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訴訟ではなく学会で議論を 頸がんワクチン記事 ⽉刊
誌提訴問題

上昌広（医療ガバナンス研究所   理事⻑）

「上昌広と福島県浜通り便り」

8⽉17⽇、信州⼤学副学⻑の池⽥修⼀教授が、⽉刊誌「Wedge」やウェブマガジン
「Wedge Infinity」を発⾏する株式会社ウェッジ、編集⼈であった⼤江紀洋⽒、さら
に医師・ジャーナリストの村中璃⼦⽒に対し約1100万円の損害賠償を求める訴訟を提
起した。

問題となった記事とは、「Wedge」7⽉号（6⽉20⽇発売）の「⼦宮頸がんワクチン
薬害研究班 崩れる根拠、暴かれた捏造」、および6⽉23⽇にWebマガジン
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「WEDGE Infinity」で公開された「⼦宮頸がんワクチン研究班が捏造 厚労省、信州
⼤は調査委設置を」という記事だ。

村中⽒らの主張の詳細は、上記「Wedge」7⽉号の記事を読んでいただきたいが、ポ
イントは「実験デザインが明らかにされていない」、「特殊なマウスを使った」、
「仮説にとって都合の良いデータ」を使ったことである。村中⽒は、「チャンピオン
データ（注︓都合の良いデータ）で議論を進めるのは紛れもない捏造である」と結論
している。

池⽥修⼀教授は、厚労省研究班の班⻑として、3⽉16⽇のTBSの「NEWS23」で「明
らかに脳に障害が起こっている。ワクチンを打った後、こういう脳障害を訴えている
患者の共通した客観的所⾒が提⽰できている」とコメントしている。（注1）

これに対し、原告訴訟代理⼈ 清⽔勉弁護⼠らによって作成された訴状によると、「原
告は本件各摘⽰（まま）事実をいずれも⾏っておらず」、「塩沢教授（研究班のメン
バー、信州⼤産婦⼈科）が発表⽤に作成したスライド（甲6）の中の1枚（甲7）をそ
のまま使⽤したもの」で、「記事の記述は明⽩な虚偽」としている。

さらに、研究班の班⻑としての責務については、「厚⽣労働科学研究費補助⾦の研究
班においては、各分担研究者が独⽴したそれぞれの責任において研究を⾏い、研究成
果をまとめる」ため、「主任研究者が各分担研究者の研究過程や実験計画の策定に関
与したり、実験によって得られた⽣のデータを点検したりすることはなく」、「塩沢
教授の研究を含め、各分担研究者の研究過程等に関与したものはなかった」と述べて
いる。

村中⽒は、池⽥教授が発表した基礎研究の⽅法、および結果に疑義を呈しているのに
対し、池⽥⽒は「班員がやったので、私には関係ない」と述べていることになる。

この訴訟で、どんな判決が出るか、私には分からない。法的事実認定は、時に科学的
な事実認定と異なるからだ。ただ、医師・科学者の⽴場から⾔うと、池⽥教授の⾔い
分は通⽤しない。

池⽥教授が発表した実験の質に疑義が呈された。村中⽒の主張は、もっともだ。この
場合、池⽥教授は実験の過程を⽰せばいい。誰が、どのような実験を⾏ったかは「実
験ノート」に記録されているはずだ。チャンピオンデータだったか、どうかはすぐに
わかる。

⽂科省が14年8⽉に定めた「研究活動における不正⾏為への対応等に関するガイドラ
イン」によれば、「被告発者が⽣データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不
存在など、本来存在するべき基本的な要素の不⾜により、特定不正⾏為であるとの疑
いを覆すに⾜る証拠を⽰せないとき」は不正と認定されることになる。

