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１．公表論文に基づく VART study の概要
（１）臨床研究「VART study」の実施計画
１）目的
高血圧治療により、降圧効果以外に脳卒中や心筋梗塞、心不全などの心血管イベントの抑制
効果がみられることが各種大規模臨床試験により近年明らかになりつつある。しかし、現在ま
での大規模介入試験は殆ど欧米で実施されたものであり、日本人を対象とした十分な検討は少
ない。降圧剤のうち本邦で比較的使用頻度の高いカルシウム拮抗剤であるアムロジピンと、ア
ンジオテンシン受容体阻害薬であるバルサルタンは、いずれも十分な降圧効果を示すことが知
られている。
本臨床研究の目的は、これら 2 剤それぞれの使用下における各種心血管イベント発生の差を
検討し、日本人にとってより有効な高血圧治療法を検討することにある。
そこで本臨床研究「VART study」
（以下「本臨床研究」という。）は、高血圧患者の薬物治療
として、バルサルタンとアムロジピンを使用した場合において、真の治療効果である「心血管
イベント」の抑制効果について、バルサルタン群がアムロジピン群と比較して 40％上回る（発
生が抑制される）という仮説を証明することを目的として実施したものである。
２）対象患者
新規に高血圧（140/90 mmHg 以上）と診断された患者、又は既に降圧治療を受けている 30
歳以上の高血圧患者 3000 例を対象としている。なお、二次性高血圧（原因が明らかな高血圧
症）
、手術適応のある心臓弁膜症や先天性心疾患、肥大型心筋症、拡張型心筋症、6 ヶ月以内
に冠動脈カテーテルインターベンション治療かバイパス術を施行、3 ヶ月以内に脳卒中を発症、
重症の腎機能障害、は除外している。
３）治療スケジュール
「バルサルタン群」ではバルサルタンを 80 mg/日から開始し、降圧目標（140/90 mmHg 未満）
に達しない場合は 160mg/日まで増量し、一方「アムロジピン群」ではアムロジピンを 5mg/日
から開始し、降圧目標に達しない場合は 10mg/日まで増量した。
なお、
「バルサルタン群とアムロジピン群」
（以下「両群」という。）とも増量後も降圧不十
分な場合は、α遮断薬、β遮断薬、又は利尿薬等を必要に応じて追加した。さらに、研究開始
時に治療を受けていた場合は、降圧薬の中止期間を設けずにバルサルタン又はアムロジピンに
変更した。
４）研究デザイン
PROBE（prospective, randomized, open-labeled, blinded-endpoint）法
５）評価項目
「主要評価項目」
（以下「一次エンドポイント」という。
）は、全死亡、突然死、脳血管イベ
ント（脳卒中、一過性脳虚血発作）
、心イベント（急性心筋梗塞、狭心症、心不全の悪化）
、血
管イベント（解離性大動脈瘤、下肢動脈閉塞症）
、腎イベント（血清クレアチニン値の 2 倍化、
透析導入、腎移植）
、の複合イベントとした。
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また、
「副次評価項目」（以下「二次エンドポイント」という。
）は、以下の５項目とした。
① 心左室重量係数とその変化量（心左室肥大）
② 血清ノルエピネフリン濃度の変化率
③ 心縦隔比の変化率（MIBG 心筋シンチグラム）（心交感神経活動）
④ 尿中アルブミンクレアチニン比の変化率（腎機能）
⑤ 糖尿病新規発症頻度
６）割り付け
「最小化法」による無作為割り付けとした。
７）実施医療機関
千葉県内を中心とする医療機関による多施設共同試験
８）実施の経緯
・千葉大学医学研究院倫理委員会答申教授会承認 2002 年 5 月 13 日
・最初の症例登録

2002 年 7 月 2 日

・最後の症例登録

2007 年 9 月 20 日

・データ固定日

2009 年 7 月 27 日

９）実施体制
・VART study 事務局（事務局）
本学医学部附属病院（附属病院）内の循環器内科カンファレンスルーム（オートロック
付き）
・事務局メンバー
本学医学研究院循環病態医科学や附属病院循環器内科所属の医師と事務員
・データ管理
事務局メンバー専用の ID、パスワード
・患者割り付けシステム
UMIN の INDICE システム
・患者データ入力システム
外部企業に依頼した入力システム
・運営委員（Steering committee）
事務局のメンバー（8 名）で構成
・イベント評価委員会
本学以外の医師（4 名）で構成
開催実績：学外で 2 回開催（1 回目 2006 年 9 月 28 日、2 回目 2008 年 11 月 20 日）
・効果・安全性評価委員会
本学以外の医師（3 名）で構成
開催実績：なし
・データ解析
事務局メンバーで実施
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（２）研究結果
１）組み入れ被験者
バルサルタン群（510 例）とアムロジピン群（511 例）の合計 1021 例（予定症例数の約 1/3）
２）登録時の患者背景
年齢、性別、ボディーマスインデックス、既往症、薬物治療（降圧薬、高脂血症治療薬、糖
尿病薬、抗凝固薬）歴の有無等で両群間に大きな差は見られなかった。
３）研究期間中の血圧推移
バルサルタン群（開始時 158±19/93±13 mmHg 、終了時 135±13/80±10 mmHg）、アムロジ
ピン群（開始時 158±18/94±13 mmHg 、終了時 135±14/80±10 mmHg）
、と両群ともに十分か
つ同等の降圧効果を示した。
４）評価項目
【一次エンドポイント】
① 複合イベント発生数は、
バルサルタン群で 21 例 (4.1%)、アムロジピン群で 21 例（4.1%）
であった。
② 両群間に有意差を認めず（ハザード比 1.0、P=0.843）、本臨床研究の計画立案時の仮説
を検証できなかった。
つまり、本臨床研究においては、両群のいずれにおいても同等の治療効果であり、バル
サルタン群がより良い治療（生命予後）効果を示すことを証明しえなかったという結論と
なった。
【二次エンドポイント】
①「心左室重量係数（LVMI）とその変化量（心左室肥大）
」について
：バルサルタン群でアムロジピン群に比し有意に低下した。
②「血清ノルエピネフリン（NE）濃度の変化率」について
：バルサルタン群でアムロジピン群に比し有意に低下した。
③「心縦隔比（H/M 比）の変化率（MIBG 心筋シンチグラム）
（心交感神経活動）
」について
：バルサルタン群でアムロジピン群に比し有意に上昇した。
④「尿中アルブミン/クレアチニン比（UACR）の変化率（腎機能）
」について
：バルサルタン群でアムロジピン群に比し有意に改善した。
⑤「糖尿病の新規発症頻度」について
：両群間で有意差は見られなかった。
つまり、本臨床研究においてはバルサルタン群の方がアムロジピン群に比して、一次エンド
ポイントとした生命予後の改善効果が大きいという結論には至らなかった。
また、二次エンドポイントとした①「心左室肥大の抑制」
、②「血清ノルエピネフリン濃度
の変化の抑制」
、③「心交感神経活動の活性化」、④「腎機能保護」に関して、これらの臨床検
査を行って得られた症例においては、バルサルタン群の方がアムロジピン群に比してより良い
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治療効果が見られたが、⑤「糖尿病の発症頻度」においては、両群で差は見られなかったとの
結論となった。
５）研究成果の公表
本臨床研究の成果は、以下の論文として公表された。
（①メインスタディ（以下、
「主論文」と呼ぶ）
）
・論

文

名：「Effects of valsartan and amlodipine on cardiorenal protection in
Japanese hypertensive patients: the Valsartan Amlodipine Randomized
Trial.」
・掲載雑誌名：
「Hypertension Research」2011 Vol.34 p62-69.
・論文受付日：2010 年 6 月 7 日、受理日:2010 年 7 月 1 日、公表日：2010 年 10 月 7 日

（②プロトコル） ※①メインスタディの臨床研究実施計画等を記載した論文
・論 文 名：
「Valsartan Amlodipine Randomized Trial(VART):Design, Methods,
and Preliminary Results.」
・掲載雑誌名：
「Hypertension Research.」2008 Vol.31 ｐ21-28.
・論文受付日：2006 年 2 月 8 日、受理日:2007 年 8 月 3 日、公表日：2008 年 2 月 8 日
（③サブスタディ）※①メインスタディで示された成果を踏まえて展開された研究論文
・論 文 名：
「Effects of valsartan and amlodipine on home blood pressure and
cardiovascular events in Japanese hypertensive patients :
a subanalysis of the VART」
・掲載雑誌名：
「Journal of Human Hypertension」2012 Vol.26 ｐ656-663.
・論文受付日：2011 年 5 月 27 日、受理日:2011 年 9 月 12 日、公表日：2011 年 10 月 13 日

