
からできていたのです。そういう基盤
がある。ほかの領域はそういう基盤が
ありません。それが大きな違いです。
　齊藤　そういうところでうまく回り
出していて、一流誌にそれが日本から
もアクセプトされている。
　大橋　私のNPOが関与した研究でも、
「ランセット」関係の雑誌に１年で３
本ぐらい通っています。
　齊藤　それはすごいですね。
　大橋　そういうことができるように

なりました。一番すごいのが７万6,000
人の対象者にお願いしたJ-STARTと
いう、乳がん検診に超音波を乗せるか
どうかという臨床研究です。これは 
「ランセット」に載ったばかり、日本
では史上最大の研究です。薬だけでは
なくて、検診の試験まであるのです。
がん検診の予防研究は、我々のところ
で、ほかのものもやっています。これ
からは予防も大事な研究だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　齊藤　データマネジメントというこ
とでうかがいますが、パブリケーショ
ンのマネジメントについてもうかがい
ます。
　臨床試験で、データを集めるという
ことなのでしょうか。
　大橋　データマネジメントという言
葉は、自慢ではないのですが、1985年
ぐらいに私が導入したのです。アメリ
カへ行って、あるいはヨーロッパに行
って、そういう職種がある、システム
がある、センターがあるというので、
びっくりしたのです。歴史をさかのぼ
ると、大規模研究の発祥地というか、
積極的に国策としてやってきたのはア
メリカですが、1967年にNIH（国立衛生
研究所）が、あるいはNIHの下部機関
のNational Heart Lung Blood Institute
が大規模臨床試験をするときのシステ
ムのガイドラインを出しているのです。
そこにデータセンター、コーディネー
ティングセンターと書かれています。
　アメリカに行かれた医師は多いので
すが、臨床試験がどう行われているか

は、特に論文があるわけではないので、
わからず、日本に持ち帰ってこなかっ
たのです。ガイドラインを書いたグリ
ーンバーグという方が、州立ノースカ
ロライナ大学チャペルヒル校というと
ころの生物統計学のdepart ment head
だったのですが、たまたま、私はその
方のところにいたので知っていたので
す。「こんなことをやっているのか」と。
巨大なデータセンターで、専門家がた
くさん働いているのです。国の予算を
受け、一つのプロジェクトに教授が何
人もいる。私が見ていた循環器系の有
名なLRC-CPPTというコレステロール
を落とす試験は、1984年に「JAMA（ア
メリカ医師会雑誌）」に結果が出てい
るのですが、データセンターは60人雇
っていたのです、10年も。
　1988年にそういうことが行われてい
ることを紹介し、日本でデータマネジ
メントという言葉が使われるようにな
って、製薬会社がデータマネジメント
のセクションをつくるようになりまし
た。

臨床試験のABC（Ⅲ）

中央大学理工学部教授
大　橋　靖　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

データマネジメント
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　一事が万事なのですが、システム化
というのでしょうか、専門家を養成し
て、それを適切な場所に置いて、シス
テムとして研究を行っていくのが日本
人は下手なのです。専門家はつくらず、
１人で全部やるのが清く美しいみたい
な間違った考え方は、最初はいいので
すが、効率的ではない。プロとしての
意識がなかなかできてこないのです。
どうしても医師に全部権力が集中して
しまって、大きな複雑な研究をやって
いくとなると、人がいないということ
になるし、経験の蓄積もできない。そ
ういうところが日本の臨床研究の基本
的な問題なのかと思っています。パブ
リケーションも全く同じです。
　齊藤　現場で患者さんを診て、そこ
からデータを取った医師がそれを処理
するというのはなかなか。
　大橋　解析はもちろん統計家がやる
というのがコンセンサスですが、アメ
リカのえらいプロフェッサーは論文を
ゼロから書かないのです。巨大な臨床
研究機関にはたくさんのメディカルラ
イターという人たちがいて、その人た
ちが論文を書くのです。これは当たり
前のことで、日本はゴーストライター
という言葉があって、間違った認識を
しているようなのです。
　いい例として、昨年の８月なのです
が、Annals of Internal MedicineにGPP
３というガイドラインが出たのです。
GCPとかGMPとかGLPがありますが、

