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論評
Commentary

学会誌の Dignity とは

40 年の大学教員生活の最後に回ってきた依頼原稿は，東
邦医学会雑誌の 2016 年最初の「論評」だった．2000 年ま
での 10 年間編集委員長を拝命していた私が，この学会誌の
批評を論じるという巡り合わせとなった．

されるとほっとする．図 1 に 1812 年の NEJM 創刊号表紙，
図 2 にその目次を示す．
ここで Lancet 2015 April 11，Volume 385, Number 9976
の記事を紹介しよう．この issue の最初の“Editorial”は

一般にその学会誌が，どのくらい真剣に global health を

“China’s medical research integrity questioned”という衝

考えているか，research mind を養っているか，どのくら

撃的なものだ．よくぞここまで勇気をもって言い切った，

い威厳（integrity）をもっているかは，その雑誌の preface,

さすが 1823 年 October 5 創刊の United Kingdom（UK）の

editorial を見ると理解できるという程重要と思われる．

威厳かと，晴れ晴れとした心持ちだった．すなわちその内

The Lancet（Lancet）
（impact factor：IF 45）は，1823

容とは「英語で書かれた中国からの論文の数は今や米国に

年，外科医 Thomas Wakley によって創刊された．名前の

次いで世界で 2 番目に多く，2019 年には米国，欧州，日本

由来はメスの 1 つである lancet と，光を取り入れる lancet

を追い抜く勢いである．しかしその清廉さ，潔癖さは疑わ

window からつけられたと言う．ちなみに The New Eng-

しく，内容は fabricated（でっち上げ），falsification（偽

land Journal of Medicine（NEJM）
（IF 55.9）も初版は The

造，歪曲，虚偽），plagiarism（剽窃，盗み取り）である」
．

New England Journal of Medicine and Surgery となって

今 や 論 文 を 完 成 さ せ る 事 業 者 も あ り， さ ら に は ghost

いる．私は最近 10 年くらいこの 2 つの雑誌を購読してお

writer ならぬ ghost reviewer も存在する．ある日本の雑誌

り，退任後もしばらく続けるつもりだ．なぜか手元に配達

の編集委員長が reject した論文を，翌週違うタイトルで再

図 1 The New England Journal of
Medicine 1812 年 創刊号の表紙

図 2 The New England Journal of
Medicine 創刊号の目次
東邦医学会雑誌・2016 年 3 月
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を述べた論評を再掲している．すなわち「重要な，そして
優秀な professor の講義の内容や大病院の内科・外科など
の情報を，遠方の医師や公的な場所へ発信する必要がある．
講義の他にも豊富な知能を英国ばかりではなく幅広い大陸
まで送り届けることができる」と．最近の中国にすりよる
英国経済の流れとは全く一線を画する Lancet の気概を垣
間見た気がする．
さまざまな情報を発信する新聞社は通常 3 つの柱 ― 情
報を集め記事にする部門・記事を配置し紙面を作成する部
門・広告を掲載し，資金を集め，販売する部門 ― から成
り立っているそうだ．医学誌もこれと同じで，正確な情報
をより広く，そして早く読者に伝える使命を持っている．
医学における新しい情報は，研究者のモチベーション，ポ
リシー，個人の人間性の証そのものだと思う．集めた情報
から未解決の問題を掘り出し，その重要性や発展性を占い，
何を明らかにしようとするかの target を設定し，その仮説
を証明する方法を理論的に構築する．統計学的に崩れな
い・崩されない予測を立て，エビデンスを導き出せる可能
な限り自然な方法論で，そして結果を歪曲・偏見なく解釈
でき，また客観的・普遍的に公正な討論・考察を行い，結
図 3 The Lancet の創刊号の“Preface”を 配した Volume
386，Number 10000，2015 の表紙

論を発信する．論文作成とはただそれだけのことを理路整
然と真摯な態度で客観的にも認められる方法で行うだけの
ことである．
一方，査読者は，どの発想が新しいか，どんな考え方が

投稿してきた，
著者名を変えて違う雑誌に再投稿してきた，

優秀か，社会にどんなインパクトを与えられるか，どんな

という事実に驚愕していた．Lancet のこの号の最後は，
「今

一石を投じられるか，信憑性は高いか，魅力あるか，患者

後私達の雑誌は彼の国との collaboration を通して medical

に還元できるか，再現性はあるか，医学の進歩を妨げない

science の領域で信用できる実りの多い未来を期待する」と

か，後退させないか，そして本当に嘘はないか，100 年・

結んでいる．これまで数回掲載されてきたが，実に political

200 年後にも敬意を表する研究か，を審査する必要がある．

なコメントではなかろうか．
さらに，May 30，Volume 385, Number 9983 では表紙に
「研究上の不正行為（misconduct）はいつでも起こりうる，
故に詐欺行為のような論拠のない主張を取り扱う強固な機
関・体制を作るのではなく，今挑戦すべきことはわれわれ

40 年前にこの小児科学講座に入った後，学位論文の校閲
を受けるために，当時日本一厳しいと言われた N 教授の部
屋を訪ねたら，
「君が死んでも論文は永久に残るからね」と
念を押された．
今後も 90 周年を迎えた大学の東邦医学会雑誌から，普遍

の居る惑星の進歩を探るために継続可能な研究上の
“環境”

性をもった多くの研究成果が発信されることを期待して止

を作り上げることである」と論評した．

まない．

最後に，September 26，Volume 386，Number 10000 記

（小児科学講座（大森）教授：佐地

勉）

念号の表紙は，1823 年の初刊行誌の“Preface”を配し（図
3），
“Editonial”に Lancet を発行するに至った経緯や意義
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