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私は以前から「良心」（Conscience）という単語のなかに「科学」（Science）が入っていることが

気になっていました。そこで語源を調べてみると、もともScienceという言葉は、Scientiaというラ

テン語から来ており、Scio（知る）という動詞の名詞形であります。一方、Conscienceも

Conscientiaというラテン語から来ており、Con（共に）とScientia（知ること）の合成語でありま

す。つまり、「共に知ること」、「知識の共有」といった意味があり、要するに「隠し事をしない」と

いう意味で「良心」とつながるのだと思います。日本語で「良心」というと「謙虚さ」「優しさ」と

いった心情的イメージですが、むしろ、「知識の共有」と言う意味でのConscienceは、理性的であり、

倫理的なことです。

私が所属する東京理科大は、創立125周年（2006年）のときにConscienceを教育目標に挙げて、

「21世紀の科学は良心に向かう」という言葉をホームページ等で世に伝えています。つまり知識を分

け合うことによって世界をより良いものにしようとする「協働する知性」の涵養を教育目標におこう

と言うことです。　　　

私たちが生きている現代は、交通通信手段の発達と産業の巨大化によって、一地域における変動が

直ちに世界中に影響を与える時代であり、しかも世界が直面している課題は様々な要因が絡んでいる

ので一つの学術分野で解決することは困難です。そこで、分野、職種、文化、階層、民族の相違を超

えて協働することができる知性、すなわち、知識や考え方を出し合って課題解決に向かう知性が必要

なのです。

「科学コミュニケーション」とは、まさに知識や考え方を伝えあって協働することであると私は考

えています。しかしながら、背景の相違を超えてコミュニケーションすることは易しいことではあり

ません。そのことはすでに4世紀の哲学者アウグスティヌスが指摘しています。アウグスティヌスは、

声もしくは文字として言語によって表されるものと、思惟において用いられる言葉は質的に異なるの

だと言っています 1）。

そこで、科学コミュニケーションを推進するためには、科学技術に関する基本的な素養（これを

「科学リテラシー」と呼ぶ）が適切な言語表現によって社会の構成員の間で共有されている必要があ

ります。2005年に日本学術会議は「科学技術の智」というプロジェクトを立ち上げ、150人ほどの

科学者、技術者、教育者、産業界、メディアなどの人々があつまり、「持続可能で一人一人が尊重さ

れる社会」を目指してすべての国民が身につけて欲しい科学技術の素養を文章化してまとめ、2008

年に報告書として刊行しました 2）。

この検討で育まれた人々のつながりと成果は、その後の科学コミュニケーション活動の基盤として

用いられてきています。特にすべての科学技術の関係者の間での対話と協働が広がっていることはあ

りがたいことです。

1) アウグスティヌス,「三位一体論」（中沢宣夫訳, 東京大学出版会, 1975年）p.444
2) www.jst.go.jp/csc/science4All/
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はじめに

諸外国における小児医療は、多くは福祉として位置
づけされており、社会全体として子どもの発育と成長
を見守っていく体制でなされている。一方、日本では
社会保険で行われており、診療内容に基づいて自己負
担金が発生することになる。昭和36年に全国の市町村
で国民健康保険事業が始まり、社会問題となっていた
数千万人の無保険者も医療給付を受けられるようにな
った。日本の医療の特徴である「誰でも」「どこでも」

「いつでも」保険医療を受けられるという社会保険制度
が確立された。その結果、医療を必要とするニードが
増大し、子どもをみる医師側も、治療法、検査法、医
療技術の進歩に伴って、その専門性が要求されるよう
になり、「子どもは小児科医がみる」という小児科医の
役割が認識されるようになった。

社会保険における診療報酬単価の計算は、基本診察
料に使用された薬剤、検査、処置等の合算でなされて
おり、検査や処置が少なく、使用する薬剤の少ない子
どもでは結果として廉価とならざるをえなかった。薬
価差益や差額ベッド料による収入が多くあった時代に
おいては、診療科としての収入が少なくても問題にな
らなかったが、薬価差益がなくなり、差額ベッド料に
制限が加わると、診療科ごとの損益計算がなされ、そ
うなると小児科は不採算部門の代表となった。少子化
による子どもの人口の減少もあいまって、その不採算
性から病院小児科の閉鎖や人員削減に見舞われた。こ
のような状況にあって、小児医療と小児科医の生活を
守るために、病院管理者として知られていた武弘道先
生が平成12年に「全国公立病院小児科医勤務医の会」
を組織し、国に対して、小児医療の危機的状況を訴え
るとともにマスコミにも取り上げられ小児医療の改善

に向かって大きく動き出した。本稿では、外来診療、
入院診療、救急医療、在宅医療、医療費負担に分けて
小児医療と社会保険について考えてみたい。

外来診療について

小児の外来診療においても、出来高で計算されるた
め、子どもは成人に比べて診療点数が低くなる。その
ことから基本診察料に乳幼児加算や、3歳未満の乳幼児
には小児科医をふやすことを目的とした乳幼児育児栄
養指導料を初診時に限って算定することが出来ること
になっている。たとえ、このように優遇されても小児
科単独の診療所の経営状況は良くならないことから、
平成8年に小児科外来診療料が創設された。3歳未満を
対象とし、治療、検査、処置、書類作成、同日再診な
どを包括したものであるが、比較的高点数に設定され
たため、小児科を第一標榜とする診療所の約80%が採
用している。しかし、過去3回（平成10年、12年、20
年）にわたって点数の引き上げがなされたが、少子化
の進行と予防接種（Hibワクチン、肺炎球菌ワクチン、
ロタウイルスワクチン）の接種による感染症の減少に
より小児科診療所の経営は厳しくなってきている。

病院における外来診療は病床数によって大きく違っ
てくる。200床以上の病院においては再診料がなく、
外来診療料のみ算定することができる。外来診療料に
は尿検査、血液一般検査、吸入、その他簡単な処置も
包括されているにもかかわらず、診療所や200床未満
の病院で算定できる再診料よりも1点高く設定されてい
るにすぎない。また、再診料に伴う外来管理加算や特
定疾患療養管理料も算定することができない。その結
果、図1のように同じ病気で同一の治療をしても、病床
数の違いと診療所とでは大きな点数格差が生じている。
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これは病診連携を進めることと、病院勤務者の労働負
担軽減を目的としているが、実際には病院勤務者の病
院周辺での開業を促すことになり、医師の都市偏在や
病院勤務者不足の助長因子となっている。

入院医療

小児の入院治療は他の診療科と違って、大学病院、
国や自治体、公的病院（日赤、済生会、農協）、社会福
祉法人や財団法人などの公益法人などが設置者となっ
ており、民間病院の割合は極めて低く、病床数も200
床以上の病院が主体となっている。これは、小児入院
医療不採算性が強く、民間医療機関では維持ができな
いために、政策的医療として行わざるをえない国公立、
公的機関がその役割を担ってきた。特に、公立病院は
その設置目的から小児科医には長時間、過重労働は当
然のこととして行われてきた。しかし、やがてその限

界に達し、先に触れたように「全国公立病院小児科医
勤務医の会」として活動がはじまった。そこに、公的
病院の小児科も参加し、「全国病院小児科医勤務医の会」
に発展し、その輪が広がった。その後、主だったメン
バーが日本小児科学会の社会保険委員会の委員となり、
学会として行動するようになった。