２．奨学寄附金
医学部における外部資金の受け入れ記録によると、2007 年度～2009 年度の 3 年間で 9,100
万円がノバルティスファーマ株式会社から千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学への奨
学寄附金として記録されていた。なお、2007 年以前の受け入れ状況は、関係資料が廃棄され
ているために不明である。
※ノバルティスファーマ株式会社は、2002 年度から 2009 年度まで（Ｋ氏（当時の教授）が大
阪大学へ異動するまで）の 8 年間に、2 億 4,600 万円の奨学寄附を行ったと厚生労働省の「高
血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」において報告している。

３．千葉大学研究活動の不正行為対策委員会による調査
（１）委員会の開催状況
2013. 5.17

千葉大学研究活動の不正行為対策委員会の設置

2013. 5.23

予備調査委員会（第１回）の開催

2013．6. 3

予備調査委員会（第２回）の開催
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2013. 6.20

第１回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
内部調査を開始するとともに、第三者機関に調査依頼することを決定

2013. 7. 8

症例データとカルテの照合に関する内部調査を開始

2013. 7.12

関係者から論文に関する事情の聴取を開始

2013. 8. 9

【厚生労働省「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」
】
千葉大学の内部調査状況を報告

2013. 8.27

第２回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
外部調査の委託機関（第三者機関）を決定

2013. 9.30

第３回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
本臨床研究の責任者等からの意見聴取

2013.12. 3

第４回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
これまでの内部調査結果に関する中間報告の作成

2013.12.25

【厚生労働省「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」
】
「臨床研究「ＶＡＲＴ

ｓｔｕｄｙ」に関する国立大学法人千葉大学

研究活動の不正行為対策委員会（中間）報告」の報告
2014. 2. 7

第５回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
ノバルティスファーマ株式会社の元社員 S 氏からの意見聴取

2014. 3.26

第６回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
委員会報告書取りまとめに関する議論

2014. 4.16

第７回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
本臨床研究の論文執筆者からの意見聴取
委員会報告書取りまとめに関する議論

2014. 6.23

第８回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会
本臨床研究の責任著者からの意見聴取
委員会報告書取りまとめに関する議論

（２）委員会における調査の概要
2013 年 6 月 20 日の「第１回千葉大学研究活動の不正行為対策委員会」の決定を受け、德久
剛史不正行為対策委員会委員長（当時）
、横須賀收医学研究院長等による調査を開始した。本
研究計画の全登録症例は 1021 件であり、この症例データセットの中で千葉大学附属病院の症
例データ 109 名分の中から 108 名の患者カルテを特定した。
また、同時に德久委員長、横須賀医学研究院長、医学部事務長等により、主論文（「Effects
of valsartan and amlodipine on cardiorenal protection in Japanese hypertensive patients:
the Valsartan Amlodipine Randomized Trial.」
）の作成に携わった者に対し、各種委員会の
開催状況、議事録の有無、データ管理体制、イベント、有害事象、中止・脱落などのデータの
保管状況、各種データファイルに関する当時の状況及びノバルティスファーマ株式会社元社員
S 氏との関わりに関する認知の有無などについて、事情を聴取するとともにアンケート調査を
実施した。
千葉大学研究活動の不正行為対策委員会（以下「本委員会」という。）では、これらの調査
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結果と併せ、
「症例データセット」
（以下「データセット」という。
）と「千葉大学医学部附属
病院の 108 件のカルテデータ」
（以下「原資料」という。）の整合性に関する内部調査結果をも
とに 2013 年 12 月 17 日に本委員会の（中間）報告を発表したが、本臨床研究に関する主論文
におけるデータ改ざん及びノバルティスファーマ株式会社の元社員Ｓ氏の関与の有無などに
関しては、第三者機関による調査結果を待って報告をまとめることとしていた。

４．第三者機関の調査報告を踏まえた本委員会の調査結果
第三者機関による調査報告が取りまとめられ、本年 3 月 31 日に千葉大学に提出があったこ
とを受け、本委員会として当該調査報告内容の確認、主論文における問題点の把握等を行った。
（１）研究体制に関して
１）資料の保管状況
（調査報告書概要）
調査に必要な文書、その他の記録の多くが保管されていなかった。特に、倫理委員会、
イベント評価委員会等の資料が破棄されており、入手できなかった。また、解析用に提供
された全症例データセットは、一部を除きデータクリーニングされていない状態であった。
（本委員会の調査結果）
全症例データセットについては、データを固定する以前の段階で、論文の第一著者で
あるＮ氏（当時、千葉大学医学研究院生・医員。以下「Ｎ氏」という。
）から指導教官の
T 氏（当時、千葉大学講師、以下「T 氏」という。
）の承認の下でノバルティスファーマの
関係者である S 氏に送られ、データ解析に供されたことが N 氏、T 氏らの証言によって明
らかになった（詳細は後述）
。
２）研究実施状況
（調査報告書概要）
症例登録開始（2002 年 7 月）から 2 年 8 ケ月後に臨床研究実施計画書（プロトコル）
の大幅な改訂が行われている。プロトコル中の複数個所に記載されている評価項目の内容
が異なっており、プロトコル内で整合がとれていない。また、イベント評価委員会に関す
る資料が破棄されており、各イベントの取り扱い等が確認できなかった。
（本委員会の調査結果）
効果・安全性評価委員会は設置されていたにもかかわらず、一度も開催されていなかっ
た。
（２）
「論文とデータセット」及び「原資料とデータセット」の比較
全登録症例 1021 件のデータセットの内容と「VART の主論文に掲載されている数値、表、グ
ラフ等の整合性及び統計解析手法の妥当性」及び「原資料との整合性」について調査した。
※ 以下の比較において、バルサルタン群は「V 群」
、アムロジピン群は「A 群」としている。
※ 以下に貼付した図表は、主論文より引用したものである。
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１）一次エンドポイントに関して
①－１ 血圧値（論文 Figure 2）について
（調査報告書概要）
データセットから血圧の推移図（図 1.1）を作成したところ、論文 Figure 2 と一致しな
かった。ただし、図 1.1 の V 群と A 群を逆にした場合には、論文 Figure 2 と概ね一致し
た。
血圧は全体で 638 ポイント（108 例）測定されており、データセットと原資料とで合
致していた収縮期血圧値は 54.8%（V 群 49.3%、A 群 59.2%）、拡張期血圧値は 56.4%（V
群 51.2%、A 群 60.6%）であった。
データセットから作成した血圧の推移図と原資料データから作成した血圧の推移図と
を比較したところほぼ一致していた（図 1.2）
。
（問題点）
論文の図でＶ群とＡ群の記載が逆転している。
データセットと原資料の間でデータの一致率が低かった。
（本委員会の見解）
本委員会では、論文作成時、グループ間でのデータの取り違え（V 群と A 群の値の貼
り付けミス）があったものと考える。
血圧値及び測定日について、プロトコルには測定日の許容範囲が規定されていなかった
ことが一因と考えられた（外部調査では、登録日から算定された検査予定日に最も近い日
の血圧値が採択されている）
。
論文 Figure 2
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図 1.1 データセットから作成した血圧の推移

図 1.2 血圧の推移図（千葉大学病院 108 症例）
データセット

原資料

①－２ イベントの件数（論文 Table5）について
（調査報告書概要）
データセットから得られた各イベントの件数と論文 Table 5 に記載されたイベントの
件数は一致していた。
（問題点）
なし。
（本委員会の見解）
イベントにおけるデータの改ざんは認められないと考える。
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論文 Table 5

表 1.1 データセットから作成した各イベントの件数
項目

データセット

V 群 (n=510)

A 群 (n=511)

変数名(内容)

頻度（割合(%)）

頻度（割合(%)）

21 (4.1)

21 (4.1)

-

-

Primary endpoint

EVENT

Sudden death

-

Stroke

EVENT (stroke or tia)

10 (2.0)

10 (2.0)

AMI

EVENT (ami)

2 (0.4)

1 (0.2)

Angina pectoris

EVENT (ap)

2 (0.4)

2 (0.4)

Heart failure

EVENT (chf)

3 (0.6)

1 (0.2)

Transition to dialysis or
doubling of serum
creatinine levels

EVENT (dialysis or doubling)

2 (0.4)

4 (0.8)

Transition to dialysis

EVENT (dialysis)

0 (0.0)

1 (0.2)

Doubling of serum
creatinine levels

EVENT (doubling)

2 (0.4)

3 (0.6)

All-cause mortality

EVENT (death)

2 (0.4)

3 (0.6)

