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事業の概要事業の概要
 

及び公募対象課題及び公募対象課題
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特に、経済的観点から企業による治療法の開発等に困難をきたす
 希少・難治性疾患においては、疾患特異的iPS細胞を用いた研究開
 発により開発コストの劇的な低下、成功確率の上昇が期待されるこ
 とから、新たな治療薬開発の切り札となる可能性があります。もちろ
 ん、希少性疾患以外の多くの疾患においても、疾患特異的iPS細胞
 を用いた研究が病態解明、新たな治療法開発などに大変重要な役
 割を果たすことが期待されます。

事業の背景
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事業の目的

・
 

病態解明、創薬の進まない難治性・希少性疾患に対する研究を疾患
 特異的iPS細胞を用いることで推進し、治療薬の創出を図る。

・
 

疾患特異的iPS細胞バンクを充実させ、より多くの研究者、企業が使用
 できる環境を整備する。

・
 

疾患特異的iPS細胞を用いた研究に必要な技術を広く普及させる。
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公募対象課題

疾患特異的iPS細胞を用いた病態解明、創薬等による新規治療法の開発及び疾患特異的

 iPS細胞バンクの充実を目指すにあたり、以下の2種類の拠点の公募を実施する。

①
 

共同研究拠点
拠点機関、難治性疾患研究班研究者および製薬企業等との共同研究にて疾患特異的iPS

 細胞の樹立、目的細胞への分化誘導ならびにそれを用いた疾患研究、さらには製薬企業と

 の創薬研究等を実施し、難治性・希少性疾患の病態解明・創薬を目指す拠点。さらに、樹

 立した疾患特異的iPS細胞を細胞バンクに寄託、公開することで、バンクの充実に寄与する

 とともに、疾患特異的iPS細胞の技術の普及を図る。

②
 

樹立拠点
国内の研究機関、医療機関等から患者体細胞を患者情報とともに収集し、疾患特異的iPS

 細胞を樹立して、細胞バンクに寄託、公開することで、バンクの充実を図る拠点。

【募集要項

 

Ｐ．18】
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共同研究拠点について
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事業内容

①
 

共同研究拠点
１．難治性・希少性疾患の病態解明および創薬研究

以下の役割分担で実施
拠点機関：

 
難治性疾患研究班から患者体細胞の提供を受け、疾患特異的iPS細胞の樹立および

 研究に必要な細胞種への分化誘導を実施。これらを共同研究先である難治性疾患研究班に操

 作技術等とともに提供。これらの業務を本事業の事業費を用いて実施。
難治性疾患研究班研究者：

 
難治性疾患克服研究事業の一環として、拠点機関から提供された細

 胞を用いて、疾患の病態解明および創薬研究を、厚生労働科学研究費補助金を用いて実施。
製薬企業等：

 
拠点機関および難治性疾患研究班研究者と共同研究にて創薬を目指した研究・開

 発を実施。事業への関与の方法として、「参画」と「連携・支援」の2種類を設定。（製薬企業等の

 参加の方法については（別添３）を参照）
※本公募への応募時に製薬企業等が拠点に参加（特に「参画」）している提案は、出口戦略が良く

検討されているものとして高く評価

２．疾患特異的iPS細胞の寄託、公開
本事業の費用を用いて樹立した疾患特異的iPS細胞を理化学研究所バイオリソースセンターに寄
託、公開する。（寄託は樹立、品質確認後すぐに実施、ただし、寄託後１年間は公開を制限可能）

３．疾患特異的iPS細胞を用いた研究の実施に必要な技術の移転、普及活動

【募集要項

 

Ｐ．１9】
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製薬企業等の参加の方法について
【募集要項

 

Ｐ．39（別添３）】

○参加方式として「参画」、「連携・支援」の2種類を設ける。

「参画」：

 
共同研究パートナーとして治療薬研究開発を担う。採択後に共同研究契約を締結し、

 創薬のための基礎研究、スクリーニング系樹立のための研究を実施。スクリーニング系樹立後

 は、スクリーニング実施責務を負い、原則としてその後の開発も実施。

「連携・支援」：

 
共同研究契約は締結せず、秘密保持契約のもと、課題運営委員会での研究結果

 の定期的レビュー、意見交換をおこない、企業としての立場から課題に関する意見を述べる。

 スクリーニング系の樹立等の進捗が認められた場合には、関係者の相互の合意のもとに、「参

 画」に移行し共同研究をおこなうことを可能とする。

○製薬企業と共同研究拠点のマッチングの方法について

１．文部科学省の募集に対して応募する際に、拠点機関、厚労省難治性疾患研究班からなる研

 究チームは、独自に参加する製薬企業等を募り、参加する企業名とともに応募する。

２．参加の方式については、応募書類に明記し、その内容も選考の観点の一つとする。

３．採択後一定期間が経過しても企業等の参加が得られない共同研究については、日本製薬工

 業協会が「連携・支援」企業を募り、企業の参加を促すこととする。
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各拠点は、以下の分野のうち一つを中心的に担当
１．神経疾患（感覚器を含む）

 

２．循環器疾患

 

３．血液系疾患

 

４．骨・軟骨・筋肉系疾患

 

５．その他

厚労省難治性疾患研究班

 
「××病の治療法の研究」

厚労省難治性疾患研究班
「△△病に関する研究」

厚労省難治性疾患研究班
「ＯＯ病に関する研究」

疾患特異的iPS樹立、目的細胞への分化誘導、細胞提供、iPS技術の技術移転

製薬企業

拠点機関、難治性疾患研究班、製薬企業で共同研究グループを形成

共同研究拠点

拠点機関

本事業の研究費で実施

細胞、ノウハウ、

 
人員等

 