平成12年に小児入院医療管理料が新設されたが、小
人数の医師数しかいない病院を対象としたもので、採
用する病院は少なかった。平成14年に初めて小児科の
医師数、看護師数、子どもの入院する病棟の状態を考
慮した小児入院医療管理料（管理料と訳す）が3段階に
分けて創設された。検査や処置は包括されているが、
出来高より高い点数が設定されていた。しかし、最も
高い点数で小児科医が5名以上の条件がついている管理
料1に、それを算定した場合は在院日数の計算から除外
するという要件が含まれていた。大きな総合病院にと
って、小児科の入院は病院全体の在院日数の減少に大
きく貢献しており、もし、小児科の入院患者が除外さ
れると在院日数が上昇し、より高い入院基本料を算定
できる日数を超すことになり、小児科として管理料1の
要件を満たしていても、上記の理由で算定できない病
院が続出し、まるで「絵に描いた餅」のような状態で
あった 1）。全国病院小児科勤務医の会および日本小児科
学会として要件緩和の要望を提出し、平成16年改訂で
要件緩和がなされた。その結果、多くの病院が管理料1
を算定できるようになった 2）。平成16年の診療報酬改
定でもう一つの注目すべき点は、平成15年から特定機
能病院と社会保険病院でDPCによる保険請求が始まっ
ており、そのDPCに小児入院医療管理料は外付け加算
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として点数設定がなされたことである。その後、DPC
が広がるとともに、一般病院における小児医療の不採
算性を改善させる大きな要因となった。平成18年改訂
ではそれぞれの管理料の引き上げがなされ、平成20年
改訂では、公的小児病院など、小児科医師数の多い病
院の不採算性は少なくするために、管理料1が設けられ
4段階となった。

日本小児科学会として、小児医療の提供体制のあり
方を提案しており、その体制を構築するために、診療
報酬からのバックアップを要望してきた。管理料1と管
理料2とで医師数に大きな開きがあることと、医療提供
体制の根幹をなす、地域小児科センター構想では7名以
上を想定していることから、もう一段階の管理料を要
望したところ、平成22年改訂で1と2の間に医師数9名
上の管理料が新設され5段階となった。この年度の改定
で注目すべきは特定機能病院小児科においても管理料
の算定が認められたことである。DPCでは管理料が外
付けになっていることから、一般病院よりもより高度
な治療を行うことが多い特定機能病院では同じ病名で
あれば加算分だけ低い点数となり、その格差が著明と
なっていた。平成22年度改定においてその是正がなさ
れた。よって、平成22年度改定によって小児入院医療
の基本ができたと考えている。

日本小児科学会が提唱する医療提供体制（図2）と比
較すると、中核病院小児科が管理料1ないし2を、地域

小児科センターが管理料2ないし3を、地域振興小児科
や一般小児科が4ないし5を算定することになる。ただ
し、今の制度では、同じ医師数、看護体制、病棟形態
であれば、都市部であろうと過疎地であろうと同じ点
数しか算定できない。同じ少人数の小児科医のいる病
院であっても、都市部と過疎地にあるかでその役割は
大きく異なり、医師に対する労働負担も変わってくる。
それゆえ、その役割を考慮して、地域の小児科として
中心的な役割を担っている病院に対しては、1段階上の
管理料を算定できることを要望している。

なお、平成26年度改定で一番問題となるのは、在院
日数の計算に特定疾患の除外項目がなくなったことで
ある。白血病などの血液悪性腫瘍疾患、長期にわたっ
て人工呼吸器を装着している重症患者を多く見ている
病院（大学病院や公立小児病院等）の小児科において
在院日数の関係でより低い管理料を算定しなければな
らない事態が予測されることが気がかりである。

救急医療

小児の救急医療、特に時間外診療は病院がその多く
を担っている。地区医師会の協力で急病（休日）診療
所が運営されているが、その診察時間は休日の午後8時
頃までで、深夜帯が空白時間帯となり、病院小児科が
カバーしている。診療報酬では平成12年改訂で乳幼児
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図2 日本小児科学会が提唱する小児医療提供体制



救急医療管理加算が設けられ、平成14年改訂で地域連
携小児夜間・休日診療料が設定されたが、応援医師が
診察した場合だけ算定できることから、病院小児科に
はメリットが少なく、その結果としてほとんど採用さ
れなかった。その要件の改善を要望したところ平成16
年改訂で認められ、算定する病院が増加した 3）。その後
も点数の増点が平成24年改訂までなされてきた。同じ
く平成16年改訂において小児時間外特例が認められた。
診療時間を公示していると、その時間帯がたとえ時間
外、休日、深夜帯であってもそれぞれの加算が取れな
かったが、6歳未満においてはその要件が緩和され、診
療時間帯として公示してあっても、それぞれの時間帯
によって加算が算定できることになった。このように
小児の時間時間外診療は保険上では優遇されていると
はいえ、病院に勤務する小児科医が最も負担に感じて
いるのは当直業務の多さである。

在宅医療について

新生児医療、心臓手術や蘇生技術の向上により、過
去であればほとんど死んでいた症例も、後遺症なく救
命できるようになってきたものの、取り残される子ど
ももいる。その子どもたちは長期入院として新生児集
中管理室や一般病棟で管理されている。子どもと一緒
に過ごしたいという親の思いと長期入院患者によって
新しい対象患者を受け入れられないという問題から、
子どもにおいても在宅医療が進められてきた。同じ在
宅医療と言っても大人と子どもとでは大きく違ってい
る。在宅自己注射を除けば、子どもの場合は複合異常
があって、より重症である。また、急変や重篤化した
場合は、大人では寿命として割り切れることもあるが、
子どもでは一日でも長く生きて欲しいというのが親の
願いであり、そのために急変時に病院の受け入れ態勢
を整えておかなければならない。平成26年改訂におい
て初めて小児在宅という視点からの施策がなされた。
在宅療養指導管理料は主たる指導管理を行っている保
険医療機関においてのみ算定できたが、15歳未満で人
工呼吸器を装着している患者に限って、在宅医療を担
う医療機関と後方支援等を担う医療機関で異なる指導
管理を行った場合に、それぞれの医療機関で在宅療養
指導管理料が算定できるようになった。また、在宅後
方支援病院が新設され200床以上、500床未満の病院
を対象となっているが、15歳未満および15歳未満から
引き続き人工呼吸器を装着している患者に限っては500
床以上の病院においても算定が可能となり、子どもの
在宅医療を必要とする患者は複合異常があり、主とし
て管理している病院が500床以上の大病院であること
の実情に即したものであった。平成24年改訂における
在宅小児経管栄養法指導管理料の新設など、徐々にで
はあるが改善しつつある。

医療費負担について

国民皆保険が創設された当時の負担割合は被保険者
本人よりも、家族の方が高く、子どもはすべて家族で
あることから、こどもが病気をすればするほど負担増
になった。もし、子どもが白血病などの長期でかつ高
額医療を必要とする病気になった場合は、全財産を費
やしてもまだ足りないという状況が生まれた。そこで、
そういった子どもたちにも十分な医療を受けられるよ
うにと小児慢性特定疾患治療研究事業が自治体主導で
行われるようになり、自己負担金が補助されるように
なった。対象疾患も増え、自治体格差もみられるよう
になった 4）。その結果、平成17年に児童福祉法のなか
で国の事業として行われるようになり、統一基準が示
された。しかし、その基準が厳しくなり、自治体独自
の制度も廃止されたことから、家族の負担増になる疾
患もあった。一方、乳幼児医療費助成がなされるよう
になり、その対象年齢の引き上げによって補填される
形になった。乳幼児医療費助成は国の基準として3歳未
満であるが、その裁量は自治体にまかされており、中
学卒業まで入院外来ともに公費になる自治体から、3歳
未満で外来のみの自治体まで、その格差が大きくなり、
子どもが住む居住地によって差が発生する事態になっ
ている。社会全体として子どもの発育と成長を見守っ
ていく観点から、全国統一が望まれる。

最後に

ここ10年間あまりの小児医療と社会保険との関係に
触れてきたが、結論的にみると、新生児医療も含め大
きく前進したと考える。日本小児科学会が小児医療の
あるべき姿を提案し、それを、経済的に支援する形で
診療報酬の改定が行われてきたともいえる。しかし、
全体の骨組みとしては確立できたが、まだまだ問題点
があり、それらを精査し、子どもたちのためによりよ
い医療提供体制を構築することができる診療報酬体系
が望まれる。
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Rは国際的な任意のグループが共同で開発し無料で公
開しているPCで動作する統計解析およびグラフィック
スのソフトウェアであり、統計解析プログラム開発環
境である。Windows、Mac OS X、Linuxに対応したバ
ージョンが用意されており、The Comprehensive R
Archive Network（CRAN）: http://cran.r-project.org/
からダウンロード可能である。ほとんどの統計解析に
対するパッケージが開発、提供されており、これらを
活用することで、医学分野における統計解析に応える
ことができる。

