審

査を求めることを方針とした。その後、米国では臨床研究において、いくつもの被験者の

人権を無視するような取り扱いによる研究が行われていることが明らかになり、被験者の

権利と福祉を保護するために連邦政府の監視が必要という基本的な合意ができた。そして、

1974 年アメリカ国家研究法において、国家責任として法制化された。アメリカ国家研究法

の施行に向け、1979 年にベルモント宣言が作成され、これにより、IRBに対する法的基盤と

                                                  
6 臨床研究を実施する研究者が、被験者の担当医師である場合には、その研究者は必然的に利益相反の状

態に置かれる。日本での臨床研究に関する利益相反の検討で、この点についての議論はないようである。 
7  日本医師会のWebで本文と和訳が掲載されている（http://www.med.or.jp/wma/helsinki08_j.html）。こ

の中で 14、24、30（いずれもB.医学研究の原則）において利益相反について指摘している。 
8 キーフォーバー・ハリス医薬品改正法以後の医薬品行政の歴史については石居(1999)を参照のこと。 
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運用原則が明示された。この原則に従い、IRBについては、「被験者保護」を定めた 45CFR46 

Protection of Human Subjectsのもと、その構成員、審査内容、審査手続きなどが決めら

れた9。NIHの研究およびNIHが許可した臨床研究に対して施設内のIRB(倫理委員会)が被験者

保護を宣言し、臨床研究の可否を決め、監視することになっている。また、全ての臨床研

究は｢臨床研究の登録義務：PUBLIC‐LAW110-85(2007 年 9 月 27 日)｣に従い、NIHのデータベ

ースへ登録することになっている。さらに、販売申請を行うための臨床試験に関しては、

21CFRに記載されている。 

米国の臨床研究で重要な役割を担うのがOffice for Human Research Protection(OHRP)

である。このOHRPは、当初NIHの中に設置されたが、2000 年より格上げされ、DHHSの下に設

置され、NIHと同様にDHHSの下部組織となっている。このOHRPが、IRBの監督を行っている

のである。NIHの承認または資金による臨床研究の実施機関は、現在では、このような法令

で規律された「被験者保護」を確実に実施できるということをOHRPとの間でAssurance（一

種の契約書のようなもの）を交わすことが必要となる。このAssuranceが得られない場合に

は臨床研究が実施できない。この保証通りに実施しているかどうかについては、OHRPの査

察を受けることが定められている。この査察において、不備があると判定されれば、その

改善が確認されるまで、連邦資金による臨床研究は全て差し止められる10。このように、ア

メリカにおいて、IRB11は、過去の不祥事とそれを改善しようとする法的措置などを踏まえ、

一定のルールと強制権を伴った制度として確立され、運用されてきた12(西澤(2006))。 

 

1.4 米国の大学等による利益相反マネジメントの状況 

メントに関する連邦政府規程（後

                                                 

 ここでは、1994 年に臨床研究に関する利益相反のマネジ

述 2.2 参照）が成立した後の 90 年代の状況と 2001 年に AAMC の提言（後述 3.2 参照）が出

された後の状況に分けて記載する。 

 
9 FDA は NIH と同じ DHHS の傘下にありながら、被験者保護や IRB に関して別の規定として Protection 
of Human Subjects 21CFR50、Institutional Review Boards 21CFR56 を有している。市場販売を目的に

実施される試験に適用されるだけでなく、FDA が管轄する研究にも適用される。 
10 2001 年に発生したジョーンズ・ホプキンス大学での喘息薬の臨床試験による被験者死亡事故の際は、直

ぐに同大学の 2700 件もの臨床試験全てを中止させ、再チェックを行わせた。 
11 本稿は IRB を対象とはしていないが、最近の米国の IRB の問題を紹介しておく。Campbell 等（2006）
が行った IRB のメンバーと企業の関係に関する調査によると、IRB メンバーの中には、自身が経済的関係

のある企業が参加する研究の審査からはずれるとした人が４割しかいなかった。また、イリノイ大学の研

究（Center for Advanced Study at the University of Illinois (2006))によると、IRB の業務は拡大し、効

果的に運営できる能力を超えている（mission creep と呼んでいる）。この現象は、誤った行動を報奨する

ことにより引き起こされている、という。誤った行動とは、困難な倫理的な議題を取り扱うことで引き起

こされるというよりも、過度な手続きや文書化、明確でない定義（これが不明確な責任につながる）、取り

扱いにくい連邦政府の要求（研究が連邦政府により資金提供されていない時ですら）、臨床研究を中止から

守るための過度な警戒、裁判対策のエフォートに焦点を当てることである。 
12 OHRP の規則の影響力は万全なものとはいえない。OHRP が、2001 年に提案し、最終的に 2005 年に

最終版として公開されたガイドラインでは、既存の他の規程を変更するものではなく、新しく要求するも

のでないことを明記している。むしろこのガイドラインは、被験者の保護のレベルを上げるために研究者

の意識を高めることを目的とし、組織を超えて、患者や被験者に対して情報を開示することの重要性を強

調し、インフォームド・コンセントの過程に含めることを主張している。 
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 (1)NIH の規程の成立 

80 年代に産学連携が進んだことにより、教員や研究者の個人的な利益が研究成果や研究

結

こと

けている大学の研究者及び家族が、その研究から利益を得ることになり

寄附、コンサルタント料の受け取り、

意見が出され、再検討を迫られ

た

)90 年代のマネジメント 

した 90 年代の大学（127 機関）や公的研究機関（170 機関）等

に

金を獲得し

た

果を歪めることになるのではないかという懸念が議会から出たことが理由である。PHS で

は、1989 年秋に最初の規程を提案した。そこには次のような提案がなされていた。 

① グラントを受け取った機関は、研究者から経済的な情報を詳細に集め、報告する

を求めた。 

② グラントを受

うる企業の株式を取得することを禁止した。 

③ 企業からの研究費を受け取る場合に、企業からの

企業の経営に関係する地位に就くことを禁止した。 

しかし、大学サイドおよび産業界からすぐに激しい反対

(Rosenzweig (1998))。その後、1994 年の 6月に最終版を提案した。この規程は、グラン

トを受け取った組織に対する義務と研究者個人に関する義務を規定した。規程の目的は、

研究成果の価値を研究の計画、実施、報告に当たり偏向させる経済的な利益によって汚さ

れてはならない、というものである。規程では、相反する利益の合理的なバランスを維持

し、応募者に対して研究を偏向させる経済的な利益を確認し、管理する責任と裁量を与え、

応募者の報告と他の規定を最小限にすることを求めた。これは、1995 年に最終的な規程

(DHHS(1995))として承認された。 

 

(2

McCrary 等（2000）が実施

おける臨床研究における利益相反のマネジメントの実施状況に関する調査（回収率 84％）

によると、95％の機関で利益相反マネジメントのポリシーが作られていた。開示基準の多

くが金銭的な価値に関する NIH の開示基準と同レベルであった。また資金提供機関に報告

している機関は 8％、IRB に報告するとしている機関は 1％に過ぎなかった。 

あるいは、Lo 等（2000）が実施した 10 の医学系大学（NIH から最も多くの資

機関）における臨床研究における利益相反を対象とした調査によると、対象とする 10 大

学全てで参加するファカルティに対して情報を開示することを求めているのに対して、研

究スタッフも含む全てのメンバーに対して開示を求めていたのは 4大学であった。6大学で

は、利益相反委員会への開示だけでなく IRB への開示も求めていた。4大学では、NIH の規

程より厳しい開示基準を設置していた。また、スポンサー企業の株式・オプションやコン

サルティング契約を結んでいる研究者が臨床研究に参加することを禁止している大学や

NIH の FCOI に該当する金銭的な利益を有する研究者は原則参加禁止としている大学もあっ

た。このように、殆どの機関でポリシーが作成され、マネジメントは行われていたが、実

効性という観点からみると大きな問題を抱えていたといえよう。 

(3)ゲルシンガー事件 
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米国の臨床研究における利益相反の問題に触れる時にゲルシンガー事件を避けることは

で

れ

こる前、そもそも臨床試験を開始する

段

d 

Hu

                                                 

