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１． はじめに 

「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」は、創薬・医療技術支援基盤の強化を

図るため、平成２４年度から文部科学省が実施する補助金事業であり、平成２４年度の

補助金の総額は約３２億円を予定しています。 

本公募要領及び提出書類の様式は、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究振

興支援業務室のホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh24-8.html）にお

いて公開されます。 

 

２．「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」について 

（１）目的  

文部科学省では、「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」（以下「本事業」と

いう。）を平成２４年度から実施しています。本事業は、創薬・医療技術支援基盤の強

化を図るため、創薬プロセス又は医療等のライフサイエンス研究に活用可能な先端研究

を実施する機関に対して、研究者等の育成及び施設利用に供するために必要な経費及び

創薬プロセス又は医療等のライフサイエンス研究に活用可能な研究基盤の整備に必要

な経費を補助するものです。この目的を適えるため、①創薬等支援技術基盤プラットフ

ォーム事業、②生命動態システム科学推進拠点事業の２つのプログラムを設け、本事業

を実施します。 

 

（２）実施方法 

① 文部科学省は、研究開発施設共用等促進費補助金（ライフサイエンス研究の振興）交

付要綱（平成２４年１月３１日文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。）及び研

究開発施設共用等促進費補助金（創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業）取扱要領

（平成２４年２月６日研究振興局長決定。以下「取扱要領」という。）の定めにより、

本事業を実施する機関に対して補助金を交付します。 

 

② 補助事業が完了したときは、交付要綱第13条の規程により実績報告書を文部科学省に

提出することが義務付けられています。 

 

③ 関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合は、補助金の交付をしないこと

や、補助金の交付を取り消すことがあります。 
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３．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の概要 

（１）背景 

 ライフサイエンス研究において、多数の時空間的な分子の変動を解析する方法や、細

胞内現象・細胞間相互作用等の解明は、技術開発が近年進展し、今後の発展が期待され

ている分野であります。 

またこういった計測手法の進展とあわせて簡略化した生命システムを実験的に再構

成する系の技術革新により、生命を構成する分子の定量的な機能解明と、その操作・制

御法の研究も進展しています。 

 

 こうした状況を踏まえ、文部科学省では科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会

ライフサイエンス委員会に、生命動態システム科学戦略作業部会を設置し、この研究分

野の我が国における「生命動態システム科学」推進のための基本的方針、我が国の取る

べき対応について議論してきました。その結果を報告書※（「生命動態システム科学」の

今後の推進のあり方について、平成２３年７月１９日）として取りまとめています。本

事業は、この報告書を基に実施します。 

 

※生命動態システム科学戦略作業部会 報告書（参考） 

http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n889_00.pdf 

 

 

（２）生命動態システム科学推進拠点 公募のポイント 

○本事業では、「生命動態システム科学」という研究手法を活用して、生命現象を動的な

システムとして理解する方法論の開発・実証を行います。 

○また数理科学 (数学、統計学、計算機科学等を含む、以下同じ) 的手法と生命科学の融

合研究の発展のため、人材育成や融合人材の常勤ポストの設置等を行う恒久的な拠点が

整備されることを目指します。 

○さらに、生命動態システム科学の手法を創薬開発等に応用する道筋を示すことを目的と

しています。 

 

「生命動態システム科学」の推進を目指し、拠点整備（申請機関１機関で実施）を進

めるにあたり、新たに公募を実施します。 
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（３）生命動態システム科学推進拠点 公募の詳細 

「生命の現象を動的システムとして理解する」という生命動態システム科学は、生命科

学以外の分野の成果としてもアピールできることが重要であり、生命科学・数理科学だけ

でなく工学、医学及び薬学等の様々な分野との相乗効果として進展されることを期待しま

す。 

取り組むべき課題、研究分野の具体例については、「生命動態システム科学戦略作業部

会報告書Ⅴ．我が国として取るべき対応４．取り組むべき課題，研究分野例について」に

例示されています。 

 

生命動態システム科学として、多様な解析手法の融合や、生命現象の様々な階層を超え

階層間の連携を促進することが、将来の創薬・医学研究で活用できる手法としての開発に

つながると考えられます。こうした中で、生命動態システム科学推進拠点の上げる先導的

な成果により、融合研究に携わる研究者の増加や、参画する研究者のキャリアパスに貢献

することを目指します。 

 

①� 実験系と理論系の融合及び分野間の融合 

本事業においては、生命科学と数理科学的手法を融合させ、新たな研究手法を実証する

ことに重点を置き、計測で得られたデータから適切なモデルを構築し生命現象を理解し、

in vitro、in silico、in vivo といった再構成系を構築するという「生命動態システム

科学」の手法実証を目指します。そのため本事業において、ゼロから計測技術等を開発す

る段階ではなく、既に計測科学や数理科学等のポテンシャルを持ち、計測データをモデル

化・数理科学的に解析する具体的なビジョンを示すことが求められます。 

 