今回はRの標準パッケージのひとつであるsurvivalパ
ッケージ 1を用いた生存分析の具体的な手順について紹
介したい。標準パッケージはRをインストールすると、
最初からパッケージとしてインストールされている。
生存分析は本連載でも、第7回、第18回、第19回、第
30回でさまざまな角度から取り上げている。一般的に
生存分析survival analysisと呼ばれることが多いが、ア
ウトカムは必ずしも生存あるいは死亡でない場合、た
とえば癌の再発や疾患の発症のようなイベントのこと
もあるので、時間イベント解析 time-to-event analysis
とも呼ばれる。

生存曲線を描くにはカプラン・マイヤー生存分析
Kaplan-Meier survival analysis、群間で生存を比較す

るにはログランク検定Log-rank test、生存に及ぼすさ
まざまな共変量の影響を解析するには多変量解析とし
て コ ッ ク ス 比 例 ハ ザ ー ド 解 析 Cox’s proportional
hazards analysisがよく用いられている。これらの解析
を、実例を挙げながら行ってみよう。

Kaplan-Meier生存分析

解析対象のデータには各行に1症例のデータを含み、
死亡あるいは発症、再発などのイベントが起きたかど
うかを示す二分変数の値、イベントが起きるか打ち切
りになった時点までの時間の2つのデータが最低限必要
である。さらに群で生存を比較したい場合には、介入
群と対照群、あるいは曝露群と対照群などのそれぞれ
の症例が属する群を示す値が必要となる。後で述べる
Cox比例ハザード解析で様々な因子のイベント生起に対
する影響を解析する場合には、それら説明変数のデー
タが必要となる。
Microsoft Excelで用意したデータの一例を図1に示

す 2。この例では、1行目をラベルとして使用しており、
スクロールしても常に表示されるようにするため、表
示メニュー→ウインドウ枠の固定→先頭行の固定を選
択した状態であるため、1行目の下に横線が表示されて
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図1 生存分析のためのデータ一例

カラムBでは再狭窄が起きた場合0、起きなかった場合1の値としている



いる。2行目以下は1行が1症例のデータを表している。
カラムBがアウトカムを表しており、再狭窄 restenosis
というイベントが起きたかあるいは打ち切りかどうか
を、カラムCが観察開始時点から再狭窄が起きるまでの
時間を月の単位で入力してある。カラムAは群分けの変
数で、1が粘膜治癒mucosal healing (mh)があった例、
0がなかった例である。これだけのデータがあれば、症
例全体あるいは粘膜治癒のある群と無い群の生存曲線、
すなわち再狭窄がない状態を保っている症例の割合の
経時的変化を示すことができる。

さらに、カラムDからKまでは再狭窄の生起に影響を
与える可能性がある因子のデータを入力してある。こ
れらはいわゆる説明変数であり、共変量covariateとも
呼ばれる。これらの内、カラムEは性別でMまたはFの
二分変数、Fは術後かどうか、カラム Jは喫煙するかど
うか、カラムKはアザチオプリンを投与されているかど
うかの二分変数であり、それ以外は連続変数である。

この様なデータが生存分析の対象となる典型的な例
である。データの準備ができたら、タブ区切りテキス
トファイルとして保存し、それを下記のスクリプトで
読み込み、変数datに格納するか、Excel上でセルの範
囲を選択してコピー操作を行い、クリップボードを経
由して読み込ませることができる。ファイルを介して
データを読み込ませる場合には、あらかじめRのファイ
ルメニューからディレクトリの変更…でそのファイル
を含むフォルダーを設定しておく。
survivalパッケージを使用できるようにするために、

まずパッケージメニューからパッケージの読み込み…
を選択し、パッケージの一覧から survivalを選択して
OKボタンをクリックして読み込み作業をしておく。そ
の上で以下のスクリプトを実行させる。

###データの読み込み
dat = read.table ("file_name.txt",sep="¥t", header = TRUE)

または、クリップボード経由では、Excelでのコピー
操作の後Rのコンソールに直接以下のスクリプトを書き
込み、Enterキーを押すとデータが変数datに格納され
る。

dat = read.delim(“clipboard”, sep=="¥t",header=TRUE)

Macの場合は、以下のように記述法が異なる。

dat= read.delim (pipe ("pbpaste"), sep=="¥t", header=TRUE)

変数datにデータを読み込ませたら、attach( )関数で、
読み込まれたラベル名で直接それぞれの変数を指示で
きるようにする。たとえば、年齢のデータをageとい
うラベル名で 1つのカラムに入力してあるとする。
attach( )の操作を行わないと、年齢のデータを指示する
のにdat$ageとする必要があるが、attach( )の操作を

行うと、ageだけで年齢のデータを指示することができ
る 3。また、detach( )の関数を用いると、attach( )の前
の状態に戻すことができる。

###変数名の指定方法の変更
attach(dat)

まず、データの全症例のカプラン・マイヤー生存曲
線を描いてみよう。上記のごとく、イベントが生起し
たのか、打ち切りかどうかのデータはrestenosisという
ラベルで、それまでの期間はperiodというラベルであ
る。用いる関数はsurvfit( )である。
関数： survfit(Surv(Time, Status) ~ 群分けラベル名,
data=変数名)

解説：dataの変数名は read.tableまたは read.delimで
読み込み、attachした変数名。今回の例ではdatとなる。
Timeは経過時間のラベル名、Statusは死亡か打ち切り
のラベル名。したがって、それぞれperiodとrestenosis
である。この関数を実行した結果は、変数（変数名は
任意で以下の例ではkp）に格納される。狭窄がない状
態の患者が時間経過の中で狭窄が生起していき、狭窄
の無い患者の割合が次第に減少していく様子を描画す
る た め 、 restenosis==1と 指 定 し て い る 。 変 数
restenosisの値が0を狭窄あり、1を狭窄なしとしたた
めである。なお、survfit( )関数では、特に指定されない
場合は、デフォルトで、1の値がイベント非生起例と解
釈 し て 解 析 が 行 わ れ る の で 、 狭 窄 が 起 き た 場 合
restenosisの値を2にしていても0にしていても、もし
kp=survfit(Surv(period, restenosis)~1, data=dat)と
restenosisの指定をしないスクリプトを実行した場合に
はいずれも同じ結果が得られる。死亡をアウトカムと
したデータの解析の場合であれば、死亡0、生存1の値
を用いれば同様の結果となる。

###全症例の生存曲線を描くためのスクリプトおよび解
析結果表示のためのスクリプト：
kp=survfit(Surv(period, restenosis==1)~1, data=dat)
plot(kp, lty=1, conf.int=TRUE, main="Restenosis-free
subjects", xlab="Months", ylab="Cumulative rate")
text(40,0.3,"95% CI")
summary(kp)
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1 Rの survivalパッケージの解説 PDFファイルは http://cran.r-project.org
/web/packages/survival/index.htmlよりダウンロードできる。

2このデータは大船中央病院消化器肝臓病センター長 吉田篤史先生より提
供を受けた。感謝の意を表したい。

3第 30回の metaforの関数 rma( )に関して、attach(dat)後に res=rma
(yi,sei,method="REML")とすればよいと述べたが、rma( )関数への引数
は明示的にres=rma(yi=yi,sei=sei,method ="REML")と=を用いて記述し
た方がよいようです。metaforのescalc( )関数でデータ処理を行った後に
rma( )関数を実行する場合は=を用いる必要はないが、それ以外の場合は、
このように記述した方がよいようです。



解析結果をプロットするにはplot( )関数を用いる。
ltyは線の型、conf.intはTRUEに設定すると95%信頼
区間が表示され、FALSEに設定すると表示されない。タ
イトルをmainで、X軸およびY軸のラベルをxlabおよ
びylabで指定している。また、text( )関数で指定の座標
に95%CIを書き込むようにしてある。この座標はX軸、
Y軸の順でスケールはグラフのスケールである。