きない。この事件は、1999 年にペンシルベニア大学で発生した。これは、遺伝性肝疾患

の Jesse Gelsinger 少年（当時 18 歳）が、オルニチン・トランスカルバミラーゼ欠損症に

関する遺伝子治療の臨床研究に参加し、サルにおいて副作用が出た遺伝子治療薬を大量に

投与し、4日後に同少年は死亡した事件である。 

臨床研究に参加したゲルシンガー自身は、参加する研究そのもので自身の疾病が改善さ

ることがないことを理解していた。しかし遺族側は、その理解が充分でなかったことや

死のリスク、動物（猿）実験での死亡例、他の少数の被験者が反対していたことが知らさ

れていなかったこと、研究医師、病院及び大学が臨床研究及びベクターを提供するバイオ

ベンチャーに金銭的な利益を有していることを知らなかったと主張した。FDAが調査13した

ところによると、このケースでは、研究のプロトコルの違反及びインフォームド・コンセ

ントの不備が見つかった。こうした副作用のことをFDAにも報告していなかった。さらにこ

のような臨床研究の手続き違反だけでなく、利益相反の存在も問題となった。この臨床研

究の責任医師であるJames Wilson 教授や所属部門の長及び大学等が、遺伝子治療に技術（ベ

クター）を提供したGenovo社 の株式を保有していた14。この会社はWilson教授が設立した

会社であり、株式の 30％を保有していた。 

Washburn(2005)によると、ゲルシンガー事件が起

階で、大学では Conflict of Interest Standing Committee を作り、Wilson 教授の金銭

的な利益相反についてレビューをしていた、という。そして利益相反の状況を解消してか

ら研究を開始するように指示していたのにもかかわらず、Wilson 教授と大学は金銭的な利

益を保持し続けたのである。このことは、大学は単に利益相反の状況の報告を受けるだけ

でなく、状態を是正するための決定を実施に移すことが重要であることを示している。 

同時期に、いくつかの機関で臨床研究の問題が報道された。例えば、シアトルにある Fre

tchinson Cancer Research Center（Hutch）の報道である。Hutch はワシントン大学の関

係機関であり、スポンサー企業における金銭的な利益を保有している研究者も多かった。

1981 年から 1993 年までの白血病患者における骨髄移植の試験において、担当の 3人の医師

（1人はノーベル賞受賞者）が、使用する人工抗体の製造企業の株式を保有し、従業員また

はコンサルティング契約を締結していたことを IRB に報告していなかったことが地元紙に

報道された。Hutch は、1983 年に利益相反ポリシーを作成していたが、関係者の中には、

このポリシーをしらなかったと答えたものがいるという（Krimsky（2003）、Kassirer（2005）、

Washburn（2005））。他にボストンの St. Elizabeth’s Medical Center でも、死亡事故が

起こったのに報告を遅らせていた事件が起こり、この場合でも研究に関連する企業の金銭

的な利益を主任研究者が保有していたことが明らかになっている（Kassirer（2005））。 

 
13 この研究は、治療法を一般的な医療現場で使用することの認可を FDA から得ることを目的に実施した

ものである(三瀬(2007))。 
14 同社は事件の翌年の 2000 年に製薬企業に買収され、Wilson 教授や大学が保有していた株式は現金化し

て両者は利益を上げたという。 
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以上のケースは、いずれも著名な大学や研究機関で発生しているものであり、大学等が

組

)AAMC(2001)以後の変化 

をするようになったことが、AAMC(2004)によるアンケート調

査

研究者の個人レベルを対象とするだけ

で

1.5 日本の大学の臨床研究のCOIマネジメントの状況 

については、マスコミ、あるいは

大

大学では 80％以上が大学としての利益相反のポリ

シ

織として研究者の利益相反をマネジメントできるのか、あるいは、そもそも大学という

組織が利益を有しており、当事者でもある大学の利益相反をどのように対処するべきかと

いう組織レベルの利益相反の問題にも焦点が当てられるようになったのである。そのため、

臨床研究においては、個人レベルと組織レベルの利益が連動している状況を如何にマネジ

メントしていくかが重要なテーマとなった。 

 

(4

その後、大学は厳しい対応

から明らかになっている。AAMC は 2004 年 2 月に実施した医学系学部を有する大学へのア

ンケート調査の結果を報告している。このアンケートは、発送数 126 件、回答数は 103 件、

回答率 82％である。個人レベルの利益相反に関する大学のポリシーを変更(2001 年 12 月以

降：AAMC のレポート発行)した機関について、回答者の 63％が、Human Subjects 

Research(HSR)に関連する COI ポリシーを変更しており、Significant Financial Interest

を回答者の 98％がポリシーに規定している。その額は、63％が PHS の規程と同じ(1 万ドル)

であり、PHS の額より低いものが 27％あった。多くの機関では、HSR への参加について、SFI

を有する研究者は止むにやまれぬ状況がある場合には参加できるとしている。また、COI 委

員会の設置については、回答者の 76％が設置しており、21％が外部のメンバーを参加させ

ている。エクイティに関する規程の有無については、61％が未公開株のシェアについて、

64％が未公開株の価値について規定されている。 

しかしながら、米国の利益相反マネジメントは、

は不十分であることから、組織レベルの利益相反マネジメントの構築に向けた取り組み

が始まっている。 

 

日本における臨床研究の利益相反マネジメントの現状

学関係者が調査をしている。例えば、読売新聞(2007)では、読売新聞が 2007 年 3 月に倫

理審査の現状と課題について全国の特定機能病院と大学医学部等にアンケート調査を実施

した。そこでの問題点として、一般の立場を代表する委員がいないことや機関の長が審議

に参加していることを指摘している。さらに、有害事象の報告の仕組みが整備されていな

いことや承認後のフォロー体制が不十分であること、研究計画や結果の公開が進んでいな

いことが問題であると指摘している。 

最近の徳島大学の調査によると、国立

ーを作成しているのに対して、公立大学や私立大学では 3 分の 1 に留まっている。一方

臨床研究(大学全体として臨床研究に対処している場合も含め)については、国立大学では

約半数、私立大学では 1 割強、公立大学では無いという結果が出ている。さらに、臨床研
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6 本書の構成 

通りである。まず、第 2 章で米国政府による臨床研究に関連する利益

究の利益相反に関する自己申告の対象者として、分担研究者や家族を含めている大学は国

立大学が 4 分の 3 であるが、一方私立大学や公立大学は 3 分の 1 程度に留まっている（曽

根(2008)）。 

 

1.

 本書の構成は次の

相反の規程を、第 3 章において大学の団体による提案を概説する。個々の大学の事例につ

いては、本書では特別に取り上げることはせず、最近の動向で注目すべき取り組みを紹介

するに留める。さらに、NIH によるグラントの獲得機関に対する監査及び NIH に対する監査

結果を分析する。この監査結果は、米国の利益相反マネジメントシステムの現状を始めて

明らかにしたものといえ、日本にとっても示唆に富むものである。第 4 章では、日本の状

況について、2008 年 3 月に出された厚生労働省の指針を整理する。最後に第 5 章で日本で

のマネジメントシステムに対する提言を記す。なお、厚生労働省の指針により大学の規程

が変更される可能性もあることから、本稿では大学や学会の事例は取り上げない。 

  



2 米国連邦政府の規程 

 米国の臨床研究の利益相反のマネジメントに関しては、Department of Health and Human 

Service(DHHS) 傘 下 の  National Institute of Health(NIH) の 42CFR50 - Grant 

programs-health; Conflict of interest; Medical research; Behavioral, biological, 

biochemical, psychological and psychiatric research や Food and Drug 

Administration(FDA: 食 品 医 薬 局 ) の 21CFR54 Financial Disclosure by Clinical 

Investigators が基本となる。 

 

2.1 NIHの規程 

NIH は、米国のバイオ・医薬関連研究の最大の予算を有する組織であり、NIH のグラント

を受け取る機関については、NIH の上部組織である PHS（Public Health Service）の規程

に従うことが求められる。 

 (1)規程の方針 

グラントを受け取った組織に対する義務と、研究者個人に関する義務について、金銭的

な利益相反に関する規程として、“Objectivity in Research；Investigatory Financial 

Disclosure Policy; Final Rule and Notice”を制定した。この中の“42 CFR Part 50 - Grant 

programs-health; Conflict of interest; Medical research; Behavioral, biological, 

biochemical, psychological and psychiatric research”、及び“45 CFR Part 94 - Government 

procurement”において、金銭的な利益相反に関する条項が規定されている。 

① 企業との関係を所属する機関に報告させることにより、研究機関では実際に起こりう

る利益相反を認識し、それを緩和させる行動を取るための責任を持たせた。 

② 研究に関連するあらゆる企業からのあらゆる種類の収入(エクイティによる利益も含

む)を報告することを科学者に求めている。 

③ コンサルタントやエクイティによる収入(大学等からの給与や知的財産権からのロイ

ヤルティを除く)のトータルとして 1 万ドル、あるいはエクイティに関して企業全体

の 5％を上回って保有する場合に報告が必要となる。 

資金提供された研究において、研究者の金銭的な利益相反が研究活動にバイアスを生じ

させないことの保証が必要であることから、基準を設けることによって研究の客観性を促

進することを目的としている。 

 また、利益相反が適切に管理されていない場合には、その問題が解決するまで、PHS の

Awarding Component は、資金提供の停止を決定することができる。 

 

(2)定義 

PHS では、「研究者」に対して、「一定基準以上の金銭的利益」(Significant Financial 

Interest)については、開示が必要とするとしている。 

「研究者」とは、研究代表者(principle investigator)、及び PHS によって資金提供さ
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れている、または PHS に提案している研究に関して計画、管理、報告の責務を負う者であ

る。研究者個人に加えて、研究者の配偶者、及び扶養している子供も含まれる。 

Significant Financial Interest（一定基準以上の金銭的利益）とは、給与、他のサー

ビス対価(コンサルティング料や謝礼金など)、株式所有、知的財産権を定義付けている。

但し、以下のものは除外される。 

 当該機関からの給与・ロイヤリティ、または他の報酬 

 Small Business Innovation Research Program、またはSmall Business Technology 

Transfer Program(いずれもPhaseⅠ15)の対象である当該機関の所有権 

 非営利機関によって資金提供されたセミナー、講演、または指導契約による収入 

 公的/非営利機関のための Advisory committee、または Review Panel による収入 

 研究者個人、及びその配偶者、扶養している子供が保有している株式が、トータルと

して 1万ドル以下、または企業全体の 5％以下の場合 

 研究者個人、及びその配偶者、扶養している子供が得る給与・ロイヤリティ、または

他の報酬が、トータルとして向こう 1年間で 1万ドル以下であると予想される場合 

 なお、Mutual Fund における利益については、開示すべき情報には含まれない。 

 

