
　齊藤　利益相反ということでうかが
います。
　この利益相反、近年、学会等で話題
になっていますけれども、まず一般的
にはどういったものなのでしょうか。
　児玉　医師や研究者が、企業との関
係で有する利益や責務が、患者さんに
対する責任や社会に対する責任と衝突
するような状況を、非常に広く利益相
反という言葉で表現しているものです。
　齊藤　私たちが学会等に行きますと、
今、発表の前に利益相反の開示という
のでしょうか、そのスライドが必ず出
てきますけれども、どういう意味があ
るのでしょうか。
　児玉　一番根本にあるのは、いつも
社会と患者さんです。学会の発表、と
りわけ医学系の学会の発表は、他の例
えば理学系の発表や工学系の発表と比
べて、直接患者さんや社会に対して大
きな影響を与えることになります。も
ちろん、一人ひとりの研究者は患者さ
んや社会に対する影響を考慮しながら
ご発表になっていると思いますが、昨

今重視されるようになってきた利益相
反の考え方とは、もし企業との関係が
あって、そこから利益を得ているよう
なことがあれば、発表に際してもそう
いう第三者からの利益を得ている可能
性があることを聴衆に対し開示してお
く必要があるという考え方です。
　齊藤　今、企業と医師の関係のお話
がありましたけれども、例えばA製薬
会社のA１という薬を使ってドクター
が研究を行った。そしてそのA１の効
果はかくかくしかじかだったというこ
とで、この薬は血圧がこれだけしっか
り下がりました、いい薬ですというこ
とで10年ぐらい前までは話は済んでい
ましたけれども、今は発表に先だって、
A社からの謝礼を得ているというよう
なコメントを入れることになっている
のですね。
　児玉　おっしゃるとおりです。基本
的には、例えばA社にしても、A１と
いうよい薬を開発して、患者さんにも
社会にも貢献したいと思って一生懸命
努力されているわけですから、いわば

社会や患者さんとA社との関係は本来
ウィン・ウィン、どちらも利益を得ら
れる関係でなくてはいけないはずです。
ただ、残念ながら、そういう中で利害
関係があるがゆえに、様々なバイアス
や歪みが生じている。あるいは、バイ
アスや歪みが生じているのではないか
という疑念を招くような事態が昨今散
見されるようになってきました。
　とはいえ、疑念を招かれるからとい
って、A社との関係を遮断してしまっ
たり、様々な学会発表を回避してしま
ったのであれば、まさに「角を矯めて
牛を殺す」ようなことが起こってしま
います。そうすると、むしろA社との
関係や金銭的な利害関係をきちんと開
示していくことで、いらざる疑念を回
避するという工夫が重要になってきた
ように思われます。
　齊藤　これが利益相反のマネジメン
トということになりますか。
　児玉　おっしゃるとおりです。
　齊藤　会社との関係が一切ないほう
がいいというピュアな考え方もありま
すけれども、どうでしょう。
　児玉　例えば医薬品の開発をすべて
営利企業から遮断してしまって、日本
だけ鎖国をして、日本の公的な研究だ
けで賄っていくことがもし可能であれ
ば、おっしゃるようなピュアな考え方
も成り立つかもしれません。しかし、
現実に医薬品というのはたいへん国際
的な大きなネットワークと市場の中で