解析結果の数値の表示はsummary( )関数を用いる。
実行した結果を示す（図2）。

次に、粘膜治癒があった群となかった群すなわち変
数mhの値によって分けられる群のカプラン・マイヤー
生存曲線を描いてみよう。用いる関数は同じくsurvfit( )
であるが、群分けをmhで指定する。さらに、plot( )関
数で結果を描画する際に、conf.int=FALSEに設定した
ので、2つの生存曲線に対して95%信頼区間を示す曲

線は描画されない例を示す。
スクリプトは以下のごとくである。survfit( )の結果を

格納する変数はkp2としてあるが、その内容を表示さ
せるようにしてある。また、plot( )関数による描画の際
には線種を別の値で指定し、異なる線で描くように指
定している。

### 2群のカプラン・マイヤー生存曲線の描画
kp2=survfit(Surv(period, restenosis==1)~mh, data=dat)
kp2
plot (kp2, lty=2:3, conf.int=FALSE, main="Restenosis-free
subjects", xlab="Months", ylab="Cumulative rate")
summary (kp2) #output time, n.risk, n.event, survival, 95% CI

実行した結果は以下の通りである（図3）。
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図2 カプラン・マイヤー生存曲線および解析結果のデータ

図3 2群のカプラン・マイヤー生存曲線



survfit( )関数実行結果を格納した変数kp2の内容を表
示させているが、生存期間中央値とその95%信頼区間
の値を見ることができる。

それでは、2群の内、片方だけのカプラン・マイヤー
生存曲線を描画するにはどうするか。たとえば、粘膜
治癒があった群、すなわちmhの値が1の群の生存曲線
のカプラン・マイヤー解析を行うには、次のように鍵
カッコ内にmh==1と記述してそれを指定する（=を2
個続けて書く）。同様に、mh==0で粘膜治癒の無かっ
た群の解析も続けて行い、par(mfrow=c(1,2))のスクリ
プトで画面を左右に分割して2つのグラフを別々に描画
させる。上下に分割するならpar(mfrow=c(2,1))、4つ
に分割するならpar(mfrow=c(2,2))である。一度分割す
るとその後のプロットは分割した画面に順番に表示さ
れ る 。 し た が っ て 、 1つ の 画 面 に 戻 す に は 、
par(mfrow=c(1,1))を一度実行する。また、新しいウイ
ンドウを開いてそこに描画するにはplot( )関数の実行の
前に、device.new( )を実行する。

### mhの値が1の群だけのカプラン・マイヤー生存曲線
kp=survfit(Surv(period[mh==1],restenosis[mh==1]==
1)~1,data=dat)
par(mfrow=c(1,2)) #画面の分割
plot(kp,lty=1,conf.int=TRUE, main="MH+ subjects",
xlab="Months", ylab="Cumulative rate")
summary(kp)
#### mhの値が0の群だけのカプラン・マイヤー解析
生存曲線
kp=survfit(Surv(period[mh==0],restenosis[mh==0]==
1)~1,data=dat)
plot(kp,lty=1,conf.int=TRUE, main="MH- subjects",
xlab="Months", ylab="Cumulative rate")
summary(kp)

実行の結果得られたプロットは次の通りである（図4）。

ログランクLog-rank検定

2群の生存に有意差があるかどうかを解析する方法と
してログランク検定が広く用いられている。ログラン
ク検定の概略については第30回で述べたので参考にさ
れたい。
survivalパッケージでは survdiff( )関数がログランク

検定のために用意されている。それでは、上記の例に
ついて解析を行ってみよう。survdiff( )関数の引数（パ
ラメータ）の内、rho=0とすると、ログランク検定

（Mantel-Haenszel検定とも呼ばれる）、rho=1とする
とGehan-Wilcoxon検定のPeto&Peto変法に相当する
解析となる。

###ログランク検定
survdiff (Surv (period,restenosis==1)~mh,data=dat,rho=0)

上記を実行すると、コンソールに結果がそのまま書
き出される（図5）。

P値が0.00241となり、2群の生存曲線、すなわち再
狭窄の出現には有意差があることが分かる。

さて、この粘膜治癒が得られた群と、得られなかっ
た群の2群の再狭窄の出現に差があることは、再狭窄と
いうアウトカムへ粘膜治癒が得られたかどうかという
因子が影響を与えているということを示している。も
し、他の因子、たとえば性別や年齢などが同じアウト
カムへ影響を与えているとすると、それぞれの因子ご

89(9)あいみっく　Vol.35-4 (2014)

図5 ログランク検定の結果

図4 2つの群のカプラン・マイヤー生存曲線を2つに分けて表示



とに生存曲線を比較することには限界があることが容
易に想像できる。しかも、それぞれの因子が互いに関
連しあって影響する可能性もありうる。そこで多変量
解析が必要になる。多変量解析では個々の説明変数の
アウトカムへの影響はそれ以外の因子に対して調整さ
れて解析される。したがって、有意となった説明変数
はアウトカムへ影響を与えている独立した変数という
ことになる。

Cox比例ハザード解析

コックス比例ハザード解析は生存をアウトカムとし
た多変量解析で、多変量の回帰分析であるため、コッ
クス回帰Cox’s regressionと呼ばれることもある。説明
変数は、連続変数、名義変数、二分変数のいずれも取
り扱うことができるが、名義変数の場合には、多二分
変数への変換が必要となる。二分変数の場合には、0，
1の数値をダミーとして用いればよいが、値が1の場合
にイベントが起きにくくなるようになるのか、逆にイ
ベントが起きやすくなるのかを考慮して、どちらの状
態を1にするかを決める必要がある。イベント生起が抑
制される方が望まれる因子であるような場合、たとえ
ば、イベントが死亡でその治療を受けると死亡が抑制
されるような場合は、治療を“受ける”を1、“受けな
い”を0とする。そうすると、治療という説明変数に対
する多変量のモデルの係数は‐の値になり、死亡のリ
スクが低下するように作用するということを示すこと
になる。もし、治療を“受ける”を0、“受けない”を
1と逆にすると係数は正負が逆になる。
3種類以上k個の値をとりうる名義変数の場合には、k -

1個の二分変数を作り、基準となる状態をすべてが0とし、

それ以外はいずれかが1で残りが0とすることで表すこと
ができる。これをMulti-dichotomous variable多二分変数
と呼ぶ。こうすることによって、基準となる値に対して、
それぞれの値の場合の係数の値が算出される。また、k個
の変数に対する係数を合計すると0になる。順序変数、す
なわち大小の関係はあるが、間隔が一定でない変数の場合
も名義変数と同じ取り扱いをする。

さらに、交互作用 interactionが想定される場合、た
とえばある説明変数の値によって、その変数のアウト
カムに対する、すなわちイベントの生起に対する影響
が異なるような場合、交互作用を想定する必要がある。
交互作用を明らかにするためには、2つの変数の積の値
を新たな説明変数として設定し、それを含めたCox比
例ハザード解析を行い、積の項が有意となった場合に
は、交互作用があると判定して、積の項を含めた多変
量モデルを作成する。
survivalパッケージのコックス比例ハザード解析は

coxph( )関数で行うことができる。スクリプトの記述法
は以下の例のようにそれほど難しくはない。Surv (期
間, イベント) ~説明変数1+説明変数2+説明変数3の部
分に説明変数の変数名を+記号で結合しながら列記す
る。解析結果は変数 resに格納し、そのまとめを
summary( )関数で書き出す。

###コックス比例ハザード解析
res=coxph(Surv(period,restenosis==1)~mh+cdai+htc+
crp+aza+postope,data=dat)
summary(res)

上記のデータで実行した結果は以下の通りである
（図6）。
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図6 コックス比例ハザード解析の結果



この結果を見ると、6つの説明変数の内、P値が（図
ではPr（>|z|）と書かれている）0.05以下の変数はmh,
cdai, htcの3つであることが分かる。多変量解析の場
合、P値が0.2程度までは意味のある説明変数として採
用してもかまわないとされているが、この例ではこれ
ら3つ以外の変数はP値がもっと大きな値なので、これ
ら3つの変数で再度解析を行ってみることにする。

