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学会からの発表

このシンポジウムの目的・目標

① 本学会が提示した

医療専門職教育における利益相反についての考え方

（以下、考え方）を、

会員および医療専門職教育に関係するすべての人に

周知する。

② 考え方の内容を現場にどう適用していくか、

具体的方策を検討する。

③ 考え方の内容を現場に適用していくことで、

医療専門職教育の質向上を目指すことにつなげる。



｢医療専門職教育における
利益相反についての考え方｣

作成の経緯

第51回日本医学教育学会大会 2019/7/26

愛知医科大学 医学部 地域総合診療医学寄附講座

宮田靖志

愛知医科大学 医学部 地域総合診療医学寄附講座

宮田靖志

シンポジウム２

医療専門職教育における
利益相反についての考え方

日本医学教育学会大会

COI開示
筆頭演者名：宮田 靖志

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある

企業などはありません。



BMJ 2008; 336: 1402-1403 Should the drug industry use 
key opinion leaders?

オピニオンリーダーと営利企業の関係に対する
学術誌上での痛烈な批判

「25年間BMJの編集をしてい

て、やっと何が起こっている
のか気づいた・・・」

BMJ前主任編集長 Richard Smith

「25年間BMJの編集をしてい

て、やっと何が起こっている
のか気づいた・・・」

BMJ前主任編集長 Richard Smith

医学雑誌は
製薬企業のマーケティング部
門の延長である

Smith R. Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. 
PLoS Medicine 2005; 2: e 138.

医学研究における営利企業との不適切な関係による

研究倫理への関心の高まり



医療専門職者教育への影響は？

米国での相次ぐ勧告の発表

• IOM  , April 2009.
• Conflict of Interest 

in Medical Research, 
Education, and 
Practice

• AAMC  , June 2008.
• Industry Funding of 

Medical Education: 
Report of an AAMC 
Task Force 

AAMC IOM



AAMC作業部会の報告書の翻訳による紹介

■ 2011年. 第43回大会
パネルディスカッション：医学教育における利益相反

■ 2012年 倫理・プロフェッショナリズム委員会企画
“医療関連企業による医学教育への資金提供 AAMC作業部会の報告書”翻訳 学会HP公開

■ 2012年
研究倫理・COI委員会/倫理・プロフェッショナリズム委員会 後援
H23年度文部科研“医学生・研修医と製薬企業との関係に関する調査研究”研究班 主催
シンポジウム：医師と製薬企業の日常臨床、医学教育における適切な関係を考える