①－３ 複合イベントの Kaplan-Meier 曲線（論文 Figure3）について
（調査報告書概要）
最終的にイベントが発生するまでの期間が計算できたのは、V 群 486 例、A 群は 499
例であった。イベントが発生するまでの期間の単位は月とし、日単位の期間を 30.4 で除
して使用した。
観察期間については、論文には”The mean follow-up period was 3.4 years. The study
accumulated 3390 person-years of follow-up (1742 person-years and 1648 person
years for the valsartan- and the amlodipine-based regimens, respectively).” と記載さ
れている。上記の 37 例の欠測があるデータセットを用いて観察期間の平均を算出したと
ころ、3.40 年（中央値は 3.31）であり論文記載と一致した。
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しかし、人年を算出したところ V 群で 1630.78 人年、A 群で 1719.46 人年であり論文
記載と一致しなかった。
データセットを用いて、複合イベントに関する Kaplan-Meier 曲線（図 1.3）を作成し
たところ、論文 Figure 3 とは一致せず、各時点での At risk 数（図 1.3）は論文 Figure 3
より少なかった。また、ログランク検定の p 値も一致しなかったが、両群間で有意差が
認められなかったという結論は論文と同様であった。
（問題点）
イベント発生までの人年の値は論文記載のデータとデータセットの値が一致していな
かった。データセットから作成した複合イベントに関する Kaplan-Meier 曲線は論文の図
とは一致していなかった。
（本委員会の見解）
両群間で差がないという結論は同じであるが、人年値及び Kaplan-Meier 曲線が完全に
一致しないのは問題である。
論文 Figure 3

図 1.3 データセットから作成した 48 ヵ月までの Kaplan-Meier 曲線
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①－４ イベントのハザード比（論文 Table5）について
（調査報告書概要）
Table 5 のハザード比はリスク比の誤りとの記載があり、各イベントのリスク比(Risk
。
ratio)とその 95%信頼区間、χ2 検定の p 値を計算した（表 1.2）
その結果、複合イベントと各イベントについて論文と同様に両群間に有意差はなかった
。
が、下線を付した数値が論文 Table 5 の数値と一致しなかった（表 1.2）
（問題点）
数値が一致しない部分があること。
（本委員会の見解）
有意差がないという結論は同じであるが、リスク比並びにｐ値に相違があるのは問題で
ある。
論文 Table 5

表 1.2 データセットから作成したリスク比とχ2 検定の p 値
データセット

項目

χ2 検定

リスク比 (RR)
RR

95%C.I.

p値

1.002

0.554 - 1.812

0.9948

-

-

-

変数名(内容)

Primary endpoint

EVENT

Sudden death

-

Stroke

EVENT (stroke or
tia)

1.002

0.421 - 2.387

0.9965

AMI

EVENT (ami)

2.004

0.182 - 22.030

0.5622

Angina pectoris

EVENT (ap)

1.002

0.142 - 7.086*

0.9984

Heart failure

EVENT (chf)

3.006

0.314 - 28.801

0.3157

Transition to dialysis
or doubling of serum
creatinine levels
(Transition to
dialysis)

EVENT (dialysis or
0.501

0.092 - 2.723

0.4144

-

-

-

doubling)
EVENT (dialysis)
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(doubling of serum
creatinine levels)

EVENT (doubling)

0.668

0.112 - 3.981

0.6557

All-cause mortality

EVENT (death)

0.668

0.112 - 3.981

0.6557

*論文では 1.0 [0.1-0.7]となっていたが、誤記として 1.0 [0.1-7.1]に修正されている。

①－５ イベントについて
（調査報告書概要）
108 例について登録日から 2009 年 3 月 31 日（VART 終了日）までのイベント発生状況
を調査した。イベントの発生が疑われた症例については、実地調査担当者が照合・確認し
た結果をもとに、医師 2 名がそれぞれ独立して、各症例におけるイベントの有無と種類を
再評価した。
その結果、データセットには 8 件のイベントが存在した。一方、原資料には確認できた
イベントが 4 件、確認はできなかったが発生が疑われたイベントが 4 件存在した（表 1.3、
表 1.4）
。
（問題点）
死因の解釈が異なっている部分がある。
（本委員会の見解）
脳卒中と心不全にて 1 例ずつの違いが指摘されており、心不全にて入院され、最終的に
脳卒中にて死亡した症例に関してデータセットでは心不全にカウントされていたが、原資
料では脳卒中にカウントしたことによると見られる。
表 1.3 千葉大学病院のイベント
整理番号

割付群

データセット

原資料

心不全

脳卒中（疑）又は総死亡

血清クレアチニンの 2 倍化

血清クレアチニンの 2 倍化

E0000175

脳卒中

脳卒中（疑）

E0000891

心不全

心不全

E0000078

脳卒中

脳卒中（疑）

狭心症

狭心症

E0000304

脳卒中

脳卒中

E0000450

一過性脳虚血発作

一過性脳虚血発作（疑）

E0000014
E0000089

E0000116

V群

A群

表 1.4 原資料だけでイベントを確定しきれなかった症例
整理番号
E0000014

イベント詳細
データセットでは心不全とされていたが、原資料には心不全と思われる記載
はなく、2004/10/1 に死亡していた。死亡の原因について、死亡診断書では「ア
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ルツハイマー病による誤嚥性肺炎」と記載されていたが、入院中に脳幹梗塞
を疑う症状が認められていた。
以上より、本症例で発生したイベントは心不全ではなく、脳卒中である可能
性が高い。仮にそうでないとすれば総死亡に分類されるべきものである。
E0000175

原資料には 2003/6/28 頃から構音障害と右上肢の脱力があり、7/2 の頭部 CT
結果が「左被殻ラクナ梗塞」との記載があった。症状からは脳卒中が疑われ
るが、その原因が左被殻ラクナ梗塞か否かは閲覧した原資料だけでは判断で
きなかった。

E0000078

原資料には 2004/4/15 の CT 結果が「右後頭部に脳梗塞所見」
、2004/9/16 に眼
科の視野検査で右側半盲が認められ、左後部の脳梗塞が原因との記載があっ
た。閲覧した原資料だけでは発症日、症状と病巣の因果関係等がはっきりし
なかった。

E0000450

原資料には 2006/3/27 胸部苦にて受診、虚血性疾患は否定的であったが、検査
中に意識レベルの低下、呂律障害、眼前暗黒感、しびれ感が生じ、一過性脳
虚血発作にて入院との記載があった。閲覧した原資料だけでは、検査中に発
生した迷走神経反射か、一過性脳虚血発作かの判断が難しかった。

２）二次エンドポイント（副次評価項目）に関して
②－１ 左室心筋重量係数（LVMI）の変化（論文 Figure4）について
（調査報告書概要）
・
「論文とデータセットの比較」では、左室心筋重量係数（LVMI）については、論文 Figure
4 とデータセットから作成した図（図 2.1）は同様の傾向を示したものの完全に一致しな
かった。データデットを用いて、時点ごとの差の両群間比較の検定を行なったところ、36
ヵ月時点において両群間に有意差を認め、論文記載の”P<0.05”と一致した。
論文 Figure 4

図 2.1 データセットから作成した
LVMI の登録時からの差の平均値
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24
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36

・
「原資料とデータセットの比較」では、身長・体重の測定が行われていない症例が存在
したため、LVMI の算出が可能であったのはデータセットで 75 例（226 ポイント）、原資料
で 60 例（193 ポイント）であった。LVMI の登録時からの差（変化）についてデータセッ
トと原資料に基づいて比較（図 2.2）したところ、両者は一致しなかった。
図 2.2 LVMI の登録時からの差（千葉大学医学部附属病院 108 症例）
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・LVMI の論文 Figure 4 では、12 ヵ月時と 36 ヵ月時の LVMI の値が図示されているが、24
ヵ月時のデータが省略されている。時系列データでは推移を確認するためにも 24 ヶ月時
のデータを加えて全測定時点の値を記載しておくべきである。
（問題点）
「論文記載データ（Figure 4）とデータセット」、
「データセットと原資料」の比較にお
いて、解析結果は同様の傾向を示したが、症例数・平均値は一致しなかった。
（本委員会の見解）
最終的な統計結果は論文記載とデータセットで一致していたものの、問題点として論文
中の記載、データセット、附属病院における原資料の三者が完全には一致しなかったこと
があげられる。
また、LVMI の計算式は、後述するごとく S 氏が設定したものを用いており、著者らが
自ら設定をしたものではなかったことが後に判明している。さらに、大量の欠測値がある
にもかかわらず、図の中でデータが得られた N 数の提示をしなかった。
また、後の調査において、
「外れ値」の設定と除外は著者らの手で行われておらず、論
文の解析と図表の作成を行った S 氏自身によって行われていたことが明らかとなってお
り、この点も問題である（詳細は後述）
。
これらの結果から、論文作成時の解析は十分な正確性、公正性をもって行われておらず、
論文の信頼性は低いものと思われる。
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②－２ 血漿ノルエピネフリン（NE）の変化（論文 Figure5）について
（調査報告書概要）
・
「論文とデータセットの比較」では、血漿ノルエピネフリン（NE）の変化（論文 Figure
5）はデータセットから作成した図（図 2.3）とは一致しなかった。論文 Figure 5 では 36
ヵ月時点で有意差があったとされるが、データセットでの解析では 12 ヶ月時点でのみ有
意差を認め、結果が異なっていた。登録時から各時点までの NE 値の変化について、論文
記載とおりの重回帰分析を行ったところ、時点と割付群の交互作用（β2）についての検
定で有意差を認めた(p=0.0015)。これは論文記載の「P<0.01」と一致した。
論文 Figure 5

