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翌朝、通勤電車の高架からみる風景は、陽によって色をとりもどし始めています。
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私は2011年3月まで33年間にわたって大学の授業を行ってきました。この間に教えた学生は東京
大学医学部で毎年100名、お茶の水女子大学で36名、椙山女学園大学では120名で、通算3,000名に
達します。いずれも通常の授業に加えて研究室における学生による文献紹介も大切な教育の一環でし
た。題材は私の研究室で行っている実験に関わる文献が主でしたが、学生が自分で紹介する文献を選
ぶところから各自の判断に任せてきました。

東京大学医学部では、関連する英文誌や和文誌を研究室でも取り揃えておりましたし、構内の医学
図書館も蔵書が充実していましたので、文献を探すのに事欠くことはありませんでした。学生は新着
の論文を取り上げ、雑誌からコピーした図・表を配布資料としてお互いに内容の紹介を行っておりま
した。

お茶の水女子大学では冊子体としての文献数は限られており、赴任した2001年頃からWeb上に公
開された文献も増えてきましたので、学生は研究室のコンピューター上で見られる論文をダウンロー
ドして紹介することが多くなりました。
2008年に着任した椙山女学園大学では、研究室に配属された20数名の4年生を相手に毎週木曜日に

ゼミを行いましたが、この頃にはネット上で文献検索をして、無料でダウンロードできるものだけが
文献の対象となっておりました。研究室で揃えている雑誌が少ないことを考えますと、読む対象が広
がって視野が広くなったという好ましい面もありました。また、少なからぬ学生が英語の原著論文に
取り組むという効果ももたらされました。

この変遷は学生の勉強に限ったことではなく、第一線で活発に研究を行っている者にとっても文献
の「紙離れ」は時代の風潮であります。ITの普及した今日のネット社会ではWebに繋がったコンピュ
ーターさえ有れば、どこにいても、最も早く、広く、また最も多角的に目的とする文献に行き当たれ
る優れた方法となっております。

このネット上の文献検索を支えているのは、しっかりとしたシソーラスの上に構築されたデータベ
ースであり、医学領域では世界的なMedlineに代表されますし、日本国内のデータベースとしては私
どもが作っている医中誌Webがあります。前者は2,200万件以上の文献が収録され、後者は800万件
に達する文献を収録しております。

文献データベースの評価は、データ数の多さだけではなく質の高さが問われております。また、最
近では撤回論文が増えてきて、その扱いが我々にとって頭の痛い問題になっております。その多くは
論文の捏造が発覚したものでありますが、最近では電子投稿の弱点を悪用した架空論文の投稿さえ現
れる事態となっております。

ところでMedlineは英語の世界ですから、抄録も本文も原著から引用しておりますが、医中誌Web
は原著がたとえ英語であっても日本語の表題、著者情報、抄録が付与されておりますので、この翻訳
の段階で適切なる日本語となっているかどうかによって評価が分かれます。現在、この作業の一端は
IMICにお願いしておりますが、これからも関係機関と連携を強めながら、質の高い医学文献情報を提
供していきたいと思っております。
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教育と研究を支える医学文献データベース
医学中央雑誌刊行会理事長　脊山洋右
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はじめに

治療医学が目覚しい進歩を遂げている一方、近年予
防医学の重要性が再び注目されている。感染症の分野
では予防接種がその大きな役割をになうものとなる。
世界保健機関（WHO）は、21世紀においては、すべて
の子供はワクチンにより予防可能な疾患（ vaccine
preventable diseases:VPD）に罹患することなく生きる権
利があり、予防接種はもっともコストのかからない保
健への介入手段である、と述べている 1)。わが国におい
ても、感染症のコントロールには、医療･保健システ
ム･環境整備などの様々な介入に加えて、天然痘･ポリ
オ･結核･ジフテリア･破傷風･百日咳･麻疹･風疹･日本脳
炎･Ｂ型肝炎など、特に小児の感染症について予防接種
が果たしてきた役割は大きい。その結果として、かつ
ての感染症（伝染病･流行病）に対する人々の不安は現
在では安心に転じたが、安心を通り越して油断にまで
至っていることがあることも否めない。また一方では、
ワクチンの安全性に対する不安感や不信感、副反応発
生時の法的な責任の追及や損害賠償･救済、予防接種に
かかわる費用の負担と捻出などから、予防接種率の低
下あるいは新たなワクチンの導入にそれほど積極的で
はなくなったのが、我が国における最近の状況であっ
た。いわゆる先進諸国あるいは発展途上国においても、
海外の多くの国がワクチンは子どもの成長、感染症予
防に必須なものという基本的な捉え方を前面に出し、
いろいろな問題点を抱えながらも予防接種を積極的に
推進している中、わが国ではここ20数年間は積極的な
姿勢に翳りがみえ、その現象をワクチンギャップ、あ
るいはワクチン後進国などと半ば揶揄的に称すること
も見られるようになった。しかし、予防医学の重要性
の再認識、感染症の再流行たとえば2000年前後に見ら
れた麻疹の急増、SARSや新型インフルエンザ（パンデ
ミック2009）発生などの新たな感染症発生時の予防へ

の関心などから、最近の予防接種を取り巻く状況には
大きな変化が見られてきている。

なお、予防接種とワクチンはほぼ同じ意味に使われ
るが、予防接種とは薬物等で生体に免疫をつけること
であり、ワクチンとはその免疫をつける薬物を指す。
したがって、「ワクチンを使って予防接種を行う」こと
になる。

＊

新たなワクチンの導入ー日本と欧米の比較ー

日本はワクチン後進国である、という表現を筆者は
あまり好まない。少なくとも1980年代前半くらいまで
は、我が国で小児に対して行われているワクチンの種
類と、米国で同じく小児に行われているワクチンの種
類には大きな相違はなかった。わが国は、天然痘の根
絶、ポリオの根絶、麻疹ワクチンの導入などは、世界
の中でも早くから取り組んだ国であり、WHOが天然痘
根絶ついでポリオ根絶を世界の目標に掲げたとき、我
が国はすでにこれらの疾患は根絶状態にあった。また、
現行の百日咳無細胞型ワクチン、水痘ワクチン、BCGワ
クチン東京株、弱毒痘瘡生ワクチンLC16、セービン型
不活化型ポリオワクチンなどは、日本で開発が行われ、
世界から広く利用されている、あるいは注目されてい
るワクチンであって、日本の科学･技術が優れていない
わけではない。先進的な開発と導入、そして実施を行
ってきた。様子が変わってきたのは1980年代後半から
である。表1は、日本と米国の新規ワクチンの導入につ
いて経年的に示したものであるが、我が国は1980年代
にB型肝炎、水痘、MMR（麻疹+風疹+おたふく混合）
などのワクチンの開発導入後、1995年のA型ワクチン1
種類を除き、2005年に麻疹風疹対策の一環として登場
したMR（麻疹+風疹）混合ワクチンまで、新たなワク
チンの導入はなかった。その間米国のみならず欧米諸
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国は様々なワクチンを開発導入しており、その差は歴
然としており、ワクチンギャップという言葉が生まれ
た。米国では元大阪大学高橋理明教授らが開発した水
痘ワクチンを導入した結果、水痘は小児にとって珍し
い疾患となり、さらに帯状疱疹対策としてこれを用い
ているが、開発に成功した我が国では水痘ワクチンは
本格的な導入には至っておらず、その流行状況はほぼ
自然状態にあるといってよい。またHib（ヘモフィルス
インフルエンザb型菌）ワクチンを導入した国･地域で
は、小児のHib感染症の疫学状況を塗り替えつつある。
そしてワクチンの種類が増えてくるにつれ、接種回数
を減少させ、早期からの免疫獲得を目指すため、同時
接種、混合ワクチンの開発、などがすすめられてきた。

我が国も2005年のMRワクチン導入の頃から予防接種
をめぐる様子に変化がみられ、2007年H5N1インフルエ
ンザワクチン（プレパンデミックワクチン）、2008年
Hibワクチン、2009年細胞培養型日本脳炎ワクチン、7
価肺炎球菌ワクチン、2価ヒトパピローマウイルスワク
チン、2010年新型インフルエンザ（パンデミック2009）
ワクチン、4価ヒトパピローマウイルスワクチン、1価
および5価のロタウイルスワクチンが2011年、2012年
と相次いで承認された。2012年には IPV単独ワクチンお
よびDPT+IPV（ジフテリア・百日咳･破傷風+不活化ポ
リオワクチン）が承認され、前者は2012年9月に、後
者は同年11月からそれまでの経口生ポリオワクチンに
かわって定期接種ワクチンとして導入された。まさし
くここ数年は新規ワクチンの導入ラッシュとなってき

ている。
しかし臨床現場からの要望、必要性などから急速に

導入が行われ始めてきているワクチンは、一方では急
速な変化に戸惑う臨床現場、接種対象者の保護者が出
てきていることも事実であり、またそれにかかわる予
防接種制度、安全性のチェックシステムなどにも修正
や変更が求められているところである。

＊

予防接種の効果
(予防接種の陽の部分：ベネフィット)

予防接種は、個人が病気にかからない、つまりそれ
ぞれの健康を守ることがもっとも重要な目的で、目に
見えない大きい効果が生じる。また個人にとっては軽
症疾患であってもその人を守ることによって次の世代
の健康をも守ろうとするものもある。風疹はほとんど
が熱と発疹程度で自然に治癒するが、妊娠早期の妊婦
が風疹ウイルスの初感染を受けると胎児にその影響が
及ぶ（先天性風疹症候群–CRS–：心臓･眼･聴力･発育な
どの障害）ことがある。風疹ワクチンの最大の目的は
CRSの発生を防ぐことにある。風疹の全体数を減らし、
男性から女性に感染する危険性も防ぐために、男女の
区別なく、すべての小児を対象に風疹ワクチンは行わ
れる。

多くの人が免疫を持つとその疾患そのものは当然少
なくなってくるので、予防接種を受けていなかった少
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数の人にも感染の危険性が少なくなり、守られること
になる。予防接種を受けられない人、受け損ねていた
人、受けることを避けていた人も、予防接種を受けた
人によって守られていることになる。予防接種は、自
分だけではなく見知らぬ人もいつの間にか防ぐ優しさ
を持っている。

予防接種によって、その病気を人類から追放しよう
とするものもある。人類が長い間悩まされてきた天然
痘（痘瘡）は、天然痘ワクチン（種痘：vaccination。ワ
クチンという言葉は種痘 vaccinnation が語源になってい
る）によって、世界中からの根絶を達成している。ポ
リオの根絶計画（polio eradication）、麻疹の排除計画

（measles elimination）に、ワクチンは欠かせない手段で
ある。
10年前に日本では年間20万人〜30万人の麻疹が発生

し、100人ほどが肺炎や脳炎などを合併して亡くなった
と推計されている。麻疹患者約10万人に1人と少数で
あるが、亜急性硬化性全脳炎（SSPE）という致死的な
病気も数人発生していたことになる。最近では多くの
人が麻疹（そして風疹の混合MRワクチン）を受けるよ
うになり、2010年、2011年は全国で450人を下回る発
生に留まり、それによって日本では麻疹で亡くなる方
は6年に1人、SSPEは200年に1人しか発生しないこと
になった。誰が重症肺炎や脳炎になるか、誰がSSPEを
発症するかは不明であり、ワクチンによって行われた
麻疹のコントロールは、これらの予測不可能な重症疾
患の発生を未然に防いでいることになる。なお、国内
の麻疹患者から検知された麻疹ウイルスの遺伝子解析
では、現在の麻疹患者は麻疹流行中のヨーロッパある
いはアジアの国々で感染を受け国内で発症した人およ
びその人から感染を受けた人々になってきており、か
つて我が国は麻疹を海外に持ち出す「麻疹輸出国であ
る」と海外から批判されたことがあったが、今は麻疹
の輸入国に逆転した。しかし海外から持ち込まれたウ
イルスのそれ以上の拡大しないようにするためには、
さらなる麻疹ワクチン接種の強化と維持が必要になっ
ている。