■ 2013年 第45回大会
モーニングセミナー：医師、医学生と製薬会社との適切な関係について考える

■ 2013年
医学教育学会 研究倫理COI委員会主催
第1回 医学教育活動の利益相反（COI）に関するシンポジウム

■ 2014年 第46回大会
COI委員会企画
パネルディスカッション：教育のCOI：あなたの影響力の方向性は間違っていませんか？

■ 2015年 第47回大会
倫理・プロフェッショナリズム委員会企画
シンポジウム：国内外における倫理・プロフェッショナリズム教育の現状

講演3 COI教育をどう進めるか ～製薬企業との適切な関係とは～
■ 2016年 第48回大会

倫理・プロフェッショナリズム委員会企画
パネルディスカッション 卒前・卒後・生涯医学教育における製薬会社との適切な関わりについて考えてみよう

■ 2017年 第49回
教育研究・利益相反委員会 利益相反担当グループ企画
プレコングレスWS 日常診療や教育現場におけるCOIマネージメント

■ 2018年 第50回大会
教育研究・利益相反委員会 利益相反担当グループ企画

パネルディスカッション 医療専門職教育における利益相反についての考え方に関する報告書作成

COIに関するこれまでの学会企画



考え方作成までの経緯
■ 2017年1月理事会

利益相反委員会設置の提案
■ 2017年4月理事会

教育研究・利益相反員会の設置が承認
■ 2017年5月以降

利益相反グループ（仮称）にて
利益相反（Conflict of Interest、COI）マネージメントに
関する提言（委員会担当グループ私案）［以下、私案］

の作成
■ 2017年8月学会大会・プレコングレスWS

私案の発表
■ 2017年8月理事会

医学教育（および日常臨床）の利益相反に関する提言またはポリシー
を本委員会で検討し、医学教育学会から発表することについて提案

■ 2017年11月理事会

提言またはポリシーではなく、考え方（仮称）の発表の承認
■ 2017 年11月以降

委員会内で考え方のブラッシュアップ
■ 2018年1月

考え方（仮称）素案についての意見集約のためのWS開催 その後、原案作成
■2018年4月理事会

考え方（仮称）原案提出 5月末までに理事からの意見集約承認
■2018年７月 代議員会に原案に対するパブリックコメント依頼 8月末
■2018年8月 社員総会で原案提案
■2018年8月 学会大会にて一般会員とのパネルディスカッションにて意見集約

その後、パブリックコメントの募集 （8月31日）

・正当な手続き
・広く意見を収集
・学会としての考え方の表明

• 宮田靖志 愛知医科大学

• 伊藤俊之 滋賀医科大学

• 向原圭 久留米大学

• 森本剛 兵庫医科大学

• 大生定義 前・立教大学

• 大滝純司 北海道大学

考え方（原案）作成委員



医療専門職教育における利益相反についての考え方
（原案）に忌憚のないご意見をお寄せください。

パブリックコメントを受けての最終案作成



学会からの発表

社会はどう見ているのか
～ 最近の報道より ～



社会はどう見ているのか
～ 最近の報道より ～

社会はどう見ているのか
～ 最近の報道より ～



社会はどう見ているのか
～ 最近の報道より ～
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日本の医学生と製薬企業との関係2012年(N=5333)

医学教育2013; 44: 13-19.医学教育2013; 44: 13-19.



製薬企業からの教育支援は多い

製薬企業が支援する研修医の
ための院内教育イベント

研修医が参加可能な製薬企業が
支援する院内教育イベント

存在する 存在しない

51%49
%

存在する 存在しない

73%

27
%

向原圭．医学教育 2013; 44: 219-225.

研修医教育に対する製薬企業からの支援に関する責任者の態度
良くない影響があるが、支援は必要？

• 企業からの
支援は必要である。

そう思う

必ずしもそう思わない

49 51
%

そう思わない
その可能性はあると思う

28

72

支援は研修医の処方行動に
良くない影響を与える。

向原圭．医学教育 2013; 44: 219-225.



全国の臨床研修病院には
教育プログラム、規則は少ない

企業との関係についての

教育プログラム

MRとの面会を禁止
する規則

企業からの贈答を禁止
する規則

存在する 存在しない

12

88%

存在する 存在しない

10

90%

存在する 存在しない

70%

30
%

向原圭．医学教育 2013; 44: 219-225.

最新研究 医薬品プロモーションに関する卒前教育は少ない

齋藤さやか, 前野貴美, 宮田靖志, 前野哲博：医学部医学科における医薬品プロモーションに関する卒前教育の実態調査. 医学教育 48: 395-400, 2017

80大学中44大学が回答

5。

80大学中44大学が回答。

教育プログラムがあるのが16校。延べプログラム数24。
1プログラムは平均1.75時間。対象学年 1-2年 4, 3-4年 15, 5-6年
5。



良い協力関係を
構築していきましょう

① ｢考え方｣を理解し、

医療専門職者教育における営利企業との関係

について建設的な議論をしていこう

② ｢考え方｣を元に、

自施設で両者の関係性についてのルール作り

につなげていこう

営利企業との適切な関係の元での

医療専門職者教育



日本医学教育学会
COI開示

筆頭発表者名：向原圭

演題発表に関連し, 開示すべきCOI関係にある
企業などはありません．

日本医学教育学会が定める申告すべき事項と条件にあてはまる
「教育研究に関連する企業・法人組織，営利を目的とした団体」
との過去１年間の経済的な関係はありません。



申告すべき事項 条件（年間）

企業等の顧問職 100万円以上

株の保有 100万円以上の利益 ，全株式の5％以上

特許権使用料 100万円以上

日当，講演料 50万円以上

原稿料 50万円以上

研究費 200万円以上

奨学（症例）寄付金 200万円以上

寄付講座への所属 有

その他の旅行，贈答品等 5万円以上

日本医学教育学会 利益相反に関する指針



医療専門職にとっての
利益相反とは何か？

避けるべき利益相反か
どうかをどう判断するか？

利益相反を開示すること
は有効か？



医療専門職にとっての
利益相反とは何か？



Q. 次のうち，利益相反に当たるのはどれか？（複数回答可）

2) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，患者のためを思い，
その薬を処方する。

1) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，企業のためを思い，
その薬を処方する。

3) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，患者のためを思い、
その薬を処方しない。

4) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，患者のためを思い，
薬の有効性，副作用，費用について個々の患者において判断し，
その薬を処方したりしなかったりする。



