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・・・l今Bc;>cti話G涜れ

ロ日本医学雑誌編集者会議とは

ロ不正論文の実例

・海外の例

・日本の例

ロ著者資格：量近の考え方

ロ不正諭文をなくすために
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APAMEV>設立・・・IAsia-Pacific Association of 
Medical Ed 汁ors

ロ 2008年5月4日－5日 設立会議（ソウル）

－・加12カ国
ロアジア太平洋地憶における貨の高い医学情纏を省及

させることにより健康噌遭を拡かることを傭忽

ー保健闘遣の，..・圃．の出...のレベルアップ

ー婚儀肉で，B行された，．文の鎌倉的寝苦l付付

ー医学面白文へのアクセスの量適化
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COi i謁示

口演者名： 北村 . 

この発表に関連し、開示すべきCOi関係に

ある企黛・団体などはありません
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信綴できる医学情縄0共有

一医霞専門家か局潟費者手でー

Z0075芋5月19日（；土）
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．．． 
日本医学雑誌編集者会議

Japanese血ssociationof Medical 
Journal Editors (JAIJE) 

～ 理念と役割 ～ 
ロ医学雑障と編集者の自由と権利を纏謹する。

ロ医学雑誌の貨の向上に寄与する。

・面白文の貨の向上に寄与する．

編集の慣の向上に寄与する．

．査読の買の向上に寄与する．

ロ著者と医学雑誌・編集者の倫理規範を定める。

ロ海外の語集者会讃との連携

lt1f.＇＜曽薩'll樽民賓ー，m除’.，旬開食文，，.，＿

Cl ' Q t'·~ 守 0・・．， ． 
. . .一向日回鮎南院隠僻叫司凡・守 n・，噌0・吻，．．．． ． 

・・・lパIL冊完何事件

ロベル研究所は通信分野の名門研究所

ロドイツ出身の若手へンドリツク・シエーン
ロ1998-2001 70・の箇文（16・以上建造）

ロ合金を作成し、高温超電場に成功 「神の手J

ロ型車と米に研究室

ロ上司パトログ
• r共同研究者を建ったら共同研究はできない」

ロ物理の分野で鐸造！？という鳶き

ロ Nature、Scienceが織って縄線

ロ村総努（NHK) 崎文握湾中公’E・
Jtlf.jに曹~'llll<寄

f ＂ .松寵J也同1':i<'-•-

・ ・ ・ l 第Z函8$医学緯誌編集者会議（JAl~E)
．テーマ：出版倫理一Publishor Perish 

ロ日時：平感21年7月17日（金・日〉
。シンポジウム（司会｝北村.・楓岸正光

。パプリッシz・オア・ベリ・2シュ 山崎a明（霊知淑徳大学）
。多量出版（duplicatepubllcatlon）について簿谷書一郎〈東京大学）
ロ出版．磁の微膏 北村量（東京大学〕
。日本医学会分科会健闘鑓の編.の現状についてのアンケート調査結告

北川正碕｛東京慈恵会医科大学）

ロ 指定貧富 CancerScience 
．宮．，量平（目本植学会）

。 鍋定鎗書”FuturePlans of Hype同enslonResearch” 

・揖内正田（日本高血圧学会〕
Jt1f.弐雪量替’K富

”同僚＂＂旬開畳、，，... ・－

・・・liff IL千モアーイマニシ・ 11•1 
事件

ロボJj,チモアはノーベル賞受賞者

ロ1986年 CELL の槍文

ロイマニシ・カリの鎗文データと実験データが
異なるとの肉節告発

ロ内部告発者は学会の倫理賞受賞

ロ議会で公聴会も聞かれた

ロ1996隼連邦銭高裁で策”が確定

ロ著者らの失われた職・名奮・時間

ロ1989年研究公正周ORI 綾立のきっかけ
主’~jに也、’ll>' ll<奮

＇ ＂.除寝泊....，.，，.，＿

・・・lヒトES細胞樹立
国家をだ参した科学者

ロファン・ウソク敏授
・ソウル大学獣医学部教鰻

..固・高科学者第1号

ロ2004隼 ヒトES細胞を樹立したと窓

口 2005年体細胞からES細胞と発表

ロヒト卵子の取得に・理的問題

ロ国家的英雄が一夜にして犯罪者！

ロ国家的信用を失墜

lt1f.:l:;骨量管散li
t.11 •1眠惚3担問食.，，，.，＿
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． ． ． 
著者と医学経誌・緬集者（；）倫寝規範