生命科学と数理科学の融合によって得られた、モデル（論理・理論）の検証、実測デー

タによるモデルの強化法の確立も必須となります。このため両分野の専門家が配置・統合

され、日常的に連携する環境を醸成する必要があると考えます。 

 

またモデルの検証、評価を行い、融合研究を発展させるには、専門外の研究者にも使い

勝手のよい実験系と、それに付随する網羅的計測データ等を整備し、拠点外の研究者とも

広く共同研究を行うことも拠点機能の重要な役割として挙げられます。 

 

②「生命動態システム科学」を戦略的に推進するための拠点形成 

 生命動態システム科学推進拠点として、定量的計測・モデル化・再構成の３つの研究要

素を用いた創薬開発につながる１つの大きな研究課題を設定し、それぞれの拠点が研究課

題を期限内に達成することを目指して拠点整備・研究推進を行い、生命動態システム科学

という研究手法の成功例を示すことを求めます。 

 

本拠点は、先行的に実施されている国立大学法人大阪大学と独立行政法人理化学研究所

との連携により実施します。また拠点では、国内の生命動態システム科学研究者との連携

を推奨します。 
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今回募集する拠点は、本事業終了後も機関として本事業の研究開発を継続させることが

求められ、先行している事業と協力し、複数の機関・施設による一体的な推進体制を構築

します。 

 

③「生命動態システム科学」の担い手である人材の戦略的な育成 

「生命動態システム科学」を進める研究者は、大量の計測データから、サイエンスとし

ての問いを発見し、その答えを導くための最適なモデル構築を行い、理論検証、in vitro

での実証まで行うことが求められます。そのためには実験生物学、数理科学、工学的手法

までの融合的な研究を行う人材に対し、拠点機関としてポジションを確保し雇用すること

が、拠点として生命動態システム科学を推進するに当たり必要となります。 

 

また拠点には融合的人材の教育中核となり、若手・女性研究者の育成の場としての役割

も担います。人材育成は生命動態システム科学の推進において不可欠であり、3～5 年と

言った時限付きでない出口を見据えた人材育成のスキームを構築し、若手・女性研究者や

研究支援人材等の育成・雇用に有効な提案を行うことが拠点として求められます。 

 

さらに博士研究員段階のみならず、学部生や大学院生レベルから、理論も実験も理解で

きるような環境の醸成が重要であると考えられ、長期的な視点による多領域・異分野融合

的な教育・人材育成プログラムの確立が拠点に求められます。ただし、「生命動態システ

ム科学」の目指す複雑な生命現象の理解と制御は、相当に難度の高い研究領域であり、バ

ランスを取りつつ、多様な研究者の個性を活かした研究人材のプロフェッショナル育成が

必要です。 

 

生命動態システム科学推進拠点事業では、このような融合的研究を推進する人材を戦略

的に育成するシステム改革も目的としています。 
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（４）実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項 

本事業を推進するに当たり、今回公募する複数拠点間での連携、既存の研究センター、

研究開発事業との連携が求められます。研究体制等の要件は以下のとおりです。 

・ 申請機関一機関からなる拠点ごとに公募を実施します。 

・ 申請機関には、機関として責任をもって、本公募内容の研究を実施することが求め

られます。 

・ 本事業終了後も自立的に公募の研究開発を継続する機関であることが必要です。 

・ 申請機関の代表研究者が、拠点のリーダーとして研究活動を進めます。代表研究者

は、当該拠点内における事業の実施に係る責任を負うこととします。 

・ 同一機関から複数応募することは妨げません。 

・ 同一の研究者は、代表研究者や協力研究者として複数応募することはできません。 

・ 本事業を推進するため、採択された拠点や連携事業との間に、外部有識者を含む「推

進委員会」等の設置と運営支援が求められます。 

・ 「推進委員会」において、拠点の運営方針や、研究開発の方針等の変更を求める場

合があります。 

 

なお、本事業でヒトを対象とする研究については、世界医師会「ヘルシンキ宣言」（ヒ

トを対象とする医学研究の倫理的原則）に則り、関係法令・国の指針等を遵守して行うと

ともに、動物を対象とする研究については、動物愛護の精神に則り、関係法令・指針等や

機関内規定等を遵守して行うこととします。 

 

 
（５）実施予定額等 

①実施予定額と採択予定数 

１課題当たりの経費の目安の額は１．５～３億円とし、１～４課題程度の採択を行い

ます。 

 

※ 経費の目安の額は平成２４年度の１課題当たりの総額、すなわち申請機関へ交付す

る補助金の総額を示します。 

※ 平成２５年度以降の額については、採択後、文部科学省との協議によります。 

 

