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Ｑ１ 各研究グループにおいて、分担機関や研究者の数に制限はあるのでしょうか？ 

 

Ａ． 制限はありません。ただし、予算規模を勘案し、適切な体制となる機関数や人数として

ください。 

 

Ｑ２ 課題Ａ／Ｂは、再生医療の実現化プロジェクト以外の課題からも応募することは出

来るのでしょうか？ 

 

Ａ． 応募いただくことは可能です。 

 

Ｑ３ 課題Ａ／Ｂに再生医療の実現化プロジェクトの課題を提案し、採択された場合には

どのような扱いになりますか？ 

 

Ａ． 採択された課題部分を再生医療の実現化プロジェクトから再生医療の実現化ハイウェイ

に移行します。 

 

Ｑ４ 募集要項「Ⅱ.４．(１) 審査・選定方法等」において、「書面審査及びヒアリング審査

の結果、提案内容の修正、不足部分の追加を求め再審査、又は、再公募を実施し、ヒア

リング審査を別途実施する場合があります。」と記載がありますが、どのような場合に実

施されるのでしょうか？ 

 

Ａ． 書面審査及びヒアリング審査の結果、提案内容の一部が採択に値しないものの、全体的

には良いと考えられる提案があった場合、提案内容の修正、不足部分の追加を求め再審査

を実施し、ヒアリング審査も別途実施します。 

   また、採択対象課題が採択予定数に達しない場合、再公募を実施する場合があります。 

 

Ｑ５ 募集要項「Ⅳ.２．（２）事業内容」の「課題ＡおよびＢ」の実施内容について、ヒト

幹細胞を用いる臨床研究に関する指針への申請を行わない提案は応募することができな

いのでしょうか？ 

 

Ａ． 薬事法に準拠した治験を目指す課題や、ＦＤＡ等海外での承認を受けて治験を目指す課

題等であれば、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針に基づきヒト幹細胞臨床研究の

実施等の許可を求める申請を行わない提案も応募いただくことは可能です。 

 

Ｑ６ 課題Ａ／Ｂにそれぞれ１件ずつ申請することは出来るのでしょうか？  

 

Ａ． 応募いただくことは出来ません。募集要項「Ⅳ．２．（３）実施体制の要件及び実施に

あたっての留意事項」において、「課題Ａ／Ｂの代表研究機関あるいは分担機関の代表研

究者が、課題Ａ／Ｂの別の課題及び課題Ｃ、Ｄの代表機関あるいは分担機関の代表研究者

を兼ねることは出来ない」とあり、募集要項に定めた実施体制の要件を満たしていないこ



   

とになります。 

 

Ｑ７ 課題Ａ／Ｂは同一機関が複数申請することは出来るのでしょうか？  

 

Ａ． 異なる代表研究者による応募で、研究内容が異なる場合に限り可能です。 

 

Ｑ８ 募集要項「Ⅳ.２．（４）選定の観点（審査項目）」の課題Ｂにおいて、「産業化を目

指して企業との連携に取り組んでいるか」との項目がありますが、これは必須要件なの

でしょうか？  

 

Ａ． 必ずしも満たしている必要はありません。審査項目は、あくまでも選考にあたっての評

価の要素として挙げたもので、評価は全般的、総合的に行います。なお、具体的な内容に

ついては、審査の内容となりますので、お答えすることはできません。 

 

Ｑ９ 募集要項「Ⅵ．１．（１）申請者等の要件」において、「暴力団等に該当しない旨の誓

約書を記入、所属機関長による署名のうえ、郵送してください。」と記載がありますが、

大学の場合は学長の署名でよいのでしょうか？ 

 

Ａ． 学長の署名で結構です。手書きで自署した書類を郵送で送付してください。 

 

Ｑ１０ 募集要項「Ⅱ．５．（４）厚生労働科学研究費の交付について」において、「厚生労

働科学研究費の事前評価委員会にて審査」と記載がありますが、従来の仕組みとどのよ

うに異なるのでしょうか？ 

 

Ａ． 従来の仕組みと異なりません。厚生労働省の厚生労働科学研究費の事前評価委員会にお

いて審査を行います。 

 