(3)適用対象 

 この規定は、PHS によるグラントや研究協力契約に申請をする各機関(当該機関)に適用さ

れる。但し、Small Business Innovation Research(SBIR)、及び Small Business Technology 

Transfer(STTR)の PhaseⅠに該当する主体は除外される。そうした場合においては、PHS の

Awarding Components が、ケースごとに研究者の金銭的な利益相反がバイアスをもたれない

ことを保証する行動を決定する必要がある。 

 

(4)大学等の義務・マネジメント 

当該機関は、利益相反に関する成文化された規定を整備し、研究者の報告義務、及びこ

の規定の内容について、各研究者に通知することが求められている。 

 当該機関が制定する利益相反ポリシーにおいては、PHS に資金提供された研究に参加予定

の研究者に金銭的な情報開示を依頼し、その開示情報を審査する担当役員を指名すること

が要求されている。PHS に提案を提出する時点で、関係する研究者(及び、その配偶者、扶

養している子供)が、研究に影響を与える可能性があると考えられる、一定基準以上の金銭

的利益を持っている場合には、研究者は担当役員にその情報を開示する規定が設けられる。

加えて、この規定では、情報開示が毎年、もしくは、研究者が新たな一定水準以上の金銭

的利益を獲得した時点で更新する義務を設けることを求めている。また、これら利益相反

                                                  
15 SBIR や STTR は、中小・ベンチャー企業の技術開発の支援制度であり、3 段階のプロセスを経る。Phase
Ⅰは、フィージビリティ・スタディの段階であり、そこでの成果として研究開発へ展開できると、次の Phase
Ⅱにおいて実際の研究開発を行う。そして、PhaseⅢは事業化段階であり、特別な研究開発支援ではなく、

連邦省庁が技術や製品を調達する段階である。 
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に対して、当該機関は適切な執行メカニズム、及び適切な罰則を設けることも義務付けら

れている。 

 担当役員は、全ての開示された金銭的利益について審査し、利益相反が生じているかど

うか、もし生じているならばそのような利益相反の管理、緩和、除去のためにどのような

行動を取るべきかを判断することが求められる。担当役員が、開示された一定基準以上の

金銭的利益が、グラントされている研究/教育活動の計画、管理、報告に対して、直接的に

著しく影響を与える可能性があると判断した場合には、利益相反が生じているとされ、こ

の利益相反の管理、緩和、除去のために、以下のような事項を含む条件や制限を課すこと

が求められる。 

 一定基準以上の金銭的利益に関しての一般への開示 

 独立した審査官による研究のモニタリング 

 研究計画の修正 

 一定基準以上の金銭的利益に影響を及ぼす可能性のある PHS により資金提供された研

究への参加資格の剥奪 

 一定基準以上の金銭的利益の剥奪 

 相反を生じさせる関係の解消 

 研究者が当該機関の利益相反規定を遵守できず、PHS が資金提供した研究に対してバイア

スが生じた場合には、当該機関は、速やかに PHS の Awarding Component に対して、実施あ

るいは実施予定の矯正策について報告しなければならない。PHS の Awarding Component は、

状況を勘案し、必要であれば適切な行動を取ることとなる。 

 

(5)開示情報の保管 

利益相反の管理における全ての金銭的な情報開示記録、及び解決のために取られた全て

の行動は、最終的な支出報告の提出日から少なくとも 3 年間、または 45 CFR  74.53(b)で

規定する他の期日まで保持する必要がある。 

 

2.2 NIHの現地監査 

(1)現地監査の概要 

NIH では 2006 年度に、NIH からグラントを獲得している機関に対して、2.2 で紹介した

PHS の金銭的な利益相反（Financial Conflict of Interest:FCOI）の規程（FCOI 規程）を

遵守しているかどうか、18 の機関に対して現地を訪問して監査(Targeted Site 

Review(TSR))を実施した。この TSR は、1 日現地を訪問して、FCOI のマネジメント(体制、

ポリシー、仕組みなど)について議論するものである。その日の最後に、観察したこと、遵

守されていない点などを指摘する。この結果については、Targeted Site Reviews on 

Financial Conflict of Interest : Observations として公表されている。 
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(2)TSR の結果 

TSR の結果として、グラント獲得機関が利益相反規程に故意に遵守していない事例はなか

った。ただし、”Investigator”の定義と組織の報告に対する要求については問題がある

ことが判明した。 

Investigator の定義に関して、規程では広い意味となっており、役割で対象を決めるべ

きであるが、一部の機関では研究者の肩書きや資格など狭く捉えているところがあった。 

また、報告に関しては、新しい FCOI の特定やプロジェクトに後から参加する研究者から

開示を受けるときに難しい点があることが明らかになった。 

その他に、再契約先のモニタリングに関する条項がないことや開示プロセスが一貫して

機能する開示プロセスがないこと、研究者から FCOI の情報を集める前にグラントの申請が

出されることなどが指摘された。 

いくつかの機関では、FCOI マネジメントのための電子システムを開発しており、これら

は金銭的な利益の報告の追跡や豊富なケースを有する研修モジュールを提供している。 

 

(3)提言 

 TSR の結果を受けて、次のようなグラント獲得機関に対して次のような提言を行った。 

① 明確な金銭的な利益や手続きを作成すべきである。具体的には、用語の定義、遵守し

ない場合のエンフォースメントの実施、さらにはファカルティやスタッフ、報告や情報の

収集やレビュー、記録保管などの遵守に関する行動、再契約先の監督など役割や責任を叙

述（delineation）すること、記録保管要求、質問の問い合わせ先を明確にすることである。 

② ファカルティやスタッフに対して教育機会や教材を提供することで彼らの役割や報告

の責任の理解を深めるような行動を行うべきである 

③ 金銭的な開示フォームを明確に分かりやすくすべきである。 

④ COI のマネジメント計画が遵守することを確認するためのフォローアップのプロセス

を導入すべきである。 

 

2.3 NIHの監査結果 

(1) 監査の概要  

2008 年 1 月に DHHS の Office of Inspector General(OIG)により、NIH の外部研究

(Extramural Research)における利益相反マネジメントについての監査報告書”National 

Institute of Health: Conflicts of Interest in Extramural Research”が発表された

(Department of Health and human Services Office of Inspector General(2008))。この

報告書は、2004 年から 2006 年にかけて、グラントを提供する権限を持つ NIH 傘下の 24 の

研究所(Institutes)を対象に、NIH に報告されたグラント獲得機関(Grantee Institution)

の金銭的な利益相反(Financial Conflict of Interest : FCOI)の報告件数やその内容

(nature)を把握すること、さらに NIH がどの程度監督しているかを把握するために実施し
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た監査の結果である。 

 

(2)監査結果 

① データの管理 

 監査に当たって OIG は、NIH の研究所(グラントの担当としてグラント獲得機関から提示

される FCOI のレポートのレビューを担当する)、または外部研究を担当する NIH 本部の

Office of Extramural Research(OER)にグラント獲得機関から提供されたレポートの提出

を求めた。OER 及び研究者から OIG に提出されたレポートの件数は 438 件であった。 

実はこの 438 件という数字は、グラント獲得機関から NIH に報告されたレポートの全件

ではなかった。しかも、いくつかの研究所はグラント獲得機関から提出されたレポートの

正確な件数を把握していなかった。また 11 の研究所は、FCOI のレポートを OIG に提出でき

なかった。 

NIH の外部研究費を総括する OER において全件を把握できていなかったのには、いくつか

理由があることが明らかになった。OER には FCOI のデータベースを導入していたが、各研

究所に対して FCOI のデータを OER の方に転送するように義務付けていなかった。あるいは、

研究所では OER に転送したとしているレポートの中には OER から提出されないものもあっ

た。以上のことから、OER のデータベースは不完全であると指摘された。 

 7 つの研究所では、グラント獲得機関から提出される FCOI のレポートを追跡するシステ

ムを有しており、5 つの研究所では 2007 年度中にシステムを開発する計画であった。ただ

し、OIG にレポートを提出していない 11 の研究所の内、5 つの研究所は追跡システムを有

しており、3 つの研究所のシステムには FCOI のレポートが存在していたのに OIG に提出さ

れていなかった。 

 つまり、各グランと獲得機関から提出されたレポートの管理に関して、グラントを提供

する NIH の研究所や OER は、データベースやレポートの追跡システムを整備している所も

あったのにも関らず、レポートの全件すら把握できず、利益相反のレポートの提出という、

FCOI のマネジメントの最初の段階ですら不十分であったことが明らかになったのである。 

  

② 利益相反のマネジメント状況の把握 

次の提出されたレポートにおける FCOI の状況についての指摘である。先ず、NIH は FCOI

の種類を認識していないとも指摘された。これは、FCOI の詳細の報告をグラント獲得機関

に対して要求しておらず、今回 OIG が独自に調査したレポートの内、99 件は主任研究者に、

51 件がその他の研究者に FCOI が存在していた。しかし、NIH に提出されたレポートの大半

からは、どの研究者に FCOI があったのかを把握できなかったのである。今回、OIG がレビ

ューした 30 件のレポートの中には、FCOI の種類として次のようなものを確認した。 

・ グラントの研究に関連する技術を発明した、または知的財産権を有する研究者が参加 

・ グラントの再契約先企業との間に関係、または金銭的な利益を有する研究者が参加 
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・ 配偶者がグラントの再委託先である研究者が参加 