科学的には、この問題の解決は⾄極シンプルだ。池⽥教授が塩沢丹⾥・信州⼤学産科
婦⼈科教授に実験ノートの開⽰を求めればいい。14年4⽉に不正の疑いを指摘された
⼭中伸弥教授がやったことだ。彼は記者会⾒を開き、⼤部分のノートを保管してお
り、いつでも開⽰できることを表明した。池⽥教授は⺠事訴訟をする前に、やるべき
事がある。

また、彼が班⻑としての責務を放棄したことも、社会常識としては通⽤しない。科学
の世界では、研究代表者は結果責任を負う。「班員が勝⼿にやりました」という⾔い
訳は通⽤しない。問題は、それだけではない。池⽥教授が、本当に何にも把握してい
なかったか、私は疑問を持っている。

特集2

安倍宏⾏の
【Japan
Indepth】チャ
ンネル
元フジテレビ解説委
員安倍宏⾏が2013...

今週のランキング

⽇本の空⺟保有は現実的か︖〜マ
ンガ「空⺟いぶき」のリアリテ
ィ その３〜

軽空⺟の能⼒を最⼤にする為には
〜マンガ「空⺟いぶき」のリアリ
ティ その２〜

海上⾃衛隊、空⺟を持つ野望〜マ
ンガ「空⺟いぶき」のリアリテ
ィ その１〜

誰も幸せにならぬ決定 エルサレ
ム問題（上）【2018︓中東】

「いずも」空⺟化を恐れる中国

ウェブメディア猛攻 新聞の漂流
⽌まず【2018:メディア】

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/7124
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
http://japan-indepth.jp/?tag=%E5%8F%A4%E6%A3%AE%E7%BE%A9%E4%B9%85
http://japan-indepth.jp/?tag=%E5%AE%AE%E5%AE%B6%E9%82%A6%E5%BD%A6
http://japan-indepth.jp/?tag=%E9%81%A0%E8%97%A4%E5%8A%9F%E6%B2%BB
http://japan-indepth.jp/?tag=%E7%AB%B9%E5%86%85%E7%B4%94%E5%AD%90
http://japan-indepth.jp/?tag=%E7%82%BA%E6%9C%AB%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://japan-indepth.jp/?tag=%E3%83%8B%E3%82%B3%E7%94%9F%E6%94%BE%E9%80%81
https://freshlive.tv/japanindepth
http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2583652
http://ch.nicovideo.jp/
http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2583652
http://japan-indepth.jp/?p=23254
http://japan-indepth.jp/?p=23242
http://japan-indepth.jp/?p=23226
http://japan-indepth.jp/?p=37834
http://japan-indepth.jp/?p=37695
http://japan-indepth.jp/?p=37792


2018/1/10 訴訟ではなく学会で議論を 頸がんワクチン記事 ⽉刊誌提訴問題 | NEXT MEDIA "Japan In-depth"［ジャパン・インデプス］

http://japan-indepth.jp/?p=30026&=1 3/6

池⽥⽒は、以前から⼦宮頸がんワクチンの副作⽤を訴えてきた医師・研究者だ。14年
には教室員である⽊下朋美医師らとの共著（責任著者）で、⽇本内科学会が発⾏する
「Internal Medicine」誌に神経副作⽤に関する論⽂を発表している。論⽂の内容は副
作⽤の可能性を⽰唆した穏当なものだ。

⾔うまでもないが、池⽥教授は⼀流の研究者だ。15-16年にかけて、20本以上の英⽂
論⽂を最終著者として発表している。個⼈としてだけなく、教授としての指導⼒も⾼
い。

では、彼の専⾨は何だろうか。それは神経内科だ。特に、神経のアミロイドーシスの
基礎研究に関する論⽂が多い。「科学研究費助成事業データベース」を検索すれば、
教室員が多くの科研費を獲得しているのがわかる。例えば、⽮崎正英准教授は、13年
〜16年に「FAPにおける低分⼦薬剤のアミロイド線維沈着抑制機序の解明と根治治療
への応⽤」として、総額507万円を受け取っているし、福島和広特任准教授は13年〜
17年に「マクロファージコロニー刺激因⼦受容体遺伝⼦異常による若年性認知症の病
態解明」として、総額416万円を受け取る予定だ。