Ｑ１１ 募集要項「Ⅵ．２．（１）提案書類の様式」において、『様式とは別に、「研究機関等

における動物実験等の実施に関する基本指針（平成18年文部科学省告示第71号）」に定

められた動物種を用いて動物実験を実施する機関については、本基本指針に基づき、機

関自らが実施した本基本指針への適合性に関する自己点検・評価結果のうち、直近で実

施したものの写しを添付すること』と記載がありますが、直近で実施した自己点検が数

年前になりますが、これでいいのでしょうか？ 

 

Ａ． 直近に実施した自己点検が数年前であれば、その結果の写しを添付してください。 

 

 

Ｑ１２ 課題Ａ／Ｂの応募様式２「５．生命倫理・安全管理に関する体制」には、何を記載

したらよいのでしょうか？ 
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Ａ． 「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」等の生命倫理・安全対策

が必要な研究計画等について、どのような対応（倫理審査委員会による審査等）を行う予

定であるかを記載してください。 

 

Ｑ１３ 厚生労働科学研究費の交付された後も課題Ｃ、Ｄによる研究支援は受けられるでし

ょうか。 

 

Ａ． はい、受けられます。ただし、臨床研究に付随するものを含め、前臨床研究、動物実験、

基礎研究については課題Ｃ、Ｄによる研究関連データ・ノウハウ集約等や倫理上の問題を

解決するための協力が必要です。 

 

Ｑ１４ 課題Ａに申請する予定ですが、今後１０年間の研究計画を申請する必要があります

か。 

 

Ａ． 研究期間は前臨床研究とそれに続く臨床研究の期間を含み、原則１０年間程度としてい

ます。文部科学省は前臨床研究および、臨床研究を開始した後の付随する基礎研究、動物

実験、前臨床研究等に必要な経費について支援します。 

   なお、ＰＤ・ＰＯの指導・助言や評価の結果、及び研究の進捗状況によっては、年度ご

とに計画の見直しや中止を指示することもあり得ます。 

 

Ｑ１５ 課題Ａ／Ｂの応募様式２「５．生命倫理・安全管理に関する体制」には、何を記載

したらよいのでしょうか？ 

 

Ａ． 「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」等の生命倫理・安全対策

が必要な研究計画等については、どのような対応（倫理審査委員会による審査等）を行う

予定であるかを記載してください。 

 

Ｑ１６ 様式２の「４．実用化に向けた戦略」は研究期間内（１０～１５年間）における戦

略や研究開発スケジュールを記載するのでしょうか。 

 

Ａ． 本課題終了後も含めて、実用化が実現可能な戦略が立てられていることが選定の観点の

一つです。可能な限り具体的に実用化に向けた戦略や研究開発スケジュールを記載してく

ださい。 

 

Ｑ１７ 課題選考審査は、どのように行われるのでしょうか？ 

 

Ａ． 文部科学省に設置した課題選考委員会において行います。 

課題選考委員会は、提出された申請書の内容について、選定の観点（審査項目）に基づ

き、書面審査及びヒアリング審査（代表機関の代表研究者のみならず、全参画機関の代表

研究者からも個々の研究内容の構想について説明していただく場合があります）を行い、
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合議審査により採択課題を選定します。 

 

 

Ｑ１８ 審査委員は公表されるのでしょうか？ 

 

Ａ． 文部科学省における採択課題の決定後、文部科学省ホームページへの掲載等により、採

択課題及び審査委員等についての情報を公開します。 

 

 

 

Ｑ１９ ヒアリング審査は必ず行われるのでしょうか？ 

 

Ａ． 書面審査の結果、ヒアリング審査が必要と選定された課題についてのみ実施します。 

ヒアリング対象課題については、８月下旬（調整中）の５日前までに、代表研究者にご

連絡する予定です（若干前後する場合があります）。 

 

なお、ヒアリング審査では、提出書類以外に、ヒアリング審査のための資料を作成し説

明していただくことを予定しています。そのため、ヒアリング審査の通知から実施までに

十分な日数を確保できないことが想定されますので、予め準備を進めるなどの対応をお願

いします。 

 