図 2.3 データセットから作成した
NE 値の登録時からの%差の平均値

NE値の登録時からの％差 (%)

50

Amlodipine

40
n=101

30
20
10

n=39

Valsartan
n=66

n=211

0
n=186

-10
-20

n=71

n=57
n=34

-30
-40
-50

登録時

12
24
登録日からの期間（月）

36

・NE のような個人内相関のあるデータ（経時列データ）に対して重回帰モデルを用いる
のは適切ではなく、個人内相関を考慮した統計解析手法（例：repeated measures two-way
ANOVA）を用いるのが適切である。
・
「データセットと原資料の比較」
（図 2.4）では、全体で 287 ポイント（107 例）測定さ
れており、87.5%（V 群 88.4%、A 群 86.7%）がデータセットと原資料とで合致していた。
データセットと原資料から作成した NE の登録時からの%差を比較したところほぼ一致し
ていた。
図 2.4 NE の登録時からの%差（千葉大学医学部附属病院 108 症例）
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（問題点）
論文記載データ（Figure 5）とデータセットから作成した図は一致しなかった。データ
セットと千葉大病院における原資料においてデータは同様の傾向を示したが、症例数・平
均値は一致しなかった。
（本委員会の見解）
「論文中の記載とデータセット」「原資料とデータセット」の症例数・平均値は一致し
ていなかったことから、解析は十分な正確性をもって行なわれなかったものと思われる。
統計結果として有意差が認められた時点は、論文記載では 36 ヶ月時点、データセットか
らの解析では 12 ヶ月時点、と異なることから論文中の統計結果の信頼性は低いと考えざ
るを得ない。また、統計法の選択も適切でなかったことが指摘されている。
さらに、症例の脱落が多くあることに加え、大量の欠測値があるにもかかわらず、図表
に N 数を記入しなかったことも問題である。

②－３ 心縦隔比（H/M 比）の変化（論文 Figure6）について
（調査報告書概要）
・
「論文中の記載とデータセット」及び「原資料とデータセット」はほぼ一致していた。
論文では、
「心縦隔比の変化率（MIBG 心筋シンチグラム）
（心交感神経活動）はバルサル
タン群でアムロジピン群に比し有意に上昇した」という結論が述べられているが、「検定
に用いられた統計手法の適切性」には問題があるとされた。
論文 Figure 6

図 2.5 データセットから作成した
H/M 比の登録時からの%差の平均値
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（問題点）
核医学検査という特殊な検査データである H/M 比は全 102 ポイント（47 例）しかデー
タがなかった（このデータのうち、101 ポイント 46 例は千葉大学病院で収集され、残り
の 1 ポイント 1 例は県立循環器病センターで収集）
。論文の図とデータセットから作成し
た図は一致していた。
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図 2.6 H/M 比の登録時からの%差（千葉大学医学部附属病院 108 症例）
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（本委員会の見解）
論文では、有意差ありと結論しているが、統計手法の選択が適切でなく、より適切な統
計手法を用いるべきである。さらに、症例の脱落が多くあることに加え、大量の欠測値が
あるにもかかわらず、図表に N 数を記入しなかったことも問題である。

②－４ 尿中アルブミン/クレアニチン比（UACR）の変化（論文 Figure7）について
（調査報告書概要）
論文では、
「尿中アルブミンクレアチニン比の変化率（腎機能）
：バルサルタン群でアム
ロジピン群に比し有意に改善した。」という結論が述べられているが、
「論文とデータセッ
ト間の図表の一致性」及び「原資料とデータセット間の図表の一致性」ともに乏しく（図
2.7、図 2.8）
、
「検定に用いられた統計手法の適切性」も適切でない。その結果「有意差
有無の一致性」もなくなり、
「尿中アルブミンクレアチニン比の変化率（腎機能）はバル
サルタン群でアムロジピン群に比し有意に改善したと結論できない。UACR 値を対数変換
すると正規分布を示すので、底を 10 とした対数変換をした上で、検定の多重性を考慮せ
ずに各時点の群間差を評価したところ、論文では 36 ヵ月時点に有意差があったとされる
が、本解析では 12 ヵ月と 24 ヵ月時点に有意差を認めた。
論文 Figure 7

図 2.7 データセットから作成した
UACR の登録時からの%差の平均値
UACRの登録時からの％差(%)
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図 2.8 log10(UACR)の登録時からの%差（千葉大学医学部附属病院 108 症例）
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（問題点）
原資料とデータセット間の図表が一致せず、論文とデータセット間の図表が一致せず、
検定に用いられた統計手法が適切でなく、有意差有無も一致しなかった。以上から、信頼
性が乏しいと言える。
（本委員会の見解）
「原資料とデータセット間の図表の一致性」
「論文とデータセット間の図表の一致性」
「検定に用いられた統計手法の適切性」
「有意差有無の一致性」のそれぞれで問題があっ
た。さらに、症例の脱落が多くあることに加え、大量の欠測値があるにもかかわらず、図
表に N 数を記入しなかったことも問題である。以上より、信頼性に乏しいと結論できる。

②－５ 糖尿病の新規発症（論文 Table6）について
（調査報告書概要）
論文では、
「糖尿病新規発症頻度において、バルサルタン群とアムロジピン群間で有意
差は見られなかった。
」という結論が述べられているが、検定に用いられた統計手法は適
切であり、有意差が無いという結論は同じであるが、論文とデータセット間のデータの不
一致がある。
（問題点）
原資料とデータセット間では 85.7% のデータが一致していた。
「糖尿病の新規発症の定
義を、登録時の（主治医報告による）糖尿病の有無が「無」かつ、登録時の HbA1c 値＜6.5
（登録時の HbA1c が欠測値の場合は 6 ヵ月時点の HbA1c 値＜6.5）の症例の中で、経過中
に HbA1c 値≧6.5 となった症例を新規発症とした」とのルールに従うと、糖尿病新規発症
例は V 群 10 例、A 群 12 例であり、論文に記載されている V 群 8 例、A 群 16 例とは異なっ
ていた。記載通りに論文とデータセットとの間でデータが一致しない点は、問題である。
（本委員会の見解）
検定に用いられた統計手法は適切であり、両群で糖尿病発症率に差がないという結論は
同じであったが、論文とデータセット間の一致性が認められなかった。
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５．主論文の作成に携わった者への事情聴取とアンケート調査から明らかにされた本臨床研
究実施のきっかけと経緯
（１）本臨床研究実施のきっかけ
2000 年前後に多くのアンジオテンシン受容体阻害薬が高血圧治療薬として登場し、欧米の
臨床試験によってこの群の薬物が心肥大抑制作用や蛋白尿改善作用を示すことが報告されて
いる。
本研究は、責任者である K 氏（当時、千葉大学教授。2010 年 4 月大阪大学へ異動、現東京
大学教授）らが日本人を対象とした介入試験によって、アンジオテンシン受容体阻害薬である
バルサルタンの降圧作用及び臓器保護作用を検討し、カルシウム拮抗薬であるアムロジピンと
比較しようとしたものである。
（２）本臨床研究の経緯
米国留学中に臨床研究を行っていたＫ2 氏（当時、千葉大学講師。以下「Ｋ2 氏」という。
）
が、帰国後にＫ氏の下で本臨床研究のプロトコルを作り、本研究を開始した。Ｋ2 氏は、当時、
S 氏が研究の支援を申し出たとき、S 氏がノバルティスファーマ株式会社の社員であることを
知っていたため、S 氏が研究に参加することは利益相反に当たると判断し、研究活動には一切
関わらせなかった。2002 年 7 月より県内を中心とする 96 施設、110 名の医師からデータを集
め始め、2007 年ごろまではＫ2 氏が独自にデータの解析を行っていた。
2007 年にＫ2 氏が本学を退職して他の医療機関に転出したため、Ｔ氏がＫ2 氏に代わり本臨
床研究を引き継いだが、患者登録期間内に当初計画していた 3000 例の症例数には達しなかっ
た。そして、臨床研究を開始してから 5 年 2 ヶ月経過した（2007 年 9 月）時点で、3000 例に
達するのは難しいのではないかと考え、約 1000 例を集めた時点でデータの収集を終了した。
その後、2009 年 7 月にデータを固定して、Ｎ氏が主論文を作成した。主論文は、2010 年 7 月
に受理され、2010 年 10 月に公表された。
一方、S 氏の所属についてのＫ氏及びＴ氏の認識はＫ2 氏と異なっており、主論文作成時に
おいて、S 氏がノバルティス社社員であるとの認識はなかったと回答している。