###有意な3つの説明変数による解析
res=coxph(Surv(period,restenosis==1)~mh+cdai+htc,d
ata=dat)
summary(res)

その結果は次の通りであった（図7）。

6つの説明変数の場合と比べると、Concordance
Index（c index）およびR-squareの値はほとんど変わ
っていないことが分かる。これらの指標はコック比例
ハザードモデルがどれくらいデータに適合するかを表
し、1に近いほど適合する可能性が高いと考えられる。

さて、比例ハザード性が保たれるかどうかを解析してみ
よう。そのためには、cox.zph( )関数が用意されている。

#コックスモデルの比例ハザード性の解析。
#mfrowは解析する説明変数分になるよう画面を分割する。
assump=cox.zph(res)
print(assump)
par(mfrow=c(2,2))
plot(assump)

その結果は次のようになった（図8）。
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図7 3つの説明変数によるコックス比例ハザード解析の結果

図8 比例ハザード性の解析結果

3つの説明変数に対して、時間の経過の中で、アウトカムに及ぼす影響がどのように変動するか
を係数の値で表している

図9 比例ハザード性の解析結果



さらに、相関係数ρとそれに対するP値を見ると、説
明変数の内cdaiは有意のレベルに達しており、比例ハ
ザード性が保たれていない、すなわち時間の経過の中
で、アウトカムへ及ぼす効果が大きく変動しているこ
とが示された。同じことが図9のプロットからもうかが
える（右上のグラフが該当する）。

したがって、この例の場合は、説明変数としてはmh
とhtcが再狭窄に影響する有意な独立した因子であるこ
とが結論付けられる。そこで、次のスクリプトを実行
した結果は下に示すごとくである（図10）。

###2つの説明変数のみによるコックス比例ハザード解析
res=coxph(Surv(period,restenosis==1)~mh+htc,data=
dat)
summary(res)

さて、コックス比例ハザード解析の結果ベースライ
ンの生存曲線を描くことも可能である。ベースライン
とは、説明変数が基準値の場合のことで、その値の場
合の生存曲線は以下のスクリプトで描画できる。なお、
変数resは上記の解析で比例ハザード解析の結果を格納
した変数である。

###ベースラインの生存曲線の描画
plot(survfit(res))  #over mean covariate values.

この場合には、説明変数が平均値の場合の生存曲線
が描画される。

さらに、ベースラインのハザード（率）を計算する
こともできる。説明変数が0の値の場合をベースライに
するか平均値をベースラインにするかは、centeredの
指定によって選択できる。

###ベースラインハザード（率）の計算。
haz=basehaz(res, centered=FALSE)  #over 0 vector.
hazc=basehaz(res, centered=TRUE)  #over mean
covariate values.

また、ハザードの負の値はと生存率の自然対数に相
当するため、以下の式で、ベースライン生存率を算出
することができる。

###ベースライン生存率のハザード率からの計算。
suv=exp(-haz$hazard)
suvc=exp(-hazc$hazard)

以上一般的な生存分析をRのsurvivalパッケージで行
ってみた。通常の用途には今回紹介したもので十分と
思われるが、ここでは紹介しきれない機能がまだ数多
くある。生存曲線に対して指数関数モデルだけでなく、
Weibulモデルの適用も可能である。また、時間依存性
共変量Time-dependent covariatesに対する解析も実
行可能である。
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図10 2つの説明変数によるコックス比例ハザード解析の結果
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1．はじめに

看護領域におけるミスコンダクト（不正行為）をめ
ぐる実証的な調査は少ない 1）。今回、医学・生命科学領
域を代表する学術情報データベースであるPubMedを
用いて、看護雑誌に掲載された撤回論文（publication
type=retracted publication）を特定し、そしてリンク
されている撤回通知（retraction of publication）を入
手し、それぞれの撤回理由を明らかにすることにした。
調査は2014年8月9日から2014年9月1日に行った。

出版タイプのフィールドから撤回論文（retracted
publication）を検索すると、PubMed全体で3262件
の撤回論文が得られた。これを、看護分野の撤回論文
に限定するために、サブセット（subset）のNursing
Journalsで絞り込むと23件の撤回論文が明らかにでき
た。この方法での問題点は、看護領域以外の雑誌に発
表された看護職や看護研究者の論文が、調査対象に含
まれないことである。しかし、看護分野に絞るための
妥当な方法と考えている。なお、23件の撤回論文のう
ち、1件だけ入手が難しく分析対象から除外したため、
22件の撤回論文を調査対象にした。看護分野でのミス
コンダクトの実態を、撤回された論文の撤回理由の分
析を通して解き明かしてみたい。

2．看護分野の論文生産数と発表倫理主題の特徴

看護領域の論文生産をめぐり、PubMed全体の年次
生産論文数変化と、そこに占める看護論文数のシェア

変化を、2001年から2013年の期間に限り示した（表1）。
さらに発表倫理（publication ethics）と看護倫理につ
いて、看護界からの関心の強さを明らかにするために、
研究倫理や発表倫理に関連する用語から文献量を明ら
かにしてみた。PubMedのシソーラスであるMeSH

（Medical Subject Headings）を検索語に使用し、論文
の発表数を示すことで、発表倫理やミスコンダクトに
かかわる関心度が見えてくる （表2）。
2001年から13年間の、PubMed全体の収録記事数

の増大は表1に示したように顕著なものがある。2001
年に54万であったものが2013年には113万にまで上
昇している。一方、看護論文は、1.4万（2001年）か
ら2.2万（2013年）と増大しているものの、PubMed
に占める看護論文数比率は、2001年の 2.6%から
2013年の1.9%へとシェアを下げていた。PubMedに
収載されたサブセットの看護雑誌について、見直しが
なされたのだろうか。PubMedの急速な拡大が、看護
領域外で進行したことを示すものといえよう。

看護分野での、倫理や発表倫理についての関心を把
握するために、関連するMeSHターム（Major Topic）
を選び、2001年から2013年の217,968件の看護論文
を対象に、当該論文数を調べた（表 2）。看護倫理

（nursing ethics）は1,485件を示し活発に論じられて
きている。3位に生命倫理（bioethics）が入っていた。
2位は“research peer review”と、発表倫理に関する
言葉であるレフェリーシステムへの関心が示された。
authorshipは、93件を数え発表倫理の中心テーマと言
えよう。研究のミスコンダクトは、FFP（fabrication,

山崎　茂明
Shigeaki Yamazaki

愛知淑徳大学人間情報学部　教授

看護分野の撤回論文から見た
ミスコンダクト

表1　PubMedに占める看護誌記事数と看護誌比率の変化（2001-2013）

表2　看護誌に掲載された発表倫理関連論文数（2001-2013）

表3　撤回された看護誌論文の撤回理由（出現数=29, 論文数=22)

表1　PubMedに占める看護誌記事数と看護誌比率の変化（2001-2013）

表2　看護誌に掲載された発表倫理関連論文数（2001-2013）

表3　撤回された看護誌論文の撤回理由（出現数=29, 論文数=22)
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falsification, plagiarism） と 定 義 さ れ て い る が 、
fabrication（ ね つ 造 ） と falsification（ 改 ざ ん ） は
MeSH用語には無く、scientific misconductのもとに索
引される。Plagiarismは、publishingの下位概念として、
MeSH用語に含まれている。

看護領域において、発表倫理は、レフェリーシステ
ム、オーサーシップ、盗用、そして利益相反問題とい
う側面から語られており、研究不正、重複発表、撤回
などについては活発な論文発表がなされていない。

3．撤回論文から見た看護のミスコンダクト

22件の撤回論文のうち、15件は単独の理由で撤回さ
れており、7件は2つの理由が示されていた。理由の出
現数は29件になった。撤回の理由は、ミスコンダクト
によるものと、ミステイク（誠実な誤り：honest error、
出版社側のミス）によるものに分け、出現数の多い順
に並べた（表3）。盗用が多出し、単独のもの11件、複
数理由のうち盗用を含むもの7件の、合計18件におよ
び、盗用は22件の撤回論文の82%を占めた。ねつ造
は見当たらず、改ざん4件（18%）、重複発表3件（14%）、
倫理違反2件と続いた。倫理違反の第1例は、カテーテ
ル使用に当たり十分な説明と同意なしに試行的な臨床
応用をした事例、そして第2は、妊娠中の患者を対象に
した不適切なポイントへの針治療である。また、「誠実
な誤り」と出版社側のミスを合わせ、不正行為によら
ない2件のミステイクが識別された。出版社側のミスは、
予定していた号でないものに製作部門が誤って印刷に