細胞、ノウハウ、

 
人員等

病態解明・創薬

神経細胞
神経細胞 神経細胞

研究者

※特に創薬を重視

「参画」

難治性疾患研究班

製薬企業製薬企業

厚労科研費で実施体細胞提供、疾患iPS細胞由来の分化

 
細胞を用いた疾患研究、創薬研究「連携・支援」
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本事業の研究費の適用範囲

本事業で交付される

研究費

厚生労働科学研究費

補助金

疾患特異的iPS細胞の樹立 ○ ○
※

目的細胞への分化誘導 ○ ○
※

細胞バンクへの

寄託に係る品質確認 ○ －
iPS技術の技術移転

に係る費用 ○ －
疾患特異的iPS細胞

を用いた疾患研究 × ○
疾患特異的iPS細胞

を用いた創薬研究 × ○

※厚生労働科学研究費補助金に研究項目として申請されており、

 そのための費目を計上している場合のみ可能とする。



10

共同研究拠点の目標

本事業終了時までに、

・

 
各拠点において難治性疾患に対する創薬スクリーニングを5件以上実施

・

 
各拠点において疾患研究に関する論文を20報以上発表

・

 
事業全体として1つ以上の開発候補品（前臨床試験のための 適化合物と定義）を同

 定

その他、疾患特異的iPS細胞の樹立数、寄託数、技術移転の状況（講習会の実施回数

 等）についても評価を行う。

【募集要項

 

Ｐ．20】
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実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項
 

共同研究拠点（１）

応募に際しては、平成24年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）の研

究課題との共同研究（課題数として3課題以上、疾患数として5疾患以上）を含むことを要件と

する。※多くの機関との連携を行うことを重視する。

応募時には共同研究先である難治性疾患研究班とも十分に調整し、具体的な共同研究内容を

盛り込んだ形で提案すること（様式５）。※同一疾患に関する研究を2つ以上の拠点から応募す

ることは認められない。

共同研究をおこなう難治性疾患研究班研究者は、要件、必要書類を確認のこと。

各拠点は原則、以下の分野のうちいずれか一つを主に担当することとする。
１）神経疾患（感覚器を含む）

 
２）循環器疾患

 
３）血液系疾患

４）骨・軟骨・筋肉系疾患

 
５）その他

ただし、
・

 
上記以外の分野を担当とすることも可能

・

 
多臓器疾患の研究を行う場合、担当分野以外の臓器にまたがる研究を含めることも可能

・

 
1機関から2分野以上への応募も可能

 
（ともに採択された場合には、同一機関内の基盤部

分にかかる経費分について合理的な額となるように採択後に調整

 
）

当該分野を担当する技術要件
・

 
終分化した成熟細胞を作製できること。

・

 
適切な方法により純化し、解析可能な純度にまで調製できること。

【募集要項

 

Ｐ．２１～２３】
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実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項
 

共同研究拠点（２）

共同研究拠点に「参画」する製薬企業等は、iPS細胞の利用に関するライセンス契約において、

特許実施の対価として通常の契約と異なり上市後の成功報酬方式による契約を締結すること

が可能になる場合がある。詳細は、iPSアカデミアジャパン株式会社に問い合わせること。

本事業において発生した知的財産権については、本事業で別に定める基準(別添４)に従って

取り扱うこととする。各研究機関および製薬企業等には、この基準に則って共同研究契約に知

的財産の取扱いについての条項を盛り込むことを求める。

患者体細胞採取、疾患特異的iPS細胞作製についてのインフォームドコンセントを取得する際に

は、別途定める必要 低限の共通内容を含む本事業推奨の書式を使用 。

本事業で樹立した疾患特異的iPS細胞は、理化学研究所バイオリソースセンターに例外なく寄託

すること。バンクへの寄託は樹立および品質確認後目安として１ヶ月以内に実施することとする

が、体細胞を提供した研究者が希望すれば寄託後１年間は提供を制限することができるものと

する。また、寄託時に付すバンクからの提供条件としては、本事業においては、樹立した研究者

との共同研究を条件とすることは認めない。

【募集要項

 

Ｐ．２１～２３】
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応募様式作成にあたっての留意事項ー共同研究拠点

実施体制の構築にあたっては、疾患特異的iPS細胞を用いた研究を広める観点から、複数の機

関との共同研究体制となるように留意すること。

分担機関については、その必要性、連携体制を明確にし、どうしても必要な場合のみ設けること

とする。※難治性疾患研究班に所属する共同研究先、製薬企業は分担機関として扱わないこと

とする。

企業の参加の有無（様式２）は非常に重要なポイントとなる。

様式５の作成にあたっては、基本的に研究班単位で作成すること。必要な場合は複数の研究班

が一つの共同研究課題を実施することも可能だが、その際は、互いの役割、連携体制を明確に

すること。

これまでに樹立した疾患特異的iPS細胞のバンクへの寄託状況（様式３に記載）も選考の基準の

一つとなる。

様式２の「７．具体的な実施内容」、「８．研究開発年次計画」には、共同研究先である難治性疾

患研究班、製薬企業での実施内容についても、どこで実施するのかを含めて記載すること。ただ

し、経費見込額の金額は「 － 」とすること。
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樹立拠点について
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事業内容、事業の目標

②
 

樹立拠点
１．疾患特異的iPS細胞の樹立、寄託、公開

国内の研究機関等から患者体細胞の提供を受け、標準化された方法による疾患特異的iPS細胞
の樹立、樹立したiPS細胞の品質確認、提供元へのiPS細胞の供与、患者情報の収集を実施。
患者情報とともに疾患特異的iPS細胞をバンクに寄託、寄託した疾患特異的iPS細胞は即時公開。
樹立する対象疾患は、難治性疾患克服研究事業対象疾患に限らず、樹立拠点が中心となって選
択。
iPS細胞に付属する患者の臨床情報、樹立方法の標準化、樹立したiPS細胞の品質確認を重視。
疾患特異的iPS細胞に対するコントロール細胞の樹立も検討すること。