②実施期間 

生命動態システム科学推進拠点事業の実施期間は、原則として平成２４年度から５年

間です。３年目に実施する中間評価の結果等によっては、計画の見直し、変更、中止を

求めることがあります。また、最終年度の５年度目に、事業の成果を評価する事後評価

を実施します。予算状況及び事後評価により期間を延長する可能性があります。 

ただし、実施期間については、国の戦略目標の変更等により、全面的な見直しや、変

更中止もあり得ます。 
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４．公募の選考にかかる審査  

（１）審査方法 

課題の採択にあっては、外部有識者による委員から構成される課題選考委員会の審査で

採択課題候補案及び実施予定額案を決め、これを基に文部科学省が決定します。 

 

（ア） 生命動態システム科学推進拠点に関する審査は、文部科学省に設置した課題選考

委員会において、非公開で行います。 

 

（イ） 課題選考委員会は、申請機関の長から提出された応募書類の内容について書面審

査を実施します。さらに、必要に応じて代表研究者に対してヒアリングによる審査を

行い、合議により採択課題案及び実施予定額案を決定します。ヒアリング審査には、

システム改革等の申請機関での合意状況等について機関としての回答ができる者も

出席してください。 

 

（ウ） ヒアリング審査は、書面審査で選定された課題にのみ実施します。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ります。 

 

（エ） 課題選考に携わる委員は、審査の過程で取得した一切の情報を、委員の職にある

期間だけではなく、その職を退いた後でも第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管

理者の注意義務をもって管理すること等の秘密保持を遵守することが義務づけられ

ます。 

 

（オ） 採択に当たっては、課題選考委員会等の意見を踏まえ、目標や実施計画等の修正

を求めることがあります。なお、今回設定された目標は中間評価や事後評価の際の評

価指標の一つとなります。 

 

（カ） 全ての審査終了後、採択の可否及び実施予定額を通知します。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ません。 

 

（キ） 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、課題選考委員等についての情報を公開します。 
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（２）審査の項目と観点 

課題の選定に当たっては、各項目について以下の観点に基づいて審査します。 

 

（ア）代表研究者のミッションステートメントについて （様式２－①） 

・ 代表研究者の生命動態システム科学という融合領域に対する意気込み、数理科学と

の連携（あるいは協働）、拠点の将来にわたるビジョンは優れているか。 

 

（イ）達成目標について （様式２－②） 

① 本事業の公募内容への適合性 

・申請内容は生命動態システム科学推進拠点の公募内容に適合しているか。 

② 研究テーマ・目標の明確さ、妥当性 

・研究テーマ、達成目標は、明確で科学的に意義があるか。 

 - 期限内に達成できる目標であるか。目標達成による波及効果が期待できるか。 

 - 客観的な評価が可能な指標を用いて目標を設定しているか。 

・拠点形成のビジョンは明確で妥当か。 

- 目標達成のために研究体制・システム改革の計画、今後の戦略。 

-他の拠点と連携し、開かれた拠点として外部研究者等の研究と連携・支援すること

ができるか。 

・それぞれの達成目標は明確で妥当か。 

- 達成目標は、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、当該研究分野の最

先端の水準に達しているか。 

- 拠点での要素技術を新たに開発することを目標に含んでいるか。 

③ 研究成果の社会還元への可能性 

・ 当該分野及び異分野の研究等への波及効果や企業への技術移転等による発展が見込

めるか。 

 

（ウ）実施計画について （様式２－③） 

① 実施計画の合理性 

・ 実施計画は合理的なものか。 

・ 実施計画には具体的で現実的なマイルストーンが示されているか。 

・ 必要に応じて適切な時期に計画を見直せるような柔軟な実施計画になっているか。 

② 応募経費の内容の妥当性 

・ 応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか 

   （経費については様式２－⑨に記載。審査に当たっては、様式２－⑨を参照の上、様

式２－③を評価する。）。 
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（エ）数理科学と生命科学の融合領域の形成 （様式２－④） 

・ 生命科学と数理科学的手法の融合に向けた具体的な方策は明確で妥当か。 

・ 解析する生命科学のデータ量、種類から開発するモデル構築及び解析のための数理

科学手法・戦略は適切か。 

・ 生命動態システム科学という融合領域の研究を実施するために、申請機関で開発す

る数理科学的手法の具体性、将来にわたるビジョンと、その達成見込はどの程度あ

るか。 

 