ロ日本における長逝ぬミスコン，，，，ト1

。1983年12月広島大学医学部事件人工心臆動物実験世界IC録を達成

ロ 1988年3月大阪大学産業科学研助手がダイヤモンド合成報告を穏りと
訂正。教授の圧力によると異例の告白

0 1993年6月東大医科研教授が降臓がん成績を改ざんと医局員が抗議。
教授は単純な間違い、と改ざんを否定

ロ 2000年10月神奈川歯科大学；薬理学教綬裡造教授は過ちを認めた

ロ ※2000年11月旧石器発掘裡造事件東北旧石器文化研究所藤村新一
旧石器発掘すべて自作自演の窪造と判明神の手を持つと称されたアマ
チュア考古学者の正体露見

ロ 2001年5月第一製薬研究所『ネイチヤー・メディシン』アポトーシスとがん
との関係の研究ー論文は撤回、研究者3人退職

。2003年11月昭和大学医学部脳外教慢が諭文5編架空症例などの裡
進：昇任や教授選考などのあせりが動機

,u，ミ曹長号館除.. 
.. ’t寵，.開央句·~’，＿

・・・Ilift究者Ci)楽園
理化学碍究所 Z004

ロ血小板の形成メカニズムに関する酋文など3・
ロ2人の研究者が改ざん、辞職、請文撤回

口 2005年4月「監査・コンブライアンス室J設置

ロ理研科学者会議

・科学研究における不正行為とその防止に対する声明
4項目の宣言

・科学研究上の不正行翁の基本的対処方針
不正の定畿l孟狼緩 <FFPに限る）

.llll＞：；•量調尾町e散寄

‘， ．‘除禽＂＂＇食、：：~f-

• (l・l学生が筆頭著者 ！! Z005 
阪大Naturelledcine事件

ロ特定の醇，障を除くと多食でも体温減少！！記者会見！！

ロ.顕著書学部6年K君 a陸軍違憲

・マウスがなく再現不可、実験ノートなし（毎日新聞）

・著書：阪大医学生が・いたやさしい癌の被科．

・座右の銘：精力・用・自他共栄←灘高の盗用

・医学敏宵箆「医療関係者には高い倫理的判断力が必獲
である」

ロ代表著者 S教授停機1か月

ロ著者14名で、その他の著者はギフトオーサー？？？

ロK8の鍾遣とされたが、 K君が敏授を訴える
~， .＿，..，に.~ill；号雷除奮

備世稼3旬開食＂~·－

－・・著者と医学雑誌・編集者向
倫理焼範

ロ日本における録近ぬミスコンタワトZ
※2004理化研 データaざん 2人爵鴫

※2005阪大医学 学生による盤遭 2人停．

2005京大．学 助手の貫献 敏梗停鴫

業2005東大工学 データ鍵遭橿llll 微授停．

2006神戸大工 特許申情纏遭 特跨取り下げ

2006山形大医学 データ建造 検視詩鴫

2006阪大生命鎗能 データ政ざん 徹緩解車 告掲者自殺

2007鹿児島医学 データ故ざん ？ 助敏自殺

2008東北大a掌 データ窪遭II議 ？ 学会賞取消し

2008東大医科研 データ窪遭 ？ 

ー’ ・四z除，惚堅実，.雪R量，百t世t世~：句

el科学珊詫に前ける不正行哉と
老ぬ防止に関する声明 Z005. 11. Z 

科学研究の不正は科学者に対して社会から託された’Eと希望
を自ら踏みにじる行おであることを故めて強〈認慌し、科学
をこよなく聾する沼化学研究所の研究者として、以下のこと
を定書する．

ロ1.科学の.理を退京するうえで、いつも他を欺くおそれが
ないよう自らを律する．

ロ2.他者の不正を決して聖書認しない．

ロ3.指導的立場に立つ研究者は、研究に不正が入り込む余地
のないよう日々心を配る．また、不正のないことを示すた
めの容観的資料・データ等の管理保存を徹底する．

ロ4.研究白書支の著者は、その崎文の正しさを客観的にいつで
も維にでも説明する責任がある． 主震災聖誕惨散事

で，.. 除慌，.間食セふ智・・

ec・l東京大学工学郁究科事件
Z005 

ロ多出良和誠教授研究室

ロRNAの専門家

ロ非常に多くの論文

再現住がない

再現実駿の裏求にも麗付けられず

ロ実験は川崎助手

• PCがクラッシュしたため実験ノートなし

ロ機関としての予防対策不十分？
草食夫量調E聖母取:Ji

ι，R俊徳お開企セレ’ー
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．．． 著者と医学雑誌・編集者向
倫理規範

