
第2回日本医学雑誌編集者会議(AMJE)ならびに日本医学会分科会利益相反会議

合同シンポジウム

｢医学研究公表のためのコンブライアンス」

時： 平成30年ll月6日 （火) 13:00～16:35

所： 日本医師会館大講堂

〒113-8621文京区本駒込2-28-16

hO3-3946-2121 (代）

シンポジウムテーマ：

日

場

[第9回日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)総会／第6回日本医学会分科会利益相反会議総会］

13:00～13:30

13:00開会の挨拶 門田守人（日本医学会長) (5)

13:05経緯説明 北村聖（日本医学雑誌編集者組織委員会委員長） （10）

13:15利益相反委員会報告 曽根三郎（日本医学会利益相反委員会委員長) (10)

13:25医学用語管理委員会より 脊山洋右（日本医学会医学用語管理委員会委員長) (5)

[合同シンポジウム]13:30～16:35

（司会）北村聖（日本医学雑誌編集者組織委員会委員長）

曽根三郎日本医鐸会利益相反委員会委員

13:30医学雑誌編集にかかる分科会アンケート結果報告

北川正路（東京慈恵会医科大学学術情報センター課長補佐） （20）

13:50 『日本医学会医学雑誌編集ガイドライン』の改訂

津谷喜一郎(東京有明医療大学保健医療学部特任教授） （20）

14:10 日本医学会129分科会における医学研究に係る利益相反(cOI)対応の現状

：アンケート調査結果報告

土岐祐一郎（大阪大学大学院消化器外科学教授） （20）

14:30医学系研究機関における組織COI管理ガイダンス:臨床研究とInstitutionalCOI

苛原稔（全国医学部長病院長会議臨床研究・利益相反検討委員会委員長／

徳島大学医学部産科婦人科学教授） （20）

14:50 (休憩) (10)

15:00 JAMSCOI管理ガイドライン: ICMJERecommendationsへの整合性化

曽根三郎（徳島大学名誉教授／徳島市病院事業管理者） （20）

15:20 IssuesforSurvivalofJournalofKoreanMedicalScience

Sung-TaeHong(JournalofKoreanMedicalScience (JKMS)編集長) (30)