 

Ｑ２０ 提出した書類に不備、不足等があった場合には、修正することは可能でしょうか？

 

Ａ． 提出された提案書については、差し替えや訂正は一切認めません。 

 

 

Ｑ２１ 応募する研究者が複数の機関に所属している場合、どの機関から応募すればよいの

でしょうか？ 

 

Ａ． 実際に研究を行う研究機関から応募してください。 

 

 

Ｑ２２ 申請書類の枚数など、記入する分量に制限はあるのでしょうか？ 

 

Ａ． 申請書類には様式１～９まであり、それぞれ様式の最初の部分にページ数の制限を設け

ていますので、それに従ってください。なお、ページ数の記載がないものは、ページ数の

制限はありません。 
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Ｑ２３ 応募様式は、必要に応じて項目を修正してもよいのでしょうか？ 

 

Ａ． 項目の変更は認められません。仮に、項目が変更されている場合、当該事項については、

審査の対象外となりますのでご注意ください。 

 

 

Ｑ２４ 「郵送が必要な提案書類」の提出は、ＪＳＴへの持ち込みでも可能でしょうか？ 

 

Ａ． 持ち込みによる提出は受け付けません。 

 

Ｑ２５ 「郵送が必要な提案書類」の提出は、メール便、宅配便等でも可能でしょうか？ 

 

Ａ． 可能です。 

 

 

Ｑ２６ 応募は、代表機関・参画機関それぞれから応募の手続きを行うのでしょうか？ 

 

Ａ． 代表機関にて参画する分担機関分もとりまとめて応募してください。 

 

 

Ｑ２７ 初めて文科省の公募に申請する予定であり、e-Radの登録を行っていないのですが、

応募を郵送またはメールで行うことは可能でしょうか？ 

 

Ａ． 応募はe-Radを通じて行っていただきます。e-Radの利用に当たっては、研究機関の事

務担当者による研究機関と研究者情報のe-Radにおける事前の登録が必要となります。登

録方法についてはe-Radポータルサイトを参照してください。登録手続きに日数を要する

場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きを行ってください。 

なお、分担機関がある提案を行う場合には、e-Radでの手続きに加えて、分担機関の承

諾書の原本を郵送にて送付してください。 

 

 

Ｑ２８ 申請ファイルの容量が３ＭＢを超えるため、e-Radに登録できないのですが、CD-R

等を郵送にて送付することは可能でしょうか？ 

 

Ａ． 応募はe-Radを通じて行っていただきます。そのため、３ＭＢを超える場合は、ファイ

ルの圧縮等により対応してください。 

   ただし、ファイルの圧縮等により図表等が見難くなる場合には、e-Radでの手続きに加

えて、CD-R等で郵送にて書類を送付いただくことも可能です。なお、本書類はあくまで
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e-Radの資料を補完するものであり、e-Radの手続きが期日までに完了していることが必

須です。 

 

 

Ｑ２９ 応募対象者は「自ら研究を実施する国内の大学、研究機関、企業等に所属する職員」

とのことですが、この場合の「職員」にはどこまでの範囲の者が含まれるのでしょうか？

 

Ａ． ここでいう「職員」とは、当該機関等と雇用関係にある（雇用契約が締結されてい

る）者全てを意味します。雇用関係があれば、常勤・非常勤の別は問われず、ポスト

ドクター等の身分の方々もこれに含まれます。 

 

Ｑ３０ 学生（大学院生等）の研究実施者としての参画は可能でしょうか？ 

 

Ａ． 学内で定められた手続きによって大学と雇用契約を締結することにより、学生を本

委託業務における研究開発の実施者として参画させることも可能です。 

ただし、自由に教育を受けるべき本来の学生としての立場と、業務計画を忠実に実

施する必要がある本委託業務の研究実施者としての立場の利益相反について、あらか

じめ学内で規程が整備されていることが必要です。 

 

 

Ｑ３１ 「設備備品費」に、パソコンの購入費用を含めることは可能でしょうか？ 

 