ロ日本にaける最近ぬミスコシタヴト3

2010東京医箇大 データ担遺.iS!ざん 助教費量破解雇

2010東大工学部 鱒士自由文狸遣
助教解雇級銀

停・・
2011濁儲医科大学 データねつ造使い回し敏綬論旨退鵬

※2012 .邦大学 データnつ造172自由文 ？世界記録
※2012 J巨大分生研 データ狸遣問バンド敏授引貧辞．

E’（，.曹健司皆取. ..-
，網棚，，問蝕吋句

Im店語圏・
5坦研｛小係方晴子l元リ－-51-0JIJlll；罰的邸周，；；昔；；計 「賓羽J究
明安らず

。 同外・（ 0 • .，~令川 区mz:c ,,, ,., 

; ・1 A ＂昭生，，詩文不正問恩でl主化学研え同；ょ唯，~

山口ぞう｝やi!lll1l(nいさんlClt4'宇品不正を日¥:Ev

た売研究院bρ袋店 お；ぎかた2晴子氏 01)u司区霞

訴し匂い方針を編鈴た．間tふ積立fl6日 明らかにした
d’廻閣にち理事会笠岡ωで正式に淡をす＇｛，. ＇了 Ap~~盟

協忍正＂＇鹿噌ぜ韮らヰU怠ま来鴫律相J奪三；；；：.占 i;:..J.J~ み，，..

理fil!UJ四百妥員会3持定 I21'1. STA P咽噌’：；i)Jd.>万

能恒抱て＂＇る旺官制省官 （loS樋唱》庁旦入レたちのι肋

:>: • ..:n金'ff円l］＇開；＂·仁、伊方氏を禽《〆•J笥1J'TJ‘理閉め E

5咽惚金量んで旦ぜた寝い佐役野IC 田卓符，，、とで包師噂

へき＇＇~＂＇じていた，

しηレ’J、｛＜万氏か］同‘していた研究'111こ品コたES日噌：＝措て6持ち出竺る状態
rt:ir.とよ窓柏市出偶炊泊三スて荒入じた町kl＞＇~＇ち否定でさき1Jt. ，ι叫師レた． また、 11

阿倍今後 STA P問題についと，aち；！珂Eレはい方針生＊めており 刊行1~証阻む、売っ
，＿.’l＞ミ曹長轡取竃

., ..... ，，開院，，，＿

．．． 不正行為 Misconduct 
FFP 

ロFabrication：ねつ遺存在しないデータの作成

ロFalsification：改ざんデータの霊進、閣の録作

ロPlagiarism：測窃他人の文2置、アイディア、デー夕、研究
成果を適切な引用なく自分のものとして宛衰

ロトリミング・クッキング

ロRedundantpublication：竃纏出版（自己刻窃）

ロ不適切なauthorship

ロ利益相反COiの未申告

ロ非鎗理的研究
草食文軍司l＇≫胃民‘

闘世寝泊開食セ:..f・

． 著者と医学報誌・編集者0)倫理線範

ロB本にauする録近ぬミスコシタヴト3

ロ 2012年5月藤井麓隆日本麻齢科学会、麻幹科医が圏内外の専門誌に

発表した、麻酔薬の投与量などに関する治文193本のデー舎に不正の疑
いがあるとして、本格的な調査．准教授として在籍した東邦大は論文のデ
ー習をとった際に倫理規定違反があったとして、この医師を識旨退職処分
にしている．

。 2012年10月 1PS細胞（人工事能性幹細胞）を使った心筋の細胞移植を米
ハーバード大の森口尚史が米国で行ったと10/11付け続発新聞の朝刊一
面で報じられたが、ハー，tード大や関連施股l立、「森口氏は1999年～2000

年までハーバード大の研究員であったが、それ以降関係しておらず、大学
や病院の倫理委員会は、彼に関するいかなる臨床研究も承認していないJ
と声明を発表し、事実を否認した。

ロ 2012年12月 CircL川副町1Journal民（日本循環器学会誌）がKYOTO

HEART Stu 

ロ 2013年 9月 Lancet誌由＜JikeiHea門Study槍文を撤回

E’t＞、宮憶'It拘k’E
， 楓絵'{k3'P¥S";セH・

・・・1不正論文を防ぐに1a

ロ不正箇文の定義は？？？？

ロなぜ不正省文を書きたがるのか？？？

ロ不正論文はいけないことなのか？？？

・刑法では問われない（日本）

民事訴~も少ない？？？

ロどうしたら不正面白文を防げるか？？？？

ロいっしょに考え苦しょう ！! ! 