樹立拠点の目標
本事業終了時までに、品質が保証された疾患特異的iPS細胞を200疾患以上バンクに寄託すること。

【募集要項

 

Ｐ．２０】
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研究機関

研究機関 医療機関

品質を確認した疾患特異的iPS細胞を必要な患者情報とともに、なるべく多くバンクに寄託

疾患iPS細胞バンク疾患iPS細胞バンク

寄託

樹立拠点

患者体細胞および患者情報の戦略的収集、体細胞からのiPS細胞樹立、

 樹立細胞の品質確認、体細胞提供者へのiPS提供、バンクへの寄託

拠点機関

文科省研究費で実施

疾患特異的iPS細胞

線維芽細胞

目的細胞への分化、

 疾患研究は提供者

 自身で実施

疾患特異的iPS細胞

線維芽細胞

研究機関
研究機関

提供

提供

提供

目的細胞への分化、

 疾患研究は提供者

 自身で実施

患者情報 患者情報

疾患特異的iPS細胞 患者情報

提供 提供
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実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項
 

樹立拠点

iPS細胞の樹立業務は、その業務の一部を企業等に再委託することを可能とする。

iPS細胞の樹立については、京都大学iPS細胞研究所の成果を活用し、その方法について同研

究所の確認を受けた上で決定することとする。また、品質管理の詳細については、理化学研究

所バイオリソースセンターと相談の上で決定することとする。

患者情報を収集、管理する体制の構築、患者情報の収集のための統一フォーマットの作製を検

討すること。

共同研究拠点と樹立拠点を同一機関で兼ねることも可能とする。（ともに採択された場合には、

同一機関内の基盤部分にかかる経費分について合理的な額となるように採択後に調整 ）

患者体細胞採取、疾患特異的iPS細胞作製についてのインフォームドコンセントを取得する際に

は、別途定める必要 低限の共通内容を含む本事業推奨の書式を使用 。

本事業で樹立した疾患特異的iPS細胞は、理化学研究所バイオリソースセンターに例外なく寄託

すること。バンクへの寄託は樹立および品質確認後目安として１ヶ月以内に実施することとする

が、体細胞を提供した研究者が希望すれば寄託後１年間は公開を制限することができるものと

する。また、寄託時に付すバンクからの提供条件としては、本事業においては、樹立した研究者

との共同研究を条件とすることは認めない。

【募集要項

 

Ｐ．２３】
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応募様式作成にあたっての留意事項ー樹立拠点

（様式２） 「２．技術的要素の現況」について、企業に樹立業務の一部を委託する体

制の場合には、代表機関だけではなく、当該企業の技術面での現況についても記載

すること。

（様式３） 「疾患特異的iPS細胞研究に関する実績」についても、同様とする。
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応募対象者

（１）申請者等の要件

•本事業は、機関を対象として公募する。

•課題の申請は代表機関の長が行うものとする。

•申請機関（参画機関も含む）は、国内の大学、研究開発機関、企業等とする。

•応募から研究終了に至るまでの間に資格の喪失、長期外国出張その他の理由により、研究

 の実施者としての責任を果たせなくなることが見込まれる者は、研究の実施者となることを避

 けること。

•公募に参加を希望する者は、申請書等の提出時に、暴力団等に該当しない旨を誓約書

 （様式９）に記入し、所属機関長による署名のうえ、郵送すること。（国立大学法人、独立行

 政法人等は不要）

（２）課題の事業の実施に際し、所属機関の施設及び設備が使用できること。

（３）課題の契約手続等の事務を行うことができること。

（４）本事業終了後も、引き続き研究開発を推進し、他の研究機関及び研究者の支援を

 行うことができること。

【募集要項

 

Ｐ．１８】
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研究期間、支援額、採択予定件数

（１）研究期間
研究期間は原則として 長５年程度とする。
※ＰＤ・ＰＯの指導や評価の結果、研究の進捗状況等によっては、計画の見直しや中
止を指示することもある。

（２）支援額、採択予定件数
①

 
共同研究拠点
平成２４年度支援額 ： 高で１．５億円（一般管理費１０％を含む）／年間・拠点
採択予定件数： ３～５拠点程度

（各疾患分野あたり、原則１拠点を採択。）

② 樹立拠点
平成２４年度支援額 ： 高で２億円（一般管理費１０％を含む）／年間・拠点
採択予定件数： １拠点程度

【募集要項

 

Ｐ．２６】
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募集から契約までのスケジュール

公募開始 平成２４年８月３１日（金）

公募説明会 平成２４年９月７日（金）

公募締切り公募締切り 平成２平成２４４年年１０１０月月１１日（日（月月）１２時（正午））１２時（正午）
早めの応募をお願いいたします。

ヒアリングヒアリング 平成２平成２４４年年１０１０月月下旬下旬（調整中）

（ヒアリング対象者には５日前を目途に連絡）

審査結果通知 平成２４年１０月末～11月初旬（予定）

事業開始 平成２４年１２月（予定）

【募集要項

 

Ｐ．３】
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審査に関する事項
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審査・選定方法等

研究課題の採択に当たっては、再生医療研究もしくは難病研究、創薬研究に関する学識経験者等で
構成される課題選考委員会の審査で採択課題候補案を選び、これを基に文部科学省が採択課題を
決定。

