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はじめに 

 

 

 平成 21（2009）年 5月 1日に倫理委員会、薬物治験審査委員会の皆様に利

益相反マネジメントの実施を依頼してより、7年が経ちました。 

 この間、国などによる各種倫理指針の改訂をはじめ、日本医学会や日本学術

会議などによるガイドラインの発行など、利益相反マネジメントを取り巻く状

況は、日々変化しております。 

 これらの変化に対応するため、平成 22（2010）年 5月 17日に発行した「臨

床研究の利益相反マネジメントについて~各委員会担当者用資料～」を新たにガ

イドラインとして改訂することといたしました。このガイドラインを参考に、

今後も利益相反マネジメントにご協力いただきたく、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  

       利益相反マネジメント委員会 

      委員長   山下 精彦 
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１．利益相反マネジメントを行う際の守秘義務 

 

 研究者から提出される「研究に係る利益相反状況申告書」には、個人的収入

など、個人情報が多数含まれています。 

 申告書の内容は、提出された研究についての審議にのみ使用し、その情報は

一切漏らさないでください。 

 利益相反マネジメントに関与する教職員及び各委員会の委員には守秘義務が

課せられていますので十分ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人日本医科大学 利益相反マネジメント規程 

(守秘義務) 

第 22条 COI委員会の関係者、利益相反アドバイザー、事務局員及びその他の

関係者は、第 16条に基づく教職員等の自己申告の内容及び COI委員会の審議

の内容等、職務上知り得た一切の情報について、その秘密を守らなければなら

ない。  
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２．「研究に係る利益相反状況申告書」の確認事項 

（１）倫理委員会、薬物治験審査委員会（以下「各委員会」）に研究を申請する

研究者に対し、「研究に係る利益相反状況申告書（以下「申告書」）」を、

研究の申請書と共に提出するよう指導してください。 

 

（２）申告書を受領した各委員会の事務局担当者は、以下の点に注意して、記

載漏れや記載の間違いがないか、確認してください。 

 

a． 研究課題名 

研究課題名が、各委員会へ申請した研究の課題名と同一か？ 

 

b． 研究参加者の確認 

研究申請書に記載された研究者と、申告書に記載された研究者が一致し

ているか？ 

 学外の研究分担者を記載する必要はありません。 

 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が施行されたこと

により、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行う

ものを実施する場合には、モニタリング及び必要に応じて監査を実

施しなければなりません。学内の研究者がモニタリングや監査を行

う場合には、申告書に記載があるか確認してください。 

 

c． 研究の種別 

企業治験もしくは企業治験以外のいずれかが選択されているか？ 

 治験とは、医薬品もしくは医療機器の製造販売承認申請を目的とし

た第Ⅰ～Ⅲ相の臨床試験及び製造販売後臨床試験（第Ⅳ相）をいい

ます。 

 治験は「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（ＧＣＰ：
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Good Clinical Practice）に従って行います。 

 治験以外の研究は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」

など、各種の倫理指針等に沿って行います。 

 

d． 研究体制 

どのような体制で研究を実施するのか、研究体制が選択されているか？ 

 「多施設共同研究・医師主導研究」が選択されている場合は、代表

施設名や代表施設での状況が記載されているかも確認してください。 

 「その他」が選択されている場合は、詳細が記載されているかも確

認してください。 

 

e． 研究の資金源（予定含む） 

研究の資金源が正確に記載されているか？ 

 「ヘルシンキ宣言」及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針」において、研究の資金源を研究計画書、患者（被験者）への