（40）

門脇孝（日本医学会副会長） （5）

総合討論

閉会の挨拶

終了

15:50

16:30

16:35
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資料01

日本医学雑誌編集者組織委員会委員名簿
（任期：平成29.10.10～平成31．6日本医学会臨時評議員会開催日迄）

◎委員長

【担当副会長】

岸玲子 北海道大学環境健康科学研究教育センター特別招聰教授／

名誉教授

【委 員】

木内貴弘 東京大学医学部附属病院

大学病院医療情報ネットワーク研究センター教授

東京慈恵会医科大学学術情報センター課長補佐

国際医療福祉大学医学部長・教授

北川正路

◎北村聖

津谷喜一郎 東京有明医療大学保健医療学部特任教授／東京大学大学院

薬学系研究科客員教授

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学教授

国立情報学研究所名誉教授

特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会専務理事

中山健夫

根岸正光

三沢一成

湯浅保仁 東京医科歯科大学リサーチ・ユニバーシティ推進機構

URA室長／副学長

吉岡俊正 東京女子医科大学理事長・学長

【オブザーバー】

宮川謹至 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

知識基盤情報部研究成果情報グループ主任調査員

国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課課長

株式会社メテオ調査役

小野亘

城井康信



日本医学会利益相反委員会委員名簿
任期：平成29年10月1日～平成31年6月日本医学会臨時評議員会開催日迄

◎委員長

【担当副会長】

門脇孝 東京大学大学院医学系研究科／帝京大学医学部

【委 員】

植木浩二郎 日本糖尿病学会利益相反委員会委員長

(勤）国立国際医療研究センター糖尿病研究センター長

(勤）徳島大学名誉教授／徳島市病院局事業管理者◎曽根三郎

士岐祐一郎 日本外科学会利益相反委員会委員

(勤)大阪大学大学院医学系研究科教授消化器外科学

南学正臣 日本内科学会利益相反委員会委員長

(勤）東京大学大学院医学系研究科教授腎臓・内分泌内科学

日本血液学会利益相反委員会・倫理委員会委員

(勤）京都府保健環境研究所所長

前川平

(勤）金沢大学附属病院臨床開発部先端医療開発センター長村山敏典

【外部委員】

浅井文和

小笠原彩子

日本医学ジャーナリスト協会幹事／元朝日新聞社編集委員

弁護士

(勤）南北法律事務所



資料02
／

／〃 第2回日本医学雑誌編集者会礒(AMJE)ならびに日本医学会分科会利益相反会議合同シンポジウム
分科会出席者名簿

平成30年11月6日 （火） 日本医師会館大講堂
（敬称略）

1

恥 学会名 出席者（1） 出席者（2） 出席者（3） 備考

1 日本医史学会 町泉寿郎 羅井直

2 日本解剖学会 原田英光

3 日本生理学会 欠席

4 日本生化学会 欠席

5 日本薬理学会 山田滑文 橘本均

6 日本病理学会 欠席

7 日本癌学会 清宮啓之

8 日本血液学会 小松則夫 山下浩平 千葉滋

9 日本細菌学会 欠席

10 日本寄生虫学会 久枝一

l1 日本法医学会 神田芳郎

12 日本衛生学会 稲寺秀邦 城戸照彦

13 日本健康学会 苅田香苗

14 日本栄養・食糧学会 吉田博 二川健

15 日本温泉気候物理医学会 伊藤要子

16 日本内分泌学会 岡崎具樹 山本眞由美

17 日本内科学会 赤水尚史

18 日本小児科学会 堀越裕歩 大友義之 賀藤均

19 日本感染症学会
高橋聡

43と重複

20 日本結核病学会 永井英明

21 日本消化器病学会 上野義之 佐々木裕

22 日本循環器学会 欠席

23 日本精神神経学会 熊倉陽介 加藤忠史 仙波純一

24 日本外科学会 小澤壯治 海野倫明 香川俊輔

25 日本整形外科学会 土井田稔 高橋和久 内尾祐司

26日本産科婦人科学会 加藤聖子 山田秀人

27 日本眼科学会 欠席

28 日本耳鼻咽喉科学会 堤剛 岩崎真一 河田了

29 日本皮膚科学会 欠席

30 日本泌尿器科学会 矢尾正祐 浮村理

31 日本口腔科学会 欠席
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2

Na 学会名 出席者（1） 出席者（2） 出席者（3） 備考

32 日本医学放射線学会 今井裕 興梠征典 國松聡

33 日本保険医学会 青田浩司

34 日本医療機器学会 住谷昌彦

35 日本ハンセン病学会 森修一

36 日本公衆衛生学会 西信雄

37 日本衛生動物学会 駒形修

38 日本交通医学会 田中清和

39 日本体力医学会 後藤勝正

40日本産業衛生学会 柴田英治 堤明純

41 日本気管食道科学会 田山二朗

42 日本アレルギー学会 出原賢治 金廣有彦

43 日本化学療法学会
高橋聡
19と重複

河合伸

44 日本ウイルス学会 長谷川秀樹

45 日本麻酔科学会 欠席

46 日本胸部外科学会 大北裕

47 日本脳神経外科学会 三國信啓

48 日本輸血．細胞治療学会 欠席

49 日本医真菌学会 梅山隆 亀井克彦

50 日本農村医学会 山本直人

51 日本糖尿病学会 大澤春彦
植木浩二郎
日本医学会利益相反魯員
会委ロ

52 日本矯正医学会 加藤昌義

53 日本神経学会 高尾昌樹 川島知子

54 日本老年医学会 海老原覚 森本茂人

55 日本人類遺伝学会 松本直通 岩崎直子

56 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会 欠席

57 日本呼吸器学会 欠席

58 日本腎臓学会 要伸也

59日本リウマチ学会 藤井隆夫

60 日本生体医工学会 横澤宏一

61 日本先天異常学会 青山博昭 山中美智子

62 日本肝臓学会 榎本信幸

63 日本形成外科学会 岡崎睦

64 日本熱帯医学会 橋爪真弘
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恥 学会名 出席者（1） 出席者（2） 出席者（3） 備考