課題選考委員会は、代表研究者から提出された申請書の内容について、後述する選定の観点（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を求める場合もある）を行い、合議審査により採
択課題を選定。

ヒアリング審査は、書面審査で必要と判断された研究課題のみ実施。また、ヒアリング審査までの間に、
追加資料の提出を求める場合がある。

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る。

審査は非公開とする。

課題選考委員会は、必要に応じて、申請書に記載のあった計画内容や、機関・組織体制等について、
文部科学省が採択課題を選定するに当たっての意見を述べることがある。

すべての審査終了後、事務連絡担当者を通じて採択の可否を通知する。なお、選考の途中経過につ
いての問い合わせには一切応じられない。

ヒアリング審査対象課題の代表研究者又は事務連絡担当者に対して、JSTからヒアリング実施の連絡
を行う。また、採択課題決定後、代表研究者に対して審査結果（採択の可否）の通知書を送付する。

【募集要項

 

Ｐ．８】



24

選定の観点（審査項目）（１）

①

 
全体計画

全体計画の内容とその目的が明確であるか。

難治性疾患に対する病態解明及び創薬を目指す計画となっているか。

年度ごとの計画は具体的かつ実現可能であるか。

事業終了時に事業の目標を達成する計画となっているか。

疾患特異的iPS細胞バンクの充実に寄与する計画となっているか。

②

 
これまでの疾患特異的iPS細胞に関する実績

疾患特異的iPS細胞の樹立疾患数、疾患名、バンクへの寄託の実績はどうか。

樹立した疾患特異的iPS細胞により得られた成果はどうか。

１．共同研究拠点

【募集要項

 

Ｐ．２３】
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選定の観点（審査項目）（２）

③

 
共同研究の実施体制

拠点機関の技術は要件を満たしているか。

難治性疾患克服研究事業との共同研究の実施体制は、事業の目標を達成する成

果を得るのに十分か。

・共同研究機関数、共同研究課題数は十分かつ実施可能な範囲であるか。

・共同研究における拠点機関と共同研究機関との役割分担は明確か。また、

効果的・効率的か。

・拠点機関と共同研究機関の協力体制は研究を遂行するのに十分か。

出口を見据えて製薬企業等との協働が図られているか。

１．共同研究拠点

【募集要項

 

Ｐ．２４】
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選定の観点（審査項目）（３）

④

 
共同研究の内容

疾患特異的iPS細胞を用いることで初めて検討可能な事項を含む等、疾患特異的

iPS細胞を用いることが妥当な研究計画か。

共同研究で明らかにしようとすることの科学的意義はどうか。

病態解明のみならず、出口を見据えて創薬を目標とした研究計画であるか。

⑤

 
疾患特異的iPS細胞に関する技術移転

人事交流、講習会等で、疾患特異的iPS細胞樹立、分化誘導などiPS細胞研究に

必要な技術の普及を図る体制となっているか。

⑥

 
倫理的問題への取組みについての体制構築

患者試料、患者情報などを関連指針に則って取扱う体制の構築は十分か。

機関内の生命倫理、安全対策等に係る審査体制等は確立しているか。

１．共同研究拠点

【募集要項

 

Ｐ．２４】
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選定の観点（審査項目）（４）

①

 
全体計画

全体計画の内容とその目的が明確であるか。

疾患特異的iPS細胞バンクの充実を図れる計画となっているか。

年度ごとの計画は具体的かつ実現可能であるか。

事業終了時に事業の目標を達成する計画となっているか。

２．樹立拠点

【募集要項

 

Ｐ．２４】
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選定の観点（審査項目）（５）

②

 
樹立拠点の実施体制

高品質な疾患特異的iPS細胞を樹立するのに十分な実績、能力があるか。

事業の目標とする疾患数の疾患特異的iPS細胞を樹立するため、実施体制に関す

る計画は十分か。また、実施可能性はどうか。

・患者体細胞収集体制

・iPS細胞樹立体制

・樹立したiPS細胞の品質保証体制

患者体細胞とともに患者情報を収集する体制に関する計画は十分か。

２．樹立拠点

【募集要項

 

Ｐ．２４】
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選定の観点（審査項目）（６）

③

 
疾患特異的iPS細胞バンクの充実に向けた計画

iPS細胞作製対象疾患の選定に関する計画は妥当か。

バンクとの連携体制についての計画は十分か。

④

 
倫理的問題への取組みについての体制構築

患者試料、患者情報などを関連指針に則って取扱う体制の構築は十分か。

機関内の生命倫理、安全対策等に係る審査体制等は確立しているか。

２．樹立拠点

【募集要項

 

Ｐ．２５】
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事業の形態（委託事業）
 

、実施体制
【募集要項

 

Ｐ．２】

本事業は、助成的性格を有する科学研究費補助金制度等とは異なり、政策課題に対

応して文部科学省が設定したミッションを文部科学省に代わり研究機関に行っていた

だくという性格を有する委託事業であり、社会への貢献を見据え、明確な目標に向かっ

て集中的に資源を投入する政策課題対応型研究開発事業。

ミッションの達成に向けて、各研究機関は文部科学省と委託契約を締結するとともに、

明確な目標・計画に沿って、プログラムディレクター（ＰＤ）及びプログラムオフィサー（Ｐ

Ｏ）の指導・助言の下、業務を遂行すること。

ＰＤ及びＰＯが、本事業全体の進捗状況を把握し、課題間や研究機関間の連携強化に

資するとともに、必要な指導・助言等を行う。全参画機関は、円滑な事業の推進のため、

ＰＤ及びＰＯに協力する義務を負う。
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疾患iPS細胞による創薬、疾患研究の促進