Ａ． 本委託業務の研究開発に専有する計算機については購入可能ですが、研究室で共用

できるような汎用性の高い機器等の購入費を直接経費に計上することはできません。 

 

 

Ｑ３２ 「様式２」の実施体制図におけるエフォート（研究充当率）と人件費の積算内容は

整合がとれている必要がありますか？ 

 

Ａ． 整合が取れている必要があります。 

 

 

Ｑ３３ 本委託業務に伴う事務作業のため、新規の事務員を雇う経費を直接経費に計上する

ことは可能でしょうか？ 

 

Ａ． 本委託業務のためだけに雇用する場合であっても、管理部門に係る経費を直接経費

に計上することはできません。 

 

Ｑ３４ 複数の研究資金により雇用される研究者等の人件費については、直接経費に計上で

きるのでしょうか？ 
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Ａ． 当該研究者、当該研究を管理する者等からの証明書等によりあらかじめ申告し、専

従比率に応じて人件費を按分することについて合理的に説明できれば、計上すること

ができます。専従比率に応じて按分することができるものは、給与額、通勤手当等の

諸手当、社会保険料の事業主負担分のほか、有給休暇日数についても按分することが

できます。 

 

Ｑ３５ 当初に申告したエフォートが、額の確定時に実績と乖離していた場合は、どのよう

な対応が必要でしょうか？ 

 

Ａ． 実績に基づいて計算し直すことが必要になりますが、煩雑な事務手続きを要します

ので、このような事態に至らないよう研究開始時点において十分考慮の上、専従比率

を設定する必要があります。なお、変更が必要となった段階で速やかに手続きを執る

必要があります。 

 

 

Ｑ３６ 学内・機関内の研究設備・装置の利用料について、直接経費に計上することは可能

でしょうか？ 

 

Ａ． 研究機関の規程等により研究機関内の研究設備・装置の使用時間当たり等の使用料

が定められて課せられており、当該研究の実施のために直接使用する経費分として明

確に切り分けることができ、かつ、当該設備・装置を利用する必要性及び利用料金に

係る既存の規程等を示し、支出額の妥当性を説明できれば、計上することができます。 

 

 

Ｑ３７ 一つの研究設備・装置を複数の研究で使用する場合の利用料は、直接経費に計上で

きるでしょうか？ 

 

Ａ． 研究機関の使用料規程等により研究ごとの使用料を算出することができれば、当該

研究の実施のために直接使用した研究設備・装置の使用料分について、計上すること

ができます。 

 

 

Ｑ３８ 打合せのための旅費は、直接経費に計上できるのでしょうか？ 

 

Ａ． 研究課題の実施に直接必要と認められる旅費については、直接経費に計上すること

ができます。 

 

 

Ｑ３９ 取得資産の所有権は委託者である文部科学省に移転するとありましたが、受託者（再
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委託先を含む。）が受託業務の完了後にこれを使用することは可能でしょうか？ 

 

Ａ． 可能です。ただし、「文部科学省所管に属する無償貸付及び譲与に関する省令第３

条」に該当する機関（国立大学法人、独立行政法人、公益法人等）については、無償

貸付が可能ですが、当該省令に該当しない機関（民間企業等）が継続して使用される

場合は、有償貸付または有償譲渡となります。 

 

【当日いただいた質問】 

 

Ｑ４０ 海外の企業は応募可能でしょうか。 

 

Ａ． 日本で法人格を有している場合には可能です。 

 

Ｑ４１ 細胞培養センター（ＣＰＣ）の維持費は計上可能でしょうか。 

 

Ａ． 間接経費にて計上可能です。 

 

Ｑ４２ 委託契約事務の処理について詳しく教えて下さい。 

 

Ａ． 独立行政法人科学技術振興機構のウェブサイトに掲載されています、「委託業務事

務処理要領」をご覧下さい。 

<http://www.jst.go.jp/shincho/itakugyoumu.html> 

 

Ｑ４３ 委託費と補助金の違いについて詳しく教えてください。 

 

Ａ． 文部科学省のウェブサイトに掲載されています、「委託費と補助金の違い」をご覧

下さい。 

<http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/07121202/005.pdf> 

 