65 日本小児外科学会 欠席

66 日本脈管学会 宮田哲郎

67 日本周産期・新生児医学会 早川昌弘

68 日本人工臓器学会 友雅司

69日本免疫学会 河上裕

70 日本消化器外科学会 田邉稔

71 日本臨床検査医学会 福地邦彦 通山燕

72 日本核医学会 犬伏正幸

73 日本生殖医学会 辻村晃

74 日本救急医学会
齋藤大蔵
115と重複

織田順

75 日本心身医学会 端詰勝敬

76 日本医療・病院管理学会 川渕孝一 上條由美

77 日本消化器内視鏡学会 藤田直孝 飯島英樹

78 日本癌治療学会 小川修

79 日本移植学会 田邉一成

80 日本職業･災害医学会 欠席

81 日本心臓血管外科学会 新田隆 田中啓之

82 日本リンパ網内系学会 中村直哉 塚崎邦弘

83 日本自律神経学会 欠席

84 日本大腸肛門病学会 冨田尚裕 宮島伸宜 岡本康介

85 日本超音波医学会 田中守

86 日本動脈硬化学会 木庭新治

87 日本東洋医学会 植田圭吾 貝沼茂三郎

88 日本小児神経学会 山本俊至 水口雅 伊東恭子

89 日本呼吸器外科学会 欠席

90 日本医学教育学会 武田裕子 向原圭

91 日本医療情報学会 欠席

92 日本疫学会 郡山千早

93 日本集中治療医学会 天谷文昌

94 日本平滑筋学会 山本喜通

95 日本臨床薬理学会 松本直樹 佐藤淳子

96 日本神経病理学会 欠席

97 日本脳卒中学会 木村和美



、(敬称略）

備考出席者（1） ｜出席者（2） ｜出席者（3）学会名NO

石光俊彦98日本高巾庄学会

99日本臨床細胞学会 岡本三四郎

熊谷裕生 重松隆 花房規男100日本透析医学会

101日本内視鏡外科学会 欠席

102日本乳癌学会

103日本肥満学会

三好康雄 太田智彦

伊藤裕

森下英理子104日本血栓止血学会

駒井宏好 宮本裕治105日本血管外科学会

106日本レーザー医学会 小澤俊幸

古川孝広 朴成和107日本臨床腫瘍学会

飯笹俊彦108日本呼吸器内視鏡学会

109日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ連合学会

佐野厚

竹村洋典

恵木丈110日本手外科学会 谷口泰徳

111日本脊椎脊髄病学会 欠席

新城拓也 橋口 さおり112日本緩和医療学会

113日本放射線腫瘍学会 欠席

114日本臨床スポーツ医学会 山澤文裕

齋藤大蔵
74と重複

115日本熱傷学会 櫻井裕之

116日本小児循環器学会 欠席

陳和夫117日本睡眠学会

118日本磁気共鳴医学会 小畠隆行 後藤政実

谷田達男119日本肺癌学会 大江裕一郎

120日本胃癌学会 寺島雅典

121日本造血細胞移植学会 前田嘉信 井上雅美

山内正憲122日本へ｡ｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会 西脇公俊

123日本病態栄養学会 田中明

124日本認知症学会 欠席

’
125日本災害医学会 奥寺敬

126日本小児血液・がん学会 天野功二

127日本老年精神医学会 繁田雅弘

’ 128日本静脈経腸栄養学会 欠席

’ 129日本再生医療学会 寺井崇二鄭雄一

4
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資料03

経緯説明

北村聖（日本医学雑誌編集者組織委員会委員長）

日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)は､2008年8月1日の設立総会以後、第2回総会(2009

年7月17日)、第3回総会(2010年7月15日)、第4回総会(2011年10月5日)、第5回

総会（2012年11月21日)、第6回総会(2013年8月3日)、第7回総会(2014年11月5

日)、第8回総会(2017年3月29日）経て、本日、第9回総会を迎えた。第8回総会以降、

以下の活動があった。

･2017年5月9日

第19回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2017年5月25日

第3回3委員会合同委員会（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学雑誌編集者組織

委員会合同開催・日本医学会利益相反委員会）

･2017年8月17日～19日

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(APAME) ・洲0西太平洋地域医学情報データベース

(WPRIM)合同会議（ラオス・ビエンチャン）

･2017年12月7日

第20回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2018年2月21日

第21回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2018年5月8日

第1回4委員会合同委員会（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学雑誌編集者組織

委員会合同開催・日本医学会利益相反委員会・日本医学会連合診療ガイドライン検討委

員会委員）／第4回研究倫理教育研修会

。2018年7月17日～19日

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(APAME) ･WHO西太平洋地域医学情報データベース

(WPRIM)合同会議/JointConventionofAPAMEandthe5thAsianSciencesEditors'

Conference&Workshop2018 (インドネシア・ボゴール）

「WPRIM収載雑誌選考」

･2018年7月31日

第22回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2018年8月31日～9月28日

「日本医学会129分科会の医学雑誌編集とCOI管理にかかるアンケート調査」実施

･2018年11月6日

第9回日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)総会／第2回日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)