疾患特異的iPS細胞技術の普及

拡大運営委員会拡大運営委員会

「疾患特異的ｉＰＳ細胞を活用した難病研究」

 
実施体制

疾患・創薬研究機関

共同研究拠点

【厚労省難病班】

疾患・創薬研究機関

•• 事業の方針や連携体制の情報共有事業の方針や連携体制の情報共有
•• 事業全体の進捗確認事業全体の進捗確認

樹立拠点

研究機関研究機関 医療機関

難治疾患克服研究事業との連携で、難治性
疾患・希少性疾患の疾患研究、創薬を実施

課題運営委員会

研究進捗確認、情報共有、共同研究体制の推進、等

全国の研究機関等から体細胞の提供を受け、
疾患特異的iPS細胞を樹立、バンクに寄託

課題運営委員会

研究進捗確認、情報共有、共同研究体制の推進、等

PD:

 
葛原茂樹（鈴鹿医療科学大学）

PO:

 
赤澤智宏（東京医科歯科大学）、小林健一郞（国立成育医療研究センター）

吉松賢太郎（日本製薬工業協会）

神経系拠点、
循環器系拠点, etc.

高品質な疾患iPSバンクの充実、

国内での疾患、創薬研究の促進

製薬企業

参画・連携

疾患iPS細胞バンク疾患iPS細胞バンク

公開、配布

寄託
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研究課題の管理と評価（１）

１．研究管理

・全ての研究課題について、毎年度、委託業務成果報告書等の提出を求める。また、

 ＰＤ・ＰＯによる進捗状況の確認を行う場合があり、そのために必要な関連する報告

 を求めるとともに、研究実施場所において実際の研究状況の確認を行うことがある。

・その結果、進捗状況に応じて、計画の変更、課題の中止等を求めることがある。

２．運営委員会

・運営委員会は、各共同研究拠点及び樹立拠点に設置する。

・運営委員会は必要に応じて開催され、事業計画を踏まえた進捗管理や事業計画の

 審議、見直しを行う。事業の進捗によっては、年度毎に計画の見直し、又は事業を

 中止することもあり得る。

・また、運営委員会の指示により拠点に対して、研究に付随するあらゆる情報（研究

 データ、プロトコール、知財等）の開示・提供を求める。

【募集要項

 

Ｐ．９】
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研究課題の管理と評価（２）

３．評価

・疾患特異的iPS細胞を活用した難病研究事業全体の評価については、開始からお

 おむね３年を目途に、中間評価を実施するとともに、課題の終了時に、事後評価を

 実施する。

・課題全体の評価については、運営委員会等の内部評価を基に行うが、課題実施機

 関に対して、必要に応じて協力を求める場合がある。

４．経費について

・本事業において文部科学省が交付する事業費は、募集要項に定める拠点機関にお

 ける事業内容にのみ使用可能とする。

・共同研究拠点にて難治性疾患研究班が実施する研究には、厚生労働科学研究費

 補助金（難治性疾患克服研究事業）等を使用する。

・製薬企業等との共同研究においては、実施内容に応じた資金負担割合を個別の共

 同研究契約において決定する。

【募集要項

 

Ｐ．９】
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研究課題の管理と評価（３）

５．応募の方法

・応募は拠点機関が行う。

・拠点機関は、共同研究を実施する難治性疾患研究班及び製薬企業等を募り、共同

 研究チームを形成する。

・拠点機関での実施内容及び難治性疾患研究班や製薬企業等との共同研究の内容

 を取りまとめて応募する。

・製薬企業等の参加方式として「参画」及び「連携・支援」の２種類があり、応募の段

 階で、企業等はどちらの方式で参加するかを明らかにしておく。

【募集要項

 

Ｐ．１０】
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公表等について

１．採択された課題に関する情報の取扱い

採択された個々の課題に関する情報（事業名、研究課題名、所属研究機関名、

 代表研究者名、予算額及び実施期間）については、「行政機関の保有する情報

 の公開に関する法律」（平成１１年法律第４２号）第５条第１号イに定める「公に

 することが予定されている情報」であるものとする。これらの情報については、採

 択決定後適宜本制度のホームページにおいて公開する。

２．e-Radからの政府研究開発データベースへの情報提供等

文部科学省が管理運用するe-Radを通じ、内閣府の作成する標記データベー

 スに、各種の情報を提供することがある。また、これらの情報の作成のため、各

 種の作業や情報の確認等、協力をいただくことがある。

【募集要項

 

Ｐ．１０】
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研究費の適正な執行について



37

研究費の適正な執行について

１．「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく措置

• 本事業の契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及

 びその実施状況等についての報告書である「体制整備等自己評価チェックリスト」（以下「チェックリスト」

 という。）を提出することが必要（チェックリストの提出がない場合には、研究の実施が認められない。）

• このため、下記ホームページの様式に基づいて平成２４年１０月１日（月）までに、研究機関から文部科

 学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、e-Radを利用して、チェックリストが提出されている

 ことが必要。チェックリストの提出方法の詳細については、下記文部科学省ホームページを確認すること。

○

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm

注意：

 

なお、提出には、e-Radの利用可能な環境が整っていることが必須。

• ただし、平成２３年４月以降、別途の機会でチェックリスト又は「研究機関における公的研究費の管理・監

 査のガイドラインに基づく体制整備等の実施状況報告書」を提出している場合は、今回新たに報告書を

 提出する必要はない。

• チェックリストの提出の後、必要に応じて、文部科学省（資金配分機関を含みます）による体制整備等の

 状況に関する現地調査に協力をいただくことがある。また、報告内容に関して、平成１９年５月３１日付

 け科学技術・学術政策局長通知で示している「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が

 解消されないと判断される場合には、研究費を交付しないことがある。

【募集要項

 