Good Publication Practice、いかに正
確で中立性が高く、透明性が高い論 
文を効率的につくるかというためのガ
イドラインです。Annals of Internal 
Medicineがびっくりするぐらいダウン
ロードされたようで、今後、世界的に
はこのガイドラインが使われます。
　何のガイドラインかというと、ちょ
っと後先になりますが、製薬会社が資
金を提供するときの論文の書き方です。
日本ではそういう概念は全くなかった
と思うのです。
　齊藤　国際的に認められる論文の標
準ですね。どんなことが書かれている
のでしょうか。
　大橋　GPP３では、まずは出版に関
する委員会をつくることが勧められて
います。そこには製薬会社の人が入っ
てもいい。それから必要な経費は当然
払っていい。ただし、論文を書いたこ
とに関する謝金はなし。研究者はそれ
が業績になるのですから。
　それから今、パブリケーションに関
していわれていることは、大きな研究
になると、細かく細かく分けて論文を
出す傾向がある。そのような「薄切り」
出版はやめましょうということです。
出版前の学会発表とかシステムへの登
録はもちろん許される。そういうもの
は二重投稿とはいいません。それから、
ネガティブな結果でも発表すべきであ
る。これはパブリケーションバイアス
を避けるためです。論文でなくても、

何らかのシステム、例えばWebで公
開することが勧められています。この
GPP３は、産業界に対するガイドライ
ンです。
　それと別に、そもそも著者とは何で
あるか。ICMJE（International Com-
mittee of Medical Journal Editor）と
いう一流雑誌の編集者と統計家と疫学
者のグループが出版の質をいかに上げ
るかということを20年ぐらい努力して
きました。彼らの活動の成果が臨床試
験の事前登録制なのです。彼らが事前
登録しないと出版させないと言い出し
たのです。2005年のことです。
　その次、彼らがやったのが、もうち
ょっと後になるのですが、COI宣言で
す。多分、一流雑誌に論文を書かれた
先生方は「なんでこんなことまで書か
なきゃいけない」というCOIの宣言で
す。あの標準書式はICMJEがつくって
いるのです。
　齊藤　利益相反の開示ですね。
　大橋　そうです。それから最近行っ
たのが、2013年なのですけれども、著
者とはどういう要件を満たすべきか。
この提言は大きいです。
　齊藤　それはどういうことがいわれ
ているのですか。
　大橋　2013年の新しいガイドライン
では４つの条件が必須とされました。
第１は研究のアイデアとかデザイン、
データを取るといった実質的な貢献を
すること。臨床家は資格があるという

わけです。患者さんを診ているから。
それから統計解析や解釈に貢献する、
これでもいい。それから、第２は論文
の原稿を書く、ないし批判的なコメン
トを与える。書かなくてもいいです。
コメントを与えればいいです。第３は
原稿に関して承認すること。ここまで
は当たり前。４番がたいへんで、これ
は日本語に訳しにくくて困っているの
ですが、研究結果の正確性、accuracy
と、それからintegrity、統合性という
のでしょうか、それに関して何らかの
疑問が生じたとき、その説明責任を持
つこと。
　齊藤　５人なら５人の著者がいて、
皆さんがわかっていなければいけない
ということですね。
　大橋　責任を持てと。これがたいへ
んで、お金を持ってきたからといって
著者にはなれない。研究室のボスだか
らといって著者にはなれない。研究室
のボスを著者の名前に挙げることを最
近はギフトオーサーといいます。ゴー
ストオーサーではなくて。
　メディカルライターに関してはどう
いう扱いになるかというと、彼らは著
者ではないのです。実質的な貢献はし
ていないのです。彼らはコンテンツに
は関与していないので、オーサーには
なれない。どうするかというと、ac-
knowledgmentにきちんと書くのです。
最近の一流雑誌の論文を見ていただけ
れば、acknowledgmentにどのような
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　一事が万事なのですが、システム化
というのでしょうか、専門家を養成し
て、それを適切な場所に置いて、シス
テムとして研究を行っていくのが日本
人は下手なのです。専門家はつくらず、
１人で全部やるのが清く美しいみたい
な間違った考え方は、最初はいいので
すが、効率的ではない。プロとしての
意識がなかなかできてこないのです。
どうしても医師に全部権力が集中して
しまって、大きな複雑な研究をやって
いくとなると、人がいないということ
になるし、経験の蓄積もできない。そ
ういうところが日本の臨床研究の基本
的な問題なのかと思っています。パブ
リケーションも全く同じです。
　齊藤　現場で患者さんを診て、そこ
からデータを取った医師がそれを処理
するというのはなかなか。
　大橋　解析はもちろん統計家がやる
というのがコンセンサスですが、アメ
リカのえらいプロフェッサーは論文を
ゼロから書かないのです。巨大な臨床
研究機関にはたくさんのメディカルラ
イターという人たちがいて、その人た
ちが論文を書くのです。これは当たり
前のことで、日本はゴーストライター
という言葉があって、間違った認識を
しているようなのです。
　いい例として、昨年の８月なのです
が、Annals of Internal MedicineにGPP
３というガイドラインが出たのです。
GCPとかGMPとかGLPがありますが、