・ グラントの研究で使用する技術の特許をグラント実施機関が保有している、またはグ

ラントに参加する研究者が出資者または保有者である企業に独占的実施権を提供 

グラント獲得機関からのレポートの内、15 件のみが詳細に、どのように利益相反を管理

するかを記載していた。この 15 件を含む 50 件のレポートには、相反の管理について記載

されていたが、残りの 388 件のレポートにはどのように相反の状態を管理するかが記載さ

れていなかった。 

以上、NIH に提出されたレポートには、NIH として利益相反の状況を把握するだけの情報

が盛り込まれていないことが明らかになった。 

 

③ NIH によるマネジメントの対応 

 OIG のレビューしたレポートの内、5つのケースについてはグラント獲得機関から提出さ

れたレポートが詳細であることを NIH の assistant grants compliance officer から指摘

され、簡略バージョンを提出したことも明らかにされた。 

 各研究所による監督は、基本的にグラント獲得機関が規程に従っているというグラント

獲得機関による保証(assurance)に依存しており、予防的な方法を持っていない。ただし、

3つの研究所はポリシーが実効的であることを確かにするために、現地訪問(site visiting)

を行い、研修セミナーを開催していた。1 つの研究所は、チェックリストを活用している。 

 ある研究所の内部文書の中には、相反がプロジェクトに害することは大変稀な状況であ

るということが記載されていた。また、別の研究所では、相反の状況についての追加の詳

細、あるいはどのように管理されているかを追及すべきではないことが記載されていた。 

 一部の研究所では、2.2 のような現地での監査を実施しているが、ほとんどの研究所では、

きちんとしたマネジメントをしていなかったことが明らかになったのである。 

 

(3)OIG による提言 

 最後のこのような事実を明らかにした上で、提言として次のようなことを提示している。

連邦政府の FCOI 規程を遵守していることを確実にするように監督を強化すること、FCOI の

本質、どのように管理し、縮減し、停止するかに関する詳細な情報を提供するように求め

ること、各研究所に対して FCOI のレポートを全て OER に転送し、OER の COI データベース

に全ての情報が格納されることを提言した。 

 

(4)インターネットによるデータの共有 

データベースに関しては、OER では NIH 内部で使用する web ベースの FCOI 追跡・モニタ

ーシステムを開発し、グラントの担当者が使えるようにすることを OIG に報告している。

さらに、グラント獲得機関が電子的にレポートをこの eRA Commons を通じて再提出できる

ように計画していることを報告している。 
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この eRA による FCOI の情報を NIH の OER、研究所やグラント獲得機関間のシェアについ

て 2008 年 12 月 3 日に NIH の OER は”Financial Conflict of Interest(FCOI) Use Guide”

を公表している。このシステムの目的は、Commons データベースにより FCOI のレポートを

提出できるようにすること、FCOI のレポートが提出された後に研究所や NIH のスタッフに

通知すること、内部情報システムにあるデータを統合すること、NIH のリクエストに応じて

追加の情報を提出できるようにすること、FCOI ユーザがレポートや関連データを見ること

が出来るようにすることにある。 

 

2.4 FDAの規程 

(1)概要 

食品医薬品局(FDA)は、臨床研究を実施する研究者の経済的利益や契約はFDAに提出され

るデータの信頼性に影響を与え得ることから、経済的利益や契約が、申請者により明らか

にされ、開示されることを保証するため、経済的利益の開示規程を設けている。この規程

は、“21 CFR Part 54-Financial Disclosure by Clinical Investigators”16であり、ここ

では、医薬品、バイオ製品、または医療機器の販売申請をする企業17に対して、販売申請す

る際18に、研究の結果が研究者への報酬に影響を与える可能性のある次のような取り決めが

なされていないことの証明を義務付けている。 

・ 研究成果が報酬に影響を与え得る研究者となされている経済的な契約がないこと 

・ 研究者が、テストする製品に関して所有する利益がないこと 

・ 研究者が、当該研究のスポンサーの一定基準以上の株式を所有していないこと 

・ 研究者が、一定基準以上の他の手段の支払いを得ていないこと 

 

 また、当該研究に関係する全ての研究者に対して、金銭的な契約やバイアスが生じる可

能性を最小限に抑えるための手続きを FDA に開示することを義務付けている。 

 

(2)対象者と対象となる金銭的利益 

この規程の対象となるのは、Clinical Investigator(臨床研究者)であり、この臨床研究

者を医薬品、バイオ製品、または医療機器の販売申請を提出する、及びこれら申請を支援

する臨床研究を申請する者と定義している。なお、臨床研究者には、研究者自身に加えて、

その配偶者、扶養している子供も含まれる。 

 

                                                  
16 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=54 
17 PHS 規程では臨床研究を実施する機関に責任を求めているのに対して、この FDA の規程では、新たな

薬品、用具、または生物学的製品の認可申請をする者に対してスポンサーと研究者の経済的関係に関する

一定の情報の提供を義務づける規程を採用しており、一般に、情報の開示は大学等に求められるのではな

く、スポンサー企業側にその責任が求められている。 
18 開示を求める時点については、PHS 規程では、支出がされる以前に報告することが求められている一方

で、FDA は、研究資金のスポンサーが販売申請を提出する時点で審査し、FDA の要件は遡及的である。 
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「開示される一定基準以上の経済的な利益や取り決め」19は次の通りである。 

・ 研究成果に影響を与える可能性のある研究者に対する報酬 

・ 当該契約のスポンサーにおけるエクイティ(所有権、ストックオプション、公開価格

により評価できない価値を持つ他の金銭的利益など)、50,000 ドルを超える公開企業

の株式権利 

・ 試験の対象となる製品の特許、商標、著作権やライセンス契約を含む所有利益 

・ 臨床研究者が研究を実施している期間、及び研究終了後 1 年以内の期間、研究者の

活動を支援するために、当該研究のスポンサーから研究者、または研究者が所属す

る機関への支払いで、累積 25,000 ドル以上の金銭的価値を持つもの(但し、臨床研

究等を管理するためのコストは除く)。 

 

 投資信託基金(Mutual Fund)や 401K による利益については、開示は必要とされないが、

自己で直接所有する形態をとる 401K の場合は開示義務がある。 

 

 (3)規定の適用対象20 

 規程の対象となる臨床研究とは、申請者や FDA が、販売申請または reclassification 

petition(再分類申請)により提出された薬品、機器やバイオ製品の効能を証明するための

研究である。この当該臨床研究には、通常は、phase 1 の tolerance study、動的理学研究、

(効能に関してあまり重要でないことを条件として)ほとんどの臨床薬理学研究、多施設、

treatment protocols、parallel track protocols により実施する安全性に関する大規模な

公開研究は含まれない。申請者である企業は、臨床研究が、金銭的な開示要件を満たす必

要があるかどうかを FDA に相談することが可能である。 

 

(4)当該機関の義務 

 販売申請を提出する企業は、申請した製品が FDA の販売要件を満たしているかを判断し、

臨床研究のスポンサー機関の常勤/非常勤従業員かどうかが分かるように、その製品に関係

する臨床研究を管理した全ての臨床研究者のリストを提出しなければならない。加えて申

請企業は、当該臨床研究のスポンサーの常勤/非常勤でない臨床研究者についても、その金

銭的な利益に関する情報を開示、または証明をしなければならない。 

申請企業は、当該臨床研究に参加した臨床研究者に、一定基準以上の金銭的な取り決め

がないことの証明を提出するように、また、ある場合にはそうした金銭的取り決めの状態

について情報開示するように義務付けられている。なお、義務があるにも関わらず必要な

情報を得られない申請者は、試みたが得られなかったことを証明し、その理由も含め提出

しなければならない（due diligence exemption）。 

                                                  
19 PHS の規程よりも開示義務の免除対象の金額が大きいことに注意。 
20 FDA の開示義務の方が対象範囲は狭く、一定の「対象臨床研究」のみに適用し、申請者には研究者と研

究スポンサーの経済的利害関係に関する情報のみの提出が要求されている。 
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(5)情報開示のフォーマット 

申請をする企業は、全ての臨床研究者が開示を必要とする金銭的な利益や契約を有する

かどうかを証明するために、FDAが定めるForm 345421に記入し提出しなければならない。ま

た、このFormには、代表する担当の企業役員、または企業の代表者の署名が必要となる。

Form 3454 を提出しない申請企業は、その代わりにForm 3455 を提出し、一定基準以上の金

銭的利益や取り決め、及び生じ得るバイアスを最小化するための行動を明確に開示する必

要がある。これらのForm提出のために、臨床研究者は、当該臨床研究のスポンサーに正確

な金銭的情報を提供しなければならない。加えて、臨床研究者は、研究中、もしくは研究

終了後 1 年間に関連する変更が生じた場合には、この情報を直ちに更新しなければならな

い。 

 