Ｐ．１２】

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm
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重複提案の制限・過度の集中の排除について（１）

研究者が、同一の研究者による同一の研究課題（競争的資金が配分される研究の名称及びその内

 容をいう。）に対して、国又は独立行政法人の複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態で

 あって次のいずれかに該当する場合、本事業において、審査対象からの除外、採択の決定の取消し、

 又は経費の減額（以下、「採択の決定の取消し等」という。）を行うことがある。

• 実質に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ）の研究課題について、複数の競争的資金

 に対して同時に応募があり、重複して採択された場合

• 既に採択され、配分済の競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があっ

 た場合

• 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合

• その他これらに準ずる場合

なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への提案を制限するものではないが、

 他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかにＪＳＴ研究振興支援業務室（Ⅱ．３．問合わせ

 先を参照）に報告すること。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を

 行う可能性がある。

１．不合理な重複に対する措置

【募集要項

 

Ｐ．１２】
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重複提案の制限・過度の集中の排除について（２）

本事業に提案された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容が異

 なる場合においても、当該研究者又は研究グループ（以下、「研究者等」という。）に当該年度に配分

 される研究費全体が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れない程の

 状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うこ

 とがある。

• 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合

• 当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間※に対する当該研究の実施に必

 要とする時間の配分割合（％））に比べ過大な研究費が配分されている場合

• 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合

• その他これらに準ずる場合

このため、本事業への提案書類の提出後に、他の競争的資金制度等に申請し採択された場合等、

 記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告すること。この報告に漏れが

 あった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性がある。

※

 
研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動中や管理業務

 等を含めた実質的な全仕事時間を指す。

２．過度の集中に対する措置

【募集要項
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重複提案の制限・過度の集中の排除について（３）

３．不合理な重複・過度の集中排除のための、提案内容に関する情報提供

不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募（又は採択課題・事業）

 内容の一部に関する情報を、e-Rad等を通じて、他府省を含む他の競争的資金制度等の担

 当部門に情報提供する場合がある。また、他の競争的資金制度等におけるこれらの確認を

 行うため求められた際に、同様に情報提供を行う場合がある。

４． 先端・次世代研究開発支援プログラムの重複制限

「 先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択され、研究開発を実施する研究者につ

 いては、平成２３年度以降、事業期間終了まで、国又は独立行政法人からの他の研究費

 （研究開発を直接の目的としない事業の資金を除く）の配分を受けることができない。

【募集要項
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研究費の不正使用及び不正受給に対する措置

（１）契約の解除等の措置

不正使用等が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一

 部の返還を求める。また、次年度以降の契約についても締結しないことがある。

（２）申請及び参加の制限

本制度の研究費の不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本制度への

 申請及び参加を制限する。

また、他府省・独立行政法人を含む他の競争的資金担当に当該不正使用等の概要（不正使用

 等をした研究者名、事業名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じら

 れた措置の内容等）の情報を提供する場合がある。

 
（他府省・独立行政法人を含む他の競争

 的資金制度において、申請及び参加が制限されることとなる可能性がある。）

なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する、本制度における申

 請及び参加の制限の期間は、不正の程度により、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以

 降２年間から５年間とする。

実施課題に関する研究費の不正な使用及び不正な受給（以下、「不正使用等」とい

 う。）への措置については以下のとおり。

【募集要項
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不正行為等に対する措置

研究活動の不正行為に対する措置

実施課題に関する研究活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用、以下「不正行為等」という。）へ

 の措置については、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」に基づき、以下のと

 おりとする。

（１）契約の解除・変更、委託費の返還

研究活動の不正行為があったと認められた課題について、委託契約の解除・変更を行

 い、委託費の全部又は一部の返還を求める。また、次年度以降の契約についても締結し

 ないことがある。

（２）申請及び参加の制限

一定期間、本制度への申請及び参加を制限される者がある。また、他府省等を含む他

 の競争的資金担当課に当該不正行為等の概要を提供することにより、他府省等を含む

 他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への申請及び参加を制限する場合があ

 る。

＜詳しくは、募集要項を参照のこと＞

【募集要項
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生命倫理及び安全対策等に係る留意事項並びに関係法令等に
違反した場合の措置