回してしまい、結果として不十分な内容で出版したこ
とによる撤回である。

撤回論文から見ると、看護分野のミスコンダクトは、
盗用が多くを占め、人文・社会科学領域の実態と似て
いる。また、撤回された論文数は少なく、誠実な誤り
によるものも少ない。これまでの撤回論文に占める誠
実な誤りによる比率は、PubMedの平均で39%になる
だけに 2）、看護領域において、撤回への対応が研究者や
編集者のレベルで、十分に考慮されていないといえる。

4．撤回記事表現とスタイルの問題

誰が撤回通知を書くべきであろうか。原則的には、
論文執筆者（筆頭著者、コレスポンディングオーサー）
が通知文の執筆者になるべきであるが、82%が著者の
ない文章であり、4件だけが編集委員長名で書かれてい
た（表4）。
22件の撤回論文の撤回理由を示したが、撤回のお知

らせ（公告）の表現は、不明瞭であり、ストレートで
ないものが目立った。例えば、盗用と判断した18件で、
plagiarismと明瞭に示されていたものは1件もなく、婉
曲な表現でなされていた。例えば、“The retraction has
been agreed due to overlap with other previously
published material written by third parties”3）という
表現で、erratumのもとに掲載されていた。全体に
overlapが多出し、“without the authors’knowledge”、

“without acknowledgement”などが目についた。ま
た、erratumと corrigendumは、両者とも「訂正」と
同じく訳されるが、「前者は、雑誌に責任がある誤植で
あり、後者は著者がその責任を負うべき内容の訂正な
いし修正のことを意味する」と、違いがあるのを忘れ
てはならない 4）。著者側の盗用による論文を撤回するお
知らせは、erratumという見出しのもとでは不適切であ
る。撤回のお知らせは、誤り情報を社会に伝えるため
の重要な手段であるだけに、看護領域における撤回論
文の通知は、改善されなければならない。

5．スコット・ウェーバー（Scott Weber）事件

分析対象とした22件の看護撤回論文の中で、同一著
者が関与していた5件の不正論文が見つかり、ピッツバ
ーグ大学看護学教員（Assistant Professor）であったス
コット・ウェーバー（Scott Weber）による盗用を主と
したミスコンダクト事件が明らかになった。

表1　PubMedに占める看護誌記事数と看護誌比率の変化（2001-2013）

表2　看護誌に掲載された発表倫理関連論文数（2001-2013）

表3　撤回された看護誌論文の撤回理由（出現数=29, 論文数=22)

表4 誰が撤回通知を書くのか
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ピッツバーグ大学の大学新聞（University Times）に
よると 5）、看護学大学院のスコット・ウェーバーは、学
術誌へ掲載された2論文から本文を盗用し、対応する調
査データを改ざんし、そして二つの連邦政府助成申請
書から、その本文の一部を盗用した。2003年にピッツ
バーグの教員職を得た後、2011年に不正が発覚したこ
とにより職を辞した。ピッツバーグ大学を退職した後、
ボルティモアのWalden大学へ移ったが、論文不正が広
く知られるようになり学術界から去った。

ウェーバー事件の公式な記録は、2011年10月4日の
Federal Register（Vol.76, No.192, 61361）（図1）に
掲載されている6）。2007年から2010年の期間にまとめ
られたウェーバーの7編の不正論文のうち5編が撤回さ
れ、2編が原稿段階で不正が明らかにされた。この2編
は、「盗用／改ざん」に加え、実際に行っていない人口
統計学調査の表データを「ねつ造」していたが、掲載
される前の事例であり撤回処理の対象にはなっていな
い。

ウェーバーの撤回通知で、以下のような記述があっ
た 。“ The retraction has been agreed due to
references that could not be verified”という表現で
ある。「確認できなかった参考文献の故に、撤回に同意
した」というものである 7）。具体的には、どのような問
題を示しているのだろうか。

ウ ェ ー バ ー は 、 Mufson L論 文 （ Arch General
Psychiatry 2004; 61: 577-84）から、その本文の90%
以上を盗用し、Cho MJ論文（Soc Psychiatry Psychiatr
Epidemiol 1993; 28: 156-63）ではその66%を盗用
していた。これらの盗用論文を投稿するにあたり、
Mufson論文の参考文献欄をコピー・アンド・ペースト
し、その35%を改ざんしていた。さらに、Cho論文で
は同様に文献欄をコピー・アンド・ペーストし、その
リストの25%を改ざんしていた。この参考文献の改ざ
んは、なぜ行われたのであろうか。目立った改ざん例
として、巻表示や出版年を新しくしたものが多くを占
めた。これらは、最新の研究動向に基づいたレビュー
論文や、現在の研究成果を取り上げたカレントな論文

であることを、読者に印象付けるためであろうと、
Retraction Watch誌の2011年8月5日号の電子コレス
ポンデンス欄で指摘されていた 8）。

ウェーバーは、ミスコンダクトを認め、2011年9月
から3年間、自主的に連邦政府といかなる契約関係も結
ばないことや、公衆衛生庁の関係する委員会へ参加し
ないことに同意し、研究公正局（Office of Research
Integrity）との間で書面にサインをしている。

終わりに

看護界は、誤り情報の管理にエビデンスの視点から
関心を強め、適切な対応が求められる。学術雑誌に掲
載された論文は、社会で共有する知識であり、著者だ
けのものではない。それだけに、ミスコンダクトやミ
ステイクによる重大な誤りが判明した論文は、撤回し
て広く注意を喚起されるべきである。
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研究者になったきっかけ

実家が薬局だったことや、ひとり暮らしを勧めてく
れた高校時代の担任の先生の影響もあり、大学は京都
大学の薬学部に進みました。将来の見通しのようなも
のは特に何ももっていませんでしたが、もともと関東
の出身だったこともあり、入学当初は4年で大学を卒業
して東京の製薬会社にでも就職しようと漠然と考えて
いました。2回生から始まった専門課程で生化学の講義
を聴いたとき、遺伝や代謝や生理機能などの生命現象
を化学の言葉で説明できるのは面白いなと思いました。
また薬理学の講義では、多くの薬物が生体内の細胞表
面に存在する「受容体」と呼ばれるタンパク質に作用
してその効果を発揮すること、さらには薬のような低
分子の化合物が脳の神経伝達物質受容体に作用するこ
とでヒトの精神疾患の症状をも改善できることを学び
ました。こうした学問的事実の数々は、私にとってヒ
トの（そして自分自身の）脳に対する不思議さと、脳
の機能を分子レベルで理解することに対する興味を大
いにかき立てるものでした。こうした学びを通して、
自分には「研究者になる」という、それまでの人生で
考えたこともなかった将来の選択があるのだというこ
とを知りました。高校時代は吹奏楽部に所属し音楽に
没頭していたことや、京都での学生生活では美術や映
画や演劇を見ることが好きだったこともあり、私は、
自分には芸術を職業にする才能はないけれども、研究

の世界でなら何かが出来そうだと思いました。また研
究者になれば、自分の名前で論文という「作品」を作
ることができること、海外に住んだり外国人の友人に
も恵まれそうなことなど、他の職業につくよりも創造
的な人生を送れるのではないかと考えました。私は研
究者になるなら脳の研究は面白そうだと思い、就職活
動は行わずに大学院に進学することにしました。