製品開発や研究が行われている経過が
ありますので、現実の医薬品開発の中
では一般的な企業、製薬企業との開発
における連携というのはむしろ重要に
なっていて、さらに昨今では産学連携
を促進するという流れにあるわけです
から、企業との関係を切断してしまっ
たような研究開発は、もはや現実には
あり得なくなっていると思われます。
　齊藤　私たち医師が学会でそういう
発表を聞いた場合には、今の利益相反
開示を含むいろいろなバックグラウン
ドを認識しながら幅広く理解するとい
う、大人の対応が必要になるというこ
とでしょうか。
　児玉　おっしゃるとおりです。大人
の対応というのはなかなか言い得て妙
で、的確な表現のように思います。と
いうのは、利益相反というのは、善か
悪か、○か×かというようなものでは
なく、きちんと背景にある利害関係を、
例えば学会の聴衆にも、あるいは社会
に対しても開示していくことで、社会
の信用を得て産学連携を促進しようと
いう考え方が背景にあるからです。
　齊藤　学会等でのお話をうかがいま
したけれども、実際に実地医家も臨床
研究に参加される。そして、企業から
の謝礼を当然受けることになりやすい。
一方では患者さんにA社のA１薬を自
分の経験からよいとして処方する場合
もあり、臨床と研究、利益相反のかか
わりが、開業医にも出てくることにな
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　齊藤　利益相反ということでうかが
います。
　この利益相反、近年、学会等で話題
になっていますけれども、まず一般的
にはどういったものなのでしょうか。
　児玉　医師や研究者が、企業との関
係で有する利益や責務が、患者さんに
対する責任や社会に対する責任と衝突
するような状況を、非常に広く利益相
反という言葉で表現しているものです。
　齊藤　私たちが学会等に行きますと、
今、発表の前に利益相反の開示という
のでしょうか、そのスライドが必ず出
てきますけれども、どういう意味があ
るのでしょうか。
　児玉　一番根本にあるのは、いつも
社会と患者さんです。学会の発表、と
りわけ医学系の学会の発表は、他の例
えば理学系の発表や工学系の発表と比
べて、直接患者さんや社会に対して大
きな影響を与えることになります。も
ちろん、一人ひとりの研究者は患者さ
んや社会に対する影響を考慮しながら
ご発表になっていると思いますが、昨

今重視されるようになってきた利益相
反の考え方とは、もし企業との関係が
あって、そこから利益を得ているよう
なことがあれば、発表に際してもそう
いう第三者からの利益を得ている可能
性があることを聴衆に対し開示してお
く必要があるという考え方です。
　齊藤　今、企業と医師の関係のお話
がありましたけれども、例えばA製薬
会社のA１という薬を使ってドクター
が研究を行った。そしてそのA１の効
果はかくかくしかじかだったというこ
とで、この薬は血圧がこれだけしっか
り下がりました、いい薬ですというこ
とで10年ぐらい前までは話は済んでい
ましたけれども、今は発表に先だって、
A社からの謝礼を得ているというよう
なコメントを入れることになっている
のですね。
　児玉　おっしゃるとおりです。基本
的には、例えばA社にしても、A１と
いうよい薬を開発して、患者さんにも
社会にも貢献したいと思って一生懸命
努力されているわけですから、いわば

社会や患者さんとA社との関係は本来
ウィン・ウィン、どちらも利益を得ら
れる関係でなくてはいけないはずです。
ただ、残念ながら、そういう中で利害
関係があるがゆえに、様々なバイアス
や歪みが生じている。あるいは、バイ
アスや歪みが生じているのではないか
という疑念を招くような事態が昨今散
見されるようになってきました。
　とはいえ、疑念を招かれるからとい
って、A社との関係を遮断してしまっ
たり、様々な学会発表を回避してしま
ったのであれば、まさに「角を矯めて
牛を殺す」ようなことが起こってしま
います。そうすると、むしろA社との
関係や金銭的な利害関係をきちんと開
示していくことで、いらざる疑念を回
避するという工夫が重要になってきた
ように思われます。
　齊藤　これが利益相反のマネジメン
トということになりますか。
　児玉　おっしゃるとおりです。
　齊藤　会社との関係が一切ないほう
がいいというピュアな考え方もありま
すけれども、どうでしょう。
　児玉　例えば医薬品の開発をすべて
営利企業から遮断してしまって、日本
だけ鎖国をして、日本の公的な研究だ
けで賄っていくことがもし可能であれ
ば、おっしゃるようなピュアな考え方
も成り立つかもしれません。しかし、
現実に医薬品というのはたいへん国際
的な大きなネットワークと市場の中で