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策等の観点から法令又は指

 針等により必要な手続等が定められているため、当該手続等（今後、新たに指針等が定めら

 れる場合には、その指針等の手続等を含む。）を遵守し、機関内倫理審査委員会における審

 査等を適切に行った上で研究を実施すること。

関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合には、違反した旨を公表するととも

 に、委託費の交付をしないことや委託費の交付を取り消すことがある。また、法令に違反した

 場合には、法令に基づく罰則がかかることもある。

なお、機関内倫理審査委員会については、「機関内倫理審査委員会の在り方について」

 （平成１５年３月２０日科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会）を参照しつつ、法令又は

 指針等に基づき適切に運営すること。

また、関係法令・指針等の詳細については、ライフサイエンスの広場「生命倫理・安全に対

 する取組」（http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html）等を参照すること。

＜詳しくは、募集要項を参照のこと＞

【募集要項
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研究成果の取扱い

１．委託業務成果報告書の提出
受託者は、毎年度の研究成果をとりまとめた委託業務成果報告書（要約版を含む。）を、電

 子媒体（Windows版のコンパクトディスク（CD-R））で提出すること。電子媒体は、ファイル形

 式をPDF形式とする。委託業務成果報告書は、文部科学省の図書館等で公開される。

なお、執行管理事務委託先が主催する成果報告会で発表を求めることがある。

２．研究成果の帰属
研究を実施することにより取得した特許権や著作権等の知的財産権については、産業技術

 力強化法（平成１２年法律第４４号）における日本版バイ・ドール規定に基づく一定の要件の

 下で受託者に帰属させることができる。その詳細については契約時に定める契約条項による

 こととする。

３．成果の利用
事業の成果を利用（成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表等）できるのは、

 受託者に所属する職員であり、国内外に係わらず請負先は利用できない。

４．研究成果のオープンアクセスの確保
受託者は、可能な限り研究成果のオープンアクセスを確保するよう努める。

【募集要項
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その他

１．一般管理費に係る領収書の保管に係る事項
一般管理費の配分を受ける研究機関においては、一般管理費の適切な管理を行うとともに、

 一般管理費の適切な使用を証する領収書等の書類を、事業完了の年度の翌年度から５年間、

 適切に保管すること。

２．繰越について
事業の進捗に伴い、試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難、計画又は

 設計に関する諸条件、気象の関係、資材の入手難その他のやむを得ない事由により、年度内

 に支出を完了することが期し難い場合には、財務大臣の承認を経て、 長翌年度末までの繰

 越を認める場合がある。

３．「国民との科学・技術対話」の推進について
「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）【平成２２年６月１９日科学技

 術政策担当大臣、総合科学技術会議有識者議員】を踏まえ、本公募に採択され、１件当たり

 年間

 
３，０００万円以上の公的研究費（競争的資金又はプロジェクト研究資金）の配分を

 受ける場合には、「国民との科学・技術対話」への積極的な取り組みをお願いする。詳しくは

 下記ＵＲＬ参照。

○

 
http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf

【募集要項

 

Ｐ．１７】



46

提案書類の受付及び
 提案書類の作成と注意
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提案書類の受付等
 

（１）

（１）提案書類様式の入手方法

・提案書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、e-Radポータルサイトあるい

 はＪＳＴのホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/koubo24-7.html）からダウン

 ロードすること。

・様式は2種類あるため、応募する課題に該当する様式を入手すること。

（２）提案書類受付期間

平成２４年８月３１日（金）～

 
平成２４年１０月１日（月）１２：００（厳守）

（次頁（３）②の郵送が必要な提案書類がある場合は、期日までに必着）

※

 
期限を過ぎた場合には受理できないので注意すること。

提案書類の提出は、原則として府省共通研究開発管理システム（以下、「e-Rad」と

 いう。）による方法とし、提案書類は提出期限内に提出すること。

提出先等は以下のとおり。

【募集要項
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提案書類の受付等
 

（２）

①

 
e-Radを用いた提案書類の作成・提出等

• 応募は、e-Radを通じて行うこと。（但し、以下②の書類については、郵送による提出も必要。）

• 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。（登録方法についてはe-Radポータルサイトを参照）