自国にその疾患がなくても他国からの持ち込みへの
警戒のためにワクチン接種を続ける場合もある。我が
国も加盟し多くのアジアの国々が含まれるWHO西太平
洋地域や、南北アメリカ大陸地域ではポリオという病
気はすでに根絶された状態にあるが、世界にはまだポ
リオは存在するため、ポリオワクチンは依然としてす
べての子どもたちにとって必要なワクチンとなってい
る。一端ポリオ根絶を達成したものの、その後ポリオ
ワクチンの接種率が低下したタジキスタンでは2010年、
インドよりポリオウイルスが侵入し、その結果27例の
死亡を含む458例のポリオが発生した。緊急的な生ポリ
オワクチンの一斉投与の繰り返しによって、2011年の
発生は抑えられている。翌2012年、やはりポリオ根絶
が続いていた中国でもパキスタンでの流行ウイルスが
新疆に侵入し、2例の死亡を含む21例のポリオが発生し

た。数回にわたり大人を含み4500万回のポリオワクチ
ン投与をおこない、今また中国はポリオゼロ状態に戻
った。

＊

予防接種の副反応
（予防接種の陰の部分：リスク）

予防接種をすることによって、発熱や、注射部位の
腫脹や痛み、あるいは硬結（しこり）などが発生する
ことは数パーセントくらい、多いものでは数10パーセ
ントにみられることがある。生体がある意味では正常
に反応しているので、何もしないで回復することがほ
とんどである。しかし、正常な生体反応を超えた、予
期できない、あるいは極めて稀な異常反応が出現し、
重大な健康被害が生じることが残念ながらゼロではな
い。そのために、ワクチンの製造から保存、実際の接
種の方法に至るまで、細かな取り決めがあり、できる
だけの安全性を確保するための努力が続けられている。
しかし、ゼロリスクではなく事故が起きてしまうこと
がある。万一の重大な事故が生じた際には、それが予
防接種に原因があるとする可能性が強く考えられるも
のであれば、被害を受けた方には救済（死亡見舞金、
医療費負担、障害年金などを支払う）を行うという制
度がわが国にはある。予防接種法によって定められた
定期接種の場合には、金額的には世界的にかなり高額
な水準となっている。しかし予防接種後の事故と言わ
れるものは、その事故が予防接種によるものである

（あるいはそうではない）ということが明確になるもの
はむしろ少ない。予防接種後に生じた現象であるとい
う時間的関係以外に因果関係に説明のつかないもの、
他の病気の発生の偶然の重なりであるもの、なども少
なからずみられる。あいまいながらも、「生じた事故が
予防接種に関連のある可能性が医学的に考えられ、そ
うではないということが医学的に言い切れない」とい
うような場合には、「因果関係を否定することはできな
い」という考え方になり救済の対象となっている。

これらの予防接種による健康被害の救済対象となっ
た状況（主として入院する程度以上のもの）は、DPT三
種混合ワクチンや日本脳炎ワクチンで100万接種あたり
1、インフルエンザワクチン0.8、麻疹ワクチン5くらい
となっている。最近話題になったポリオ生ワクチンに
よる麻痺（VAPP）の発生は、生ポリオワクチン100万
接種あたり1.4くらいというのが我が国のここ10年くら
いの状況として報告されている。我が国での年間出生
数は120万人くらいなので、全員が生ポリオワクチンの
接種を受けたとして年間に1名強の発生があるというこ
とになる。これは予防接種のもつ陰（リスク）の部分
ともいえる。

ポリオはかつて日本でも年間5000人以上の麻痺患者
が発生し、うち100名くらいが死亡していたが、ポリオ
経口生ワクチン（OPV）の導入後激減し、この30年間
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で日本ではポリオの患者発生はない。多くの人々がポ
リオの麻痺から未然に救われていることになる。まさ
にワクチンの陽（メリット）の部分である。しかし一
端手を緩めると、タジキスタンあるいは中国などで実
際に生じたように、ポリオという病気が突然流行する
可能性がまだある。一方、OPVを100万回投与すること
によって、1人くらいに明らかにワクチンによる副反応
である麻痺が生じることがある。このOPVの欠点をカ
バーするのが、不活化ポリオワクチン（IPV）である。
飲むワクチンから注射をするワクチンとなってしまい、
免疫の力もOPVよりやや劣ると考えられているが、ワ
クチンによるまれな麻痺の出現は IPVの場合は確実にゼ
ロになる。このワクチンは、すでに述べたように2012
年の 9月から定期接種ワクチンとしてスタートした。
100万人に一人の麻痺をも発生させないために、全面的
なワクチンの切り替えが行われたことになる。しかし、
新たなワクチンの登場によってワクチンによる麻痺は
生じなくなったが、ワクチンそのものリスクがゼロに
なったわけではなく、稀とはいえDPT、日本脳炎、イン
フルエンザなどと同様の副反応は起き得るものと考え
ておく必要はある。

予防接種は、大多数が感染症から守られるのだから
ごく少数の被害は止むを得ない、としてしまう考え方
も極端である一方、ごくまれであっても重大な健康被
害が発生する可能性がある以上ワクチンは危険･不要で
ある、という意見もまた極端である。予防接種は、輝
かしい陽の大きい部分（メリット）がある一方、悲惨
な陰の部分（リスク）があることに目をそらすわけに
はいかず、常に陽の部分（メリット）と、陰の部分(リ
スク)のバランスをはかりながら、今後も行っていく必
要がある。

＊

理想的なワクチン

人々の健康にとって必要なこれからのワクチン、理
想のワクチンとして考えられるものは、まずワクチン
を受ける人にとって負担のかからないこと、つまり、
飲むワクチンあるいは噴霧ワクチンのように痛くない
こと。何回も受けることなく回数が少ないこと。これ
には1回の効果が長く持続すること、1回に複数のワク
チン接種が出来ることなどがあげられる。そして100パ
ーセント十分な効果があり、100パーセント安全である
こと。さらに予防接種によるゴミ類の少ないこと、つ
まり使い捨ての針やプラスチック注射器のゴミの始末
に困るようなことのないもの、ということになる。そ
して、安いこと、である。

こうしてみると今のワクチンはすべて不合格である。
しかし、少しずつであるが改良は重ねられ、理想的な
ものに近づこうとする努力が続けられている。では現
在使用中のワクチンは問題だらけで使いものにならな
いか、というと決してそうではない。100.0パーセント
の満足度には至っていないが、感染症の予防という点
では、やはり治療に勝る重要なツールである。

＊

予防接種に関する議論を行う場

先に述べたように我が国において急速に導入が行わ
れ始めてきているワクチンは、一方では急速な変化に
戸惑う臨床現場、接種対象者保護者が出てきているこ
とも事実であり、またそれにかかわる予防接種制度、
安全性のチェックシステムなどにも修正や変更が求め
られている。また現在あるワクチンに関する接種方針
の変更、あるいは新規ワクチンの導入など、往々にし
て突然行われるような印象をもたれることが多い。
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予防接種の実施は行政の仕組みと密接にかかわって
おり、ことに我が国の予防接種は「予防接種法」とい
う法律で規定されているだけに、システムとして強固
である一方硬直的である面も多くみられる。このよう
な予防接種の実施に関する議論は、感染症･ワクチンに
関わる専門家による定期的･継続的な会議の中で検討さ
れ、最終的に行政的判断を加えて政策に反映されるべ
きであると思うが、このような機能を持つ組織は国内
にはこれまではなく、ワクチンギャップを生んだ大き
な要因であったと思われる。世界の多くの国では、
National Immunization Technical Advisory Groups: NITAGsと呼
ばれる予防接種専門家会議を設置し、自国の予防接種
政策について、エビデンスに基づいた議論を経たうえ
で、定例的に政府に対し助言･提言を行っている 2)。こ
れらの委員会はWHOの推奨を念頭に置いたうえで、自
国の公衆衛生状況、経済状況、疾患の発生率などその
国の状況に応じた、予防接種政策を実施するために議
論を繰り返している。科学的根拠に基づいた政策決定
は、予防接種のみならず、医学の各方面で近年さかん
に取り入れられており、エビデンスに基づいて議論さ
れた結果が、反映されるシステムが構築されつつある。
NITAGsの決定は、政策決定に直結するものではなく多
くの国で助言扱いとしてあるが、そのほとんどが政策
の中に反映されている 3)。そのような会議の構成は、一
部の専門家だけでなく政府、医療者、専門家、企業な
ど、ワクチンにかかわる多くの関係者がオブザーバー
であることも含めて一堂に会しているところが多い。
その意義として、議論に際し、各方面からのインプッ
トが期待でき、かつ決定事項が全体の統一見解となる
ことが挙げられる。

現在、我が国では厚生労働省厚生科学審議会感染症
分科会予防接種部会において、またワクチンに関連す
る国内各学会の代表からなる予防接種推進専門協議会
などにおいて、このような議論の場（いわゆる日本版
ACIP:Advisory Committee on Immunization Practice）の必要
性に関する議論が行なわれている。ACIPは米国のシス
テムであり、医療環境の異なる米国の方式をそのまま
採用する必要はなく、我が国の状況に適したものであ
るべきことは言うまでもないが、ワクチンの評価とそ
の実際について、定期的･継続的に広く議論する場の設
置は、国の感染症対策として必須である。

＊

まとめ

我が国は、充実した医療保険制度と高度な医療、医
療機関へのアクセスの容易さなどにより、先進国の中
でも医療に関して充実した国家となっているといって
おかしくない。一方で、その状況に甘んじて疾病を予
防するということに対して適切な時間や予算がかけら
れてきたかというといささか疑問である。ワクチンギ
ャップといわれる現状は改善されつつあるが、すべて

の子どもたちがワクチンにより予防可能な疾患に罹患
することなく生きる権利を守るため、さらなる努力が
必要である。

＊
本稿は筆者の考えなどをまとめたものであり、その

内容は既に他誌 4,5)にも掲載されていることをお断りして
おきます。
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Edition. Plotkin SA , Orenstein, WA, Offit PA (eds).
Sanders, Philadelphia 2006.
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5) 岡部信彦:予防接種のリスクとベネフィット–予防接種
による感染症対策–医療と社会 21(1):33-40, 2011.