Good Publication Practice、いかに正
確で中立性が高く、透明性が高い論 
文を効率的につくるかというためのガ
イドラインです。Annals of Internal 
Medicineがびっくりするぐらいダウン
ロードされたようで、今後、世界的に
はこのガイドラインが使われます。
　何のガイドラインかというと、ちょ
っと後先になりますが、製薬会社が資
金を提供するときの論文の書き方です。
日本ではそういう概念は全くなかった
と思うのです。
　齊藤　国際的に認められる論文の標
準ですね。どんなことが書かれている
のでしょうか。
　大橋　GPP３では、まずは出版に関
する委員会をつくることが勧められて
います。そこには製薬会社の人が入っ
てもいい。それから必要な経費は当然
払っていい。ただし、論文を書いたこ
とに関する謝金はなし。研究者はそれ
が業績になるのですから。
　それから今、パブリケーションに関
していわれていることは、大きな研究
になると、細かく細かく分けて論文を
出す傾向がある。そのような「薄切り」
出版はやめましょうということです。
出版前の学会発表とかシステムへの登
録はもちろん許される。そういうもの
は二重投稿とはいいません。それから、
ネガティブな結果でも発表すべきであ
る。これはパブリケーションバイアス
を避けるためです。論文でなくても、

何らかのシステム、例えばWebで公
開することが勧められています。この
GPP３は、産業界に対するガイドライ
ンです。
　それと別に、そもそも著者とは何で
あるか。ICMJE（International Com-
mittee of Medical Journal Editor）と
いう一流雑誌の編集者と統計家と疫学
者のグループが出版の質をいかに上げ
るかということを20年ぐらい努力して
きました。彼らの活動の成果が臨床試
験の事前登録制なのです。彼らが事前
登録しないと出版させないと言い出し
たのです。2005年のことです。
　その次、彼らがやったのが、もうち
ょっと後になるのですが、COI宣言で
す。多分、一流雑誌に論文を書かれた
先生方は「なんでこんなことまで書か
なきゃいけない」というCOIの宣言で
す。あの標準書式はICMJEがつくって
いるのです。
　齊藤　利益相反の開示ですね。
　大橋　そうです。それから最近行っ
たのが、2013年なのですけれども、著
者とはどういう要件を満たすべきか。
この提言は大きいです。
　齊藤　それはどういうことがいわれ
ているのですか。
　大橋　2013年の新しいガイドライン
では４つの条件が必須とされました。
第１は研究のアイデアとかデザイン、
データを取るといった実質的な貢献を
すること。臨床家は資格があるという

わけです。患者さんを診ているから。
それから統計解析や解釈に貢献する、
これでもいい。それから、第２は論文
の原稿を書く、ないし批判的なコメン
トを与える。書かなくてもいいです。
コメントを与えればいいです。第３は
原稿に関して承認すること。ここまで
は当たり前。４番がたいへんで、これ
は日本語に訳しにくくて困っているの
ですが、研究結果の正確性、accuracy
と、それからintegrity、統合性という
のでしょうか、それに関して何らかの
疑問が生じたとき、その説明責任を持
つこと。
　齊藤　５人なら５人の著者がいて、
皆さんがわかっていなければいけない
ということですね。
　大橋　責任を持てと。これがたいへ
んで、お金を持ってきたからといって
著者にはなれない。研究室のボスだか
らといって著者にはなれない。研究室
のボスを著者の名前に挙げることを最
近はギフトオーサーといいます。ゴー
ストオーサーではなくて。
　メディカルライターに関してはどう
いう扱いになるかというと、彼らは著
者ではないのです。実質的な貢献はし
ていないのです。彼らはコンテンツに
は関与していないので、オーサーには
なれない。どうするかというと、ac-
knowledgmentにきちんと書くのです。
最近の一流雑誌の論文を見ていただけ
れば、acknowledgmentにどのような
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会社や個人がMedical writingやediting
をしたか、きちんと書いてあるのです。
そのお金はどこから出したのかも書い
てあります。それは許されるというこ
とです。
　そういうことが普通なのだけれども、
なかなか日本ではそういう意識がなく
て、結局忙しいドクターが合間に書く
と、書けない、出せない。それで日本
の発信力が落ちてしまっている。さら
に問題は、メディカルライターを育て
るところがない。
　齊藤　今も日本では著名な先生が、
自ら書くようなことが行われています
ね。
　大橋　普通ですね。実はライターの
会社はけっこうできています。それか
ら、海外のパブリケーション会社の支
店ができてきていますが、日本人と日
本語で会話ができてということになる
と、まだ少ないのではないかと思いま
す。大学病院でメディカルライターを
持っているのは東京医科大学ぐらいし
かないのです。
　齊藤　論文にはきちんとしたパター
ンがあって、それに沿わないといけな
いわけですが、なかなかそれも。
　大橋　理解されていないのです。
ICMJEはCONSORTという臨床試験
論文のガイドラインとか、ほかにも疫
学研究とか診断研究、たくさんガイド
ラインを出しているのですが、そうい
うことが大学であまり教育されていま