.，＿，.＿，に智£'It魚• ..-
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’~a ：~＇＂＂ .!U！ぞ習な‘；(j~弘空＇
.山県••.orタ－~

ICM.,( Mor判b<rPcr.~ i ot!。＂＇& u，包 . •. ' ・・・3:;:::

Recent An 
Update‘邑 E

4 



・l医学雑誌G)質G)向上G)定めに

ロ周鱈の.理・統一

口自由文形式の!I理
・生物医学鎗uへGlf量稿（；）feめぬ統一銭定

(/¥';IJ-1＼ーヌタイIL)

ロ MedIi neへの掲重量
ロ Impact Factorの獲得、泊点

• Ci tat I on data 

。査続システムの改．
ロ Clinical trial registration 

ロランダム化比較鼠般におけるCONSORT声明の選守

‘’ J:l（＇＜曹 iii骨量隊司買
開除＂＂関東セ~f-

Recommendations for the Conduct, Reporting, Edtting, and 
Publication of Scholarly Work in Medical Journals宥

Updated December 2013 
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II IJefininq仙e Role of Aufhors and ・1Con+rib叶ors(ZOJJ) 
四hyAufhorship Ma++er? 

箸者が問題と怒るC>Iさ砂ぜか
c Authorship confers credit and has Important acade耐c.soclal. and financial 

lmpllcallons. Authorship als。lmcllesresponslbll比vand accountability for published 
work. 

。 著者肱．著者としての功綱があり、学術的、社会的、経済的に宣要な関
与がある人である．また、著者は出版物に対する責任と説明責任をもっ

ロ Thefolio削ngrecommendations are Intended to ensure that contributors who have 
made substantive Intellectual c。ntribullonst。apaper are given credit as authors, 
but also that contrlbut。rscredited as authors understand their role In taklng 
responsibility and being ace。untablef。rwhat Is published. 

ロ 以下の雄鍵は、簡文への実質的な知的貢献をした貫献者が‘確実に著
者としての功績を留められるZとを箪園する．自らの役割、つまり出飯物
に対する責任を負うだけでな〈、説明責任を果たす俊樹を理解することも
窓園する

~11.：＞：雪量l~ll<'!i
＇－＂ .腔惚泊問－＂＂＂＞－•－

再イル世 ・’‘U ‘；；；却 ，帽κλowヲール＠ ヘルフ冊。酌・ ”｝色？ 帥 aoo;M <{> 

押レス申l副.....，，＿山崎，

＇＇＊＂＇紺＜m•U::omm.H.＼•目 o.fM«ii<•U。月m祖lE曲。m

：；，~~~；：＇.，~~~~~em開匂 Uniform Requirements for 

E注目立：：：・；；：；，：， Manuscripts Submitted to 

：：：~；~川”＂＂＂＇＂＇＇ Biomedical Journals: Writing 

~＇.：，：：：~；＇：： '""'"'"' and Editing fo『Biomedical

Publication elCM , ..... ~ 

UI'! 4flo,J01• 臨向、 Updat•剖°＂＇曲町2007

＇＂＇＂＇れ・ s P"bl;catioo Eth;cs: Sn併ちrlfSl'iiLJAutt101snic and 
Frequently Asked ！！.！；！：♀必日凶ヨ
Questions 

The附1w;nginformaMn is副割lable" be ~ewed!阿ntedin
J。umalsthat Follow Arl •h• Aconho• nm tn~ ＂ 
URM 

ICMJE Editcn制審

International Committee 。fMedical 

Journal Edit。rs
、.l\J>•20CJ711吋＜ Ii><•• T，拘i .::Ji 

・ ・ ・ l碍完倫理

。2013：・Rolesand Responsibilities of o 2008: Ethical Considerations in 
Authors. Contribut。rs.Reviewers. the Conduct and Reporting of 
Editors. Publishers. and Owners Research 

ロ 著者、研究貫猷者、董篇省、細．者、出 。 研究の実範と縄告にお付る・理的
蔵社、所有者の役割と責任 後肘

• A.著者と研究賞猷宥の役割の定鴎

・B著者的責任ー利益根底
C設稿と牽鵠プロセスにおける責任

D縫誌の所有者と掴鑓の自由

E研究・加者（research
回目lclpants）の保直

A厩著者と研究賞献者

• B.掴舗者
C董護

・0.利益相反
Eプライバシーと憾密保持

• F.研究におItる祖蛾者（human
subjects）と実E量動物の保薗

J.10ミ~£＇＆＇1<.'l医
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ロ 1.研究の傭想およびデザイン、データ取得、デー
タ分析および解釈において相応の貫献があり、