主要な利益に関する
専門職としての
動機，判断，行動

副次的利益

す不当に影響される可能性を
生じる一連の状況

Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field MJ, editors. Conflict
of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.



副次的利益が実際にどのように患者・学習者の不利益につながるか

ステップ１．主要な利益に関する専門職としての動機，判断，行動に
不当に影響を与える可能性がある副次的利益を医療専門職が抱えている

ステップ２．副次的利益が，専門職としての動機，判断，行動に
実際に不当な影響を与える

ステップ３．不当な影響を受けた動機，判断，行動のため、
実際に患者の不利益が生じる

McCoy MS, Emanuel EJ. Why There Are No “Potential” Conflicts of Interest. JAMA. 2017;317(17):1721-1722.

Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education,
and Practice; Lo B, Field MJ, editors. Conflict of Interest in Medical Research, Education,
and Practice. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.



Q. 次のうち，利益相反に当たるのはどれか？（複数回答可）

2) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，患者さんのためを思い，
その薬を処方する。

1) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，企業のためを思い，
その薬を処方する。

3) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，患者さんのためを思い、
その薬を処方しない。

4) 薬の説明会で企業が提供する弁当を食べて，患者さんのためを思い，
薬の有効性，副作用，費用について個々の患者において自分で判断し，
その薬を処方したりしなかったりする。

Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education,
and Practice; Lo B, Field MJ, editors. Conflict of Interest in Medical Research, Education,
and Practice. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.



主要な利益に関する
専門職としての
動機，判断，行動

副次的利益

す不当に影響される可能性を
生じる一連の状況

Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field MJ, editors. Conflict
of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.



利益相反を開示すること
は有効か？



Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field MJ, editors. Conflict
of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.

利益相反を開示することで、
患者・学習者の不利益を防ぐことができるか？



プロフェッショナリズム



避けるべき利益相反か
どうかをどう判断するか？



避けるべき利益相反かどうかをどう判断するか

McCoy MS, Emanuel EJ. Why There Are No “Potential” Conflicts of Interest. JAMA. 2017;317(17):1721-1722.

Lo B, Grady D. Payments to Physicians Does the Amount of Money Make a Difference?. JAMA. 2017;317(17):1719-1720.

 避けることの利益（不当に影響を受ける可能性の高さとその重大さ）

 避けることの不利益・害



http://jsme.umin.ac.jp/com/er/COI20190108.pdf

http://jsme.umin.ac.jp/com/er/COI20190108.pdf


http://jsme.umin.ac.jp/com/er/COI20190108.pdf

http://jsme.umin.ac.jp/com/er/COI20190108.pdf


医療専門職にとっての
利益相反とは何か？

避けるべき利益相反か
どうかをどう判断するか？

利益相反を開示すること
は有効か？



第51回日本医学教育学会 シンポジウム2

1

医療専門職教育における利益相反についての考え方

医学教育現場での利益相反管理

の現状と今後のあり方

兵庫医科大学 臨床疫学

森本 剛

2019年7月26-27日 京都府立京都学・歴彩館
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医療専門職の「教育現場」