72(6) あいみっく　Vol.33-4 (2012)



73(7)あいみっく　Vol.33-4 (2012)

今回は、システマティックレビュー/メタアナリシス
をめぐる国際的な状況の変化、特に診療ガイドライン
との関係や、国際的な事前登録システムについて紹介
し、ランダム効果モデルの意義について解説し、
WinBUGSを用いたメタアナリシスの例を紹介したい。
また、ベイジアンアプローチの際に可能であれば事前
分布として既に行われている研究のデータを取り込む
ことが望まれるが、メタアナリシスの際に使用可能な
データが報告されているのでこちらも紹介したい。な
お、本連載の第3回、4回でメタアナリシスの一般的事
項とソフトウェア、22回でWinBUGSの具体的な使用法
とリスク比を効果指標とした場合のベイジアンメタア
ナリシスについて述べているので参考にされたい。

システマティックレビューと
メタアナリシス

Systematic Reviewはシステマティックレビューあるい
は系統的レビューと呼ばれているが、いわゆるNarrative
Review叙述的総説に対して、包括的な研究の検索と系
統的な統合方法により主観を排し客観的・科学的にエ
ビデンスをまとめたものである。すなわち、“1．参照
した研究に漏れがなく、2．選定された研究に偏りがな
く、3．中立の立場で一定の基準に基づき各研究のアウ
トカムに及ぼす効果の大きさと効果の確実性を評価し、
4.結論にそれらが反映されている”総説と言える。

一方で、メタアナリシスは複数の研究の効果指標を
統計学的な方法で統合し、信頼区間とともに提示する
研究である。メタアナリシスも包括的な研究の検索結
果に基づいて行われることが多いので、システマティ
ックレビューとほぼ同義語で用いられることが多い。
特に欧米ではメタアナリシスのことを指してシステマ
ティックレビューということが多い。しかし、一部の
研究だけでもメタアナリシスは可能であり、システマ
ティックレビューは効果指標の統合を行わないものも

のありうるので、両者は完全に重なるものではない。

システマティックレビュー/
メタアナリシスの手順について

コクラン共同計画 1)は古くからシステマティックレビ
ューを提供しており、その方法論もCochrane Handbook
for Systematic Reviews of Interventions2), Cochrane Handbook
for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy3)などとして
発表し、セミナーによる普及、コクランコロキアムによ
る学会的な活動を行っている。

一方、医学雑誌に投稿する際の論文執筆ガイダンス
としてPreferred Reporting Items for Systematic reviews and
Meta-Analyses (PRISMA) 発表されており 4)、いわゆる一流
誌では少なくともPRISMAに準じてメタアナリシスが行
われることが求められている。

米 Agency for Health Care Quality (AHRQ) は Evidence-
based Practice Centerとの共同作業でシステマティックレ
ビューに関するスタンダードを確立する作業を進め、
多くの文書を発表しており、現時点では草案であるが
Methods Guide for Effectiveness and Comparative Effectiveness
Reviews5)を発表している。

コクラン共同計画では、Individual Participant Data (IPD)
meta-analysisの方法論のグループを形成している 6)。通
常のメタアナリシスも多数の文献を読みこなし、2人で
データ抽出を行う必要があるなど、非常に時間と労力
を要するが、IPD meta-analysisでは対象者一人一人の元
データを収集して行われるため、さらに時間と労力を
要する。また、IPDメタアナリシスの場合、多国にわた
る複数の研究機関・医療機関が将来メタアナリシスを
行うことを前提に、データ提供を前提として共同研究
として前向きに行われることもあり、臨床試験の事前
登録とシステマティックレビューとしての事前登録の
両方が必要と考えられる。メタアナリシスの重複を避
けるためにも、下記のごとく、グローバルな事前登録

システマティックレビュー/
メタアナリシスをめぐる

国際的な状況と
ランダム効果

モデルメタアナリシスの意義

森實　敏夫
Morizane Toshio

公益財団法人日本医療機能評価機構
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システムが設立されるに至っている。

システマティックレビューと
診療ガイドライン

診療ガイドラインは、「特定の臨床状況において、適
切な判断を行うため、臨床家と患者を支援する目的で
系統的に作成された文書」と定義されているが、“ヘル
スケアのアウトカムと質の改善を実現する目的で、そ
の時点で得られる最新・最善のエビデンスに基づいて、
臨床的問題への対処について推奨の強さを伴った回答
を与える文書”である。

我が国を含め世界各国で様々な疾患に対する診療ガ
イドラインが発表され、次第に臨床現場に浸透し、活
用が進められている。我が国で開発された診療ガイド
ラインの多くは公益財団法人日本医療機能評価機構の
医療情報サービスMinds（Medical Information Distribution
Network Service）のウェブ 7)で、世界各国のものは英国
立臨床評価研究所 8)（NICE, National Institute for Health
and Clinical Excellence）のものも含め、米国 National
Guideline Clearinghouse9)で概要が公開され、原文へのリ
ンクが提供されている。

診療ガイドラインの作成法に関して、米国医学研究
所（Institute of Medicine, IOM）は、2008年の米国連邦議
会よりのMedicare Improvements for Patients and Providers
Actを通じた要請により、診療ガイドライン開発の最善
の方法の研究に着手し、2011年3月に『Clinical Practice
Guidelines We Can Trust』 10)を発表した。また、GRADE

（Grades of Recommendation Assessment, Development and
Evaluation）Working Groupは診療ガイドライン開発法に
関して標準となることを目指して 2004年に GRADE
systemを発表し、その後その詳細に関する論文を発表し
ている 11)。

いずれも、診療ガイドラインは「存在するエビデン
スのシステマティックレビューに基づく」と定義され
ており、システマティックレビューの重要性が認識さ
れるようになってきている。わが国でも日本顎関節学
会の「顎関節症患者のための初期治療ガイドライン2」12)

がGRADE systemを用いて作成され、日本消化器病学会
もGRADE systemを採用し、現在の10の診療ガイドライ
ンが作成・改訂されているところである。

システマティックレビューの事前登録

臨床試験の事前登録システムは広く普及しており、
わが国には大学病院医療情報ネットワークUniversity
hospital Medical Information Network (UMIN) の臨床試験登
録システムUMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 13)があ
り、米国はClilnicalTrials.gov14)がある。これらは、すべて
の臨床試験が結果のいかんにかかわらず、データが発
表されずに埋もれてしまうことを少なくするとともに、
臨床試験の計画を公開することによって参加者の募集

を容易にし、無駄な重複を予防する効果も期待される
ものである。

システマティックレビューについても同様のことが
いえる。システマティックレビューは非常に時間と労
力を要する研究であり、特に Individual Patient Data (IPD)
meta-analysisは対象者一人一人の元データを収集して行
われるため、さらに時間と労力を要する 15)。また、IPD
メタアナリシスの場合、多国にわたる複数の研究機
関・医療機関が将来メタアナリシスを行うことを前提
にデータ提供を前提として共同研究として前向きに行
われることもあり、臨床試験の事前登録とシステマテ
ィックレビューとしての事前登録が必要と考えられる。

システマティックレビューの国際的な事前登録シス
テムとして International prospective register of systematic
reviews (PROSPERO)16)が設立され、稼働している。ユー
ザ登録を行うと、システマティックレビューの事前登
録ができるようになっている。
PROSPEROにはコクランレビューはすべて登録される

ようになっており、これらも含め、システマティック
レビューを計画する際に、現在進行中のもの、すでに
終了したものを確認できるようになっている。現時点
で958件登録されており、例えば"hepatitis c"をAll fields
で検索すると13件登録されており、3件が終了、1件が
中止、残りが進行中であることが分かる。
PROSPEROへのシステマティックレビューの登録は、

研究プロトコールができた段階で行うことになってお
り、マニュアルがReferences and resourcesにあるので、
そのガイダンスに沿って行うことになる。

メタアナリシスのモデル

さて、メタアナリシスのモデルとして、固定効果モ
デルとランダム効果モデルがある。前者では各研究の
効果指標の値から、1つの共通のパラメータすなわち真
の値の推定値とその信頼区間を算出する。後者では、
各研究の効果指標の値は、ある一定の分布に従うと想
定し研究間のばらつきも取り込んで統合値が算出され
る 1。ランダム効果モデルで推定されるのは、効果指標
の値の統合値すなわち平均値と分布のばらつきを表す
分散の2つのパラメータである。

いずれのモデルでも、古典的なメタアナリシスの方
法では、各研究の分散 si2の逆数で重みづけして重みwi

の合計で割り算することで統合値を求め、分散は重み
の合計の逆数として算出するが、ランダム効果モデル
の場合は、各研究の分散に研究間の分散を加えて計算
する 17)。

74(8)

1 リスク比とオッズ比の自然対数や率差は正規分布に従うことを前提とする。
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wi=1/(si2+τ 2) 重み
μ=Σ(θ i・wi)/Σwi 統合値（平均値）
95%信頼区間 μ ± 1.96×SE(μ)
SE(μ)=√(1/Σwi)

標準誤差は重みの合計の逆数すなわち分散の平方根
Q=Σ(θ i - θ)2/si2 Q統計値
θ=(Σθ i/si2)/Σ(1/si2) 統合値
τ 2=[Q - (k - 1)]/[Σ(1/si2) - Σ(1/si4)/Σ(1/si2)]または0

研究間の分散
表に示すようなデータから、リスク比、オッズ比、

率差と分散は次の式で計算される 18)。リスク比、オッズ
比の場合は、自然対数に変換後、上記の式で計算した
後、Exponentialを求める。率差の場合はそのような変換
はしないで計算する：

リスク比＝(riT/niT)/(riC/niC)
分散= 1/riT+1/riC-1/niT-1/niC

オッズ比=[riT(niC-riC)]/[riC (niT-riT)]
分散=1/riC+1/(niC-riC)+1/riT+1/(niT-riT)

率差=riT/niT-riC/niC

分散 = [riT (niT-riT)/(niT)3]+[riC (niC-riC)/(niC)3]

表 ランダム化比較試験のデータ

多くのメタアナリシスでは固定効果モデルとランダ
ム効果モデルの両方が適用されている。そして、結果
は統合値とその95%信頼区間で提示されている。その
際に、各研究間の上記の式でτ 2が0の場合には、2つの
モデルの結果は同じになる。

ランダム効果モデルの解釈

さて、問題はランダム効果モデルの結果であっても、
統合値とその95%信頼区間しか提示されないことが多
いことである。すなわち2パラメータモデルであっても、
分散の推定値が示されないことがほとんどである。し
たがって、各研究の効果指標の分布あるいはばらつき
が無視されてしまうことになる。

ランダム効果モデルでは各研究の効果指標はさまざ
まな研究の条件によって、ばらつくことが想定されて
いる。それぞれの研究で示された効果は類似してはい
るが、まったく同じではないという解釈を前提として
いる。また、このばらつきの原因は、サンプリングの
偶然によって起きるサンプリングエラーだけでなく、
選択バイアス、実行バイアス、検出バイアス、症例減
少バイアス、その他のバイアスによるものと、未知の

原因によるものである 19)。
また、95%信頼区間は統合値すなわち効果指標の平

均値に対する信頼区間であり、各研究の効果指標の分
布に対する信頼区間ではない。これについては、標準
誤差と標準偏差を考えると理解しやすい。すなわち、
標準偏差は正規分布に従う個々のサンプルの値の分布
のばらつきの指標であり、標準誤差はサンプルの群の
平均値のバラツキの指標である。標準誤差は標準偏差
をサンプル数の平方根で割り算した値であり、標準偏
差より小さく、サンプル数が大きいほど小さくなる。