製品開発や研究が行われている経過が
ありますので、現実の医薬品開発の中
では一般的な企業、製薬企業との開発
における連携というのはむしろ重要に
なっていて、さらに昨今では産学連携
を促進するという流れにあるわけです
から、企業との関係を切断してしまっ
たような研究開発は、もはや現実には
あり得なくなっていると思われます。
　齊藤　私たち医師が学会でそういう
発表を聞いた場合には、今の利益相反
開示を含むいろいろなバックグラウン
ドを認識しながら幅広く理解するとい
う、大人の対応が必要になるというこ
とでしょうか。
　児玉　おっしゃるとおりです。大人
の対応というのはなかなか言い得て妙
で、的確な表現のように思います。と
いうのは、利益相反というのは、善か
悪か、○か×かというようなものでは
なく、きちんと背景にある利害関係を、
例えば学会の聴衆にも、あるいは社会
に対しても開示していくことで、社会
の信用を得て産学連携を促進しようと
いう考え方が背景にあるからです。
　齊藤　学会等でのお話をうかがいま
したけれども、実際に実地医家も臨床
研究に参加される。そして、企業から
の謝礼を当然受けることになりやすい。
一方では患者さんにA社のA１薬を自
分の経験からよいとして処方する場合
もあり、臨床と研究、利益相反のかか
わりが、開業医にも出てくることにな
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りますか。
　児玉　おっしゃるとおりだと思いま
す。実際に治験に関与される医師は、
通常の診療と治験をきちんと区別して、
患者さんに対してその説明をしている
はずです。通常の臨床の関係であれば、
開業医の先生方は患者さんのためを思
い、自ら信じるベストの治療をされて
いるはずですが、臨床研究や治験にな
ると、様々なかたちでそれに制約が加
わってきますし、その後ろにまた経済
的な利害関係も出てくるのです。もち
ろん治験等についていちいち報酬額な
どを開示する必要はないのですけれど
も、治験であること、そしてそれが通
常の診療関係と異なる枠組みで行われ
ていることをきちんと説明することに
よって、いわば利益相反も含めた開示
が行われていると考えることができる
と思います。
　齊藤　実地医家もそういう治験に実
際に加わって、アクティブに参加する
ことは臨床的な力量への評価がされて
いるがゆえであるという面もあるので、
開示はぜひやったほうがいいですね。
　児玉　おっしゃるとおりだと思いま
す。利益相反の開示というのは、悪い
ことだから開示しろと言っているので
はなく、むしろそういう研究開発に積
極的にかかわり、企業とのかかわりが
あること、そしてそのネットワークの
中で新しい価値を創出するような活動
をしていることを、きちんと対外的に

開示する重要性が改めて見直されてい
るのだと思います。
　齊藤　利益相反について、だいぶわ
かってきましたけれども、最後に、ガ
イドライン作成に関しての話です。ガ
イドライン作成委員はどうしても経験
の長い先生、あるいはいろいろ仕事を
されている先生が多いので、企業との
かかわりの多い先生が多い。そういっ
たグループがガイドラインをつくるこ
とについて、そのガイドラインに対し
ての疑念が生じるのではないかという
話がありますが、この辺はどうでしょ
うか。
　児玉　なかなか難しい問題で、世界
的に見ても、この基準でやれば絶対大
丈夫というような単一のコンセンサス
ができている状況では必ずしもないと
思うのですが、例えば一つ極端な例を
挙げると、画期的な新薬を開発し、そ
の開発した知的財産権を自分が持って
いるベンチャー企業の所有として、も
しその新薬がガイドラインに第一選択
として挙げられるようなことになれば、
ブロックバスターとして大きな利益が
得られる。そのような状況になったと
きに、世間が果たしてそれをどう見る
かという配慮が必要になってくるかも
しれません。
　そういう極めて大きな利益が動くよ
うな場面では、それが正しいとか間違
っているとかを抜きにして、世間の誤
解を招くため、ある部分について大き