(6)審査 

 FDA は、臨床研究者が開示した金銭的利益に関する情報を評価し、製品が承認されること

によって将来的に生じ得るものも含む金銭的な利益の規模や形態、及び生じ得るバイアス

を最小化する方策について、研究計画の効果も踏まえて考慮する。 

 FDA が、データの信憑性に重大な疑問があり、臨床研究者の金銭的利益と関連があると判

断した場合には、以下のような措置がなされる。 

・ 政府機関による当該データの監査の実施 

・ データの詳細な分析の提出を申請者に要請 

・ 疑問のある研究成果に関して、確認のため、追加的研究を申請者に要請 

・ データを提供された当該臨床研究の受理を拒否 

 

(7)開示情報の保持 

 販売申請を提出している申請者は、臨床研究者の一定基準以上の金銭的利益に関する情

報を保管していなければならない。対象となる臨床研究者には、申請にあたっての研究を

管理する研究者、及び申請する企業の従業員でない者が含まれる。また、申請の承認日か

ら 2 年間は、こうした臨床研究者の金銭的な記録を保持しなければならない。また、この

記録を保持する者は、権限を与えられた FDA の役員、もしくは従業員の要求に応じて、こ

れらの情報へのアクセス、複写、認証を認めなければならない。 

 

2.5 FDAの監査結果 

(1)監査の概要 

2009 年 1 月に DHHS の Office of Inspector General(OIG)により、FDA による臨床研究者

の金銭的な情報の監督に関する報告書”The Food and Drug Administration’s Oversight 

                                                  
21 PHS では特定のフォーマットを要求していない。 
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of Clinical Investigators’ Financial Information”が発表された(Department of 

Health and human Services Office of Inspector General(2009))｡この報告書は、前述の

NIH の監査と同様に、2007 年に販売申請された 118 件（全数）を対象に、FDA に報告された

臨床研究者の金銭的な利益の報告件数やその内容(nature)を把握し、FDA がどの程度監督し

ているかを把握するために実施した監査の結果である。 

 

(2)監査結果 

金銭的な利益を報告した臨床研究者は１％（29,691 人中 206 人）であった。42％の販売

申請の中に金銭的な利益に関する情報開示がなされていた。開示された金銭的な利益の殆

どがスポンサー企業からの支払いであり、多くがコンサルティング活動や一般的な謝礼で

あった。金額は求められていないが開示があった金額を集計すると、金銭的な利益の額の

中間値は 4.7 万ドルであった。また、19％がエクイティ保有していた。 

FDA は、スポンサーが臨床研究者全ての金銭的な情報を提出しているかどうかを決めるこ

とができていなかった。臨床研究者のリストをアップデートしておらず、現地調査

（Bioresearch Monitoring Program (BiMo)）を活用していなかった。 

FDA が受け取った販売申請の 23％に必要な書類が付けられておらず、28％にスポンサー

企業が臨床研究者から情報を取ることが出来なかった due diligence exemption（前述

2.5(4)参照）を使っていたなど、42％に金銭的な情報の漏れがあった。 

金銭的な利益を有する販売申請の 73％は文書化していたが、販売申請の 31％の金銭的な

情報のレビューの結果を文書化していなかった。 

金銭的な利益を有する販売申請の 20％で、FDA あるいはスポンサーが、金銭的な利益に

対する対処をしていなかった。バイアスを最小化するスポンサーの対処としては、独立し

たオブザーバーを雇うケースや金銭的な利益を有する研究者に研究対象が実験グループか

対照グループかを知らせないようにしたケースがあった。 

FDA のアクションには、金銭的な利益を有する販売申請の 12％に対してアクションを起

こしただけで、そのほかの申請には対処せず（理由は不明）、一貫性がないと指摘されてい

る。また、FDA のアクションは臨床試験が終了した後で行われていると指摘している（これ

は、販売申請時に情報の開示が行われるため）。 

 

(3)提言 

 FDA はスポンサーから臨床研究者に関する完全な金銭的な情報が提出されたかどうかを

確認すべきである。そのためには、チェック用の臨床研究者の完全なリストの活用、金銭

的な情報記載用のフォームの添付の確認、免責に関するガイダンスを新しくする、現地で

の監査のプロトコルを追加すべきである。 

 レビュアーは、金銭的な情報をレビュー用のテンプレートを活用して一貫性を持って開

示された情報に対処すべきである。また FDA は、レビュアーのための追加的なガイダンス
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を作成し研修の機会を提供すべきである。 

 FDA は、申請準備段階に金銭的な情報を提出するようにスポンサーに要求すべきである。

例えば、臨床試験前に FDA が情報を入手していれば、スポンサーが試験前に金銭的な情報

を収集していることを確かめられるし、金銭的な利益が被験者に危害を及ぼさないように

し、データのインテグリティを確保できるとしている。 

 

(4)FDA の反応 

 FDA はこの提言に対して、金銭的な情報の開示を現在の販売申請時ではなく、それよりも

前にスポンサー側に提出するように要求すべきという点については、臨床試験のスポンサ

ーの責任であること、金銭的な利益はバイアス要因の１つにすぎないこと臨床試験の全て

が最終的に販売申請につながるわけではないことなどを挙げて、反対をしている。 

 

以上、連邦政府の規程を概説した。ゲルシンガー事件で顕著に現れたように、大学の成

果を利用した臨床研究では、成果を技術移転した先の企業が資金を提供したり、あるいは

その企業の技術を活用したりすることがある。技術移転する場合に、ライセンシー企業は、

その対価としてエクイティを大学に提供することも多い。その結果、大学とライセンシー

企業の間に利害関係が生じるのである。連邦の規程として、当然臨床研究を実施する大学・

研究機関も参加する研究者と同様に利益相反のマネジメントの対象とすべきであり、個人

についても強化すべきという意見が出てくるであろう22。ところが、連邦政府の規程は 1994

年制定時のままである。 

一般に医療関係の法律を作る場合に、時間がかかることも理由という(三瀬(2007))。NIH

が規程を導入した際に大学や産業界から猛反発が出たことから明らかなように、このよう

な規程には現場からの様々な反対が出てくる。現場サイドに立つと、政府の規制強化を回

避するためにも関係者は、自らの規則（Self-regulation）を整備することが必要になる。 

そのため、次章で述べるような関係団体による提言が出されるのである。 

 

                                                  
22 2008 年 12 月に NIH が外部研究の利益相反規程を再チェックする計画であることを明らかにしている。 
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3.米国の大学関係団体による提言 

 米国では、前述したような政府レベルの規程が存在するが、臨床研究に係る事件も発生

しており、臨床研究の利益相反のマネジメントに関して、大学の関係団体からいくつか提

言が出されている。本章では、大学の関係団体から出されている臨床研究の利益相反に関

する提言を概説する。なお、米国では、個人レベルの利益相反だけでなく、組織レベルの

利益相反のマネジメントが重要となっている。これは、問題となったケースにおいて、個

人レベルの利益と組織レベルの利益が連動する場合が多いことが背景としてある。日本で

も、大学がエクイティを取得することが可能となり、米国と同様の状況が起こりうること

から、組織レベルの利益相反のマネジメントについては、詳細に取り上げる。 

 

3.1 個人レベルの利益相反に関する提言 

(1) NIH の規程が整備前の提言 

臨床研究について、1994 年の NIH の規程が整備される前に、1990 年に American Medical 

Association が臨床研究に焦点を当てたステートメントを、また Association of Academic 

Health Centers(AHC)が”Conflict of Interest in Academic Health Centers”を発表し

ている。この AHC のステートメントは臨床研究だけでなく、研究や教育についても触れて

いる。ここでは「法律上の義務あるいは広範に認識されている専門的な規範が、個人の他

の利益により傷つけられ時に(特にこれらの利益が報告されていない場合に)、想定される、

実際の利益相反は起こる」と規定している。 

 同時期に Association of American Medical Colleges(AAMC)は、”Guidelines for Dealing 

with Faculty Conflicts of Commitment and Conflicts of Interest in Research”を発

表した。これは研究に焦点を当てたものであり、研究における利益相反を「金銭的な、あ

るいは他の個人的な問題により、研究の実施あるいは報告における研究指導者の専門家と

しての判断を傷つける、そのように見える状況」と定義している。 

ここでは大学の規程の中には、 

① 利益相反の定義(主に例を明示して)、規程の範囲を明確にする(個人と機関) 

② 効果的なプロセス(合理的な情報の公開、公開された情報の完全なレビュー、利益相

反の状況の管理・解決方法) 

③ 規程違反の制裁 

を入れるように提言している。 

 

 (2)  2001 年の AAMC の提言 

AAMC は 1990 年の提言（AAMC(1990)）を補強することを目的に、2001 年に新しい提言を

行った（AAMC(2001)）。このレポート Protecting Subjects, Preserving Trust, Promoting 

Progress– Policy and Guidelines for the Oversight of Individual Financial Interests 

in Human Subjects Research における提案の概要は、次の通りである。 
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 各機関は臨床研究に参加する研究者の金銭的な利益をレビューし、マネージするため

に、利益相反委員会を設置すること 

 利益相反委員会は、IRB(Institutional Review Board)や倫理審査会と明確なコミュニ

ケーションのチャンネルを持ち、COI のレビューの概要を提供すること 

 学術誌の編集部や被験者(Human Subjects)に対するインフォームド・コンセントのフ

ォームとの間で SFI(Significant Financial Interest)が存在するということをシェア

すること 

 連邦規程に該当する研究だけでなく、その他の資金によるヒト対象研究を含むヒト対

象研究全般にわたり COI のマネジメントが必要 

 

3.2 組織レベルの利益相反に関するAAMCの提言(2002) 