ならびに日本医学会分科会利益相反会議合同シンポジウム「医学研究公表のためのコン

ブライアンス」

以上
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平成30年ll月6日

第9回日本医学雑誌繊者会議(JAMJE)総会

【参考資料】

日本医学雑誌編集者会議設立・活動経緯

日本医学雑誌編集者組織委員会

委員長北村聖

日本医学雑誌編集者会議(JapaneseAssociationofMedicalJournalEditors:JAMJE)は、 日本

医学会分科会が発行する機関誌の編集長により構成され､2008年（平成20年)8月1日に、日本医学

雑誌編集者組織委員会・北村聖委員長（東京大学医学教育国際協力研究センター教授）のもとで開催

された設立総会にて日本医学会の事業として発足した。

国際的な医学雑誌編集者の団体として、国際医学雑誌編集者会議(IMJE)や世界医学雑誌編集者協

会(剛肥)が存在するが､国内ではJAMJE設立以前は医学雑誌編集者が一堂に会する機会はなかった。

JAMJE設立の背景には､Ⅶ0西太平洋地域医学情報データベース国内委員会にて国内の医学雑誌の質の

向上のために編集者間の意見交換の場を設けることが提案されたことが挙げられる｡WPRI町での提案

がきっかけとなり国内編集者会議開始に向けた準備会が開始され、 JAMJEの設立に至った。

JAMJEの設立総会にて､北村聖日本医学雑誌編集者組織委員会委員長から､JAMJEの活動目的として、

(1)医学雑誌と編集者の自由と権利の擁護、 （2）医学雑誌の質の向上への寄与、 （3）著者と医学雑誌・

編集者の倫理規範の策定、 （4）海外の編集者会議との連携の4項目が提案され、承認された。JAMJE

ではこれら4項目に関するテーマに基づいた総会・シンポジウムを開催している。

海外の編集者会議との連携に関して、JAMJEはアジア太平洋医学雑誌編集者会議(APAW)の活動に

参加しており、2013年（平成25年）8月2日～4日には日本医師会館を会場として、APA肥との共

催で｢アジア太平洋医学雑誌編集者会議(APAM) ・日本医学雑誌編集者会議(AMJE)合同会議(APAM

2013Tokyo) 」を開催し、22カ国から250名の参加があった。

JAMJEでは総会・シンポジウム開催のほか、国内の医学編集の事情を把握するためにアンケート調

査も実施している。また、各編集者が編集方針を作成する際に参考とするためのガイドラインの作成

が求められ、 2015年（平成27年) 3月に「医学雑誌編集ガイドライン」を発行した。

経緯

設立経緯

・2005年5月23-25日

WHqWPRO主催各国図書館担当者ワークショップ（クアラルンプール) (参加13ヵ国）

「恥stemPacificRegionlndexMediclB(WPRIM)の作成に着手することを砺認」

・2㈹6年3月30-31日

WPRMマニラ会議（参加6カ国）

「各国にWM皿l収載誌選択委員会を設置することを確認」

・2006年11月21日

WPR皿国内委員会(WPRmiJ)設立

・2006年12月11-12日

WPR皿北京会議（参加6カ国）

「WPR皿収載雑誌選択基準のドラフト版作成」

「会議後、韓国とフィリピンの保健情報がWPRm4に公開」
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。2007年5月8日