同意説明文書に記載することを定めています。そのため、申告書に

も研究の資金源について正確に記載するよう求めてください。 

 

i. 企業等 

 治験以外の共同研究や受託研究等により企業から研究費が提供

されている場合は、企業名と金額が記載されているか、確認し

てください。 

 企業等と共同研究、受託研究を行う際は、大学（法人）もしく

は病院として契約を締結する必要があることを研究者に通知し

てください。治験以外の研究については、各所属の庶務課が窓

口となり、手続きを行います。 
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ii. 助成金 

 助成金によっては、企業が別の名称の財団を設立し、出資して

いる場合があるため、助成元の背景（設立趣旨やスポンサー等）

がわかるような資料の提出を求めてください。 

 

iii. 保険診療の範囲内 

 特別に研究費を使用せず、保険診療の範囲内で研究を行う場合

は、保険診療の欄が選択されているか、確認してください。 

 多施設共同研究の場合は、保険診療の範囲内の研究であっても、

検体やケースカードの送付など、様々な費用が発生することが

想定されるため、これらの費用が発生する場合には、「保険診療

の範囲内」ではなく「その他」の欄を選択し、誰がその費用を

支出するのか、記載を求めてください。 

 

iv. その他 

 「その他」が選択されている場合は、詳細が記載されているか、

確認してください。 

 外部から資金提供を受けず、所属の研究助成費（医局費等）等

で行う場合は、「その他」の欄に記載されているか、確認してく

ださい。 

 

f． 研究に伴う医薬品、機器の提供 

研究に伴う医薬品、機器の提供を受けるか受けないか、いずれかが選択

されているか？ 

 研究に使用する薬剤、研究機器などを無償で提供を受ける場合は、

提供元の名称と価格の概算が記載されているか、確認してください。 

 研究に使用する薬剤、研究機器などを割引等の範囲を超えて通常よ
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り安く提供を受ける場合は、提供元の名称と優遇価格が記載されて

いるか、確認してください。 

 薬剤の提供を受ける場合は、共同研究契約等の契約の範囲内での提

供か、Material Transfer Agreement（MTA）を締結した上での提

供か、確認してください。 

 研究機器の提供を受ける場合は、資材課の手続きが必要です。これ

らの手続きを行っているか、もしくは行う予定であるか、確認して

ください。 

 薬剤や研究機器などの物品の提供ではなく、抗体作製や血液検査の

実施といったサービスの提供を受ける場合は、その他の欄にサービ

スの内容が記載されているか、確認してください。 

 サービスの提供を受けている場合は、共同研究契約等の契約の範囲

内での提供か、何らかの契約を締結した上でのサービスの提供か、

確認してください。 

 研究費等で通常の手続きを経て、購入や賃借する場合は、外部から

の提供には該当しません。 

 

g． 研究の対象となる医薬品、医療機器の製造販売企業名 

本研究の対象となる医薬品、医療機器の製造販売企業名が記載されてい

るか？ 

 各委員会に提出された医療用医薬品や医療機器の添付文書の製造販

売企業名が記載されているか、確認してください。 

 手術手技の研究やコホート研究など、医薬品や医療機器を研究対象

としない研究の場合には、「該当なし」など、該当する企業がないこ

とが明確になっているか、確認してください。 

 研究対象となる医薬品や医療機器の製造販売企業だけでなく、比較

対象となる医薬品や医療機器の製造販売企業名も記載されているか、
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確認してください。 

 本研究のために使用するものの、研究対象とはならない医薬品や医

療機器の製造販売企業名を記載する必要はありません。 

 

h． 利益相反（COI）に関する事項 

治験依頼者または申告書に記載された企業と研究代表者、研究分担者等

が所属する部署との産学連携活動の実施状況について、「有」もしくは

「無」のいずれかが選択されているか？ 

 「有」が選択されていた場合は、治験依頼者または申告書に記載さ

れた企業との産学連携活動内容が記載されているか、確認してくだ

さい。 

 研究代表者は、研究に直接関与するものだけではなく、研究に関連

する全ての産学連携活動内容を申告する必要があります。 

 

i． 研究代表者とその家族の利益相反に関する事項について 

（１）－（４）の全ての欄の「有」もしくは「無」のいずれかが選択さ

れているか？ 

 

j． 学内分担研究者等の利益相反に関する事項について 

「有」もしくは「無」のいずれかが選択されているか？ 

 研究代表者が学内研究分担者等全員に聞き取り調査を行います。 

 「有」が選択されていた場合は、該当者自身

が記載をした別紙様式３（研究分担者等用）

があるかを確認してください。 

 