大学院時代

プロの研究者を目指すからには日本で一番良い環境
で訓練を受けようと思い、薬学部の大学院の修士課程
を終えた後、博士課程は脳の興奮性神経伝達物質であ
るグルタミン酸の受容体の遺伝子の解明で世界的に有
名になっていた医学部の中西重忠先生の研究室に進学
しました。当時の中西研は大所帯で活気があり、優秀
な先輩と同級生、後輩に囲まれて毎日研究に励みまし
た。4年間で2、3の異なるテーマを研究しましたが、
当時の私は神経細胞の刺激が核で新たな遺伝子の発現
をひき起こす細胞内シグナル伝達機構に興味があった
こともあり、最終的に小脳顆粒細胞の培養系を使った
神経活動依存的な遺伝子発現制御メカニズムの研究で
学位を取得しました（Sato et al., J. Neurosci., 2001）。
傑出した人柄と業績をもつ中西先生から学んだことは
多く、論文の書き方や「研究で何を面白いと思うか」
というテーマの選択や発展の方向性に関する感じ方は、
今も私の学問上での精神的な財産になっています。

Profile

さとう　まさあき先生

佐藤 正晃 先生

この この人
研究

科学技術振興機構さきがけ「細胞機能の構成的な理解と制御」領域　さきがけ研究者（専任）
理化学研究所脳科学総合研究センター　客員研究員

2001年 京都大学大学院医学研究科生理系専攻　博士（医学）取得（指導教官：中西重忠教授）
 京都大学大学院生命科学研究科　日本学術振興会特別研究員
2004年 カリフォルニア大学サンフランシスコ校生理学講座
 ポストドクトラルフェロー（アドバイザー：マイケル・ストライカー教授）
2009年 理化学研究所脳科学総合研究センター　研究員
2012年 科学技術振興機構「細胞機能の構成的な理解と制御」領域　さきがけ研究者（兼任）
2014年 現職

ホームページ http://researchmap.jp/satomasaaki/
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アメリカ留学時代

学位取得後しばらくは日本学術振興会の特別研究員
として中西研で培養神経細胞の遺伝子発現メカニズム
を研究していましたが、脳を研究するからには個体レ
ベルでの脳機能を研究したいという思いが強くなりま
した。「一度は外国に住んで研究したい」というのは、
研究者になろうと決めたときからの目標でしたので、
当時興味があった大脳皮質の可塑性を研究している研
究室の中で、視覚系の生後発達と可塑性を長年研究し
ているカリフォルニア大学サンフランシスコ校のマイ
ケル・ストライカー教授の研究室に留学しました（写
真1）。 当時のストライカー研はポスドク4人に大学院
生が2人と、日本の平均的な研究室に比べると決して大
きくはありませんでしたが、みな優秀かつ生産的で、
私自身も研究に関してマイケルから何かを指示された
という記憶はほとんどなく、おそらく彼は良い人を選
んだ後は、研究室で自由に研究させていたのだと思い
ます。毎週の研究室のミーティングも発表者はボラン
ティアによって決まり、研究の進捗に関する議論も、
議論したいデータがたまったら彼のオフィスのドアを
叩くという感じで、昔の伝統的な生理学の研究室の雰
囲気を残していたのだと思いますが、その各人の自由
と自主性を尊重した雰囲気は非常に成熟したものでし
た。私は当時の研究室の中心的な技術であった、マウ
スの脳表面の活動を画像化する内因性シグナル光学イ
メージングという手法を用いて、若い発達期の視覚皮
質の経験依存的な可塑性と成体期のそれとの違いに興
味をもって研究を進めました（Sato and Stryker., J.
Neurosci., 2008）。また遺伝性の発達障害の一つとし
て知られるアンジェルマン症候群のモデルマウスであ
るUbe3a遺伝子欠損マウスが、この成体期の可塑性に
おいて特徴的な異常を示すことを明らかにしました

（Sato and Stryker., PNAS, 2010）。

現在の研究

アメリカで行った内因性シグナル光学イメージング
は、大まかな脳の領域の活動は画像化できるものの、
局所の神経回路の活動を個々の細胞のレベルで観察す
ることはできませんでした。次はそのような詳しい観
察が可能な二光子レーザー顕微鏡を用いた in vivoカル
シウムイメージングで学習行動中のマウスの脳活動を
見てみたいと思っていたところ、マサチューセッツ工
科大学に研究室をもっていた林康紀先生が理化学研究
所に移るというので、帰国して新しい研究室の立ち上
げから参加することにしました。

林先生はそれまで主に海馬の in vitro培養切片標本の
イメージングでシナプス可塑性の分子メカニズムの研
究をされていましたので、研究室には in vivoイメージ
ングのノウハウがありませんでした。私はそれまでの
ストライカー研での経験を生かし、マウスの海馬を生
きた個体で観察するための手術法、神経細胞の活動を
モニターするための蛍光カルシウムセンサータンパク
質を脳に発現するトランスジェニックマウス、高速な
画像取得を可能にする共振スキャナ搭載の新しい顕微
鏡、顕微鏡下に頭部固定したマウスに学習行動をさせ
るためのバーチャルリアリティシステム、画像解析の
ためのコンピュータ環境、などの数々の必要な技術の
確立を、最初の3年間ほどをかけて行いました。その甲
斐あって顕微鏡下で行動するマウスの海馬の神経回路
活動がはじめて見えたときは、脳の神秘を垣間見た思
いがして非常に感慨深かったことを覚えています。現
在はこのイメージング技術を用いて、動物の行動の状
態によって海馬の神経回路の動作モードがどのように
ダイナミックに変化するか、また学習による記憶の形
成によって神経回路活動のパターンがどのように可塑
的に変化するかを明らかにする研究を進めています

（写真2）。2012年からは若手研究者の独創的な研究を
支援する科学技術振興機構さきがけの「細胞機能の構
成的な理解と制御」領域に採択され、2014年からはよ
り独立性の高い専任研究者に異動し、現在に至ってい
ます。

写真1 アメリカ留学時代の筆者

写真2

二光子レーザー顕微鏡でイメージングされた脳活動の画像
明るく光っている細胞がマウスの脳内で活動している海馬の神経細胞
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これから

神経細胞の機能と個体の行動との間をつなぐ神経回
路レベルでの脳研究は、光活性化イオンチャネルなど
を用いて神経細胞の活動を操作する光遺伝学や、上述
の二光子レーザー顕微鏡による in vivoカルシウムイメ
ージングなどの新しい方法論の出現により、2005年頃
を境に大きく変わりました。現代は多数の細胞に関す
る大量の実験データが比較的容易に取得できる時代に
なり、かつてないほどに統計的なセンスと定量的なデ
ータ解析の重要性が増しています。私自身は脳の可塑
性、すなわち「経験や学習が脳の機能をどのように適
応的に変化させるか」ということをより深く理解する
ために、大学院時代から現在まで、神経細胞における
活動依存的遺伝子発現に始まり、視覚野の経験依存的
可塑性、それから学習時の海馬神経回路活動のイメー
ジングと、その時々に利用可能な技術を取り入れなが
ら、より高次の脳機能を研究する方向へと進んできま
した。

自然科学の研究は、自分をとりまく環境をよりよく
理解したいという好奇心に根ざした人間の本質的活動
だと思いますが、現代の日本の研究者の置かれた状況
は、成果主義的評価や研究資金の獲得競争の激化など、
私が研究を志した頃に比べて、過度の競争主義に陥っ
ているようにも見えます。私は研究者としてこれまで
何か大きな仕事を成し遂げたわけではありませんが、
もし学生当時の自分がタイムスリップで未来にやって
きたら彼に話してあげられるような、ささやかながら
自分の研究と呼べるものを、これからも長い時間をか
けて築いていきたいと思っています。
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はじめに

一般財団法人国際医学情報センター（IMIC）のGVP
契約に基づく受託安全確保業務は、2005年の製造販売
業への法改正、従来のGPMSPからGVPへの移行期と時
を同じくして、国内行政法に基づいた IMIC受託安全確
保体制として構築されました。当初は、脆弱な体制で
ありましたが、製薬企業等の顧客の皆様に医薬品情報、
情報収集範囲、品質保証体制等についてご指導をいた
だき、製薬企業等の顧客が増えるに従い、経験が集積
され、現在は多くの製薬企業等の安全性担当者の皆様
にご利用いただくようになりました。