第1回JAMJE準糒会

。2007年5月17-18日

WPRnm東京会議（参加5ヵ国）

「WPRM収調諜鱈誌選択基準の確定」

･2”7年5月19日

WM皿J・JAMJE準糒会主催国際シンポジウム（学術総合センター・一橋記鋳

「僑領できる医学情報の共有一医療専門家から消費者まで一」

･2007年11月2日

第2回JAMJE潤庸会

･2㈹7年ll月21日-23日

WPR皿ソウル会議（参加7カ国）

「WmM収載雑誌第1回選考」 (5カ国212誌）

･2㈹8年3月4日

第3回JAME潤庸会

･2脚8年5月4日－5日

アジア太平洋医学雑誌編集音会議(AI弧唾）設立会議（ソウル) (参加12カ国）

「JAMJEの正式設立を条件にA以班加盟」

･2008年5月20日

第1回日本医学雑誌編集者細哉委員会

(学術総合センター・一橋記念講堂）

JAM設立・活動劃:；

2008（平成20）年度

･2008年8月1日

JAMJE設立総会・第1回シンポジウム

(AMJE設立総会出席：日本医学会分科会105学会中94学会）

・2㈹8年9月26日

JAMJEの恥bサイト開始

・2008年11月18日-21日

A恥魎/WPRIM合同会議（北京) (参加11カ国）

「WPR皿収載綣諾第2回選考」 (9カ国96誌）

･2m9年1月23日

第2回日本医学雑誌編葉音綻職委員会

・2009年3月3日-31日

日本医学会分科会機関誌の編集の現状に関する調査（日本医学雑誌編集者組織委員会）

2009（平成21）年渡

・2009年5月22日

第3回日本医学雑誌編葉音細哉委員会

・2009年6月17日

WPR皿心HL会議（マニラ）

・2009年7月17日

第2回JAMJE総会・第2回シンポジウム「publishorperish」

（第2回JAMJE総会出席：日本医学会分科会107学会中87学会）
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･2009年11月4日-5日

AI孤疵/WPRM合同会議（シンガポール) (参加14カ国）

「WPR皿収載雑誌第3回選考」 (6カ国108誌）

･2010年3月11日

第4回日本医学雑誌編集者組織委員会

2010（平成22）年度

･2010年5月6日-7日

WWnI新プラットフォーム開始記念式（北京) (参加8カ国）

･2010年7月15日

第3回JAMJE総会・合同シンポジウム（日本医学会臨床部会利益相反委員会・日本医学雑誌

編集者会議(JAMJE)) 「臨床研究成果の発表に係る利撚目反管理のあり方」

（第3回JAMJE総会出席：日本医学会分科会108学会中93学会）

･2010年9月30日

第5回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2010年10月13日

「シンガポール宣言」の翻訳版をJAMEホームページに掲載

・2010年ll月3日-5日

A恥Ⅳ炬/WPRW合同会議（ハノイ) (参加12カ国）

「WPRm4収載雑誌第4回選考」 (6カ国30誌）

･2010年11月16日

日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)セミナー「雑誌の編集能力の向上を目指して」 （日本医師

会館小講堂） （出席34名）

（主催：東京大学医学教育国際協力研究センター後援：日本医学会）

･2011年3月2日

第6回日本医学雑誌編集者組織委員会

2011 （平成23）年度

･2011年5月12日

第7回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2011年8月23日

世界医学雑誌編集者協会（恥Ⅳ配）の「方針書」と「編集者侯補および新任編葉音を対象とし

たシラバス」の翻訳版をJAMJEホームページに掲載

･2011年8月28日-31日

A恥A唾/WPR皿合同会議（ソウル) (参加8カ国）

「WPRm4収載雑誌第5回選考」 (4カ国31誌）

･2011年9月1日

日本医学会分科会機関誌一覧を日本医学会ホームページに掲載

･2011年10月5日

第4回JAMJE総会・第4回シンポジウム「医学雑誌編集のガイドライン」

（第4回JAMJE総会出席：日本医学会分科会110学会中80学会）

･2012年3月13日

第8回日本医学雑誌編集者組織委員会
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2012（平成24）年度

・2012年4月2日-5月ll日

「日本医学会医学雑誌編集のガイドライン」作成に関する調査（日本医学雑誌編集者組織委員

会）

･2012年6月1日

第9回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2012年8月31日-9月3日

A恥班/WPR皿合同会議（クアラルンプール) (参加16カ国）

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(A恥唾)新会長:北村聖日本医学雑誌編集者組織委員会委

員長（任期2年）

「WPR皿収載雑誌第6回選考」 (6カ国23誌）

･2012年9月28日

第10回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2012年11月2日

Edito向alSemmar「医学雑誌の質の向上を目指して」東京大学医学部総合中央館3階会議室）

主催：東京大学医学教育国際協力研究センター/Wil可
後援：日本医学会日本医学雑誌編集者組織委員会

・2012年ll月21日

第5回JAMJE総会・第5回シンポジウム「医学雑誌のオープンアクセス」

（第5回JAM肥総会出席：日本医学会分科会112学会中91学会）

･2013年3月5日

第11回日本医学雑誌編集者組織委員会

2013（平成25）年度

･2013年5月22日

第12回日本医学雑誌編集者組織委員会

・2013年8月2日－4日

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(A臥睡） 日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)合同会議

JointMeetingoftheAsiaPacificAssociationofMedicalEdimIs(A恥唖)andtheJapanseAssociation

ofMedicalJoumalEdi⑩露(JAMJE)