 AAMC は、2002 年 10 月に Task Force on Financial Conflicts of Interest in Clinical 

Research の”Protecting Subjects, Preserving Trust, Promoting Progress II: Principles 

and Recommendations for Oversight of an Institution's Financial Interests in Human 

Subjects Research”を公表した(AAMC(2002)。これは、2001 年に出された AAU のレポート

の中で組織レベルの利益相反に関する提言を踏まえ、臨床研究に焦点を当てたものである。

最初に AAU のレポートの概要を紹介し、この AAMC のレポートを紹介する。 

(1)AAU の提言 

2001 年 10 月に、AAUは、研究の説明責任に関するタスクフォース(Task force on research 

accountability)による報告書“Report on Individual and Institutional Financial 

Conflict of Interest”を発表した23。金銭的利益相反については、運用ガイドライン、及

び有効な管理方策として 22 項目の方策と大学レベルの金銭的利益相反について、その管理

方策に関する原則を提示している。さらに、大学レベルの金銭的利益相反に関しては、そ

の定義・分類、そして特に問題となるタイプの利益相反については、いくつかの管理方策

を提案している。 

 大学レベルの金銭的利益相反は、次の状況の場合に生じる可能性があるとしている。 

・ 大学、役員や理事、学科や学部、その他の学内組織、または関係機関等が、大学の研

究プロジェクトに金銭的な利害関係を持つ企業と契約関係や金銭的な利害関係を有す

る場合 

・ 大学の役員や理事が、その大学と取引の多い機関の役員を務めている場合 

そして、特に大学レベルの金銭的利益相反に関しての主要な対象は、次の 2点である。 

・ 大学による株式保有/ロイヤリティに関する取り決めと、大学の研究プログラムの間の

潜在的な利益相反 

・ 大学全体に影響を及ぼす決定を行う大学関係者が関与する潜在的な利益相反 

 

                                                  
23 このレポートでは個人レベルの利益相反についても提言している。概要については西尾(2006)参照。 
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大学レベルの金銭的利益相反に対しては、 

・ 必ず開示する 

・ 大部分の場合には利益相反をマネジメントできる 

・ 公共の利益や大学の利益を保護するために必要な場合は、当該活動を禁止する 

ことを原則として管理すべきとしている。また、大学レベルの利益相反のうち、大学レベ

ルの所有財産に関連する部分については、金銭的活動と研究活動を別々に管理できるよう

に、これらの活動に関する意思決定を分離することが主要な目標として提示している。 

 そして、上記の原則を実行し大学レベルの利益相反を管理するために、大学レベルの金

銭的利益相反管理方策として以下を挙げている。 

① 明確な方針の策定と公表 

② 管理手続きの確立 

③ 大学レベルの利益相反に関する審査機関の設置 

④ 審査機関に対する潜在的な利益相反の開示 

⑤ 審査機関による潜在的な利益相反の審査、およびリスクと利益の比較 

⑥ 大学レベルの利益相反に関する措置の実行 

⑦ ヒトを被験者として扱う場合の大学レベルの利益相反の厳格な審査 

⑧ 流動性のない、または流動性の低い株式に関する厳格な審査 

 

次に AAMC の提言の概要を紹介する。 

(2)組織レベルの利益相反 

ヒト対象研究において、組織あるいは幹部が金銭的な利益を有する場合に、組織あるい

は幹部による組織のための権限が、臨床研究における組織としての実施、レビュー、監督

のプロセスに影響を与えるかもしれない、あるいは合理的にみて影響を与えるように見え

る時は、組織レベルの利益相反にあるとみなすことができるとしている。 

 

(3)マネジメントの原則 

原則として、組織は、投資のマネジメントと技術ライセンシングに関連する者から、ヒ

ト対象研究における機能と管理の責任は分離させるべきとしている。 

 

(4)レビューが必要な場合 

・ 研究の対象となる製品の販売からロイヤルティを受けとる権利がある場合 

・ ライセンスや投資により未公開企業のエクイティを取得する場合 

・ 公開企業の 10 万ドルを超える価値のエクイティに対する権利や所有利益がある場合 

 

ヒト対象研究の資金提供企業に関して重大な利益としては次の場合がある 

・ 未公開企業である場合、エクイティに関する利益、または受ける権利を保有する場合 

 23



・ 公開企業である場合には、AAMC が 2001 年のレポートで公表した最低金額（後述）を超

えて株式を所有すること、または受ける権利を保有する場合。 

・ AAMC が 2001 年のレポートで公表した最低金額を超える、コンサルティング料や謝礼、

ギフト、その他寄附、現物収入 

・ オフィサーやディレクター、ボードメンバーに就任すること 

 

なお、例外として、AAMC が 2001 年に公表したレポートで記載している。 

・ 公開取引されている分散型投資信託の所有(金額は問わない) 

・ 株式公開企業の株式で、（2.1 で紹介した）PHS の利益相反の金銭的な状態の開示規則

に定める最小限基準(現在は、単一組織で金額にして 10,000 ドルまたは持ち分にして

5％を超えない)を満たす。 

・ 株式公開企業のストックオプションで、(一般的に容認された方法で評価したとき

に)PHS 財務内容開示規制に定める最小限基準(現在は、単一組織で金額にして 10,000

ドルまたは持ち分にして 5％を超えないこと)を満たしているもの。 

 

3.3 組織レベルの利益相反に関するAAMCとAAUの提言(2008)  

AAMCとAAUは、2008 年 2 月にヒト対象研究における利益相反マネジメントについての共同

提言”Protecting Patients, Preserving Integrity, Advancing Health: Accelerating the 

Implementation of COI Policies in Human Subjects Research”（AAMC(2008)）を出して

いる24。 

(1)ポリシーの作成と導入 

・ 臨床研究を実施する組織やその幹部(臨床研究に関連する Deans、Department Chairs、

Division Chiefs の金銭的な利益や組織レベルの利益相反ポリシーを策定すべき 

・ 組織レベルの利益相反の報告、評価、マネジメントの手続きを進め、目的志向で信用

のある組織レベルの利益相反のレビュープロセス(内部の委員会、または外部のレビュ

ー組織を含む)を構築すべき。 

・ ポリシーの策定と実施をこのレポート発行後 2年以内に終了すること。 

 

(2)組織上の責任権限の分離 

・ 研究と金銭的な意思決定のプロセスや組織(agent)は分離すべきである。 

・ 組織は、組織レベルの利益相反が継続的に組織を通じて記載されることをポリシーと

実践において確認しなければならない。組織の金銭的な利益相反ポリシーに対するこ

れらの subject 項目、特に組織の幹部や組織自身が、報告、開示そして金銭的な利益

                                                  
24 その他にAAMCは、医学教育における産業界との交流について 2009年 6月までに完全な計画(full plan)
を作成するように提案している。また、これに呼応する形で、PhRMA もヘルケアの専門家との交流に関

する規程を変更した。2009 年の 1 月から教育とは関係のないアイテム(ペン、マグカップ、レストランの

食事券のような)の提供を禁止し、企業に対して COI の法律や規程について研修することを要求している。 

 24
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のマネジメントに従い、組織的な価値や意思決定のみならず臨床研究のインテグリテ

ィや参加する対象者をプロテクトしなければならない。 

 

(3)組織レベルの利益相反委員会 

・ 潜在的な組織レベルの利益相反をレビューし分析するために、機能する組織レベルの

利益相反委員会を作らなければならない。この委員会は、個人の利益相反を担当する

ために既に設立された委員会でもよい。この委員会は、適切な時に分析できなければ

ならず、公益上、除去することが求められるというよりも、相反という状況を受入れ、

管理しなければならない。 

 

 



4.日本の規程 

 本章では、2008 年 3 月に出された厚生労働省の厚生労働科学研究費補助金の交付に関す

る利益相反の指針と、この指針で取り上げられている文部科学省検討班によるレポートの

内容を概説する。なお、前述のとおり、日本の大学や医療系の学会の臨床研究における利

益相反のマネジメントが始まっているが、この厚生労働省の指針により変更も予想される

ことから、本稿では日本の大学等の事例については取り上げないこととする。 

  

4.1 厚生労働省の指針 

厚生労働省は、2008 年 3 月 31 日に、都道府県知事、特別区の長、保健所設置市の長宛に、

『厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest：COI)の管理に関する指針

について』（科発 0331003 号 平成 20 年 3 月 31 日）25を通知した26。 

 この指針では、厚生労働科学研究費補助金の交付を受ける研究者及びその所属機関に対

して利益相反に関するマネジメントを実施することを要求している。そして、利益相反マ

ネジメントの中核となる COI 委員会を 2010 年以降の交付申請書提出前までに設置すること

を求めている。なお、マネジメントの体制ができていない場合には交付を受けることがで

きない。特に厚生労働科学研究費補助金の内、指定型研究の場合には 2008 年度、または 2009

年度の交付申請書提出前に、所属機関で利益相反のマネジメント体制ができていない場合

には、厚生労働省に報告して、厚生労働省の設置する検討組織でその内容を検討すること

としている。 

 

(1)対象となる経済的な利益 

 指針で対象とする「経済的な利益関係」とは、研究者が、所属し研究を実施する機関以

外の機関との間で給与等を受け取るなどの関係を持つこととしている。「給与等」には、給

与の他にサービス対価(コンサルタント料、謝金等)、産学連携活動に係る受入れ27(受託研

究、技術研修、客員研究員・ポスト・ドクトラルフェローの受入れ、研究助成金受入れ、

依頼試験・分析、機器の提供等)、株式等(株式、株式買入れ選択権(ストックオプション)