（３）申告書には、個人情報が含まれるため、その取扱い

については、十分注意してください。 
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3．各委員会による確認事項 

 

利益相反には、実際に弊害が生じていなくとも、弊害が生じているかのごと

く見られる状況が含まれるため、各委員会は、研究に関連する利益相反事項が

ある場合には、客観性、公平性が保たれていることが十分に説明されているか、

確認してください。 

 

（１）本法人内ルールの遵守 

 本法人には、以下のようなルールがあります。これらのルールが遵守されて

いるか、確認してください。 

 

a． 企業等との共同研究、受託研究の契約は、大学（法人）もしくは病院が

締結する。 

b． MTAは、研究者個人が責任を持って締結し、研究マテリアルの受入れ・

管理を行う。 

c． 研究機器の受入れは、各所属資材課を通じて行う。 

d． 研究に関するサービスの提供など、研究に関して企業等から何らかの利

便の提供を受ける場合は、大学（法人）もしくは病院が契約を締結する。 

e． 研究費の受入れは大学（法人）もしくは病院が行う（研究者個人が謝金

等を受け取る研究は認められない）。 

 

（２）各委員会は、以下の点を確認したうえで、利益相反に関する審議を行っ

てください。 

 

a． 研究体制 

利益相反事項がある研究者が研究の客観性、公平性に疑いをもたれかね

ないような役割を担っていないか？ 
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 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

にどのような研究体制になっているのか、確認してください。 

 

b． 研究資金源 

研究計画書や同意説明文書等に記載されているか？ 

 企業等から資金の提供を受ける場合、契約の締結が必要になります。

各委員会での承認後に契約を締結することになりますので、契約書

の案が添付されているのか、確認してください。添付されていない

場合は、添付を求めてください。 

 

c． 研究に伴う医薬品、機器の提供 

研究計画書や同意説明文書等に記載されているか？ 

 外部から研究に伴う医薬品、機器の提供がある場合は、必ず記載を

求めると共に、学内手続きを行う必要があります。 

 

d． 治験依頼者または申告書に記載された企業との関係 

研究計画書や同意説明文書等に開示されているか？ 

 研究者や研究者の所属する部署との利益相反に関する事項がすべて、

研究計画書や同意説明文書等に開示されているか、確認してくださ

い。 

 研究者や研究者の所属する部署との利益相反に関する事項をどのよ

うに管理しているのか、その対策についても記載があることを確認

してください。 

 治験依頼者または申告書に記載された企業が、研究データの集計、

保管、統計解析、解釈に関して、影響力を行使できる状態になって

いないか、確認してください。 

 治験依頼者または申告書に記載された企業と締結する契約書の内容
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が研究計画書と異なっていないか、確認してください。 

 企業との契約において、企業側にデータや研究成果、研究成果に基

づく知的財産を提供することが義務付けられている場合は、企業が

データの解釈等に影響を与える余地のない状況になっていることを

確認すると共に、企業側に提供されることが研究計画書にも記載さ

れているか確認してください。 

 

e． 外部への情報公開 

研究結果の良し悪しにかかわらず、必ず公表することになっているか？ 

 研究結果の学会発表や論文発表の決定に関して、資金提供者や企業

が影響力を行使することは認められません。 

 介入を伴う研究の場合、研究開始前に外部データベースに登録する

など、透明性を保つための措置がなされているか、確認してくださ

い。 
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４．利益相反事項があった場合の具体的なマネジメント方法 

 