せん。まず臨床研究の方法の中でパブ
リケーションの作法を教えて、それか
らライターを養成していくということ
の両方をやっていかないと、発信力は
増えないと思うのです。
　メディカルライター協会、私は理事
長を務めているのですけれども、会員
は500人ぐらいで、アカデミアはまだ
まだ少ない。大学院レベルでそういう
専門職を育てるコースができるといい
と思っていますが、まだ今のところつ
くろうという動きは聞いていません。
残念ですが。
　齊藤　ライターさんは日本人でもい
いし、日本語のわかる方でもいいわけ
ですね。
　大橋　バイリンガルでも構いません。
我々がやっているのは、日本人が書い
て、内容がわかる方に翻訳してもらっ
て、それをチェックするというやり方
ですが、論文としては何とかなると思
うのです。そこは日本人でもいいと思
います。バイリンガルならなおいいの
ですが。
　齊藤　そういったことで日本から臨
床の質の高い論文を、ということです
ね。
　大橋　数を増やさないことには。世
界的にはもう後塵を拝しています。一
流雑誌の論文の数からすれば、中国や
インドが上です。南アフリカもオース
トラリアも上です。日本は研究の質は
高いのですが、数が出ない。

　齊藤　今のような支援システムをう
まく機能させて出していくということ
ですね。
　大橋　統計家の必要性は皆さんわか
ったのですが、データセンターの位置
づけがよくわからないのと、パブリケ
ーションはもっとわからないと思うの
です。最後の出口はパブリケーション
ですから。

　齊藤　そこがないので、日本はまだ
まだだということになってしまうので
すね。
　大橋　メディカルライターが研究の
最初から絡む、プロトコールづくりか
ら絡むと、非常にスムーズにパブリケ
ーションが動くのです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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会社や個人がMedical writingやediting
をしたか、きちんと書いてあるのです。
そのお金はどこから出したのかも書い
てあります。それは許されるというこ
とです。
　そういうことが普通なのだけれども、
なかなか日本ではそういう意識がなく
て、結局忙しいドクターが合間に書く
と、書けない、出せない。それで日本
の発信力が落ちてしまっている。さら
に問題は、メディカルライターを育て
るところがない。
　齊藤　今も日本では著名な先生が、
自ら書くようなことが行われています
ね。
　大橋　普通ですね。実はライターの
会社はけっこうできています。それか
ら、海外のパブリケーション会社の支
店ができてきていますが、日本人と日
本語で会話ができてということになる
と、まだ少ないのではないかと思いま
す。大学病院でメディカルライターを
持っているのは東京医科大学ぐらいし
かないのです。
　齊藤　論文にはきちんとしたパター
ンがあって、それに沿わないといけな
いわけですが、なかなかそれも。
　大橋　理解されていないのです。
ICMJEはCONSORTという臨床試験
論文のガイドラインとか、ほかにも疫
学研究とか診断研究、たくさんガイド
ラインを出しているのですが、そうい
うことが大学であまり教育されていま

せん。まず臨床研究の方法の中でパブ
リケーションの作法を教えて、それか
らライターを養成していくということ
の両方をやっていかないと、発信力は
増えないと思うのです。
　メディカルライター協会、私は理事
長を務めているのですけれども、会員
は500人ぐらいで、アカデミアはまだ
まだ少ない。大学院レベルでそういう
専門職を育てるコースができるといい
と思っていますが、まだ今のところつ
くろうという動きは聞いていません。
残念ですが。
　齊藤　ライターさんは日本人でもい
いし、日本語のわかる方でもいいわけ
ですね。
　大橋　バイリンガルでも構いません。
我々がやっているのは、日本人が書い
て、内容がわかる方に翻訳してもらっ
て、それをチェックするというやり方
ですが、論文としては何とかなると思
うのです。そこは日本人でもいいと思
います。バイリンガルならなおいいの
ですが。
　齊藤　そういったことで日本から臨
床の質の高い論文を、ということです
ね。
　大橋　数を増やさないことには。世
界的にはもう後塵を拝しています。一
流雑誌の論文の数からすれば、中国や
インドが上です。南アフリカもオース
トラリアも上です。日本は研究の質は
高いのですが、数が出ない。

　齊藤　今のような支援システムをう
まく機能させて出していくということ
ですね。
　大橋　統計家の必要性は皆さんわか
ったのですが、データセンターの位置
づけがよくわからないのと、パブリケ
ーションはもっとわからないと思うの
です。最後の出口はパブリケーション
ですから。

　齊藤　そこがないので、日本はまだ
まだだということになってしまうので
すね。
　大橋　メディカルライターが研究の
最初から絡む、プロトコールづくりか
ら絡むと、非常にスムーズにパブリケ
ーションが動くのです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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