６．本委員会の調査によって明らかになった問題点
本委員会においては、
「VART Study」について、これまでの内部調査結果、本委員会による
Ｋ氏、Ｔ氏、Ｎ氏及びＳ氏への質問調査の結果とともに、第三者機関による調査結果の報告を
踏まえ、以下の問題点が存在することを指摘する。
（１）
「論文とデータセット、データセットと原資料との不一致」及び「不適切な統計解析」
の問題
本委員会では、公益財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センターに「VART study」にお
けるデータ管理プロセスとデータの精度についての調査（千葉大学医学部附属病院のカルテデ
ータ（
「原資料」
）に基づき、108 症例を対象とした調査）を委託し、本研究の品質及びその信
頼性の検証と、
「VART study」の主論文において主張されている結果の妥当性を評価した。

19

この検証によって次のことが明らかとなった。
①

登録時の症例特性データには、Body mass index, Left ventricular hypertrophy,
Ejection fraction 等いくつかのパラメータにおいて数値の不一致があったこと。

② 両治療群で血圧降下の度合い差がないという結論は変わらなかったが、主論文の血圧の
推移図(Figure 2)における治療群の表記が逆になっていたこと。
③ 両治療群間で有意な差が認められないという結論は変わらなかったが、複合イベントに
関する Kaplan-Meier 曲線が論文と一致していなかったこと。
④ 有意差がないという結論は変わらなかったが、複合イベントと各イベントのハザード比
に関しては、論文の数値がデータセットと一部で一致しなかったこと。
⑤ 副次評価項目
（ア）左室心筋重量係数（LVMI）変化
・全体の傾向は変わらなかったが、主論文の図(Figure 4)は必ずしも正確ではなかった
こと。
・t 検定及び Wilcoxon 順位和検定により 36 ヶ月時点で群間に有意差があり、論文に記
載されている repeated measure two-way ANOVA によっても、いずれかの時点で有意差
があるという結果は変わらなかったが、データセットと原資料の間にデータの不一致が
あったこと。
（イ）血漿ノルエピネフリンの変化
・データセットは原資料とほぼ一致したものの、主論文の図(Figure 5)はデータセット
から作成した図と大きく異なっていたこと。
・解析に用いた「重回帰モデル」は統計解析方法として適切でなく、repeated measures
two-way ANOVA を用いるのが適切であったこと。
・t 検定及び Wilcoxon 順位和検定で検定すると、12 か月時点のみが Wilcoxon 順位和検
定で有意であったこと。
（ウ）心縦隔比(H/M 比)の変化
・血漿ノルエピネフリンの場合と同様、用いた統計解析手法が適切でなかったこと。
（エ）尿中アルブミン/クレアチニン比(UACR)の変化
・主論文の図(Figure 7)がデータセットから作成した図と大きく異なっていたこと。
血漿ノルエピネフリンの場合と同じ意味で、用いた統計解析手法が適切でなかったこ
と。
・UACR の値は対数変換して解析するのが適切であるのにそうしていなかったこと。
・対数変換をして群間差を検定すると、12，24 ヶ月時点で有意差が認められたこと。
（オ）糖尿病の新規発症
・両群で発症リスクに差がなかったという結論は変わらなかったが、論文の(Table 6)
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に示されている数値が、データセットにおける糖尿病の新規発症例の例数と異なってお
り、オッズ比も一致しなかったこと。
本調査によって、
「千葉大学病院における原資料とデータセットに多くの不一致があったこ
と」
、
「主論文の図・表にデータセットと整合しないものが数多くあったこと」、
「用いた統計解
析方法が一部不適切であったこと」が明らかとなった。さらに、
「臨床試験経過中の脱落症例
も多く、加えて大量の欠測値があるにもかかわらず、この点を図表あるいは本文中に明記しな
かったこと」も明らかとなった。
したがって、本委員会は、第三者機関による「アムロジピンに比してバルサルタンは心臓と
腎臓に対する保護効果が大きいという結論を導くことは不可能である」という調査報告を支持
する。
（２）本臨床研究における手続等の問題
１）CRF 等の廃棄について
事務局に保管・管理されていた CRF 等の個人情報を含む紙媒体資料（
「ユーザマスタ、デー
タ管理者マスタ、患者属性、検査、VART データ、月毎データ、イベント、有害事象、中止・
脱落」というデータファイルなど）が 2011 年 4 月頃にすべて廃棄されていたので、その廃棄
理由を責任著者等に質問調査した。
質問調査の結果、以下の 2 点がその理由であるとの回答を得た。
① 本研究の事務局として使用していた附属病院内のカンファレンスルームを他の部署に
引き渡す際に、個人情報が保護できる安全な資料保管場所が他に確保できなかった。
② 主論文の作成に用いたデータは、電子媒体で保管されていたので紙媒体での保管は不
要と考えた。
本委員会は、
「VART Study」の資料廃棄を、データ改ざんなどを隠ぺいする意図的なものと
は考えないが、主論文を発表した翌年（2011 年 4 月頃）には CRF 等の資料を廃棄しているこ
とについては、臨床研究における資料保管の意義を軽視した行為であると判断する。今後この
ようなことが再発しないように、研究関係者に厳重注意をすると共に、資料保存等に関する学
内規程等の整備を千葉大学に強く要望する。
２）本臨床研究の評価者について
本臨床研究の実施に当たり、適切なイベント評価が行われていたか否かについて確認したと
ころ、
「イベント評価委員会」委員のうちの一人が本臨床研究の被験者（3 人）の担当医であ
ったことが分かった。本臨床研究では統計解析に「PROBE 法」
（エンドポイントの評価を被験
者がいずれの群に割り付けられたかを知らない第三者が行うことにより盲検化する手法）を用
いているが、被験者の割り付け及びイベントの内容を知っている担当医がエンドポイントの評
価を行っているにもかかわらず、プロトコル論文、主論文、サブスタディ論文いずれにおいて
も何も説明がされていなかった。
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また、
「効果・安全性評価委員会」委員のうちの一人も本臨床研究の被験者（15 人）の担当
医であったことが分かっており、独立性が求められる当該委員会の構成員としては不適任であ
ったと言わざるを得ない。これらは、いずれも臨床研究の基本的ルールから逸脱していると考
える。
３）利益相反について
当時、Ｋ氏の教室では、
「VART study」の開始後にノバルティスファーマ株式会社から多額
の奨学寄附金を受領していたにもかかわらず、主論文には利益相反はないと記載されていたこ
とから、その理由をＫ氏、Ｔ氏に質問調査した。
質問調査の結果、
「
「VART study」を開始した 2002 年当時には、利益相反という概念が一般
化していなかった上に、学内には利益相反委員会が組織されていなかった。
」また、
「主論文を
投稿した 2010 年当時、Hypertension Research 誌には、利益相反の規程がなかった。」という
回答を得た。
しかし、本委員会は、主論文を投稿した 2010 年には「VART study」における利益相反に関
する情報の開示が必要であったと判断する。それは、
「本学が 2008 年には利益相反ポリシーを
作成し利益相反委員会を設置していたこと」と、
「本学が、利益相反ポリシーの作成以降、大
学及び医学研究院・附属病院の教職員にその内容を周知する教育を行ってきたこと」がその理
由である。たとえ「Hypertension Research」誌に利益相反の規程がなかったとしても、利益
相反状況の情報開示は当然に行われているべきであり、本臨床研究の倫理委員会においてこれ
らの開示が何らなされていなかったことは問題である。ゆえに、利益相反状況の情報開示が無
い主論文は説明責任を欠いていると言わざるを得ない。
４）ノバルティスファーマ株式会社の元社員 S 氏の関与
主論文中に、統計解析は大阪市立大学の疫学教室が行ったと記載している一方で、ノバルテ
ィスファーマ株式会社の S 氏が、統計解析において関与したことが主論文に謝辞として記載さ
れていることから、Ｓ氏の関与の事実関係及び関与の内容等について論文責任者を含む著者及
び S 氏自身に質問調査した。
【Ｎ氏、Ｔ氏及びＫ氏への事情聴取の内容】
（～2014 年 3 月 26 日：第 6 回委員会）
著者であるＮ氏、Ｔ氏に対し、データ解析を S 氏に依頼したと主論文に記載した理由につい
て質問調査をしたところ、当初の回答は、①「実際には S 氏からはアドバイスをもらっただけ
で、研究者自身で解析を行っていた。」というものであった。また、Ｔ氏からは、②「主論文
へＳ氏への解析依頼を記載した理由として、研究者自身が行った解析結果では、本臨床研究の
データ解析の中立性が疑われる可能性があることから、当時、類似の研究論文において統計解
析を担当したと記載されていた大阪市立大学の非常勤講師の S 氏に解析を依頼した旨を記載
した。
」という回答があった。
すなわち、当初 S 氏にはデータ固定後に統計解析に関するアドバイスをしてもらっただけで
あり、アドバイスの内容も一般的な手法に関したものであり、S 氏はデータの解析には関与し
ていないという内容の回答であった。
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また、Ｋ氏からも「統計解析は千葉大学で行ったものである。具体的には、一般的によく使
用されている統計解析ソフトを用いてＮ氏が解析を行い、その解析結果を、Ｔ氏と自分が検討
を行った。
」
、加えて「我々独自による統計解析終了後、専門家の意見を聞いておいたほうが良
いと考え、統計解析家のＳ氏にアドバイスをいただいた。統計の一般的な手法に関してアドバ
イスをいただいたので、論文の謝辞欄に名前を記載した。」旨の回答がなされた。その時点に
おけるＫ氏の当該説明は、Ｎ氏及びＴ氏の回答内容とも整合していた。
【Ｓ氏への事情聴取の内容】
（2014 年 2 月 7 日：第 5 回委員会）
本委員会が行った S 氏本人への聞き取り調査においても、S 氏は、①「統計解析に関するア
ドバイスを行ったのみである。
」との回答をしていた。また、本学にはノバルティス社の社員
として来ていたのかという問いに対しても、
「はい。」と回答している。
さらに S 氏からは、②「最初にＫ先生や研究グループスタッフの先生方とお会いした時から、
ノバルティス社の社員として自己紹介をしているので、当初から全員の先生方がご存じだった
はずだと考えている。
」という回答も受けている。
【Ｎ氏からの過去の証言の訂正申し出に伴う事情聴取】
（2014 年 4 月 16 日：第 7 回委員会）
4 月中旬、Ｎ氏から、
「従前の質問調査において証言した内容について一部訂正したい。
」と
の申出があり、2014 年 4 月 16 日に本委員会において改めて事情聴取を行ったところ、①「主
論文の複合イベントの解析と副次評価項目の解析は、当事者による解析が困難であったことか