メタアナリシスの統合値に対する95%信頼区間は標
準誤差に基づいているものであって、個々の研究の効
果指標の値のばらつきを表しているものではない。例
えば、リスク比の統合値の 95%信頼区間の上限値が
0.95であれば、統合値すなわち平均値が1.0を超えるこ
とはほとんどないと判断していいのであるが、個々の
研究の効果指標の値が1.0を超える可能性はかなりある
かもしれないと考える必要がある。その場合には、研
究の条件によっては、リスク比が1.0を超える結果が得
られる可能性があり、個々の患者がそのような研究の
条件に合致するような場合には、その患者でリスクが
上昇する可能性があると考える必要がある。

個々の研究の効果指標の値が1.0を超える可能性がど
れくらいあるかを明確に示すためには、各研究の効果
指標の値の分布の分散の推定値とその95%信頼区間の
値が必要である。すなわち、ランダム効果モデルの2つ
のパラメータである統合値と研究間の分散の値とそれ
ぞれの信頼区間の値に基づいて予測値の分布を示すこ
とが一番確実である。この将来の研究結果の予測
predictionまで行われ、その結果が提示されている研究
は少ないが、本来はそれが望ましい 16)。そのためには、
ベイジアンアプローチによるメタアナリシスが適して
いる。

このような予測の結果でリスク比が1.0を超える確率
がある程度高ければ、その介入はリスクを高める可能
性がかなりあるという判断が必要になる。これは、統
合指標の値に対する95%信頼区間が1.0を挟んでいなく
てもありうることである。

メタアナリシスによって2つのパラメータである統合
値と研究間の分散の値とそれぞれの信頼区間の値に基
づいて予測値の分布を得るためには、それらの値に基
づいてモンテカルロシミュレーションを行う必要があ
る。WinBUGSによるベイジアンアプローチによるメタ
アナリシスの際に同時に予測値の値を得ることが可能
である。以下それについて述べる。

WinBUGSを用いたベイジアンメタアナリスに
よる予測の例

効果指標がリスク比の場合、オッズ比の場合、率差
の場合および連続変数の、平均値と分散からメタアナ
リシスを行う場合のWinBUGS用コードを紹介する。い

*iは研究番号



あいみっく　Vol.33-4 (2012)

ずれも、無情報事前分布を用いている。すなわち、ほ
ぼフラットなvague priorである。

リスク比の場合

前回の連載ではリスク比を指標とするメタアナリシ
スをWinBUGSで行うコードとその実行例を示した。そ
のコードの中で、RR<-exp(delt)の下に次のように7行の
コードを追加記述することで変数RR.newに個別研究で
予測されるリスク比の値が格納されるのでその分布と
95%信頼区間を見ることができる。pdelt.new0の値は予
測でリスク比が1.0を超える確率となる。なお、pdelt0
はメタアナリシスの結果でリスク比が1.0を超える確率
である。いずれも、WinBUGSで解析後 Inferenceメニュ
ーの Samplesから pdelt0または pdelt.new0を選択して
statsを表示させるとその平均値として示された値に相
当する 2。

#Risk ratio scale
model
{

#Likelihood
for (i in 1:k)
{
rc[i] ~ dbin(pic[i],nc[i])
rt[i] ~ dbin(pit[i],nt[i])
mu[i] <- log(pic[i])
log(pit[i]) <- mu[i] + min(delta[i],-log(pic[i]))

delta[i] ~ dnorm(delt,precision.tau)
pic[i] ~ dunif(0,1)

#flat prior distribution for pic[i].
}
delt ~ dnorm(0,0.1)

#prior distribution of = ln(RR)
precision.tau <- 1/tau.squared
tau.squared <- tau*tau
tau ~ dunif(0,2)
RR<-exp(delt)

#predictive distribution
delt.new~dnorm(delt,precision.tau)

#Predicted delta
RR.new<-exp(delt.new)

#Predicted RR
#probability of delt more than 0 (RR more than 1)

pdelt0<-equals(min(delt,0),0)
#probability of delt.new more than 0 (RR.new more

than 1)
pdelt.new0<-equals(min(delt.new,0),0)
}
DATA

#k is the number of studies.
list(k=6, rc=c(4, 3, 14, 1, 9, 13), nc=c (11, 14, 19, 12, 13,

47), rt=c(5, 1, 2, 0, 7,18), nt=c(13, 13, 17,13, 17, 48))
Burn-inを10,000回、Markov Chain Monte Carlo（MCMC）

の繰り返しは50,000回行った。その結果、リスク比の

76(10)

2リスク比が1を超えた場合1、そうでない場合0を格納しているので平均値が1となった率を表すことになる。

図1．リスク比の統合値。上がリスク比で下がその対数
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図3．統合値のリスク比が1.0を超える確率

統合値の分布と信頼区間は図1のようになった。
一方、リスク比の対数変換した値の統合値の分散は、

次のようになった。

この統合値が1.0を超える確率はpdelt0で得られるが、
図3のようになり、0.05896であった。

予測値はこれら図1と図2の2つの分布から得られる
ことになり、実際には中央値 0.5039(95%信頼区間
0.03523~5.196)となり、リスク比が1.0を超える確率は
図4に示すように0.2268となった。すなわち、将来の

研究でリスク比が1.0を超える可能性がかなり高いこと
がわかる。この確率は図1に示した統合値の値と信頼区
間から受ける印象とかなり異なることがわかる。すな
わち、信頼区間がより広く、不確実性がより高い。

このようにランダム効果モデルは予測が一番堅牢な
結果の提示法となる。

図4．リスク比の予測値

図2．対数変換した統合値の分散



オッズ比の場合

同様にオッズ比の場合のコードは以下の通りである。
解析するデータは2群の総症例数nとアウトカム陽性例
数 r。群1（arm 1）が介入群で群2（arm 2）が対照群で
あり、研究数はkである。

#Odds ratio scale
model {
for (i in 1:k) {
r1[i] ~ dbin(p1[i],n1[i])

# Binomial distribution within studies (trial arm 1) 
r2[i] ~ dbin(p2[i],n2[i])

# Binomial distribution within studies (trial arm 2)
logit(p1[i]) <- alpha[i] - (theta[i]/2)
logit(p2[i]) <- alpha[i] + (theta[i]/2)
alpha[i] ~ dnorm(0,0.001)
theta[i] ~ dnorm(mu,precision.tau)

# Random-effects meta-analysis model
}

# Prior distributions
mu ~ dnorm(0,0.001) 

# Non-informative prior for average intervention
effect mu
precision.tau<-1/tau.squared
tau.squared <- tau*tau
tau~dunif(0,2)

#Non-informateive prior for variance of mu
OR<-exp(mu)

# predictive distribution
theta.new ~ dnorm(mu,precision.tau)
OR.new<- exp(theta.new)

# probability of effect less than zero
pmu0<- equals(min(mu, 0), 0)

#if mu>0 then store 1 otherwise 0 as a result mean
indicate prob mu<0
ptheta.new0<- equals(min(theta.new, 0), 0)

#as a result the mean of ptheta0 indicates prob
theta.new>0
}

#end of model
# DATA

list(k=6,r1=c(4,3,14,1, 9,13), n1=c(11,14, 19,12, 13,47),
r2=c(5,1, 2,0, 7, 18),n2=c(13, 13, 17, 13, 17, 48))

率差の場合

同様に率差（リスク差）の場合のコードは以下の通
りである。解析するデータは解析するデータは2群の総
症例数nとアウトカム陽性例数 rで、研究数がkである。
cが対照群、tが介入群である。

# Absolute risk difference scale
model

{
for (i in 1:k)
{
rc[i] ~ dbin(pic[i],nc[i])
rt[i] ~ dbin(pit[i],nt[i])
mu[i] <- pic[i]
pit[i] <- mu[i] + min(max(delta[i],-pic[i]),(1-pic[i]))
delta[i] ~ dnorm(delt,precision.tau)
pic[i] ~ dunif(0,1)
}
delt ~ dunif(-1,1)
precision.tau <- 1/tau.squared
tau.squared <- tau*tau
tau ~ dunif(0,2)

# predictive distribution
theta.new~dnorm(delt, precision.tau)

# probability of effect less than zero
pmu0<- equals(max(delt, 0), 0)

#if mu<0 then store 1 otherwise 0 as a result mean
indicate prob delt<0
ptheta.new0<- equals(max(theta.new, 0), 0)

#as a result the mean of ptheta0 indicates prob
theta.new<0
}
DATA #k is the number of studies.
list(k=6, rc=c(4, 3,14, 1, 9, 13), nc=c(11,14, 19,12, 13,

47), rt=c(5, 1,2, 0, 7,18), nt=c(13, 13, 17,13, 17,48))

平均値と分散の場合のコード

解析するデータは各研究の効果指標の値yと分散v。
#Mean and variance scale
#Feed effect measures and variances to get mu, tau,

and theta predicted from mu and tau
model
{
for(i in 1: k) {

w[i]<- 1/v[i]
y[i]~dnorm(theta[i], w[i])
# random effect
theta[i]~dnorm(mu, prec)

}
or<- exp(mu)

# prior distributions
mu~dnorm(0.0, 0.001)
tau~dunif(0, 100)
prec<- 1/(tau*tau)

# predictive distribution
theta.new~dnorm(mu, prec)

# probability of effect less than zero
pmu0<- equals(max(mu, 0), 0)

#if mu<0 then store 1 otherwise 0 as a result mean

あいみっく　Vol.33-4 (2012)78(12)
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indicate prob mu<0
ptheta.new0<- equals(max(theta.new, 0), 0)

#as a result the mean of ptheta0 indicates prob
theta.new<0
}

# end of model
DATA
list(k=14, y=c(0.38, 0.07, 0.52, 0.85, 0.45, 0.01, -0.58,

0.44, 0.46, 0.93, 0.28, 0.2, 0.46, 0.59), v=c(0.16, 0.0441,
0.0841, 0.0625, 0.0841, 0.1225, 0.1296, 0.0625, 0.0484,
0.2209, 0.0576, 0.0784, 0.0529, 0.1296))

なお、効果指標のPredictionで値が0を超える確率を
求める場合は以下の様に書き換える。

# probability of effect less than zero
pmu0<- equals(min(mu, 0), 0)

#if mu>0 then store 1 otherwise 0 as a result mean
indicate prob mu<0
ptheta0<- equals(min(theta.new, 0), 0)

#as a result the mean of ptheta0 indicates prob
theta.new>0

事前分布に関する最近の進歩

さて、ベイジアンアプローチの場合に問題になるの
は、事前分布をどうするかである。メタアナリシスの
場合は、各研究の事前分布と統合値の事前分布を指定
しなければならない。一般的には、いずれも無情報事
前分布non-informative prior、すなわちほぼフラットな分
布を用いることが多い。また、各研究の事前分布を設
定することは、サンプル数のような研究ごとの条件が
違うので個別に設定することは難しいため、無情報事
前分布を用いざるを得ないことが多い。しかしながら、
最 近 ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 医 学 研 究 評 議 会 Cambridge
University, Medical Research CouncilのTurnerらがコクランレ
ビュー約15万件を研究の医療の領域、介入、アウトカ
ムによって分類し研究間の異質性の指標であるτ 2の今
後の研究の予測値とその分散をまとめた発表した。こ
の予測値は今後のベイジアンメタアナリシスを行う際
の事前分布として用いることができる。

ベイジアンアプローチの利点として、KalilとSun20は
1. 結果を事後分布として解釈できる、2. 逐次（cumulative）
メタアナリシスが自然にでき、多重性の問題がない、3.
それまでのデータや外部のデータを事前分布として正
式に用いることができる、4. 古典的なメタアナリシス
と比べ研究間の異質性を説明できるのでより現実的で
ある、ということを述べている。すなわち、一つの研
究結果が得られた際にそれまでの結果を事前分布とし
て用いて解析することが問題なくできるのがベイジア
ンアプローチの一つの特徴である。
Turnerらの研究は、効果指標はオッズ比を用いており、

リスク比、率差などのデータはまだ出されていないよ
うである。かれらは、アウトカムのタイプとして全死
亡、半客観的、主観的の3種類×介入のタイプとして薬
物療法対プラセボ/対照、薬物療法対薬物療法、非薬物
療法の3種類で計9つの分野のデータを提示している。

文献
1) http://www.cochrane.org/ 
2) http://www.cochrane.org/training/cochrane-handbook
3) http://srdta.cochrane.org/handbook-dta-reviews
4) Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC,

Ioannidis JP, Clarke M, Devereaux PJ, Kleijnen J, Moher D:
The PRISMA statement for reporting systematic reviews
and meta-analyses of studies that evaluate healthcare
interventions: explanation and elaboration. BMJ
2009;339:b2700.