1．IMICのGVP受託安全確保体制

IMICのGVP受託安全確保体制は、1）薬事法（本年
11月25日からは「医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律」）を始めとする各種
法に対するコンプライアンス、2）検索技術と科学的素
養を持ち合わせたスタッフの能力、スキル、3）品質を
保証する品質保証体制から構成されています。

まず、行政法、特に薬事法について情報収集を行い、
製薬団体に加盟されている顧客の皆様からも多くの情
報をいただいております。IMICの受託安全確保業務に
対するインパクトを検討し、IMICスタッフにフィード
バックされ、安全確保業務を遂行することに支障がな
いよう情報を共有化しています。受託安全確保体制と
しては、受託安全管理実施責任者を設置、受託安全確
保業務手順書を作成すると同時に IMICのマニュアルを
作成し、委託先から信頼される受託安全確保体制を心
がけております。

このような体制下で安全性情報を収集し、製薬企業
等の皆様に安全性情報を提供し、製薬企業等の評価、
行政報告等の措置の立案、実施を支援することにより、
少しでも国民の健康福祉に寄与するという意識を一人
一人のスタッフが持つようにしています。

2．GVP業務における IMICのグローバル化

製薬企業のグローバル展開に伴い、国内GVPだけで
なく、EUのGVPガイドライン等の海外行政法に対する
コンプライアンスが求められるようになりました。こ
のような環境の変化に伴い IMICに対しても変化が求め
られました。IMICの安全性データベースを活用した

「SELIMIC-Alert」は、2010年のEUのGVPガイドライ
ン導入に伴い、同年4月にグローバル基準に対応できる
安全性データベースとして生まれ変わりました。多様
な安全管理情報収集の必要性は「SELIMIC-Alert」の進
化をもたらしました。

一方、GVP受託安全確保業務に従事するスタッフは
顧客の要請に従い、副作用、有害事象だけでなく、小児
等の特殊症例に対する使用情報等のSpecial Situation、
がんその他重大な疾病・死亡のおそれ、副作用などの
頻度変化、動物等の基礎試験による有効性欠如等を分
類する教育訓練を受け、顧客の要請する情報と合致さ
せ、かつ標準化するように努めてまいりました。GVP
受託安全確保業務も顧客の皆様のご指導によりグロー
バル化を遂げました。

3．GVPに基づく教育体制

薬害教育に加えて法規制の変遷と IMICのビジョン
（表参照）をまず理解することが、製薬企業等の皆様に
貢献する近道と考えています。

受託安全確保業務に携わる新入職員は基礎医学を中
心としたライフサイエンス系の有資格者、語学系の有
資格者を多く配属させていますが、薬理学、薬剤学シ
リーズ、疾病と治療シリーズ等の教育研修で人財を育
成しています。

検索技術者については、情報科学技術協会が認定す
る情報検索応用能力試験1級、2級合格者を配置してい
ます。本年11月からは検索技術者検定として名称が一
新され、1級検索技術者、2級検索技術者と呼称されま
す。職員は財団内外の研修に参加し、OJTで日々検索式

一般財団法人国際医学情報センター　受託安全管理実施責任者 　
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作成のトレーニングを積み、安全性情報の適切な収集
のために必要なスキルを習得して本資格を取得します。
今後もこれら検索技術者を数多く育成し、皆様から信
頼される検索式を提供させていただきたいと考えてい
ます。

また、IMICの各社対応の担当者が修得した情報、ス
キルを共有化することにより、委託先の製薬企業等の
数だけ経験を積んでまいりました。

これらの医学、薬学の基礎知識、検索技術、顧客の
皆様からのご指導により得られたスキルを基に、各種
調査、監査等で信頼性が担保される安全管理情報を提
供していきたいと考えております。

4．IMICの品質保証体制

IMICでは、品質保証ガイドラインに則った品質マネ
ジメントシステムが構築されています。顧客からの要
求に対して満足しうる品質を保証するため標準作業手
順書、マニュアルを作成し、維持管理しています。ま
た、スタッフの職務経歴書を作成し、継続したメンテ
ナンスを行っています。これらの記録類は品質マネジ
メントシステムに従い、年一回以上の内部監査が実施
されています。

万が一、業務上問題となる不具合、あるいは顧客か
らの指摘があった場合は速やかに報告書が作成され、
対策・改善案について品質保証推進委員会で検証され
ます。また、年1回内部監査も実施しており、監査対象
となった業務が定められたSOPに従って確実に実施さ
れているか確認します。これらの内部監査、顧客から
のご指摘等により何らかの不具合が発生した場合は必
要な是正処置、予防処置を講じることが品質保証ガイ
ドラインに規定されています。

前述のGVPに則った手順及び IMICの品質マネジメン
トシステムにより、信頼される安全性情報を今後も提
供させていただきたいと考えています。

5．安全管理情報の提供による IMICビジョンの
達成

IMICのGVP体制、品質保証体制に基づいて検索、収
集された安全管理情報は顧客の皆様の要望に従い、今
日、多くの製薬企業等の皆様に提供させていただいて
います。

これによって IMICのビジョン、ミッション（表参照）
を達成することが可能となります。

終わりに

IMICは、顧客から信頼される情報の提供を第一義と
考えています。現在、安全性情報部の組織は約80名の
人員体制となり、多くの製薬企業、医療機器企業様に
国内、海外の安全管理情報をご提供させていただいて
います。GPMSPからGVP、医薬品リスク管理からリス
ク管理計画、リスクベネフィット評価と変貌を遂げる
安全確保業務の趨勢に対応できる体制をその都度構築
し、顧客から信頼されるGVP受託安全管理体制を堅持
し、IMICが文献検索業務の基盤的存在として認知され
たいと考えています。

ビジョン

 「IMIC は信頼できる医学・薬学・医療情報を適切に提供することによって健康社会に貢献します。」 

  Intelligence for Health 

ミッション                                          

 1．医学・薬学・医療情報の専門家として、IMIC の持つネットワークやツールを活かして、

顧客ニーズにあった最適なサービスを提供します。そのために必要なあらゆる知識・情報に

精通し、技術を習得します。 

 2．さらに顧客のパートナーとして、医学・薬学・医療情報に関しての問題を解決します。 

 3．また、社会のニーズを予測し、社会・顧客の求める情報を独自に発信します。 

 4．医学・薬学・医療情報における日本の中心拠点として、国際的な活動を行います。 

 5．IMIC の活動を社会に広めます。

表



■日本でも定着しつつあるハロウィン、ついに今年はバレンタイン市
場を上回ったとの報道もありました。クリスマスやバレンタインデー
もそうですが、その起源や宗教的背景を考えず単純なイベントとして
日本に導入するのは抵抗があります。しかし、郷に入っては郷に従え
とも言います、日本版ハロウィンが今後どのような進化を遂げるのか
好奇心とともに見守りたいと思います。（あまのじゃく）
■先日、渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムにて開催中の「夢見る
フランス絵画展」を、観てきました。モネ、ルノワール、セザンヌに
シャガールといった名だたる画家の作品が一同に会し、会場は多彩な
タッチと色彩にあふれていました。印象派の空気感あふれる優美で自
由な表現から徐々に様式が変化していき、後半のキュビズムの作品に
はそれぞれの作家性の強さや主張を感じました。日ごろは芸術とは全

く無縁な私ですが、ちょっとフランスの風を感じた1日でした。が、
帰りに寄ったレストランで食べ過ぎて…やはり今年も芸術より食欲の
秋かもです…。（スー）
■今年は、年女でした。12年に1度の「良い年」とされているようで
すが、現時点で何か特別に「良いこと」があったとは考えにくい感じ
です。この場合の「良いこと」とは、例えば何かに当選するとか、心
ときめくような人に出会ったとかいうことを想定しています。かと言
って、特に「困ったこと」にも遭遇していないことに気づきました。
もしかしたら「困ったこと」がなかったことが「良いこと」なのかも
しれません。…と言いながら、銀座で「年末ジャンボ」に並んでいた
ら、笑ってやってください。（SNM48）

作・絵

A. K.

編集後記
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