（１）同意説明文書への記載例 

 研究計画書や患者（被験者）への同意説明文書には、「資金源、起こりうる

利害の衝突、研究者の関連組織との関わり」について記載する必要があります。

同意説明文書への記載例を参考に、研究者に対して指導してください。 

また、「利益相反」という文言を同意説明文書に記載する場合は、「利益相反」

という言葉自体の意味が、説明されているか、確認してください。 

 

例１：利益相反とは  

 利益相反とは、外部との利益関係により、教育・研究に従事する者としての

社会的責任と、外部との関係によって得る利益とが衝突・相反するため、大

学の研究者として必要な「公正な姿勢」が損なわれる、または損なわれるの

ではないかと第三者から疑われることを言います。 

 利益相反は法的に何ら問題がない場合にも発生する状況であるため、日本医

科大学においては、臨床研究を実施する際には、研究者に利益相反状況の申

告を義務付け、大学として利益相反を適切に管理しています。 

 

例２：企業から研究費を得ている場合 

本研究は、ABC製薬の研究資金を用いて実施するものです。しかし、本

研究は、日本医科大学の「研究代表者」が責任を持って行っており、研

究計画の立案、実施、集計、保管、統計解析、解釈に関して、ABC製薬

は一切関与しません。 

また、本研究を行うことについては、日本医科大学○○委員会に申請し、

倫理的に問題がなく、公正な研究を行うことができると判断を受けたう

えで実施しています。 

 

例３：企業と一緒に研究を行っている場合  

本研究は ABC 製薬との共同研究です。研究実施のために ABC 製薬から
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資金提供を受けていますが、本研究は、日本医科大学の「研究代表者」

が責任を持って行うものであり、本研究を行うことについては、日本医

科大学○○委員会に申請し、倫理的に問題がなく、公正な研究を行うこ

とができると判断を受けたうえで実施しています。 

 

例４：所属する部署に寄付金等がある場合  

本研究は××科の研究費により行います。当科は、本研究に用いる医薬品

（医薬品名）を製造販売する ABC製薬株式会社から寄付金を受けていま

すが、本研究に関係するものではありません。 

本研究は、日本医科大学の「研究代表者」が責任を持って行っており、

研究計画の立案、実施、集計、保管、統計解析、解釈に関して、ABC製

薬は一切関与しません。 

また、本研究を行うことについては、日本医科大学○○委員会に申請し、

倫理的に問題がなく、公正な研究を行うことができると判断を受けたう

えで実施しています。 

 

例５：試薬、医療機器等何らかの物品、技術的サービス（分析の実施や抗体

の作製などのサービス）提供を無償もしくは安価に受けている場合 

本研究は××科の研究費により行います。本研究に用いる医薬品（医薬品

名）については、製造販売する ABC製薬株式会社から無償で提供を受け

ています。 

本研究は、日本医科大学の「研究代表者」が責任を持って行っており、

研究計画の立案、実施、集計、保管、統計解析、解釈に関して、ABC製

薬は一切関与しません。また、本研究を行うことについては、日本医科

大学○○委員会に申請し、倫理的に問題がなく、公正な研究を行うこと

ができると判断を受けたうえで実施しています。 

 

例６：研究者等が個人的に収入を得ている場合  

この臨床研究に使用する医薬品の一つ（医薬品名）は、ABC株式会社の

ものを使用します。 

研究（代表・参加）医師の（医師名）は、ABC株式会社主催の講演会等

で講演をしていますが、本研究計画の立案、実施、集計、保管、統計解
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析、解釈に関して、ABC製薬は一切関与しません。また、本研究を行う

ことについては、日本医科大学○○委員会に申請し、倫理的に問題がな

く、公正な研究を行うことができると判断を受けたうえで実施していま

す。 

 