5) http://effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-
guides-reviews-and-
reports/?productid=318&pageaction=displayproduct

6) http://ipdmamg.cochrane.org/welcome-ipd-meta-analysis-
methods-group に文献なども紹介されている。
Individual patient data(IPD) meta-analysisという表現も用
いられており、どちらも同じ意味である。

7) http://minds.jcqhc.or.jp/ 
8) http://www.nice.org.uk/ 
9) http://guideline.gov/ 
10) http://www.iom.edu/Reports/2011/Clinical-Practice-

Guidelines-We-Can-Trust.aspx
11) 論文リストはGRADEのウェブのPublicationsで確認で

きる。http://www.gradeworkinggroup.org/ 
12) http://minds.jcqhc.or.jp/n/medical_user_main.php?main_

tab=1&menu_id=11# 
13) http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
14) http://clinicaltrials.gov/ 
15) コクラン共同計画では Individual Participant Data (IPD)

Meta-analysis methods groupを形成している。そのウ
ェブhttp://ipdmamg.cochrane.org/welcome-ipd-meta-
analysis-methods-group に文献なども紹介されている。

16) http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/ 
17) Higgins JP, Thompson SG, Spiegelhalter DJ: A re-evaluation

of random-effects meta-analysis. J R Statist Soc A
2009;172:137-159.

18) Warn DE, Thompson SG, Spiegelhalter DJ: Bayesian
random effects meta-analysis of trials with binary
outcomes: methods for the absolute risk difference and
relative risk scales. Stat Med 2002;21:1601-23.

19) Turner RM, Spiegelhalter DJ, Smith GC, Thompson SG: Bias
modelling in evidence synthesis. J R Stat Soc Ser A Stat Soc
2009;172:21-47.

20) Kalil AC, Sun J: Low-dose steroids for septic shock and
severe sepsis: the use of Bayesian statistics to resolve
clinical trial controversies. Intensive Care Med
2011;37:420-9.



あいみっく　Vol.33-4 (2012)

1.  はじめに

盗用は、代表的な科学研究のミスコンダクトである。
FFPのなかのplagiarismであり、「盗用は、他人のアイデ
ィア、プロセス、結果、言葉などを、適切な了承を得
ずに流用すること」1)と定義される。自然科学系では、
盗用に加え、ねつ造や改ざんが中心になるが、人文･社
会科学領域では盗用が代表的なミスコンダクトになる。
大学生のレポートや論文作成で、インターネット上の
情報資源から手軽にコピー･アンド･ペースト（コピペ）
し、まとめることができるようになり、無断借用が横
行している。引用を示していなければ盗用になること
を、丁寧に説明しなければならない。研究者にしても、
インターネットを通して科学論文を手軽に利用できる
ようになり、誰でも容易に盗用に加担してしまう危険
がある。
Wager & Williamsの撤回論文調査 2)で、PubMedの撤回

論文について理由を整理すると、誠実な誤りが39%を
占め、その次に盗用（21%）、重複（17%）、ねつ造・
改ざん（9%）となっていた。ミスコンダクトをFFPに
絞り、オーサーシップ違反を含まない中での結果であ
るが、盗用の発生頻度は高い。

生物医学領域での、代表的な盗用事件として、1981
年に明らかにされたアルサブティ事件（Elias AK Alsabti）
があげられる 3)。中東出身で米国へ留学したアルサブテ
ィは、60編におよぶ盗用に関与していた。彼の手口は、
すでに刊行されている雑誌から、著者名を自分にタイ
プしなおし、論題を少し変化させ、投稿原稿をつくり
あげる。そして、ポイントは、英米の雑誌でなく日本
の欧文誌を含め名の知られていない雑誌に投稿し受理
されるというパターンである。目的は、業績数を増や
し、より良いポストを得るためである。ただし発表の
舞台が基礎医学領域のマイナー誌であり、彼の論文は
ほとんど利用されなかった。

2.  盗用論文を識別する、生物医学領域での事例

Medlineデータベースを対象に盗用論文を識別し、そ
れらの特徴について明らかにしたLongらのScience論文

がある 4)。eTBLASTというテキスト･マイニングソフトを
使用し、近似論文のペアを特定し、それらをDeja Vuと
いうデータベースに蓄積した。2009年2月現在で9120
の内容が似ていて、ペア論文の著者が重ならない記事
を、盗用の可能性のある論文とした。つぎに、各論文
の全文を解析することで、盗用と見なし得る212のペア
を識別した。

これら212のペア論文は、最初の盗用されたオリジナ
ル論文と、後で発表された盗用論文に分けられる。こ
の二つのグループについて、論文掲載誌のインパク
ト・ファクター値を調べてみると、最初の雑誌グルー
プの平均インパクト・ファクターは3.87であり、後の
盗用論文掲載誌グループでは1.60でしかなかった。つ
まり、盗用論文は、評価の高い雑誌から盗まれ、目に
付きにくい評価の低い雑誌に発表されていると考えら
れる。この傾向は、アルサブティの盗用論文に見られ
た傾向と同じである。
Longらの論文の調査のもうひとつの優れた点は、盗

用論文をめぐる関係者への質問調査を試みたことであ
り、盗用された著者、盗用した著者、雑誌編集者を対
象に、163事例について、電子メールで質問票と論文セ
ットのコピーを送付し、144事例（回収率88.3パーセン
ト）から回答を集め、問題を分析し、提言へと結びつ
けた点である。なお、回答は匿名を許している。

回答内容はさまざまで全体像を描くことが難しいが、
興味深い結果が示されたと思う。盗用された論文の著
者の93パーセントは、同じ内容の盗用論文が発表され
ていたのを知らなかった。盗用した側の著者60名のう
ち、28パーセントは不正を否定し、35パーセントは盗
用（無断借用）を認め、22パーセントは実際の論文執
筆には関与せず、17パーセントは知らないまま著者と
して名前が使われていたと答えた。執筆に関与せず、
見知らぬうちに共著者になっていた事例は、ともにギ
フトオーサーシップという科学界に根付いた悪習も明
らかにした。知らないうちに盗用論文の著者になると
は考えにくいかもしれないが、日本医師会雑誌の盗用
事件 5)では、教授から解説論文を書くよう指示され、セ
カンド・オーサーの助手が盗用原稿を書き、筆頭著者
の教授が盗用されたものであることを知らずに発表し

山崎　茂明
Shigeaki Yamazaki

愛知淑徳大学人間情報学部　教授

盗用を考える
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た事例があった。
Longらからの情報提供を受けた編集者たちは、83件

の内部調査に着手し、編集者の判断で46件の論文の撤
回を行った。しかし、撤回をどう定義するのか不明瞭
であり、多くの編集者はコメントをするだけであり、
論文を単純にウエブから除外するだけの対応もあった。
不幸にも、各誌の撤回処理は、Medlineへ伝えられない
ため、研究者や臨床家は問題ある論文が撤回されたこ
とに気づくことができない。学術流通のなかで、編集
者は撤回処理を適切に行っておらず、米国の研究公正
局 が 制 作 し た “ Managing Allegations of Scientific
Misconduct: A Guidance Document for Editors”（図1）や、
国際医学雑誌編集者委員会（ICMJE）の方針などが、浸
透していない現状が示された。

3.  日本の事例

日本の盗用事例として、医中誌Webで識別されるよ
うになった撤回論文から、11編の盗用例を見出すこと
ができた。この11編をサンプルにして、日本の医学雑
誌出版に見られる盗用の特徴を検討してみたい 6)。

盗用した雑誌と、盗用された雑誌の関係が明らかに

された6誌について見ると（表1）、日本語誌では、同一
誌（インプラントジャーナル）で2編、同等の雑誌（肝
胆膵）で1編と、評価についてペアになる雑誌間に違い
はなかった。英文誌では、Euro J Cancerをはじめ3誌の
外国誌が盗用されたペア、つまり盗用論文の発表先は、
インパクト・ファクターの低い、そして目立たない国
内英文誌であった。

また、海外留学先での研究を帰国後に海外研究者を
入れずに発表した3編は盗用になり、同時にオーサーシ
ップ違反にもなる。在外研究の成果を帰国後に発表す
る際には、注意が求められる。国内の他機関での症例
を、その機関の共同研究者を無視し発表した盗用事例
もあった。
11編の撤回公告は、3編だけが盗用した本人により署

名されていた。2編が盗用論文の記録を文献データベー
スから削除し、4編が印刷版からの削除を求めていた。
盗用論文の削除は、適切な対処とはいえず、ミスコン
ダクトの記録を残すことが勧告されている。1誌であっ
たが、ペナルティとして、無期限の投稿禁止という厳
しい措置を伝えていた事例もあった。

4. ランセット創刊号の巻頭論文

1823年ロンドンで、トーマス・ウエイクリーにより
総合外科学雑誌ランセットが創刊された。誌名のラン
セットは、瀉血用の小刀を意味し、外科医の象徴でも
あった。発刊の目的は、当時の医学界の膿を取り去る
ことであり、ニセ医者、ニセ薬、医師の悪行、血縁や
徒弟関係によるポストの支配など、さまざまな問題を
抱えていた医療社会を改革することであった。これら
を実現するため、彼は社会改良家となりランセットの
創刊へいたる 7)。

このランセットは、10月5日付けの創刊号巻頭に、聖
トーマス病院の著名な外科医であるアストリー・クー
パー卿の外科講義を掲載した。講義は1823年10月1日
の夕刻に、聖トーマス病院講堂で行われ、400名以上の
学生で混雑していたとある（図2）。注目してもらいた
いことがある。講義の4日後に雑誌に掲載されたその刊
行スピードである。蒸気機関を応用した印刷機の登場
など、安価な大量印刷が可能になった結果であろう。
クーパー卿の講義は、優れた生涯教育プログラムであ

図１　ミスコンダクトの申し立てを管理する: 編集者へのガイド

表1 医中誌Webで撤回論文として識別された盗用論文
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り、現役の外科医に有用な内容であった。
しかし、大きな問題が明らかになった。この外科講