等、及び知的所有権(特許、著作権及び当該権利からのロイヤリティ等)を含んでおり、所

属機関として外部から受け取る研究費も含まれる。 

                                                  
25 指針の通知は自治体向けに出され、大学や医療機関向けに出されたものではない。 
26 厚生労働省は、2008 年に臨床研究に関する倫理指針を改正（平成 20 年厚生労働省告示第 415 号）し、

2009 年 4 月 1 日より施行される。また、薬事・食品衛生審議会薬事分科会において、分科会運営のより一

層の中立性、公平性及び透明性の確保を図るために 2008 年 3 月 24 日「審議参加に関する遵守事項」とい

う申し合わせを決定して、2008 年 5 月から運用を開始している。審議会委員は審議対象案件との利害関係

について、厚労省に状況を回答し、この結果は厚労省の Web サイトに掲載される。対象案件に関係する企

業から 500 万円超の寄附や研究費等を受け取っている場合は審議の会場から退出すること、50 万円超で

500 万円以下の場合には意見陳述は可能であるが議決には参加できない。50 万円以下の場合に議決に参加

できるという運用をしている。この運用の結果を受けて、「審議参加に関する遵守事項の検証・検討委員会

報告書」を 2008 年 12 月 15 日に発表し、今後もこの申し合わせを継続することが基本方針とされた。 
27 日本では、組織として受入れているこれらの活動の金額についても対象者に報告させる。米国の大学内

での申告では、これらの情報の申告は必要ない。 
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(2)機関の責務 

研究者や所属機関に対しては、「研究者は COI の管理に協力する責任があり、所属機関は

COI の管理責任と説明責任があることを認識し、管理を行うこと。」とその責務を記載して

いる。主任研究者（Principle Investigator のことで研究の代表者の意）と異なる機関か

ら研究に参加する場合や、学会等が当該研究者をサポートする形で研究を実施する場合に

おいても、関係者による適切な COI の管理が必要であることに十分留意すべき、と指摘し

ている。さらに、機関の長は原則として、当該機関における研究者の COI を審査し、適当

な管理措置について検討するための委員会(COI 委員会)を設置し、この委員会には外部の者

の参加を義務としている。COI 委員会の設置が困難な場合には、COI に関する審査及び検討

を適当な外部の機関に委託することができる。 

 

(3)報告 

 交付申請書提出時までに、各研究者は、利益相反委員会等に対して、経済的な利益関係

を報告し、当該研究の利益相反の審査について申し出なければならない。さらに、研究期

間中は、年度ごとに、あるいは新しく報告すべき「経済的な利益関係」が発生するごとに、

研究者は、所属機関の委員会等に内容を報告しなければならない。 

 管理に際して、米国でいう Significant Financial Interest に相当する一定の基準を設

定し、それを超える「経済的な利益関係」の報告を求めることを認めている。その、一定

の基準の目安として、産学連携活動の相手先との関係(株式(公開・未公開を問わない。出

資金、ストックオプション、受益権等))について報告を求める他、企業・団体からの収入(診

療報酬を除く)について、年間の合計金額が同一組織から 100 万円を超える場合、産学連携

活動にかかる受入れ額(申請研究に係るもので、申告者又はその所属分野が関与した共同研

究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾・権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、客員研

究員・ポスト・ドクトラルフェローの受入れ、研究助成金・奨学寄付金の受入れ、依頼試

験・分析、機器の提供 等を含む)について、年間の合計受入れ額が同一組織から 200 万円

を超える場合などを例示している。 

 なお、研究者は、各所属機関において定められた基準に抵触しない場合であっても、外

部から弊害が生じているかのごとく見られる可能性が懸念される場合には、利益相反委員

会に積極的に相談する等、厚生労働科学研究の客観性、公平性を損なうという印象を社会

に与えることがないよう十分留意する必要がある、としている。 

 

4.2 文部科学省検討班によるレポート 

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の中で設置された臨

床研究の利益相反のマネジメントに関する報告書（「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関
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するガイドライン」）（臨床研究における倫理と利益相反に関する検討班(2006)）28は、前述

の厚生労働省の指針の中でも、このガイドラインに準拠して適切な対応が行われていれば、

厚労省の指針に対応していると考えられることが、Q&Aに記載されている。そのため、本節

でこの報告書の概要を紹介する。 

 ここでは、ヒト対象の臨床研究を実施する際、当該研究に携わる研究者全員が実施計画

書と同時に利益相反自己申告書を機関の長へ提出することを求めている。マネジメントの

プロセスとして、当該研究者(主任・分担)は臨床研究実施計画書と当該研究に係る利益相

反自己申告書を所属する施設・機関の長へ申請し、施設・機関の長は臨床研究利益相反委

員会および該当する臨床研究倫理委員会等へ諮問し、審議の結果についての答申を受けた

後、申請者へ研究実施の承認の判断を行うものとしている。利益相反委員会は、研究実施

計画書と当該研究にかかる利益相反自己申告書をもとに評価し、研究者が利益相反状態に

あると判定された場合、要約書や意見書を当該倫理委員会へ報告する。それを受け、当該

倫理委員会(ＩＲＢ或いは臨床研究倫理審査委員会等)は臨床研究の実施計画にかかる研究

者の利益相反状態、インフォームドコンセント(ＩＣ)への記載内容等を含めて総合的に判

断し、当該実施計画書について承認か条件付承認、または不承認とすることができる。 

 

 当該臨床研究に関して利害関係が想定される企業・団体での活動の有無(年間の合計収

入が当該施設・機関において設定された額(例 100 万円)を超える場合)、収入の種類と

額について記載。なお、申告が必要な合計収入額下限は各施設・機関で勘案すべき。 

 申請研究者の家族(例：一親等まで)についての①同様の項目についての記載。なお、

家族も含め研究者以外の対象者の範囲については、各施設・機関で勘案すべき。 

 当該臨床研究に係る申請者の産学官連携活動の有無(同一外郭組織からの年間の金銭

受入れ総額が設定された額(例、200 万円)を超える場合)、1年間の授受金額(例、共同

研究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾・権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、

依頼出張、客員研究員・ポスト・ドクトラルフェローの受入れ、研究助成金・寄附金

等受入れ、依頼試験・分析など)の記載。申告が必要な受入れ総額の下限は各施設・機

関で勘案すべき。 

 産学連携活動の相手先のエクイティの種類(例、公開・未公開を問わず、株式、出資金、

ストックオプション、受益権等)と数量の記載 

 インフォームド・コンセントへの利益相反に関する記載の有無(有れば説明書添付) 

 申請者署名・捺印 

 

                                                  
28 http://wwwip.ccr.tokushima-u.ac.jp/servlet/InPublic/ガイドライン.PDF 
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5. 臨床研究の利益相反マネジメントが機能するために 

4.1 で取り上げた厚生労働省の指針は、研究資金提供機関による日本で最初の利益相反に

関する規程である。厚生労働省という 1つ no 

省の中の特定の研究開発支援プログラムを対象としているが、今後文部科学省や経済産

業省のプログラムにも広がると予想することは容易である。 

 

5.1 厚生労働省指針への対応 

この指針は、厚労科研費を申請する機関の長に利益相反のマネジメントを義務化するこ

とを要求している。これまで旧労働省関係の領域の研究者により行われていた研究も対象

となり、厚労科研費が対象とする研究領域は、医学領域よりも対象が広くなる。参加機関

は、医学部のある大学や医療に関する研究を行ってきた公的な研究機関・病院だけでなく、

医学部のない大学(人文社会系大学)、財団法人、社会福祉法人、企業なども対象となる。

そのため、この指針の影響は広範囲にわたる。厚労科研費に応募・参加する研究者のいる

機関では、この指針を実施に移すためには、体制整備など相当の負担が出てくる。 

 

(1)申告の義務化 

厚労科研費に応募、または参加する研究者がいる機関の長は、マネジメントが求められ、

モニタリングや研究計画の修正の義務化しなければならなくなる。多くの大学では臨床研

究に関する、個人レベルの利益相反マネジメントを開始している。しかし、個人状況の申

告については義務化されている機関もあれば、義務化していないところもある。申告を義

務化している機関でも、申告者が申告の要件を満たしていないと判断する場合には申告し

なくてもよいとしているところもある。開示要件に満たない人も含め全員が申告するよう

にしていない場合に、本来申告しなければならない対象者が申告していないのか、あるい

は申告する必要がないのか区別することができない。従って、申告については、今までよ

り厳格に対応しなければならず、申告の要件に該当しない者も含め対象者全員に申告を義

務化し、必要に応じて申告違反に対する懲罰がある学内規程の制定が求められる。申告の

要件を満たさない人も含め全員に申告させ、申告しない人に対して処罰する規定を設ける

必要がでてくる。 

臨床研究については、学生が参加する場合もあり、あるいは医・薬学以外の工学、農学

等他学部から参加する研究者もおり、こうした研究者や学生についても対応していかない

といけない。今回の指針では、多施設型の研究（１つの大学や研究機関で実施するのでは

なく、複数の大学や研究機関が参加する研究）を実施する場合に、分担研究者の所属する

他の機関において、利益相反のマネジメント体制が整備されていない場合、あるいは整備

されていたとしても報告すべき内容に違いがあるような場合に、主任研究者の所属する機

関が対応しなければならない。利益相反のマネジメントは後になってデータを確認する必

要があることから、外部の分担研究者に対して、事実上マネジメントできないであろう。
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他機関の分担研究者の個人の情報、研究者の受入れ研究費のような情報の提出・管理によ