例７：企業等が出資する NPO法人等が研究の主体となり、研究を行う場合 

 この臨床研究は、ABC 株式会社の資金により、NPO 法人○○が主体と 

なり、全国の複数の医療機関で行われています。 

  NPO法人○○は～【記載例：がん患者を対象とした多施設共同による質

の高いがん臨床研究、臨床研究を企画立案し、実施する研究者を支援し、

その研究成果をもってがん治療の進歩、及び発展に寄与し、人類の福祉

に貢献することを目的とする組織であり、その趣旨に賛同する会員から

の会費及び企業からの寄付金等によって運営されています。】 

  この臨床研究は、資金提供側の意見によって研究結果が左右されること

はなく、研究結果は、どのような結果であっても公表されます。 

 この臨床研究については、NPO法人○○の倫理委員会で、患者さんを対

象とした臨床研究として、医学的に適切であり、患者さんの権利、健康

が守られていることが審査され承認を受けています。 

 また、日本医科大学での臨床研究は、日本医科大学の「研究代表者」が

責任をもって行うものであり、この臨床研究を行うことについては日本

医科大学○○委員会に申請し、倫理的に問題がなく、公正な研究を行う

ことができると判断を受けたうえで実施しています。 

 

例８：研究代表施設が企業から研究費を得て行う研究に参加する場合 

 この臨床研究は、ABC株式会社と研究代表施設の○○大学が共同研究契

約を締結のうえ、ABC株式会社から資金提供を受け、全国の複数の医療

機関で行われています。 

  日本医科大学は、研究費の提供は受けず、保険診療の範囲内で、研究に

協力しています。 

ABC株式会社は薬剤に関する情報提供を本研究グループに対して行いま

すが、本研究計画の立案、実施、集計、保管、統計解析、解釈には関与

せず、研究代表施設の倫理委員会で患者さんを対象とした臨床研究とし
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て、医学的に適切であり、患者さんの権利、健康が守られていることが

審査され承認を受けています。 

また、日本医科大学での臨床研究は、日本医科大学の「研究代表者」が

責任をもって行うものであり、この臨床研究を行うことについては日本

医科大学○○委員会に申請し、倫理的に問題がなく、公正な研究を行う

ことができると判断を受けたうえで実施しています。 

 

例 9： 公的研究費を得て研究を実施する場合  

この臨床研究は、平成○○年度、□□□□の研究助成を得て実施します

(助成番号△△△)。本研究を行うことについては、日本医科大学○○委

員会に申請し、倫理的に問題がなく、公正な研究を行うことができると

判断を受けたうえで実施しています。 
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（２）研究計画の変更 

治験依頼者または申告書に記載された企業から多額な個人的利益を得てい

る研究者が参加している場合、社会からみて、その研究自体に、バイアスがか

かっているのではないかと疑われる可能性があります。 

一方で、その研究者が参加しなければ、研究を実施できない場合も考えられ

ます。そのため、研究計画では、治験依頼者または申告書に記載された企業か

ら多額な個人的利益を得ている研究者が参加したとしても、研究の客観性、公

平性を損なうようなことがない研究であることを示す必要があります。 

研究の客観性、公平性が保たれていることの説明が不十分である場合には、

研究計画の変更を求めてください。 

 

参考：薬事・食品衛生審議会薬事分科会申し合わせ（平成２０年３月２４日） 

 

（審議不参加の基準） 

１）委員等本人又は家族が、申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は競

合企業からの寄附金・契約金等の受取（又は割当て。以下同じ。）実績が

あり、それぞれの個別企業からの受取額が、申告対象期間中で年度あたり

５００万円を超える年度がある場合は、当該委員等は、当該審議品目につ

いての審議又は議決が行われている間、部会等の審議会場から退室する。 

（議決不参加の基準） 

２）委員等本人又は家族が、申告対象期間中に審議品目の製造販売業者又は競

合企業から寄附金・契約金等の受取実績があり、それぞれの個別企業から

の受取額が、申告対象期間中いずれも年度あたり５００万円以下の場合は、

当該委員等は、部会等へ出席し、意見を述べることができるが、当該審議

品目についての議決には加わらない。 

ただし、寄附金・契約金等が、申告対象期間中いずれも年度あたり５０万円

以下の場合は、議決にも加わることができる。 
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（３）参考資料 