義の掲載に関して、クーパー卿は何も知らされず、ラ
ンセットへ講義内容の印刷許可は出していなかった。
当時、著名な医師たちは、講演により多額な収入を得
ており、内容を記録として雑誌に発表されることは、
収入減につながりかねず経済的な影響が出る。そして、
何よりも無断借用であり、言葉を変えればアイディア
や知識の盗用になる 8)。

そこで、クーパー卿は患者を装い、法廷闘争も辞さ
ない気持ちでウエイクリーの診療所を尋ねた。訪問す
ると、さらなる講義記事の編集作業に夢中になって取
り組んでいるウエイクリーを発見した。クーパー卿は
55歳であり、ウエイクリーは28歳の若さであった。二
人の外科医は、その場のおかしさに気づき、笑いをこ
らえることができなかったという。クーパー卿は、ウ
エイクリーを盗用で法廷に訴えることを取り下げ、今
後の記事の出版への協力を約束した。医療界の改革と
いう高い目的を掲げた若きウエイクリーの行動を瞬時
に理解し、二人は意気投合し真の友人になったのであ
る。

5．19世紀における盗用事件

ミスコンダクトの古典といえる“Stealing into Print”
（LaFollette, MC）のなかに、19世紀の科学界における盗
用事件が紹介されていた 9)。
1852年、イギリスの王立外科学会は、ジャクソニア

ン賞を、ヘンリー・トンプソンによるエッセイに与え、

1854年にロンドンでこのエッセイを出版した。2年後の
パリで、ジョセ･プロが、フランス外科学会で、これと
よく似た“オリジナル”なエッセイを発表し評価され
た。四つ折版のプロのエッセイは、後にトンプソンの
王立外科学会受賞エッセイの逐語訳であることが判明
した。

ジョセ･プロについて、イギリスの科学界の反応は控
えめであったが、ランセットは概要を示し、単純な盗
用ではないとし、二作品を左右に並べて掲載し明白な
盗用の証拠としていた。そして、ジョセ･プロの“翻訳
家”としての卓越した能力にたいして、皮肉な賞賛を
表明していた。

ランセットは、学術世界において、研究者がお互い
に信頼するなかで活動がなされるべきであるとしてい
た。その信頼が壊れ、英仏の外科学会を舞台にし、学
会賞の受賞エッセイをめぐる盗用事件として記憶され
るようになった。19世紀前半、著作権法は十分確立さ
れていないが、研究者相互の信頼感に疑いが入りこん
ではならないとランセット誌は考えていた。
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はじめに

当初この依頼が来たときには驚いた。私のような若
輩者がはたして引き受けていいのだろうかと本当に思
ったが、ぎりぎり若手といわれているものの一兵卒と
して、あるいは、日本初の非公務員型特任制度にのっ
かかって東大での日々雇用から単年度雇用になり10年
たったこの経歴が何かしらの参考になればと思い、こ
れまでの経緯を振り返ってみることにした。

大学院修了から留学時代

大阪大学での大学院生時代は、血管内皮細胞での増
殖に関与する因子VEGFやbFGFの活性を抑制する血小板
特異的第4因子（PF-4）の発現制御機構について集中し
て研究していた。細胞分化決定を司る転写因子の機能
はとても奥深く、また当時の指導教官（土井健史教授）
にとっては私が初めての博士課程大学院生だったので
ほぼ毎日discussionしていたのを覚えている。博士号修
了するころはまだ日本においてポスドク制度がなかっ
たので、医師でないものにとっては企業に就職するか、
留学するかの選択である。好景気の名残があり、たく
さんの同僚が企業に行く中、私は迷わず冒険心もあっ
て留学の道を選んだ。

留学先はボストンマサチューセッツ工科大学（MIT）
である。ヘパラン硫酸の抗血栓作用を見出し、止血血
栓分野での大家であったBob Rosenbergの研究室に向か
った。ここで、血管内皮で特異的に発現する因子の制
御機構を包括的に解析する研究を始め、「血管生物学」
に完全に接するようになった。MITではスーパーマンが、

（Sharp, Horvitz, Khoranaなどのノーベル賞受賞者が）普
通に歩いている環境にまず驚かされたが、さらに研究
室間での隔たりもほとんどなく、Sharpラボでプラスミ
ドを頂き、利根川先生のところで luciferase assayを行う
など効率良い研究活動を行う事が出来た。なお、メン
ターであるRosenbergはハーバード大学にも研究室を構
えていたので、そこでの筆頭リーダーであり、かつて
のPF-4研究の先輩でもあったBill Aird（ハーバードベス
イスラエル病院血管研究センター長）を含めた共同研
究にシフトしていった。特にOliver Smithies先生（ES細
胞にてノーベル賞受賞）が開発したHprt-locus targeting
手法を血管内皮細胞に応用し、内皮特異的な遺伝子発
現を in vivoにてサーチする研究を行った結果、培養内皮
細胞と異なり、全身に行き渡る血管系においては、各
臓器微小環境によって大きく発現制御が変わりうる事
実に感銘を受けた（図1）。

生活の面ではやはり20代後半から突然海外に行った
ので、金銭面を含め珍道中の連続であった。何しろ、
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所持金全財産が40万円で、当時の円安状況からドル変
換するとなけなしのスタートである。銀行の人から

「これだけ？」と聞かれてしまい、当初大変お世話にな
った製薬企業の駐在研究者から「若いからこれからだ
よ」と応援していただいたのを記憶している。さらに、
銀行預金が一定額以下の人に銀行から課される feeから
免れるためにMITからもらった給与 checkを走って銀行
に持っていったり、ボストンの高額家賃の請求を「あ
と3日待って」とかで不動産屋にお願いすることでみん
なに覚えて貰い（日本人ではめずらしいので）、親切に
して頂きある意味充実していた。住んでいた所は
Dorchesterと旅行雑誌「地球の歩き方」では日本人は行
ってはいけないと書いている場所である。しかし、7
Ocean View Driveという格好良い住所が付いていて図2の
ように窓から、海とボストンの中心部が見える美しい
ところである。週末は歩いて1分という場所でのんびり
と釣りをすることができる。癌研野田先生が設立され
た日本人ボストン研究会（今は分子生物学会での飲食
会になっている）の当時メンバーからはDorchesterに住
むチャレンジャーと言われたが、穴場的存在であった。

これから留学される方にはお勧めしたい。なお、ボス
トン研究会は私の頃は月一回、セミナー様の報告を
White head instituteでやっていたが、それ以外のレクリ
エーションとして、数名でボストンマグロを釣りにい
ったのが私にとって大きな成果である。生まれて初め
て40キロを超えるマグロを仕留めることができ、その
後食べきれずに何回もマグロパーティーをやったのは
言うまでもない。

東京大学に特任として赴任して

ボストンでの生活に慣れ、ボス及びラボメンバーと
も家族ぐるみで仲良く楽しい研究生活であったが、ポ
スドクから一つ上の staffになろうかというときに、東
京大学先端科学研究センター（先端研）･児玉教授から、
科学技術振興調整費で教授･助教授クラスの先導的研究
者を非公務員型で雇用する特任制度を日本初で作った
ので来ないかとお誘いを受けた。児玉教授は毎年ボス
トンに来られるときにはどうですかと血管研究につい
て熱心に尋ねられるので、懇意にさせて頂いていたが、
まだ助教授には早いかなと思っていたので、履歴書等
をお送りしたまましばらく忘れていたが、阪大の土井
先生から「通ったので早く片付けて戻ってこい」と電
話を受け、急遽ボスに説明し、「共同研究は続けよう」
ということで後ろ髪ひかれるような形で4年間に渡る留
学が終了した。

さて故郷の大阪でなく東京に赴任することになるが、
まず‘特任’という言葉が世間一般及び役所にも普及
していなかった。当時は日々雇用特任研究者という名
前が正式には付いていて、市役所に届けに行っても特
任の存在をわかってもらえず、「どうして大学雇用者が
雇用保険に入る必要があるのですか」（当時は大学共済
組合とは別枠であった）と日本語がお互い話せるのに、
アメリカで最初に生活する以上に役所通いが続いたの
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図1 血管内皮多様性の概念

動静脈分化などのNotch, COUP-TFIIを介した先天的な違いに加えて、各臓器
血管内皮細胞はその臓器の特質に合わせた形質を有している。その違いは
エピゲノム制御を含めた臓器微小環境要因によって後天的に支配されてい
ると考えられている。

図2 ボストン生活抜粋

写真左上、左がBill、真ん中が筆者。写真右上、7 Ocean View自宅窓からの風景、海の向こうがボストン中心部である。

写真右下、同じく自宅窓からの冬version。
写真左下、自宅そばで簡単に釣れるStriped Bass。日本のスズキの類縁種。



を記憶している。当時の先端研所長はとても革新的な
先生で「特任とは皆がなりたいような、欧米型の雑務
をなくした研究専念型にしよう」と理念を掲げていて
素晴らしい面もあったが、革新的なことは日本では平
均的な流れに戻されてしまうことは周知の習慣なので、
今のような概念が定着していくこととなった。しかし、
日々雇用から単年度雇用が一般化していったのは大き
な前進である。

特任は研究専念型である。逆に研究していないと存
在価値がない。折角なので新しいことをやろうと、包
括的なアレイ解析から内皮が活性化されるシグナルを
システム的にみる試みを始めた。VEGFやトロンビンな
どのシグナル変動を時系列的に眺めていると、DSCR
(Down Syndrome Critical Region) -1という不思議な名前が
強く誘導されるのが気になった。ダウン症に関与する
21番染色体にある遺伝子として説明があったが、VEGF
シグナルとどういう関係があるのかという疑問が頭か
ら離れず、一気に研究を進めた。転写因子NFAT機能不
全が原因で生じるダウン症とDSCR-1は密接な関連があ
り、DSCR-1は血管活性化のアクセルであるNFAT活性を
調節するブレーキ役であること、血管異常時（がん、
炎症、ストレス時）に血管で発現誘導され、血管を防
御する働きがあることがわかった（図3）。DSCR-1を含

めた血管研究は欧米との競争であるが（図4）、包括的
なシグナル変動の観点から血管内皮細胞の機能を考え
る事に関しては、日本の血管研究の最前線の先生や同
志からも応援していただき、血管生物医学会の一員と
して楽しく研究させて頂いている。さらにここ数年の
間にエピゲノム制御の概念が基礎分子生物学において
格段に進歩してきており、血管内皮の転写制御を考え
る上でもエピゲノムやクロマチン構造変化を考えてい
くことが今後必須になってくると思われる。先端研に
は幸い次世代シーケンサーが並んでいるので、活性化
シグナルを受けた内皮細胞が包括的なヒストン変動を
介してどのように応答重要遺伝子を活性化させていく
のか、その全容を今後明らかにしていきたい。さらに
留学時にHprt-locus knock-inマウスを用いて、各臓器で
内皮細胞が全然違う転写制御を示したことに感動した
ように、各臓器や転移がんなどの微小環境下、内皮細
胞がエピゲノム変化を介して変動していく様子を解明
し、内皮多様性の理解とそれを各臓器に適した血管疾
患治療法に応用できるアプローチを心がけて研究を推
進させていきたいと思っている。