な利害関係を持つ先生は、ガイドライ
ン作成に関与しないほうが誤解を招か
ないということはあるかもしれません。
　齊藤　利益相反について最後にまと
めていただきますと、どういうことに
なりますか。
　児玉　利益相反は善悪の話ではない。
医学研究、とりわけ社会に大きな影響

力を持っている臨床研究について、き
ちんとした利益相反関係を開示してい
くことによって、一層の社会からの信
頼の基盤を確固たるものにし、産学連
携を進めていく足場をさらに確かなも
のにしていく、そういう考え方が利益
相反の基本だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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りますか。
　児玉　おっしゃるとおりだと思いま
す。実際に治験に関与される医師は、
通常の診療と治験をきちんと区別して、
患者さんに対してその説明をしている
はずです。通常の臨床の関係であれば、
開業医の先生方は患者さんのためを思
い、自ら信じるベストの治療をされて
いるはずですが、臨床研究や治験にな
ると、様々なかたちでそれに制約が加
わってきますし、その後ろにまた経済
的な利害関係も出てくるのです。もち
ろん治験等についていちいち報酬額な
どを開示する必要はないのですけれど
も、治験であること、そしてそれが通
常の診療関係と異なる枠組みで行われ
ていることをきちんと説明することに
よって、いわば利益相反も含めた開示
が行われていると考えることができる
と思います。
　齊藤　実地医家もそういう治験に実
際に加わって、アクティブに参加する
ことは臨床的な力量への評価がされて
いるがゆえであるという面もあるので、
開示はぜひやったほうがいいですね。
　児玉　おっしゃるとおりだと思いま
す。利益相反の開示というのは、悪い
ことだから開示しろと言っているので
はなく、むしろそういう研究開発に積
極的にかかわり、企業とのかかわりが
あること、そしてそのネットワークの
中で新しい価値を創出するような活動
をしていることを、きちんと対外的に

開示する重要性が改めて見直されてい
るのだと思います。
　齊藤　利益相反について、だいぶわ
かってきましたけれども、最後に、ガ
イドライン作成に関しての話です。ガ
イドライン作成委員はどうしても経験
の長い先生、あるいはいろいろ仕事を
されている先生が多いので、企業との
かかわりの多い先生が多い。そういっ
たグループがガイドラインをつくるこ
とについて、そのガイドラインに対し
ての疑念が生じるのではないかという
話がありますが、この辺はどうでしょ
うか。
　児玉　なかなか難しい問題で、世界
的に見ても、この基準でやれば絶対大
丈夫というような単一のコンセンサス
ができている状況では必ずしもないと
思うのですが、例えば一つ極端な例を
挙げると、画期的な新薬を開発し、そ
の開発した知的財産権を自分が持って
いるベンチャー企業の所有として、も
しその新薬がガイドラインに第一選択
として挙げられるようなことになれば、
ブロックバスターとして大きな利益が
得られる。そのような状況になったと
きに、世間が果たしてそれをどう見る
かという配慮が必要になってくるかも
しれません。
　そういう極めて大きな利益が動くよ
うな場面では、それが正しいとか間違
っているとかを抜きにして、世間の誤
解を招くため、ある部分について大き

な利害関係を持つ先生は、ガイドライ
ン作成に関与しないほうが誤解を招か
ないということはあるかもしれません。
　齊藤　利益相反について最後にまと
めていただきますと、どういうことに
なりますか。
　児玉　利益相反は善悪の話ではない。
医学研究、とりわけ社会に大きな影響

力を持っている臨床研究について、き
ちんとした利益相反関係を開示してい
くことによって、一層の社会からの信
頼の基盤を確固たるものにし、産学連
携を進めていく足場をさらに確かなも
のにしていく、そういう考え方が利益
相反の基本だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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