ら、イベントデータ解析及び副次評価項目の統計解析を大阪市立大学の S 氏に依頼し、全面的
に統計解析を行ってもらうとともに、その解析結果をそのまま論文に掲載した。
」との回答を
得た。また、この時のＮ氏の証言により、S 氏へ提供したデータは「データ固定前」のもので
あったことも明らかとなった。
Ｎ氏による当該説明は、
2014 年 2 月 7 日に本委員会が実施した質問調査での S 氏の証言
（
「統
計解析に関するアドバイスを行ったのみ」である旨を回答）と食い違う部分であるが、
「主論
文の著者であるＮ氏自ら解析が困難であったとの新たな証言をしている」こと、加えて、
「こ
の証言自体がＮ氏にとって不利益な内容である」ことなどを考えると、S 氏が統計解析に関わ
った可能性は極めて高いと思われた。
なお、Ｎ氏は、昨年（2013 年）の春頃にバルサルタン問題が公になるまでは、Ｓ氏がノバ
ルティスファーマ株式会社の社員であったことは知らず、大阪市立大学所属の統計専門家だと
思っていたとのことであり、この点は従来の説明と変わらなかった。
【Ｔ氏への再度の事情聴取】
（2014 年 4 月 16 日：第 7 回委員会）
同日（2014 年 4 月 16 日）の本委員会では、Ｎ氏による上述の訂正証言を踏まえ、Ｔ氏に
対し、Ｓ氏との関係についてあらためて事情聴取を行った。
しかしながら、Ｔ氏からは、①「Ｓ氏にはアドバイスを受けただけである」こと、②「統計
解析はＮ氏が実施したものである」こと、③「昨年（2013 年）の春頃までＳ氏がノバルティ
スファーマ株式会社の社員であったとは知らず、大阪市立大学所属の統計専門家だと思ってい
た」ことの証言がなされ、従来の説明と何ら変わらなかった。
一方で、主論文中において『大阪市立大学臨床疫学教室が統計解析を実施した』旨を明記し
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ていることに対して「臨床研究を実施するにあたっては、研究者自身がデータ解析を行ったと
記載するよりも、第三者に委託したという形にした方が論文の体裁上もよいと考えた」とする
説明がなされており、
「統計解析はＮ氏が実施した」とするＴ氏の当該説明には整合性がなか
った。
【Ｎ氏の証言訂正を踏まえたＴ氏への事情聴取（１回目）
】
（2014 年 4 月 21 日）
Ｔ氏から「先日（4 月 16 日）の事情聴取に関し少し思い出したことがあるので説明したい。
」
旨の申し出があり、本委員会委員長ほかの委員で対応した。
Ｔ氏からは、①「2009 年 2 月頃だったと思うが、Ｓ氏から届いたＫ氏あての郵便物が自分
のメールボックスに入っており、中身は USB メモリかディスクだったと思う。それを自分の
パソコンで開いたが中身は記憶していない。それをＮ氏に渡した。
」との説明があった。Ｔ氏
の当該説明によって、本臨床研究へのＳ氏の関与の疑いが強くなった。
【Ｎ氏からの追加証言】
（2014 年 6 月 15 日）
本委員会から N 氏に対し、これまでの証言内容について追加・訂正の有無を確認した際、
①「S 氏へのデータ送付、解析依頼は複数回行っていた（データ送付１回目となる 2009 年 1
月末には「中間解析」を依頼した。データ送付２回目の 2009 年 7 月下旬から 8 月上旬頃にか
けて「本解析」を依頼した。
）。
」こと、また、②「2007 年に行われた本臨床研究の引継ぎ時に
作成された議事録には、ノバルティス社の者として S 氏の名前が記録されていた。」ことなど
の具体的な説明があった。
【Ｎ氏の訂正・追加証言を踏まえたＴ氏への事情聴取（２回目）
】
（2014 年 6 月 16 日）
2014 年 4 月以降に実施したＮ氏及びＴ氏への事情聴取では「Ｓ氏へのデータ提供の有無」
、
「Ｓ氏の統計解析への関与の有無」に関する両者からの説明に食い違いがあったことから、あ
らためてＴ氏への事情聴取を行った。その際、Ｔ氏はこれまでの自身の証言を覆し、①「Ｋ氏
からの指示を受けて、Ｓ氏へデータを送り統計解析を依頼するようＮ氏に指示した。
」、②「統
計解析は N 氏と S 氏が一緒に行っていた。」とする説明があった。
Ｔ氏による当該説明は、Ｔ氏からの指示を受けて「Ｓ氏へ複数回に渡ってデータを送付し統
計解析を依頼した。
」とするＮ氏の証言（
「データ送付１回目」
：2009 年 1 月末に「中間解析」
を依頼した。
「データ送付２回目」
：2009 年 7 月下旬から 8 月上旬頃にかけて「本解析」を依
頼した。
）と一致するものであった。
本臨床研究における症例データのデータ固定 2009 年 7 月であることから、Ｔ氏によるこれ
らの説明によって、症例データがデータ固定の前と後にＳ氏に送付され、Ｓ氏による統計解析
が行われていたことが分かった。
加えて、Ｔ氏からも 2007 年に行われた本臨床研究に関する前任者からの引継ぎについての
言及があり、③「引継ぎの際の議事録によると、同席者としてノバルティス社の者として S
氏の名前の記載があった。
」との説明があった。
【Ｋ氏からの再度の事情聴取の内容】
（2014 年 6 月 23 日：第 8 回委員会）
以上のＮ氏、Ｔ氏からの説明内容を踏まえ、6 月 23 日に開催した本委員会においてＫ氏に
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対する再度の事情聴取を実施した。
Ｓ氏へのデータ送付及び統計解析の依頼に関する指示について、Ｋ氏からは、①「当初、統
計解析は第三者に依頼したほうが良いと N 氏が言い出し、その当時、慈恵医科大学の解析に
関わっていた大阪市立大学の S 氏が良いのではないかと私が言った。
」
、
「中間解析、最終解析
も第三者である S 氏に任せることは私も了承していた。
」とする説明がなされた。
しかし、S 氏がノバルティス社の社員ではなく、あくまで大阪市立大学の所属であると認識
していた点については、従来の説明と変わらなかった。
【Ｓ氏への事情聴取】
平成 26 年 4 月 25 日付の本委員会の報告まとめの後、本委員会においてＳ氏からの再度の
事情聴取を予定し準備を進めていたところであったが、6 月 11 日に東京地方検察庁特捜部が
Ｓ氏を逮捕したとの報道がなされた。本委員会としては、Ｓ氏の逮捕という状況を踏まえ、予
定していた事情聴取は実施困難であると判断した。
【事情聴取の結果を踏まえた本委員会としての判断】
以上が本年４月中旬以降に新たに得られた情報であり、Ｓ氏からのあらためての事情聴取は
実施できなかったものの、この度のＮ氏、Ｔ氏及びＫ氏から得た個別の証言内容を踏まえると、
①『本臨床研究に関するデータの固定前と固定後に一部のデータがＳ氏へ提供され、Ｓ氏によ
る統計解析が行われていた。また、二次エンドポイントの図表作成も S 氏によって行われて
いた。
（いわゆるＳ氏の統計解析への関与）。
』という点において三者の説明は合致しており、
②『本臨床研究の引継ぎ時に作成された議事録に、S 氏の所属がノバルティス社である旨の記
載があった。
』という点において、当該引継ぎに参画していた N 氏、T 氏の説明が一致してお
り、これらの証言の信頼性は高い。
なお、S 氏自らが「ノバルティスの社員である」と自己紹介していることや、N 氏及び T
氏のこれらの証言を踏まえると、当時の状況下において、S 氏がノバルティス社の関係者であ
ったことを N 氏及び T 氏が認識していた可能性は否定できないと考えられる。
このことから、本委員会としては、ノバルティス社の関係者であるＳ氏が本臨床研究の一部
のデータの提供を受けて中間、最終段階の統計解析を実施するとともに、主論文に掲載した一
次エンドポイントの一部及び二次エンドポイントに関する図表の作成も行った可能性が高い
ものと判断した。
５）データ改ざんの可能性
①第三者機関による精度検証の結果
第三者機関、すなわち公益財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センターの調査によって、
「1,021 例の全症例データセットと論文に掲載された図表、数値の間にデータの不一致がある」
ことと、
「統計解析の方法にも妥当性を説明できないなどの問題が存在する」ことが明らかに
なった。
一方、当該精度検証では、データセットから主論文に掲載された図表を作成する際に、明ら
かに意図的な改ざんがあったと断定する証拠を示すことはできなかったものの、多くのデータ
の不一致、そして統計解析の方法にも妥当性を説明できないなどの問題が存在していたことか
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ら、その可能性を否定することは不可能であり、また、データ解析の際に除外する外れ値の統
計解析方法の選択等が恣意的に行われた可能性などを否定することも不可能であった。
また、千葉大学附属病院の原資料（カルテデータ）を特定できた 108 例について、原資料及
びデータセットを基に第三者機関が行った副次評価項目の解析結果には差があったが、これは、
原資料からデータセットを作成する際の欠測値の扱いや測定日の選定方法の違いによるもの
と考えられるものの、データ改ざんの可能性を完全に否定することはできなかった。
②本委員会による追加解析・追加調査の結果
公益財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センターによる精度調査の報告を受けて、本委
員会においても本臨床研究に関するデータの信頼性について、生物統計の専門家を中心に追加
解析を実施した。
本追加解析によって、①「本臨床研究における副次項目データの脱落率が 60％～80％と異
常に高く、このことがバルサルタン群、アムロジピン群の群間差の評価に大きな偏りをもたら
していることから、当該試験結果に対する科学的信頼性は低い」こと、②「本来、症例の脱落
が極端に多い場合は、その理由を詳細に報告すべきであるが、主論文では、測定値の存在数（N
数）を記載しないことによって、脱落率の大きさを意図的に隠そうとした可能性が否定できな
い」こと、③「これらの症例の脱落は、複数の副次項目においてバルサルタン群に有利に働き、
アムロジピン群には不利に働いている傾向が見られた」こと、④「このような傾向が偶然に生
じたとは考えにくく、割り付け群が関係者に知られているという PROBE 法の弱点が、結論をあ
る特定の方向に偏らせた可能性を否定できない」ことが明らかになった。
また、本委員会による追加調査（本年 4 月以降に実施した論文執筆者への事情聴取）によっ
て、①「LVMI の計算式の設定が第一著者の N 氏ではなく、データ解析を行った S 氏によるも
のであった」こと、②「データ解析の際に除外する外れ値の設定も S 氏が行ったものであった」
こと、③「二次エンドポイントに関する図表の作成を S 氏が行った」ことが新たに明らかとな
った。
本追加解析・追加調査によって明らかになったこれらの結果は、公益財団法人先端医療振興
財団臨床研究情報センターによる精度調査報告の内容を支持するものであり、統計解析の過程
でＳ氏による意図的なデータ操作が行われた可能性が否定できないことから、本委員会が平成
26 年 4 月 25 日付でまとめた報告書において、本臨床研究に関するデータの信頼性に問題があ
るとした従前の結論を何ら変更するものではない。
なお、本追加解析の結果の詳細は「別添」のとおりである。