おわりに

丁度この文章を書いているときに、京都大学山中教
授が iPS細胞にてノーベル賞を受賞された。iPS発見から
6年での快進撃であるが、これまでにも継続して、日本
の研究環境の改善や若手研究者への支援を訴えておら
れたことには感銘をうけた。比較的若手と言われてい
る人が雇用している実験補佐員やポスドクについて言
及されたのは恐らく始めてではないかと思われる。私
も日々雇用から単年度雇用になって何とか10年更新さ
せて頂いたが、周囲の交付金教員からはミイラみたい
と揶揄される時もあるし、長期的に不安定なのは致し
方ない。欧米型のようにグラントが生活を左右するの
で、必死になり一喜一憂することも多々あるがこれも
人生である。しかも私の机の横では実験補佐員が今日
も一心不乱に実験を手伝って頂いている。彼、彼女た
ちのためにも不安がらず前を向いて行かなくてはなら
ない。血管研究が出来るという灯を絶やさないために
もその日その日を大切に研究活動に没頭しようと再認
識した。
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図3 ダウン症タンパクががんをたたく

JAMA（米国医師会雑誌）Editor､Tracy Hamptonからインタビューを受けた。
アメリカと日本との深い共同研究と、ダウン症とがん罹患率の相関につい
て興味を示していた。

図4 共同研究者Sandra Ryeomとは、DSCR-1発表当時は早いもの競争でラ
イバルであったが、同じ方向性を向いた研究において現在、相互協力関係
になっていることについてのインタビュー
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5．国際的な活動など
科学情報についての歴史を考える際に欠くことの出

来ないものは、米国で1963年に発表された報告書「ワ
インバーグレポート」であるといわれている。スプー
トニク・ショックで当時のソ連に遅れをとっていると
の認識からケネディ大統領の諮問委員会から発表され
た「科学・政府・情報」というレポートで、中心とな
って執筆した Steven Weinbergの名前をとって一般には
ワインバーグレポートと称されている。米国政府に対
する提言と同時に科学技術界に対しては、研究成果生
産と同時に抄録作成や情報検索手段の開発などによっ
て研究成果の流通をも配慮すべき、と勧告したもので
ある。

国際的には、1971年にUNESCOが検討を進めレポー
トしたUNISIST世界科学情報システム構想も欠かせない
ものであった。科学技術情報の増大に対してその生産
段階から利活用までを抜本的に再構築すべき、との趣
旨から唱えられたものである。この審議検討には日本
も参加しており、国内では情報活動推進の共通認識が
NIST構想という形にまとまったとされている。この様
な時代的背景をバックとして1972年の IMIC創立もなさ
れたものと言えよう。創設時の仮称が「国際医学情報
研究所」であったことは先述の通りであるが、正式名
称となった「国際医学情報センター」であっても、い
ずれも“国際”が頭についていた。そこで今回は IMICの

“国際”的な活動のいくつかについて紹介してみたい。

5.1 MEDLARS、APTIC、INIS、JICAプロジェクト
MEDLARS索引業務については前報で述べた通り、

1966年から慶應大学医学部図書館で始まり、IMICに継
承されたものである。
APTICプロジェクトは1970年4月より米国大気汚染技

術センター（APTIC− Air Pollution Technical Information
Center）からの依頼によって、わが国の大気汚染に関す
る文献情報の提供を行った業務であり、MEDLARSと同
様に米国を中心とした国際的情報活動の一端を担った
ものである。しかし米国のドル防衛によって打ち切り
となったことはMEDLARS業務と同様であった。

INIS業務は、1969年から日本原子力研究所（現在の
日本原子力研究開発機構）に協力し IAEA（国際原子力
機関− International Atomic Energy Agency）で作成してい
る国際的なデータベース INIS（国際原子力情報システ
ム−International Nuclear Information System）に国内の放
射線医学・核医学に関する情報を、目録・索引・抄録
という形で提供する活動であり、当然 IMICで継承し現
在も続いている業務である。世界でも非常に多くのCT

（Computerized Tomography）やMRI（Magnetic Resonance
Imaging）を早期から導入活用しているわが国ではこれ
に関連する文献も多く、日本から INISに提供するものの
1/3以上、半分近くを占めていた時期もあった。
1981年から始まった JICA業務はこれらとは異なり、

日本の政府開発援助ODAの一環として（財）国際協力
事業団（現在の国際協力機構 JICA− Japan International
Cooperation Agency）が実施していた、医療協力プロジ
ェクトのために海外に派遣されている日本人医師等に
対する情報サポートを提供するプロジェクトで、当初
は派遣医師に対する文献検索と複写サービスのみであ
ったものが逐次拡大され継続的な情報収集と提供に至
った。

5.2 ICRDBプロジェクト
ICRDB（国際がん研究データバンク、 International

Cancer Research Data Bank）は米国でNational Cancer Act
に基づいて 1971年から NCI（米国国立がん研究所−
National Cancer Institute）で進められている開発プロジ
ェクトの一環で、1976年から5年間がんに関する学会
抄録を含む日本の国内文献（一部アジアを含む）を収
集し英文抄録までをNCIに提供、NCIで作成している
CANCER-LITのデータベースに入力する業務であった。
NCIのニーズに合わせて作成したプロポーザルに基づい
て契約にたどり着いたものである。単にデータ作成を
期待されての業務というより、日本とアジアの緊要な
がん情報を英語でシステマティックに収集するための
システム開発と試行、といった色合いの強いものであ
った。

契約上、1期2年、2期3年、合計5年間のプロジェク

あいみっくだより

　　　　　　　　　　　　鈴木 博道、 秦　卓子

 

 

　　　IMIC40年を振り返って<3>
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ト実施で、一部アジアを含む日本のがん文献から適切
かつ重要な雑誌論文と学会抄録を選択し、英文抄録を
整え準備する体制を固めて年間1,500件から2,000件の
提供を行い、契約期間終了によって完了した。その後
は米国内で処理する体制に引き継がれた。

5.3 MEDLARS日本導入計画
1978年に日独科学技術協力協定により情報ドキュメ

ンテーション（I＆D− Information & Documentation）パ
ネルが設置され、毎年1回パネル会合が開催されていた。
日本側カウンターパートは科学技術庁でドイツ側は国
立情報処理研究所（GMD）であったが、パネル内の医
学情報分科会は、日本側が IMIC、ドイツ側がDIMDI、と
なっており、国内でパネル会合が開催された年には
DIMDIの所長が IMICを訪問したり、IMICからも折に触れ
てDIMDIを訪問して、日独の医学情報に関する情報交換
を行っていた。

その後、具体的な協力活動のテーマが合意されるこ
とも無かったことなどからか、医学情報の分科会は廃
止されることとなり、当時の JICSTが担当していた科学
技術情報サービス分科会に吸収の形となり、その後の
活動は無くなった。
DIMDI（Deutsches Institute fur Medizinische Dokumentation

und Information, 英 名 で German Institute for Medical
Documentation and Information）は、ドイツ国内にMEDLINE
を始めとした数多くのデータベースを独自に開発した検
索ソフトウェアによって提供し、ドイツのMEDLARSセン
ターを引き受け、Mesh（Medical Subject Headings）や
ICD（International Classification of Diseases）のドイツ語
版の作成、ドイツの医薬品や医療機器に関するデータ
ベースの作成、HTA（Health Technology Assessment）や
EBM（Evidence Based Medicine）についても責任を負う
存在である。

5.4 外国人研修生などの受入
IMICは創立以来、公的機関や関係機関などを通じた

依頼により数多くの海外研修生を受け入れてきている。
この中でも数ヶ月以上に及ぶ期間の研修生を受け入れ
たケースについて紹介する。
1958年には厚生省の依頼によって慶應大学医学情報

センターと共同でWHOフェローの中国人医学図書館員
2名（男女各1名）3ヶ月間の研修を引き受けた。また
1987年以降、笹川医学奨学金制度による1年単位の中
国人研修生を、合計3名（男性1名、女性2名）、こちら
は IMIC単独で受け入れた。

笹川医学奨学金制度は日本財団の助成を受け、笹川
記念保健協力財団・中国衛生部・日中医学協会の3者
で、毎年100名の中国人研究者をそれぞれ1年間ずつ日
本に招聘するプログラムで、当初予定の10年間が25年
までにと継続され、若干手直しもされたものの現在ま
でも続いており、既に2,000人以上が訪日しているもの
である。奨学生は来日前に3ヶ月の語学研修（日本語・

英語）を受けた後に来日し、1年間各々の研究受入機関
で研修・体験をするものである。IMICで受け入れた研
修生は、それぞれ英語、ロシア語、日本語、で医学を
学んで医学研究者となり、政府の指示で図書館や情報
センターなどを職場としていた人達であった。上海か
ら来た侯虹魯さん（上海市医学科学技術情報研究所）
は笹川奨学金の第一期奨学研修生に選ばれてこのプロ
グラム最初のメンバーの1人として来日したものであ
り、歓迎式典や歓迎レセプションも盛大に催され新聞
や週刊誌などのマスコミでも紹介された。

第9期の張力捷さん（遼寧省衛生職工医学院図書館）
と第10期李平さん（中国医学科学院医学情報研究所）
らがこれに続き、1997年の笹川医学奨学金制度10周年
記念式典と2007年の20周年記念式典が北京で開催され
た際には、IMICの指導教官として招待され、旧交を温
め職場見学などが行われた。在日中の研修については、
本人の原稿が「あいみっく」に掲載されている。

5.5 海外調査業務
設立当初より顧客からの依頼によって、「世界各国に

おける医療サービス実態調査」「海外の社会福祉施設サ
ービス実態調査」「欧米諸国の医療制度調査」「日本及
び諸外国における病歴管理システムの文献調査研究」

「病歴管理情報等に関する海外事例の調査」などの、文
献や資料収集に伴う海外調査業務は行っていた。

その後、「医療情報システムの基本問題に関する海外
事例の調査（ヨーロッパ、アメリカ）」「ブラジル連邦
共和国ツバロン製鉄所関連施設整備計画調査」「医療の
多様性と審査基準の統一に関する調査研究業務−EBMの
視点をスタート台としての標準医療への医学、経済的
背景（アメリカ、フランス、ドイツ）」など現地調査を
含む海外調査も実施するようになった。1998年以降に
は、EBM関係の厚生（労働）科学研究班からの依頼や
研究班とタイアップする形で、海外調査団の組織化と
派遣なども伴うようになってきた。主なテーマや調査
訪問国などは以下（表1）の通りである。

5.6 国際会議の開催協力や研究発表等
1985年には第 5回国際医学図書館会議（5th ICML:

International Congress on Medical Librarianship）が日本で
開催された。この時には慶應大学の嶋井和世医学情報
センター所長が日本医学図書館協会（JMLA）会長とし
て日本組織委員会会長を務めたことから医学情報セン
ター内に事務局が設置され、IMICは事務局員2名、開催
運営協力3名派遣、等で開催協力した。会議は1985年9
月30日から10月4日までの5日間、日本大学会館を会
場として開催され、64ヶ国567名の参加者を得て128編
の発表があり、IMICからもこの会議で3題の研究発表

（表2）を行った。
この他にも海外での研究発表などはあるが、最近の

確認可能であった主なもの（表3）をリストアップして
おく。
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表1 現地訪問を含む海外調査業務実績　（）内は同行 IMICスタッフ数

1999.2 ( ) 4(2) AHCPR (Agency for Health Care Policy & 
Research, NLM, HCFA (Health Care Financing 
Adm), RAND Corp. , PRO (Peer Review 
Org)

1999.3 ( ) 4(2) ANAES ( ), Cochin , 
, , 

,
1999.3 ( ) 3 , 

, ,
2002.2 ( ) 10(3) NLM, ISI, Philadelphea Univ., etc.
2002.3 EBM( ) 10(1) NLM, AHRQ (Agen Healthcare Res & Quality, 

ACP (Am Coll Physic) 
2003.3 EBM( ) 5(2) NeLH (Natl Electr Lib Health), NICE (Natl Inst 

Health and Clin Excellence), Oxford Univ, 
2004.3 ( ) 10(2) NLM 
2005.1 EBM( ) 6(2) NICE, BMJ (Br Med J), DIPEx (Database of 

Individual Patient Experiences), SIGN (Scottish
Intercollegiate Guidelines Network) 

2007.8 EBM( ) 7(1) DIPEx, Oxford Univ 

表2 第5回国際医学図書館員会議と IMIC 太字は IMICスタッフ

21
OA

IMIC
MEDLINE



あいみっく　Vol.33-4 (2012)90(24)

Dr. Christopher CHUTE Mayo Clinic Coll Med, USA 2004.11 1
Dr. Marcia KELSON Patient Involv Unit, NICE, UK 2005.3 3
Dr. Rintaro MORI Natl Collabo Cent Women’s Health. 