実は、池⽥教授が主宰する第三内科は、別名を「脳神経内科 リウマチ・膠原病内科」
という。つまり、神経と⾃⼰免疫疾患の専⾨家の集まりだ。当然、脳組織の⾃⼰免疫
反応に関するノウハウがあり、塩沢教授の研究に、問題があったとしたら、「わから
なかった」とは考えにくい。

⼀⽅、塩沢教授が主宰する産科婦⼈科学教室は、基本的には臨床の教室だ。15〜16年
の塩沢教授が最終著者の論⽂は5報である。さらに塩沢教授の専⾨は婦⼈科の癌であ
る。この実験を実際に担当したとされる医局員で、当時、免疫制御学講座の准教授で
あった林琢磨医師の専⾨は⼦宮間葉系腫瘍である。中枢神経系の⾃⼰免疫反応の基礎
研究に関する経験が豊富だったとは考えにくい。村中⽒の質問に答え、「⾃分は池⽥
先⽣の研究を⼿伝っているだけ。僕の名前は研究費申請にも報告書にも⼊っていない
ですよ」、「他のワクチンを打ったマウスでも緑に染まりますよ（注︓免疫反応が起
こっていること）」と回答している。（注2）私には、納得できる内容だ。

この問題を議論する上で重要なことは、基礎研究の中味だ。当事者が正直に説明する
しかない。訴訟に訴え、かつ論点をすり替えれば、真相究明は遠のく。

私が、疑問に思うのは、これだけではない。池⽥教授が組織した弁護団だ。筆頭は清
⽔勉⽒だ。彼は薬害エイズ訴訟で活躍し勝訴に導いた弁護⼠である。⼆番⽬に名を連
ねる野間啓弁護⼠も同様だ。そのホームページをみれば、薬害エイズ、薬害C型肝炎訴
訟の弁護団に加わったことが⽰されている。

筆者は薬害エイズ訴訟や薬害肝炎訴訟が、被害者の救済に⼤きな貢献をしたと思う。
⼀国⺠として、彼らに感謝したい。ただ、池⽥教授が、医師同⼠、あるいは医師とメ
ディアの論戦に薬害オンブズパーソン会議の弁護⼠に頼った事には違和感を抱かざる
を得ない。弁護⼠はいくらでもいる。なぜ、あえて薬害オンブズパーソンだったのだ
ろう。

3⽉16⽇に池⽥教授は、マスコミに告知の上で、公開で、厚労科研研究事業成果発表
会を実施した。それをメディアが⼤きく報じた。そして、3⽉30⽇、「全国⼦宮頸が
んワクチン被害者連絡会」が訴訟を提起する旨、記者会⾒した。⽀援するのは、HPV
ワクチン薬害訴訟全国弁護団（共同代表⽔⼝真寿美⽒、⼭⻄美明⽒）だ。知⼈の厚労
官僚は「連携したのでしょうか︖」という。
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ツイート 9

この⽅法は薬害オンブズパーソンの常套⼿段だ。『集団訴訟実務マニュアル』（古賀
克重著）という本があり、薬害集団訴訟のノウハウが紹介されている。彼らは、薬害
集団訴訟を社会運動と⾒なしており、第⼋章は「マスコミ」だ。その中では「常に弁
護団全体が検討し戦略的に情報提供していく必要があります」、「記者側の希望⽇
時・時間を最優先する」、「記者が記事化する際のレジュメを作成するつもりで⽤意
しておく」、「特定のマスコミにだけ情報を提供し、⼤きく記事にしてもらう場合も
あります」など細かい。

私は、薬害オンブズパーソンの⽅々は、クライアントに忠実に職務を遂⾏していると
思う。尊敬できるプロだ。⼀⽅で私たちもプロだ。患者に寄りそうとともに、医学的
な事実に対しては真摯でなければならない。