７．結論
主論文には「明らかな誤り」
、
「千葉大学病院における原資料とデータセットの照合から明ら
かとなったデータの不一致」
、
「論文とデータセットとの比較で明らかとなったデータの不一
致」
、そして、
「統計解析方法の妥当性の問題」が存在する。したがって、主論文の結論は信頼
性に著しく欠け、その科学的価値も乏しい。

26

本委員会は、平成 26 年 4 月 25 日付で取りまとめた報告書をもとに、本臨床研究についての
調査結果を既に本学学長へ報告しており、その後、学長から関連論文の著者に対して平成 26
年 5 月 23 日付で論文の取り下げ勧告を行ったが、現時点において、
「プロトコル」論文の取り
下げ勧告に対しては責任著者を含め 8 名中 6 名が、
「メインスタディ」である主論文に関して
は責任著者を含め 7 名中 3 名が、
「サブスタディ」論文に関しては 8 名中 3 名が勧告に同意し
ない意思を示している。
しかし、本年 4 月中旬以降、第 8 回の本委員会（6 月 23 日開催）までに実施した主論文の
執筆者らに対する事情聴取によって得られた証言を踏まえると、①「本臨床研究の一部のデー
タが、データを固定する前と固定後の複数回に渡ってノバルティスファーマの関係者であるＳ
氏に提供」され、②「Ｓ氏によって中間、最終段階の統計解析が行われた可能性が高く」
、③
「Ｓ氏による統計解析の過程において意図的な操作が行われた可能性が否定できない」と考え
られることから、本研究は臨床研究の基本的なルールから逸脱したものであると判断する。
また、本委員会が行った追加解析によって、①「本臨床研究における副次項目データの脱落
率が 60％～80％と異常に高く、このことがバルサルタン群、アムロジピン群の群間差の評価
に大きな偏りをもたらしていることから、当該試験結果に対する科学的信頼性は低い」こと、
②「これらの症例の脱落は、複数の副次項目においてバルサルタン群に有利に働き、アムロジ
ピン群には不利に働いている傾向が見られた」こと、③「このような傾向が偶然に生じたとは
考えにくく、結論をある方向に偏らせた可能性を否定できない」ことが明らかになっており、
さらには、④「本臨床研究の評価委員会メンバーに、臨床データを取った担当医が含まれてお
り、委員会としての中立性が担保されていない」こと、⑤「被験者がいずれの群に割り付けら
れたかを知らない第三者がイベント評価を行うという PROBE 法に違反している」といった新た
な問題点も明らかになったことから、各著者に対し、あらためて関連論文（３報）についての
取り下げを勧告すべきであると判断した。
また、これまで、研究者個人への信用を前提として組織的な対応を行ってきたにもかかわら
ず、多くの患者さんや関係者の協力によって実施された臨床試験において、その信頼を裏切る
ような事案を生じさせた責任は重大であると結論づける。
本臨床研究には、
「公表データの信頼性の問題」、
「研究遂行上の手続き的な問題」が存在す
ることから、Ｋ氏、Ｔ氏及びＮ氏を含め、本臨床研究に従事した研究者に対しては、本事案が
社会に与えた影響の重大さを真摯に受け止めるともに、今後の研究活動を実施するにあたって
は適切な対応がなされるよう要請する。
特に、本委員会の調査の過程において、①「本臨床研究に関する統計解析を大阪市立大学の
疫学教室という第三者機関に委託したものと主論文に明記しているにもかかわらず、実際には
Ｎ社の関係者であるＳ氏個人に行わせていた」こと、また、②「統計解析をＳ氏に行わせてい
たにもかかわらず、本委員会が行った事情聴取に対して、本年４月に至るまで、統計解析及び
図表の作成を研究グループ自らが行っていた（Ｓ氏はアドバイスのみ行い統計解析への関与は
なかった）ものと虚偽の説明をし続け、調査を混乱させ長期化させた」こと、に対するＫ氏、
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Ｔ氏及びＮ氏の責任は極めて重く、中でも、本臨床研究実施時にＮ氏に対し指導する立場にあ
ったＫ氏及びＴ氏がこれまでとってきた行為は厳に戒められるべきである。
それゆえ、今後速やかに学内に委員会を設け処分の検討を求めるとともに、責任著者である
Ｋ氏についても、現在の所属機関に対して本委員会の調査結果を伝達した上で、しかるべき処
分の検討を要請すべきである。一方、研究機関においても、本事案が発生したことは慙愧に絶
えず、真摯に反省して、医学研究院及び医学部附属病院が連携して再発を予防する手段を講じ
る必要がある。