• 登録手続きに日数を要する場合があるので、２週間以上の余裕をもって登録手続きを行うこと。

• なお、研究者が所属する研究機関のe-Radへの登録申請が困難であるなど、e-Radによる提案

 が困難な場合には、e-Radヘルプデスクまで問い合わせること。

②

 
郵送が必要な提案書類の提出方法

• 公募に参加を希望する者は、申請書等の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力

 団等に該当しない旨を誓約書（様式１０）に記入し、所属機関長による署名のうえ、郵送すること。

• 共同研究拠点に応募される場合、共同研究を実施する難治性疾患研究班研究者の承諾書（様

 式１１）の原本（私印が押印されたもの）及び難治性疾患研究班の研究代表者による同意書（様

 式１２）の原本（私印が押印されたもの）を郵送により送付すること。なお、上記①e-Radを用いた

 提出の際は、私印がない書類を添付すること。【募集要項

 
P.22】

• また、分担機関がある提案を行う場合には、分担機関の承諾が必要なため、分担機関の承諾書

 （様式９）の原本（公印が押印されたもの）について、郵送により送付すること。なお、上記①e-

 Radを用いた提出の際は、公印がない書類を添付すること。

（３）提案書類の提出方法及び提出先

【募集要項
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提案書類の受付等
 

（３）

③

 
提案書類提出の際の注意事項

• 所定の様式をダウンロードし、提案書類（アップロードファイル）は、「Word」又は「PDF」のいずれか

 の形式にて作成すること。

• 提案書類に貼り付ける画像ファイルの種類は、「GIF」「BMP」「PNG」形式のみとする。

• アップロードできるファイルの 大容量は３MBまでであり、複数のファイルをアップロードすることは

 できない。

• 提案書類は、アップロードを行うと、自動的にPDFファイルに変換されます。

• 外字や特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性があるため、変換されたPDFファイルの

 内容をシステムで必ず確認すること。利用可能な文字に関しては、マニュアルを参照のこと。

• 提案書類はアップロード後、研究者がＪＳＴへ提出するまでは提案内容を修正することが可能。ＪＳ

 Ｔへ提出した時点で修正することができなくなる。

• 提出締切日までにシステムの「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となるよう

 に手続きすること。

• 提案書類の受理状況は、「受付状況一覧画面」から確認することができる。

• e-Radでは、応募費目項目の金額欄が空欄であると登録できない場合がありますので、その場合

 は必ず「0(ゼロ)」を入れ、空欄がないようにすること。

【募集要項
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提案書類の受付等
 

（４）

④

 
提案に当たっての注意事項

・提案に対する機関の承認

採択後に契約行為を伴うため、提案しようとする代表研究者は、所属する研究機関（文部科学

 省と直接委託契約を締結する研究機関）の長の了承を取った上で提案書類を提出すること。ま

 た、複数の研究機関が共同で研究を実施する場合には、参加する全ての研究機関の承諾を得

 た上で提出すること。

・提案内容の調整

課題の選定、実施に当たっては、予算の制約等の理由から、計画の修正を求めることがある。

・対象外となる提案について

以下に示す研究課題の提案は本事業の対象外となります。

ⅰ)単に既成の設備備品の購入を目的とする提案

ⅱ)他の経費で措置されるのがふさわしい設備備品等の調達に必要な経費を、本事業の

直接経費により賄うことを想定している提案

【募集要項
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提案書類の受付等
 

（５）

⑤

 
留意事項

• 郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負わない。

• 提出期間内に到着しなかった提案書類は、いかなる理由があろうとも受理しない。

• 提案書類に不備がある場合は、審査対象とはならない。

• 提案書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切受け付けない。

• 提案書類は返却しない。

• 提案書類については、実施機関等の課題選考のためにのみ利用します。応募内容に関する秘密

 は厳守する。

• 個人情報については本公募に関することにのみ適切に使用する。

• ＪＳＴにて受領した際には、電子メールにて受領通知を送付するので、審査が終了するまで申請者

 にて保存すること。

⑥ その他

• 提案書類の提出は、原則としてe-Radを用いて行っていただきますが、e-Radにアップロードでき

 るファイルの 大容量は３MBとであることから、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等での郵送も可能。

• 送付される場合には、提出期日までに送付すること。ただし、本書類はあくまで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。

【募集要項
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提案書類の作成
 

（１）

１．提案書類

①

 
提案書類の様式は以下の２種類がある。

・共同研究拠点：

 

様式１～１２

・樹立拠点：

 

様式１～４、様式６～１０

②

 
全ての研究開発の実施者（ポストドクター等を含む。）について、各様式２の実施体制

 
及び各様式６、

 ７（ポストドクター等を今後雇用する場合は、様式６、７は不要）に必ず記載すること。記載されていな

 い場合は、研究開発の実施者として研究に参画できないことがある。各様式７には、前述の研究者番

 号及び所属研究機関コードを記載すること。

③

 
国立大学法人、独立行政法人、代表者の選任・任命を国が行う機関及び地方公共団体等、代表者

 が国民の選挙により選任される機関については、様式１０の誓約書を提出する必要はありません。

④

 
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。

⑤ なお、字数制限や枚数制限を定めている様式については、制限を守ること。また、提案書類の作成は

 カラーでも可とする。

【募集要項
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提案書類の作成
 

（２）

２．提案書類の作成及び提出上の注意

①

 
提案書類の記載（入力）に際しては、共同研究拠点は本項目及び各様式１～１２に示し

 た記載要領、樹立拠点については本項目及び各様式１～４、６～１０に示した記載要領

 に従って、必要な内容を誤りなく記載すること。

②

 
提案書類は日本語で作成すること。

③

 
入力する文字のサイズは１０.５ポイントを用いること。

④

 
数値は原則として半角で入力すること。（（例）郵便番号、電話番号、金額、人数等）

⑤

 
郵便番号は７桁で記入すること。

⑥

 
用紙の大きさは、全て日本工業規格Ａ４版とする。

⑦

 
各様式の枚数等の制限を守ること。枚数制限が無い場合でも、利用するe-Radにおいて

 アップロードできるファイルの容量に制限があることに注意すること。

⑧

 
提案書類は、通し頁番号を中央下に必ず付すこと。

【募集要項
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提案書類の提出先、問い合わせ先

１．郵送により提出が必要な提案書類の提出先
102-8666

 
東京都千代田区四番町５－３

 
サイエンスプラザ

独立行政法人科学技術振興機構

 
研究振興支援業務室

「疾患特異的iPS細胞を活用した難病研究」係

２．問い合わせ先
①

 
事業の内容に関する問い合わせ

文部科学省研究振興局

 
ライフサイエンス課

TEL:03-6734-4104（直通）

E-mail：life@mext.go.jp（注：始めの文字はＬの小文字です）

担当者：彦惣、森、中村

②

 
提出書類の作成・提出に関する手続き等に関する問い合わせ

独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究振興支援業務室

TEL:03-5214-7990（代表）

E-mail：saiseiq@keytech.jst.go.jp

担当者：橋本、東、森田

③

 
e-Radの操作に関する問い合わせ

e-Radヘルプデスク

 
TEL:0120-066-877(フリーダイヤル)

受付時間:9:30～17:30(土、日、祝日を除く)

【募集要項

 

Ｐ．７】



55

データベース登録等への協力

１．政府研究開発データベース登録への協力
政府研究開発データベースに登録するため、研究課題の採択後、知的財産情報に配慮しつつ各種情

 報提供を依頼することがある。

２．バイオサイエンスデータベースセンターへの協力
本事業はライフサイエンス分野のデータ産生を伴う事業であるため、本事業の実施者は、ライフサイエ

 ンス分野における研究に資するよう、本事業の実施の結果産生したデータ又はデータベースを、一般

 に利用可能な形で公開するべく努めるものとする。そのため、本事業の実施者は、毎事業年度にまと

 める実績報告書の提出に合わせて、論文発表等で公表された成果に関わる生データの複製物、又は

 本事業で構築した公開用データベースの複製物を、バイオサイエンスデータベースセンター又は文部科

 学省の指定する機関に提供するものとする。

３．開発したリソースのナショナルバイオリソース（NBRP）中核機関への寄託
本事業の実施者は、ライフサイエンス分野における研究に資するよう、本事業において開発したバイ

 オリソースを使用し、得られた研究成果を論文等で公表した後は、NBRPの中核機関へ当該バイオリ

 ソースを寄託（ただし、NBRPで対象としているバイオリソースに限る。）し、広く研究者の利用に供する

 ことを原則とする。

なお、当該バイオリソースがNBRPの対象か疑義のある場合は、文部科学省へ確認すること。

【募集要項
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