UK
2005.11 5

Dr. Sue Ziebland Dipex, Oxford Univ. UK 2006.11 3

表4 海外研究者などの招聘とシンポジウム・セミナーの開催

表3 IMICの海外発表、その主なもの　太字は IMICスタッフ

Mapping Japanese medical terms 
to the UMLS Metathesaurus

MEDINFO 
2004

San 
Francisco, 
USA

2004 Yuzo ONOGI, Yousuke 
SEYAMA, HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  
SSSUUUZZZUUUKKKIII, etc

Do Guidelines include relevant 
information to support 
communications among patients, 
care givers and physicians?

GIN 2005 Lyon, 
France

2005 Takeo NAKAYAMA, 
HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII

A comparative analysis of CPGs in 
Japan 

GIN 2006 Budapest
Hungary

2006 HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII, 
Takeo NAKAYAMA

A content analysis of CPGs 
developed in Japan

GIN 2007 Toronto, 
Canada

2007 HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII, 
Takeo NAKAYAMA

Telemedicine program with 
combined self-management health 
sensor monitoring for life style 
modification

2009 Int 
Symp 
Atheroscle
rosis

Boston, 
USA

2009 Satoki HOMMA, 
Takashi HASEGAWA, 
HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII, etc

Healthy Living Service: Japan’s 
Wireless Healthcare Best Practice

CTIA 2009 San 
Diego, 
USA

2009 JJJuuunnnpppeeeiii  MMMAAARRRUUUOOOKKKAAA

Ten years history of CPGs 
development in Japan

GIN 2010 Chicago, 
USA

2010 HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII, 
Kiichiro TSUTANI, 
Takeo NAKAYAMA

A content analysis of CPGs 
developed in Japan 2012: 
Follow-up report

GIN 2012 Berlin, 
Germany

2012 HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII, 
Takeo NAKAYAMA

Why not use your own body 
weight to prevent falls?

J Orth Sci 18(1) in 
print

2013 Keizo SAKAMOTO, 
Naoto ENDO, 
HHHiiirrrooommmiiiccchhhiii  SSSUUUZZZUUUKKKIII, etc

また、国際会議の開催では無いが、EBM関係の厚生（労働）科学研究費の研究班と連携して海外からの専門家を
日本に招聘し、シンポジウムやセミナー開催なども行ってきた。その主なものは、以下のとおりである。
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5.7 後日談
IMICの決して活発とまでは言えない海外現地調査業

務であっても、それなりに思いもかけない経験をする
ことはあった。厚生（労働）科学研究費研究班の現地
調査を引き受けだしたそもそものスタートは2002年の
米国調査であったが、切っ掛けはツーリストに依頼し
て準備していたNLM訪問のアポ取りが一向に進まなか
ったこと、ツーリストのセットしたチャーター・バス
行程では道路渋滞で大幅に遅刻してしまい、予定が延
びたらバスは先に戻ってしまったこと、があった。出
発前々日になってもNLMの訪問が決まらないままであっ
たものも IMICルート側の2つのルートからメールで照会
すると1日で解決した。そもそも調査団の宿泊ホテルか
らNLMへは地下鉄駅から徒歩2分地下鉄30分以内であっ
てバスで1時間半かける位置では無かったのであった。
NLM訪問では貴重な経験も得られた。この写真は、

NLM館長のDr. Lindbergから自宅ホームパーティーに招
かれた際のスナップの1枚で、中央がDr. Lindbergそして
左手前が奥様である。ホームパーティーについて耳に
はしていたもの初めての体験で、日本からの 10名に
NLMの幹部など、合計約20名が2部屋で奥様の手料理
をご馳走になり数時間の談笑を楽しんだものであった。
またこの時には、予め用意しておいたお土産のピンク
基調の風呂敷をLindbergご夫妻がネッカチーフと勘違い
して喜んで身につけていたものの、訂正することも出
来なかった、ちょっと苦い記憶も残っている。

もう1枚の写真は、笹川医学奨学金制度20周年記念
式典の際の集合写真である。北京の人民大会堂で行わ
れた式典の後、ロビーホールで全員が円弧状に並ぶと、
中央におかれたカメラが120度近く回転しながらの写真
撮影である。この写真は、帰国後数ヶ月して送付され
て来たが、横長の巻物状のもので、記憶を頼りに自分
をはじめ、知った人を探すのには結構苦労するしろも
のである。

6．終わりに
これまで3回にわたり、IMIC40年の歴史を紐解いてき

た。「へえー IMICはこんなこともしてきたの」と思われ
た方も多いのではないだろうか。すっかり姿を消して
しまった業務がある一面、綿々と引き継がれている業
務があり、時代の流れに乗って変遷してきた歴史の片
鱗をお伝えできたとしたら幸いである。
40歳、人間でいえば、これからの年齢である。今後

も時代のニーズに答えるべく、進化しつづける IMICで
ありたいと、またあってほしいと願う。
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作・絵

A. K.

編集後記

■今年も早いもので残りわずかとなりました。決算期でお忙しくされ
ている方もいらっしゃるかもしれません。夏の暑さが長く続き遅かっ
た紅葉は、急な冷え込みで例年より鮮やかで、散歩しながら眺めるの
が楽しみでしたが、そろそろ寒さとともに風邪の予防を心がけたいと
思います。どうぞ皆様も良い年をお迎えくださいますようお祈り申し
上げます。（あまのじゃく）
■娘が来年小学校に入学します。ランドセルやら机やら、準備も一緒
に楽しんでいます。今のランドセルは、とてもカラフルで飾りもきら
びやか、種類豊富で迷って大変です。娘にはシンプルなものを勧めて
いるのですが、どうなることやら…。（ダメ母）

■つい先日まで半袖シャツを着ていた気がするのですが、気付くとも
うコートの季節……。時がたつのは本当に早いですね。忘年会、クリ
スマス、お正月と賑やかな時期が到来しますが風邪などひかぬよう、
くれぐれもご自愛ください。（ジーパン）
■書店でラジオ体操の本とDVDをみかけ、健康増進のためと思い購
入しました。実際やってみると、まあ大変。体がついていきません。
子どもの頃は簡単に出来ていたのに、大人になると難しいものですね。
これから寒さがより厳しくなっていきますが、体力をつけて頑張って
いこうと思います。皆様もお体に気をつけて良い年をお迎えください。

（アネモネ）
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ファーマコビジランスサービス

■ 受託安全確保業務
GVP省令に定められた安全管理情報のうち、「学会報告、文献
報告その他の研究報告に関する情報」を収集し、安全確保業
務をサポートするサービスです。

■ Medical Device Alert
医療機器製品の安全性（不具合）情報のみならず、レギュレー
ション情報、有効性までカバーする平成17年度改正薬事法対
応の市販後安全性情報サービスです。

■ SELIMIC Web
SELIMIC Webは、国内文献に含まれる全ての医薬品等の安
全性情報をカバーする文献データベースです。

■ SELIMIC Web Alert
大衆薬(OTC)のGVPに対応した安全性情報をご提供するサ
ービスです。

■ SELIMIC-Alert（国内医薬品安全性情報速報サービス）
医薬品の安全性に関する国内文献情報を速報でお届けするサ
ービスです。

■ 生物由来製品感染症速報サービス
平成17年度改正薬事法の「生物由来製品」に対する規制に対
応したサービスです。

文献複写・検索サービス

■ 文献複写サービス
医学・薬学文献の複写を承ります。IMICおよび提携図書館所
蔵資料の逐次刊行物（雑誌）、各種学会研究会抄録・プログラ
ム集、単行本などの複写物をリーズナブルな料金でスピーディ
にお届けします。

■ 文献検索サービス（データベース検索・カレント調査）
医学・薬学分野の特定主題や研究者の著作（論文）について、
国内外の各種データベースを利用して適切な文献情報（論題、
著者名、雑誌名、キーワード、抄録など）をリスト形式で提供す
るサービスです。

■ 著作権許諾サービス
学術論文に掲載されている図や表を、自社プロモーション資材
へ転載するために権利処理を行うサービスです。

ハンドサーチサービス

■ 国内医学文献速報サービス
医学一般（医薬品以外）を主題とした国内文献を速報（文献複
写）でお届けするサービスです。

■ 国内医薬品文献速報サービス
ご指定の医薬品についての国内文献の速報（文献複写）をお
届けするサービスです。

翻訳サービス

■ 翻訳：「できるだけ迅速」に「正確で適切な文章に訳す」
医学・薬学に関する学術論文、雑誌記事、抄録、表題、通信文。
カルテなど、あらゆる資料の翻訳を承ります。和文英訳は、
English native speakerによるチェックを経て納品いたします。

■ 英文校正：「正確で適切な」文章を「生きた」英語として伝
えるために
外国雑誌や国内欧文誌に投稿するための原著論文、学会抄録、
スピーチ原稿、スライド、letters to the editorなどの英文原
稿の「英文校正」を承ります。豊富な専門知識を持つEnglish 
native speakerが校正を行います。

データベース開発支援サービス

■ 社内データベース開発支援サービス
的確な検索から始まり文献の入手、抄録作成、索引語付与、そ
して全文翻訳まで全て承ることが可能です。

■ 文献情報統合管理システム「I-dis」
開発やインフラ構築のコストを抑えた、ASP方式の文献データ
ベースシステムをご提供します。文献情報以外にも、社内資料
や資材などの管理が可能です。

■ 抄録作成・検索語（キーワード）付与サービス
ご要望に応じた抄録を作成致します。日本語から英語抄録の
作成も可能です。

■ 医薬品の適正使用情報作成サービス
医薬品の適正使用情報作成サービスは「くすりのしおり」「患
者向医薬品ガイド」等の適正使用情報を作成するサービスで
す。

学会・研究支援サービス

■ 医学・薬学学会のサポート
医学系学会の運営を円滑に行えるように事務局代行、会議運
営、学会誌編集などを承ります。

■ EBM支援サービス
ガイドライン作成の支援など、経験豊かなスタッフがサポートい
たします。

出版物のご案内

■ 医学会・研究会開催案内(季刊)
高い網羅性でご評価いただいております。