会場：日本医師会館講堂・会議室

組織委員長：北村聖（東京大学医学教育国際研究センター教授）

日本医学雑誌編集者組織委員会委員長

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(A恥班）会長

主催・共催:AI弧Ⅳ伍"AMJEOrganiangCommittee・日本医学会

参加：22カ国250名（日本医学会分科会118学会中81学会） （海外からの参加者約75名）

スケジュール：

8月2日WPR皿ﾒA恥唖担当者会議

8月3日A恥睡"AMJEジヨイントセツシヨン(33演題) ・懇親会

8月4日A恥睡"AMJEジョイントセッション(11演題）

ポスターセッション（16演題）

･2013年ll月29日

第13回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2014年3月3日

第14回日本医学雑誌編集者組織委員会
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2014（平成26）年穫

・2014年7月23日

第15回日本医学雑誌編集者組織委員会

・2014年8月15日－8月17日

A恥岻/WMM合同会議（ウランバートル) (参加16カ国）

「WPR皿収詞課鱈誌溌考」

・2014年9月25日

ガイドライン作成摺り合わせ会（利益相反委員会・医学雑誌編集者組織委員会）

・2014年11月5日

第7回JAMJE総会・第7回シンポジウム「不正論文と編集者の責務」

（第7回JAM肥総会出席：日本医学会分科会122学会中102学会）

･2014年12月9日-2015年1月10日

「医学雑誌編集ガイドライン(案)」について分科会への砺認依頼

・2015年2月18日

第82回日本医学会定例評議員会にて「医学雑誌編集ガイドライン(案)」の承認

・2015年3月3日

第16回日本医学雑誌編集者組織委員会

・2015年3月

『日本医学会医学雑誌編集ガイドライン』の発行（分科会への送付(3/26》

2015（平成27）年度

・2015年5月15日

第1回研究倫理教育研修会「医学倫理研究を考える」

（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学会利益相反委員会．

・2015年8月24日-8月26日

A恥旺/WPR血合同会議（マニラ) (参加19ヵ国）

「WPRM収載雑誌第6回選考」 (5カ国22誌）

・2015年10月16日

第17回日本医学雑誌編集者組織委員会

日本医学雑誌編集者組織委員会）

2016（平成28）年度

・2016年5月16日

第2回研究倫理教育研修会「医学研究の適正化と倫理」

（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学会利益相反委員会・日本医学雑誌編集者組織委員会）

。2016年8月26日-8月28日

A恥A価/WPRIM合同会議（バンコク) (参加14カ国）

「WPR皿収載雑誌選考」 (4カ国28誌）

・2016年8月31日

第18回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2016年ll月15日

第3回研究倫理教育研修会(2017年5月25日)にて討議予定の3委員会共同提案「日本医学分

科会における研究倫理教育について（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学会利益相反委員

会・日本医学雑誌編集者組織委員会)」を分科会に送付
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･2017年3月29日

第8回JAMJE総会・第8回シンポジウム「学術論文オープン化と著作権一最近の動向一」

（第8回JAMJE総会出席：日本医学会分科会128学会中99学会）

2017（平成29）年度

・2017年5月9日

第19回日本医学雑誌編集者組織委員会

・2017年5月25日

第3回3委員会合同委員会（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学雑誌編集者組織委員会

合同開催・日本医学会利益相反委員会）

・2017年8月17日～19日

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(APAM) ・洲0西太平洋地域医学情報データベース(WPRIM)

合同会議（ビエンチャン）

「WPR皿収載雑誌選考」 (4カ国19誌）

･2017年12月7日

第20回日本医学雑誌編集者組織委員会

・2018年2月21日

第21回日本医学雑誌編集者組織委員会

2018（平成30）年度

・2018年5月8日

第1回4委員会合同委員会（日本医学会連合研究倫理委員会・日本医学雑誌編集者組織委員会

合同開催・日本医学会利益相反委員会・日本医学会連合診療ガイドライン検討委員会委員）／

第4回研究倫理教育研修会

・2018年7月17日～19日

アジア太平洋医学雑誌編集者会議(APAM) ・棚0西太平洋地域医学情報データベース(WPRIM)

合同会議/JointConventionofAPAMandthe5thAsianSciencesEditors' Conference&

Workshop2018(ボゴール）

「WPR皿収載雑誌選考」

･2018年7月31日

第22回日本医学雑誌編集者組織委員会

･2018年8月31日～9月28日

「日本医学会129分科会の医学雑誌編集とCOI管理にかかるアンケート調査」実施

・2018年11月6日

第9回日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)総会／第2回日本医学雑誌編集者会議(AMJE)なら

びに日本医学会分科会利益相反会議合同シンポジウム「医学研究公表のためのコンブライア

ンス」

以上
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