る、主任研究者の所属機関は、分担研究者の所属機関に利益相反のマネジメントシステム

を整備するように要求していくことが必要となる。 

 

(2)COI 委員会の構成 

指針では COI 委員会等の構成要件を提示しており、機関の外部からの委員の参加が義務

化されている。曽根(2008)によると外部委員の職種については、臨床研究を行わない学部

の教員や他大学の教員のようなアカデミアの人材を外部委員と位置付けている場合もある。 

機関の外部からの委員とは、他大学の医学研究者でも要件を満たすのか、それとも大学

以外の外部からの委員の招聘なのか明確でない。他大学の教員、特に医薬系教員でよいの

か、それとも医薬企業関係者でもよいのか、さらには良心的に解釈するのであれば、医薬

系以外の外部委員とすることもできる。臨床研究のような専門性が高い研究の場合に、医

薬関係以外の外部委員が判断(事案に対する意見を述べることが)できるのかについては、

大きな問題である。 

 

(3)開示情報 

開示が必要な受入れ金額を例示しており、その額は個人的収入 100 万円、研究活動費 200

万円を超えるとしている。そもそも、NIH や厚生労働省の指針等で示された報告が必要とな

る最低金額は、明確な根拠があるものではない。指針では、各機関が、独自のポリシーを

策定することを認めている。そのため、各機関で申告基準をこの指針で例示された金額と

は別の金額に設定することは可能ではある。しかし、個人的な収入として 100 万円、研究

活動費として 200 万円を超える金額を規定した場合に、厚生労働省の指針の例示より高い

金額を設定する理由を示すことは容易なことではない。厚生労働省の指針で例示されてい

ることは、あくまでも「例」を「示した」ものと考えることができる。しかし、日本の慣

習では、厚生労働省で例示しているものを、機関サイドで取り上げない場合に、社会の関

心を集める出来事が起こった場合に、学内規程に盛り込まなかった理由を説明すること、

納得してもらうことは難しく、厚労省の例示した金額に設定しておいた方が無難といえる

であろう。 

日本の大学でもエクイティの保有が認められるようになり、臨床研究を実施する大学発

ベンチャーのエクイティを保有するケースも出てくることが予想され、今後指針として対

応することが求められる。 

  

(4)マネジメントについて 

弊害が生じている、または生じているとみなされる可能性があると判断した場合に厚労

省等へ報告し、その上で管理することとなっている。この場合の弊害についても、内容の

判断が難しいだけでなく、仮に弊害が発生したとした場合に、機関内での改善・対応策を
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取る前に厚生労働省に報告するのか、あるいは機関内で対策を講じた後に報告するのか、

不明瞭である。 

 

(6)寄付金の取り扱い 

医学部では寄付金の取り扱いに対する関心が大変高く、寄付金の取り扱いについては、

臨床研究の中で最も議論が出てくる領域である。例えば、国立大学になされる奨学寄附金

の額は、700 億円を越えている。また、2003 年度（国立大学法人化前）の寄附講座では、

その半分が医薬・バイオ系であり、これらの寄付者は殆どが企業 1 社でなされていた。医

薬。バイオ系以外の寄附講座では、業界団体や複数企業により設置されたものも多く、医

薬・バイオ系では、寄附講座が重要な産学連携の場となっているといえる。これまでは、

こうした寄附金の扱いは、共同研究や受託研究とは異なり、産学連携活動からは除かれる

ことが多かった。利益相反の申告対象となっていない大学もある。ところが、指針では寄

附金も対象となるようになったと考えられる29。 

過去の寄付と関連する厚労科研費も対象となりうることが、指針の Q&A(Q7 や Q8)に記載

されている。このことは、仮に現在寄付で行われている研究が発展して、その成果を受け

て厚労科研費に申請する場合には、この寄付が申告の対象となると読むこともできる。今

回の指針については、利益相反の管理開始後５年と記載されているだけで、このような場

合に「・・公平性を損なうという印象を社会に与えることがないよう十分に留意する必要

がある」と記載されているだけで、遡及の期間については明示していない。寄付金につい

ては、マネジメント上最も重要な領域であり、厚生労働省はこの取り扱いについては、具

体的に、かつ機能する要件を提示する必要がある。 

 

(7)その他 

一般的な COI のマネジメントで起こる様々な課題として、記載漏れや出し忘れ、インフ

ォームド・コンセント、資金の受入れに関する記載漏れなどがある。こうした審査の前段

階の書類の不備のようなことまで対応しないといけない。単にポリシー等の規定を策定す

るだけでなく、研究者に対する周知をしていかなければならない。周知の方法は、文書や

Web サイトだけでなく、研究者全員に対する説明会を開催する必要がある。 

 

これまで、日本では対応が遅れてきたことから、今回の指針への対応は、主任研究者の

所属する機関に大きな負担を強いるものとなっている。しかし、臨床研究には被験者の保

護という重要な問題があり、またその成果は医療へ適用されていくものであり、研究を厳

格に実施していくことが、専門機関としての大学等の責務であり、IRB と同様に利益相反の

マネジメントを臨床研究のシステムに取り込むことが求められる。 

                                                  
29 あくまでも実施機関で開示すべき情報の種類や内容を規定することができるが、本節(3)で記載したよう

に寄付も対象に含まれると断言してよいであろう。 
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5.2 日本へのインプリケーション 

NIHやFDAの規程は、対象機関がマネジメントの実施主体となるという仕組みをベースに、

そこで開示すべき対象者及び開示すべき情報が記載されている。米国の規程の問題点は、

NIH の監査から明らかになったように、これらの規程が手続きを重視したものであり、開示

すべき情報については、マネジメントの観点からは必ずしも具体的ではなく、情報の開示

が形式化していた。また、報告を受ける NIH や FDA サイドでも十分に報告をマネジメント

できていなかった。 

(1)厚生労働省の対応 

今回の厚労省の指針は、時期は遅かったが大変重要な一歩である。しかし、果たして、

主任研究者の所属機関や厚労省がマネジメントできるのであろうか、という疑問が出てく

る。筆者もいくつかの機関の利益相反の委員会に参加しているが、事務局が用意する書類

だけで状況を判断することは難しい。事務局の説明があって、状況を理解できることも少

なくない。厚労省がマネジメント、あるいは主任研究者のいる機関が分担研究者をマネジ

メントするということは、マネジメントの対象者の所属する機関の中にこうした事務局が

ない場合と予想できる。そのため、本当にマネジメントを機能させるということは、かな

り困難といえよう。 

厚労省は、指針の施行後調査して、次の指針の見直しに反映することを明らかにしてお

り、次の見直しまでを指針の試行期間とみなすことができる。米国のような問題を起こさ

ず、日本でマネジメントが機能するためには、厚労省は、指針を実施に移すと同時に、大

学等でのマネジメントが機能するように、関係者が情報を共有し、状況（ケース）を議論

できる場が必要である。特に、厚労科研費の中で指定型のプロジェクトについては、厚生

労働省による利益相反のマネジメントが行われているという。厚生労働省は、マネジメン

トの視点について、大学への問い合わせ内容、利益相反の状況の改善内容などを関係者に

公開していくべきである。このような場を通じて、利益相反のマネジメントに関するベス

トプラクティスが構築され、関係者が共有していくのである。 

 

(2)大学の対応 

これまでマネジメントをしていなかった大学、特に私立の医学系大学には、大きな負担

が課せられることになる。しかしながら、医学研究の発展のためには、研究に対する信頼

性を維持する仕組みが必要であり、大学としては利益相反のマネジメントを単に厚労科研

費の獲得ということではなく、医学研究のために真剣に取り組むことが求められる。その

ためには、規程を整備することはもちろんのこと、大学として専任の職員を配置しなけれ

ばならない。また、多くの大学では、特定の教員（一人か二人）が実質的に担当している

だけで、この特定教員に依存している状況にあると思われる。臨床研究のシステムとして

利益相反マネジメントは不可欠であり、より多くの教員が実質的にマネジメントに関与し

ていくような体制を大学はとっていくべきである。 
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臨床研究や臨床試験では、様々な規程が存在しており、医師や研究者は、多くのことを

学習しなければならない状況にある。そのための支援活動も始まっており、例えば社団法

人日本医師会の治験促進センターでは、e-Training Centerを開設し、インターネット上で

設問を回答することで学習できるような支援サイトを運用している30。政府も、このような

支援サイトを開設し、情報の共有、学習を推進できるような環境を整備すべきである。 

また、NIHが開始したようにインターネットをベースとする政府機関とグランと獲得機関

との間の利益相反に関する情報共有を通じた利益相反のマネジメントの実効性を高める活

動も、今後検討が必要である。また、大学等では、利益相反31だけでなく、様々な情報を大

学のマネジメントに活用できるような情報システムの整備が必要となる。 

 

 

                                                  
30 http://www.jmacct.med.or.jp/ 
31 独立行政法人産業技術総合研究所では、イントラネットを利用して個人の情報を申告している。 
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