 利益相反マネジメントを行う上で、様々な資料が出されています。 

次の資料を参考にして、利益相反マネジメントを実施してください。 

 

●国立研究開発法人日本医療研究開発機構 平成 28 年 3月 17 日 

研究活動における利益相反の管理に関する規則 

http://www.amed.go.jp/content/files/jp/kenkyukousei/riekisohan_kisok

u.pdf 

 

●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（平成 27年 4月 1日 一部改正） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanbou

kouseikagakuka/150407sisin.pdf 

 

●日本医学会 平成 27年 3月一部改定 

医学研究の COIマネージメントに関するガイドライン 

http://jams.med.or.jp/guideline/ 

 

●国立大学附属病院長会議 平成 26年 9月改定 

企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン 

http://www.univ-hosp.net/guide_funding_mod.pdf 

 

●日本学術会議 平成 26年 3月 27日 

我が国の研究者主導臨床試験に係る問題点と今後の対応策 

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t140327.pdf 
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●全国医学部長病院長会議 平成 26年 2月 24日改訂 

医系大学・研究機関・病院の COI(利益相反)マネージメントガイドライン 

http://www.ajmc.jp/pdf/coi26-2-24.pdf 

 

 

●日本学術会議 平成 25年 12月 20日 

臨床研究にかかる利益相反（COI）マネージメントの意義と透明性確保について 

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t183-1.pdf 

 

●国立大学附属病院長会議 平成 25年 9月 19日 

臨床研究の信頼性確保と利益相反の管理に関する緊急対策 

http://www.univ-hosp.net/~nuh/cgi-bin/detail.cgi?id=85 

 

●日本製薬工業協会 平成 23年 3月 2日 

企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン 

http://www.jpma.or.jp/about/basis/tomeisei/ 
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５．利益相反マネジメント委員会への回付 

 

（１）利益相反マネジメント委員会による審議が相当という場合は、事務局を

経由して、審議に関連する次の書類を利益相反マネジメント委員会に回

付してください。 

a． 各委員会に提出された申請書の写し 

b． 研究に係る利益相反状況申告書（別紙様式 3）の写し 

c． 利益相反マネジメント委員会への回付依頼書（任意書式） 

 

（２）提出された書類をもとに、利益相反マネジメント委員会で審議します。 

 

（３）利益相反マネジメント委員会での審議結果を回付元の各委員会に通知し

ます。 

 

（４）各委員会では、利益相反マネジメント委員会での審議結果を参考に、申

請された研究について、最終的な判断を行い、申請者に対して審議結果を

通知してください。 

 

（５）各委員会は、利益相反事項を含む審議結果を「COI自己申告書送付一覧」

に記載し、利益相反マネジメント委員会に報告してください。 
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６．各委員会による審議後の対応 

 

（１）各委員会事務局において、利益相反事項を含む審議結果を「COI自己申

告書送付一覧」に記載し、研究に係る利益相反状況申告書（別紙様式 3）

の写しと共に、利益相反マネジメント委員会事務局に送付してください。 

 

（２）申告書には、個人情報が多数含まれるため、保管の際は、十分注意して

ください。 
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日本医科大学●●委員会 COI自己申告書送付一覧 (第●●回 平成●●年●●月●●日) 

区分 審査番号 申請部署 申請者 課     題     名 研究期間 審査結果 COIに関する事項 

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

※区分欄には、治験の場合は「治」、自主研究の場合は「自」と記載をお願いします。    
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  日本医科大学●●委員会 COI自己申告書送付一覧 (第５２回 平成２１年１１月１９日) 

区分 審査番号 申請部署 申請者 課     題     名 研究期間 審査結果 COIに関する事項 

自 221019 ◆◆◆科 日医太郎 

△△△を用いた□□□疾患への治療 

  