• ほぼ医療機関

• 各医療機関のやり方
• COI管理方針

• 慣習

• 多様
• Too strict

•Too liberal

• 企業支援の臨床研究はほとんどルール化
• 臨床研究法によるCOI管理

• 日本製薬工業協会 コード・オブ・プラクティス

3



医療機関で医療専門職教育

4



隠れたカリキュラム

5



もうひと声・ひと越え

6

「考え方」

まずは、現状の

医学教育現場における

利益相反の現状を

明示的に教育



7



8



9



総合討論に向けて

• 医療専門職教育における利益相反は浸透していない

• 現実とのギャップは大きい

• 医育機関や医療機関における倫理審査委員会は不慣
れ

• おそらく、そのままでは利用されない

• 医療専門職教育の現場に組み入れる手立てが必要

• 大学や医療機関がリーダーシップを取ることは重要

• すぐは無理でも、徐々に変わるのではないか、という期
待

10



医療専門職教育における
利益相反についての考え方

シンポジウム２

第51回日本医学教育学会大会 2019/7/26

利益相反管理のあるべき姿と課題

滋賀医科大学医学部

医学・看護学教育センター

伊藤 俊之



日本医学教育学会大会

COI開示
筆頭演者名：伊藤俊之

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある

企業などはありません。



3http://jams.med.or.jp/guideline/coi_guidelines.pdf



日本医学会COI管理ガイドライン

（10頁）
4



医学系研究に係る

•指針（ポリシー）を策定、公開

•それに基づいた管理体制を構築する

5

日本医学会COI管理ガイドライン



6



7http://jsme.umin.ac.jp/coi/doc/jsme_coi_120419.pdf



医学教育研究に係る

•指針（ポリシー）を策定、公開

•それに基づいた管理体制を構築

8

日本医学教育学会
「利益相反に関する指針」



医療専門職教育における
利益相反についての考え方

9

http://jsme.umin.ac.jp/com/er/COI20190108.pdf



医療専門職教育におけるCOI

•指針（ポリシー）を策定、公開

•それに基づいた管理体制を構築する

10

考え方

医療専門職教育における
利益相反管理のあるべき姿



• 現場で合意した個々の利益相反に関する具体的行動を、
• 組織内外で共有し、
• 公開した後、
• その具体的行動が個々の医療専門職により遵守されているかを確認し、
• 遵守されていない場合にどのように対応するか、
• さらには、一旦合意した具体的行動の妥当性についてどのように再評価するか、等、

管理の手順については議論が少ない。

• 管理の手順について、すべての利害関係者で話し合って決定することが望まし
い。

• その際、重要なことは、
• 教育における利益相反の具体的内容、
• 個々の利益相反が実際にどのように教育現場に影響を与えるのか、

について、建設的かつ共感的な対話を日常的に継続していくことである。

• これらの丁寧なプロセスを経ることで初めて、利益相反に対する適切な管理が教
育現場で根付く組織文化が形成されていくと考える。
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利益相反管理の具体的手順の策定

医療専門職教育における
利益相反管理の課題

http://jsme.umin.ac.jp/com/er/COI20190108.pdf



•管理者
• 日本医学教育学会
• 他の団体（学会や大学など）、行政？

•管理対象
• 日本医学教育学会 学会員
• 他の団体（学会や大学など）に所属される方
• 上記に所属されない方

•管理指針
• 日本医学教育学会が定める指針（新規作成？、更新？）
• 他の団体（学会や大学など）が定める指針など

•管理手段・方法
• 自己申告書、誓約書など
• 自己点検書など 12

運用のあり方

様々な運用形態が考えられる



今後について（素案）

利害関係者との

話し合い

管理指針の策定

•手順や罰則等を含めた

内容とする

自己申告書の提出

•定期的 or 随時提出する

（必須）

学会による管理

•自己申告書の受理・

内容の確認

利害関係者との

話し合い

管理指針の策定

•手順や罰則等を含めた

内容とする

自己点検票の提出

•チェックリスト形式

•定期的に自己点検を行

う（任意）

学会による管理

•自己点検票の受理

（・内容の確認）

理 想

暫定的

【対象：日本医学教育学会 学会員】

【対象：他の団体（学会や大学など）・その他の方々】

考え方

利害関係者との

話し合い

管理指針の策定

•手順や罰則等を含めた

内容とする

自己申告書の提出

•定期的 or 随時提出する

•誓約書？

団体による管理

•自己申告書等の受理・

内容の確認

考え方
（参考）

利害関係者との

話し合い

管理指針の策定

•手順や罰則等を含めた

内容とする

自己点検票の作成

•チェックリスト形式

•定期的に自己点検を行

う（任意）

団体による管理

•自己点検票の受理（・

内容の確認）

考え方
（賛同）

13

団 体

その他

個 人
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