とくにワクチン接種では、被害者を救済するとともに、正確な情報を社会に提供しな
ければならない。ワクチンは、必ず副作⽤が出るため、社会全体でメリットとデメリ
ットを天秤にかけなければならないからだ。

果たして、池⽥教授の対応は、医師として妥当だったろうか。私は、そうは思わな
い。もし、被害者を救済するため、医学的事実をねじ曲げたとしたら、後世に⼤きな
禍根を残す。我々は、被害者を救済するとともに、医学的事実に誠実でなければなら
ない。池⽥教授が問われているのは、まさにこの点だ。

医学上の批判に対しては、訴訟でなく、医学的に冷静に反論すべきだ。いまからでも
遅くない。学会で議論されてはいかがだろう。

（注1）参考 「Wedge Infinity」「⼦宮頸がんワクチン薬害研究班に捏造⾏為が発
覚 利⽤される⽇本の科学報道（後篇）」

（注2）「Wedge」7⽉号(6⽉20⽇発売)の「⼦宮頸がんワクチン薬害研究班 崩れる
根拠、暴かれた捏造」内では林琢磨⽒は「A⽒」と記載。
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執筆記事⼀覧

⽇本の空⺟保有は現実的
か︖〜マンガ「空⺟いぶ
き」のリアリティ その３
〜

軽空⺟の能⼒を最⼤にする
為には〜マンガ「空⺟いぶ
き」のリアリティ その２
〜

海上⾃衛隊、空⺟を持つ野
望〜マンガ「空⺟いぶき」
のリアリティ その１〜

上昌広 医療ガバナンス研究所 理事⻑

1968年⽣まれ。兵庫県出⾝。灘中学校・⾼等学校を経て、1993年（平成
5年）東京⼤学医学部医学科卒業。東京⼤学医学部附属病院で内科研修の
後、1995年（平成7年）から東京都⽴駒込病院⾎液内科医員。1999年
（平成11年）、東京⼤学⼤学院医学系研究科博⼠課程修了。専⾨は⾎液・
腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス
論。東京⼤学医科学研究所特任教授、帝京⼤学医療情報システム研究セン
ター客員教授。2016年3⽉東京⼤学医科学研究所退任、医療ガバナンス研
究所設⽴、理事⻑就任。

ブログ / Facebook / Twitter  

上昌広の注⽬記事

崩壊⼨前の地域医療 福
島県⼤町病院の場合

医師不⾜対策は看護師の
有効活⽤

今知る、震災市⻑のリー
ダーシップ

福島県相⾺地⽅、苦難の
透析患者

⼈気記事

⾏ 宮家邦彦 神津伸⼦ トラン
プ 林信吾 為末⼤ ⽶⼤統領選
瀬尾温知 ヒラリー

コメント0件 並び替え 

Facebookコメントプラグイン

古い順
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CONTACT ニコ⽣ RSS Yahoo

「いずも」空⺟化を恐れる
中国

朝⽇新聞「中国軍拡は⽶の
せい」

⽶中戦争は起こりうる そ
の１ なぜ戦いが始まるの
か

「尖閣を奪え︕」中国、軍
事作戦⽴案

核の脅威が深刻化する
【201８︓国際情勢】

海⾃ヘリ選定巡る下克上と
内局 その３

誰も幸せにならぬ決定 エ
ルサレム問題（上）
【2018︓中東】

司法の原則踏みにじる中
韓 ⽶最⾼裁判決、慰安婦
問題「⽇本には謝罪も賠償
も必要ない」

［⽂⾕数重］【「いずも」
を空⺟と呼ばない不思議】
〜本格空⺟保有も国⺠は⽀
持する〜

ウェブメディア猛攻 新聞
の漂流⽌まず【2018:メデ
ィア】

慰安婦像を少⼥像と呼ぶの
を⽌めた朝⽇新聞

核放棄、最終局⾯迎える
【2018︓北朝鮮】
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