８．不正防止に関する取組状況及び再発防止策
（１）本件事案の背景
我が国では「臨床研究に関する倫理指針」は 2003 年に制定され、省令 GCP による治験の規
制とともに臨床研究についても指針において文書による同意を求めるなど、本試験が実施され
たのは、まさに GCP を参考にしたルールが一部導入されはじめた時代である。
また、本件事案では、当時より競争的外部資金に加えて奨学寄附金によって教室の研究費用
を賄い、研究室を運営するという習慣があったこと、介入試験の実施にあたっては、データの
モニタリングや監査に多額の経費を要するにもかかわらず、医師主導臨床試験に対する公的な
競争的資金は得にくかったこと、臨床研究実施にあたっての十分なインフラストラクチャ―が
十分には構築されていなかったこと、臨床研究を実施する医師自身が臨床研究実施に対する十
分なリテラシーを持っていなかったこと、など、諸々の原因が関与していることも否定できな
いが、そのことをもって本臨床研究が正当化されるものではない。
（２）本事案に関する研究者側の問題点
主論文を公表したことは、臨床研究指針第２−１−⑹に反する。VART 研究は、2002 年に研究
計画が医学研究院で承認され、本学における研究体制の整備以前に開始されたものであった。
しかし研究者らは、その後、本学における臨床研究基盤の整備の中で、十分な知識と教育の機
会をその後得たにも関わらず、それを生かすこと無く、主論文を発表した。また、研究代表者
は附属病院において臨床研究に関する研修を受けるとともに、附属病院治験審査委員も務めて
おり、十分に情報を知り得る立場にあった。
また VART 研究の適切な実施体制及びデータの信頼性を確保しなかったことは、臨床研究指
針第２−２−⑺に反する。すなわち、データの信頼性を確保するために十分な研究資金を得なが
らも、必要な手段がとられなかった。
さらに、症例報告書が廃棄されていること、多数のデータが欠測していること、適切な統計
手法がとられていないこと、必要書類（症例報告書、議事録）が保管されていないことは、科
学者倫理の基本的な原理（日本学術会議の声明「科学者の行動規範」2006.10.3 Ⅱ-5 公正な
研究（研究活動）
）及び臨床研究指針第２−２−⑹の事項に反するといえる。
利益相反に関しては、研究者らは、本学医学研究院利益相反マネージメント規程（第４条）
に違反している。つまり、臨床試験が年度を越え継続している場合は、年１回利益相反委員会
に申告書を提出する必要がある。
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（３）本事案に関する大学・病院の問題点
本学において、このようなこのような事案が発生したことは誠に遺憾であり、大学として、
医学研究院・病院として未然に防ぐことが出来なかったことを真摯に反省しなければならない。
組織的対応が果たせなかった点は、附属病院における臨床研究実施体制の成熟性及び研究に対
する責任体制の意識向上の観点から見た場合、特に臨床研究中核病院として、この世界をリー
ドする立場ある機関としては、到底見過ごすことのできないものであったことはいうまでもな
い。この点は誠に遺憾であり、今後の再発防止についての附属病院の責任は重大である。
従って、研究機関として本件のような事案が生じないよう真摯に反省し、本学において同様
の事案が発生しないよう更なる取り組みを行う。
（４）臨床試験審査体制の強化
現在、千葉大学では、医薬品、医療機器を使用した臨床試験については、附属病院に設置し
た臨床試験部の支援の下、附属病院の治験審査委員会において計画の審査・承認がされている。
また、
「臨床研究実施計画書作成ガイドライン」
、
「同意説明文書作成ガイドライン」
、「臨床
研究に係る利益相反ポリシー」
、
「自主研究の費用と健康被害の取扱要領」、
「2nd ID 発行・管理
に関する手順」
、
「健康被害補償（補償保険）の手順書」などを導入すると共に、現在では、臨
床研究のプロトコル検討会を年間およそ 100 回程度実施し、責任医師と医学専門家、薬学専門
家、生物統計学者、CRC などを交えた毎回１時間半程度の臨床試験の計画書の検討会を開催し
ている。また、研究の実施状況の確認を目的として治験審査委員会で承認されたすべての臨床
試験の「実施状況報告書」や「同意書」の写しについても提出を求めている。
（５）臨床研究データセンターの設置
今回の事案である VART 研究については、研究施設として関連書類の確認（モニタリングと
監査のシステム）や当該関係書類の保管に問題があったと考える。
そこで、同様の事態の発生防止のため、本学附属病院に臨床研究データセンターを 2014 年
１月に設置し、すべての臨床試験のデータをデータセンターで管理する体制を開始した。この
ことによって、現在では本学での医師主導治験や先進医療など、研究者主導の高度な研究を実
施可能な体制となり、GCP 及び ICH-GCP の下に国内の他の医療機関とともに多施設共同臨床試
験を進めるに至っている。
（６）臨床研究のデータの信頼性確保と利益相反のマネジメントの今後の方策
今回の事案を受けて千葉大学では、昨年 7 月より学内の調査委員会でその対応策を検討して
きたが、本事案が発生したことに対して深く反省し、研究機関として臨床試験に対する新たな
取り組みを行っている。特に臨床試験を行う機関である附属病院においてその責務は重大であ
り、本事案と同様のことが今後、発生しないよう再発防止に努めることを求める。
本学での研究機関としての責務を果たすため、以下の５つの取り組みを行う。
１）倫理審査委員会の機能強化及び透明性確保
倫理審査を必要とする臨床試験（介入試験）では、生物統計家を含めたプロトコル検討会
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（1 試験 1 時間半）を開催しているが、これを「プロトコル評価専門委員会」として機能を強
化し、臨床試験の科学性、デザイン、データの信頼性の確保などに関する事項についての監
督・指導を行う。
さらに、倫理審査の観点より、臨床試験の実施状況についても専門家による監査等を行い、
その結果を倫理審査委員会等に報告する。
２）研究責任者の責務の明確化と教育・研修の徹底
研究者教育に関しては、臨床研究従事者研修制度として年間 14 回（１講義 90 分）の教育セ
ミナーを開催しており、研究者は、試験開始までに 7 時間 30 分のセミナーの受講を義務づけ
ている。また、セミナー受講者には修了証を発行し、さらに 3 年ごとに更新することとしてい
る。これを今後、認定制度（臨床試験認定医・指導医など）とし、特に利益相反を強化した教
育・研修の徹底を行うとともに個々の研究者の理解度の確認も行う。
さらに、今回の事案を元に研究倫理、利益相反及びデータの信頼性確保の手段と統計解析の
方法に関する緊急セミナーを、全研究者を対象として実施する。
３）データ改ざん防止体制の強化
データの改ざん防止に関しては、臨床研究データセンターを平成 26 年 1 月より新たに設置
し、すべての医薬品を用いた臨床試験のデータを研究者と独立した第三者が管理する体制とし
た。これにより、研究者が直接データベースにアクセスすることを防止する。
さらに、データの信頼性確保のために、原資料の保管義務を研究者に課すとともに、モニタ
リング、監査を実施する。なお、すでに一部の臨床試験については GCP 下あるいはこれに準拠
して実施されているが、今後すべての臨床試験において、被験者保護の元、データの質及び正
確性を担保するための体制を確保（ICH-GCP に準拠）するものとし、臨床研究の実施体制を刷
新する。これにより、本学の臨床試験について、国際的に通用可能なデータの信頼性を確保す
る。
４）臨床研究関連資料の保管義務
研究関連資料については、試験終了後 5 年以上（薬事承認をめざす場合は、GCP で定められ
る期間）の保管期間を義務づけるとともに、症例報告書等については臨床研究データセンター
で中央管理を行う。
５）研究機関と製薬企業の利益相反の管理体制
利益相反に関しては、その審議に加えて、マネジメントを徹底するため、医学研究院長及び
附属病院長の諮問機関としての利益相反委員会の機能強化を行う。特に、研究者と資金提供者
の関係を開示し審議をすることに加え、データの管理及び解析について研究者自ら行うのでは
なく、第三者が実施することを臨床試験の計画書に明文化する。また、研究者に対して利益相
反に関する教育を徹底する。
また、附属病院では、臨床試験を目的とした奨学寄付金の受け入れを平成 25 年 8 月より禁
止することを決定した。これに伴い、施設の長との契約に基づく臨床試験を行うことになる。
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