H21年 12月 1日 ～ 

H24年 11月 30日（予定） 

承認 

同意説明文書への記載を確認。 

  

自 221020 ◎◎◎科 武蔵杉子 ●●●症候群におけるマーカー探索 

H21年 12月 1日 ～ 

H22年 11月 30日 

条件付き承認 

11/26 承認 

同意説明文書への記載を指導し、変更後承

認 

自 221021 ▲▲▲科 多摩永男 ヒト脂肪由来幹細胞の研究使用について 

H21年 12月 1日 ～ 

H22年 11月 30日 

承認 COIに関する事項なし 

治 190501 ×××科 千葉北斗 

★★★を対象としたプラセボ対照、二重

盲検、無作為化並行群間比較による探索

試験（第Ⅱ相） 

H21年 12月 1日 ～ 

H22年 11月 30日 

承認 

治験調整医師としての個人収入は、一般的

範囲内で問題ないと判断、申請通り承認。 

自 220917 ◇◇◇科 日獣花子 ■■■症の新規診断方法について 

H21年 12月 1日 ～ 

H22年 11月 30日 

COI委員会に回付 

条件付き承認 

11/26 承認 

COI委員会での審議結果を通知し、研究計

画一部変更後承認 

          

年  月  日 ～ 

年  月  日 

    

※区分欄には、治験の場合は「治」、自主研究の場合は「自」と記載をお願いします。    

記載例 
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７．臨床研究に関する利益相反マネジメントの Q&A 

 

 

Q1．なぜ各委員会が利益相反マネジメントを行わなければならないのです

か？ 

 

A1．人を対象とする医学系研究に関する倫理指針において、倫理審査委員会

の役割・責務として、「倫理的観点及び科学的観点から、研究機関及び

研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行

う」ことが定められているためです。 

  また、『「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスに

ついて』でも、治験審査委員会の責務（第３２条）の２（６）のその他

治験審査委員会が必要と認める資料の例として、「企業との連携がある

場合、利益相反に関する資料等」が挙げられています。 

 

 

 

Q２．臨床研究の利益相反をマネジメントする際に一番重要なことは何です

か？ 

 

A２．患者（被験者）さんが不当な不利益を被らないようにマネジメントする

ことが一番重要です。臨床研究においては、人間の尊厳及び人権を守ら

なければなりません。 

臨床研究の質及び透明性の確保を基本として、科学的な客観性を保証す

るようにマネジメントを行ってください。 
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Q３．研究者が提出した自己申告書に、虚偽の内容が記載されていたために、

適切な利益相反マネジメントを行うことできず、問題になった場合は、

どうすればよいのですか？ 

 

A３．各委員会は、研究者が提出した自己申告書をもとに審議を行う機関で

あり、その内容について調査を行う機関ではありません。そのため、

基本的に提出を受けた自己申告書の内容について、審議を行うことを

原則としています。 

 各委員会において、研究者が提出した自己申告書をもとに適切な利益

相反マネジメントを行っていたのであれば、各委員会の責任ではなく、

虚偽の内容を申告した研究者自身の責任となります。 

虚偽の申告を行った研究者自身が、自らの責任において、説明責任を

負うことになります。 

 

 

 

Q４．公正な研究を行うために、利益相反事項のある研究者には研究への参

加を取りやめること、もしくは研究への参加形態の変更を求めなけれ

ばなりませんか？ 

 

A４．研究者が自らの専門領域で特殊な治療に関する臨床研究を行う場合、

その研究者でなくてはできない研究が多数あります。この研究ができ

なくなっては、生命科学の進歩にとって、大きな損失になります。 

そのため、利益相反問題となりかねないような利益相反事項を抱える

研究者が参加する場合には、研究の客観性、公平性を損なうような研

究計画でないことを確認するとともに、定期的に各委員会への報告を

求めたり、第三者による監査を義務付けたりするなど、公正な研究が

実施できるよう、検討し、対応してください。 
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