ロ2.論文作成あるいは重要な知的内容に関わる批判
的被閲に関与し、

ロ3.出版原織の.終承認をし、

ロ4.研究のすべての面に対して説明責任を負うこと
への同意（研究のすべての部分における正確さと公
正さに関する経聞が、適切に調べられ、解決された
ことを保証できる）

草食夫曹渥IJt魚寝

ー”R除悦，.~包b’ー
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・l開hois an Author? 
(ZOJJ) 

ロ著者として留められるに、4つの著者書継のすべてを漬たさな

けれはならず、そして4つの著者..を漬たした者はすべて著
者として留められるべきである

ロICMJE推奨の審者資格→著者としての貢献＋説明責任

ロ今後著者は、「この部分の研究と鉄筆に11関与していなかっ
たので、他のひとに聞いてください」とは雷えなくなるのである
(Stephenson. JAMA. 2013) 

E’E’ミ雪量管lk'li
， 陶偉＂＂旬間企包~·－

・・・lCross Check（；）利岡例
ロ全体ぬ手キスト額似率JO＇以上ぬ当該自由実・編集室で類似部

分を確認、一つの文献との一致率が 5%を超えたものは更に細か
く類似部分を確認。－編集委員、編集委員長と討議をして対応方

法を決定

ロ 1文書aか；：； c司一致＊が10S巻超える·~.編集室で細かく確認
編集委員、編集委員長と討議をして対応方法を決定

詳細な確認に要する時間l立、 1論文で約30分から1時間

• Crosscheckの類似率を出すのは5分以内

Methodsで、定型的な表現でかつ自己引用部分であり、参考文献
が記厳しである場合は、程度により許容。段落ごとのコピーペースト
であれば著者に改訂時に言い換えを依頼。

・J.11;：＞に雪量当tlk軍
国， .階寝泊開企乞み智』

毛主ぜ、論文提造I~．．． 
いけ砂いこと＠ぬか？

口論文担造は刑法犯罪ではない！

厚労省は会社を告発した薬事法違反

ロ科学に対する信頼を失う！

ロ個人の名誉と信頼を失う！

ロ信じた大学院生が人生を棒に振るかも！？

ロ信じた患者が効かない治療を受けるかも！？

ロでも、死ぬほどのことか？？？？
－ E’R弐i曹司•'i'lk‘
：， ．同除悦お＂＂＂ヒみ’ー

・llill突発表G)倫理：
さ局怠る向上にめざし乞

ロ不正論文をどのようにして防ぐか？

倫理観の向上← 学会で教育する

・罰則の強化

編集者の技術の向上：Crosscheck

・得るものと失うもののバランス
Publish or perish 

ロ研究者のプロフェッショナリズムの教育

・重要性の再認識：姉歯事件を忘れない！

だれが、どのように教えるのか？

・・・l不正論文c;)影響

ロ信用の失墜

・個人信用・級車値の信用

静鳴、懲戒、学位取り消し

微授になってしまえば・－

・日本の科学の信用

ロ科学の発展の聞書

草食文曹温E惨胃区宮
， ．駒山開院~·－

・遁鼠ができない！ 追鼠の時間と労力の無駄

．穫の譲周

ロ不正な利益

・個人の地位、会主土の利益など

·J.11;：＞；；~苦酒屋槍溝正富
‘， ......畑仕吋』

・・・l提吉：窃く手で個λ的意見でlt"•.• 

ロ学部教育・大学院教育に有効な方法に
よる研究倫理と論文作成のための教育
の徹底

教育方法の開発・教材の開発

実験記録の保存の徹底

ロ日本版研究公正局ORIの設置

ロ不正論文に対する懲罰の基準

研究費の返却、応募禁止期間など

llll:’R智竃.911<曹に，.俊稲.，... 食包~f·』
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．．． 
ご清聴
ありがとうござい手し定

ロ謝辞：深謝いたします。

津谷喜一郎先生北川正路先生

JAMJEの活動は両先生のご協力でなされています。

・宮崎貴久子先生、中山健夫先生

ICMJEの記述のほとんどは両先生のものです。

豆，（＂＜曹長普’•l医ー’R隊旗J福岡氏セみγー
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