（オ）実施体制について （様式２－⑤） 

① 申請機関での実施体制 

・ 生命動態システム科学という融合領域の研究手法を効果的に実施するために、各機

関で実施するシステム改革等が具体的であり、申請機関内での合意はどこまで得ら

れているか。 

② 拠点内・拠点間の協力・連携体制の適切性 

・ 拠点内研究の支援のための要員体制を十分に整えることができるか。 

・ 採択された拠点間で連携、競争、協調して研究開発を行うことは可能か。 

・ 安定的かつ自立的な組織として、実施期間終了後も、拠点による研究開発を推進で

きるか。 

③ 研究者の研究、支援遂行能力・技術 

 ・ 当該分野について、十分な知識と経験を有しているか。 

・ 融合分野について、研究者の養成、教育が行うことができるか。 

 

（カ）施設や設備について（様式２－⑥） 

① 保有する施設及び設備の水準 

・ 生命動態システム科学を推進することが可能な最先端の設備を有しているか。 

※ 国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端に達している点がある

か。 

② 保有する施設及び設備の規模 

・ 最先端のライフサイエンス計測機器や計算機等、研究開発のために十分の設備を有

しているか。 

 

（キ）実績について（様式２－⑦） 

① 本公募の周辺領域における研究実績 

・ 質、量ともに高い研究実績を有しているか。 

② 若手研究者に対する人材育成実績 
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・博士号授与件数等、研究者育成に対する実績を有しているか。 

 

（ク）人材育成の考え方について（様式２－⑧） 

① 人材育成の体制や仕組み 

・ （特に異分野融合を行うような）人材を育成する体制や仕組みを、機関や部局等と

して有しているか。 

・ 若手研究者や女性研究者等に配慮した人材育成の体制や仕組みを、機関や部局等と

して有しているか。 

② 人材の雇用形態 

・ 人材の雇用形態は適切か。 

・ 若手研究者や女性研究者等の確保を支援する仕組みは十分に整備され運用できるか。 

・ 研究支援人材の確保を支援する仕組みは十分に整備され運用できるか。 

・ 融合分野の研究者を雇用するためのポジションが申請機関で確保できているか。 

 
 
（３）スケジュール等 

以下に今回実施する公募開始から採択までのスケジュールを示します。 

公募期間  平成２４年１１月７日(水)～１１月２９日(木) 

提出期間  平成２４年１１月１４日(水)～１１月２９日(木) 正午必着 

事業説明会申込み 平成２４年１０月２２日（月）～１１月１２日（月） 正午必着 

事業説明会  平成２４年１１月１３日（火）１４：３０～１６：００ 

（事前申込みが必要です。） 

書面審査  平成２４年１１月中旬から１２月上旬（予定）  

ヒアリング審査 平成２４年１２月１９日（水）（時間未定）※ 

採択可否の通知 平成２４年１２月下旬以降（予定） 

 

※ ヒアリング審査対象課題に対しては、ヒアリング審査実施の５日前までに代表研究者

に通知します。 
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（４）事業説明会について （参加申込み締切り：１１月１２日（月）正午） 

 事業説明会では、生命動態システム科学推進拠点事業の全体像、拠点の事業内容と運営方

針、申請する機関に求める要件等について、文部科学省からご説明する予定です。なお、説

明会にご参加いただくには、事前の参加登録が必要です。 

 

参加を希望される場合には、以下の「お申込みフォーム」に必要事項を記入し、直接メー

ル本文に貼り付けて、事業説明会参加登録用アドレス（souyaku@keytech.jst.go.jp）宛に

送付してください。 

また、件名には、代表者の所属機関名、代表者名、参加人数を記載してください。 

 

【件名： 所属機関名・代表者氏名（参加人数）】 

 

本文：以下のフォームをご使用ください。 

****（お申込みフォーム）************************************************** 

□ 参加者１ 

氏名： 

所属機関： 

 

□ 参加者２ 

氏名： 

所属機関： 

※必要に応じて追加してください。 

************************************************************************** 

 

 

（５）個人情報の取り扱い等 

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、課題管理

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」であるものとします。これらの情報については、採択後適宜文部科学省のホームペ

ージにおいて公開します。 

開催地 日 時 会 場 

東京 
平成２４年１１月１３日（火）

１４：３０～１６：００ 

文部科学省 東館１６階 １６Ｆ特別会議室 

東京都千代田区霞ヶ関３－２－２  

TEL：03-6734-4104 

http://www.mext.go.jp/new_map/index.htm 
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５．申請に当たっての注意事項 

（１）本事業の構成 

本事業では、創薬等に重要なタンパク質の構造解析、同タンパク質に影響を与える化学

物質の探索及びこれらを支援する情報処理を進める①「創薬等支援技術基盤プラットフォ

ーム事業」と、実験系と理論系の融合領域研究の推進により、新たな創薬手法等の実現を

目指す②「生命動態システム科学推進拠点事業」の２つのプログラムの公募を行います。

そのうち、今回は、②「生命動態システム科学推進拠点事業」の公募を実施いたします。 

なお、①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」の公募は既に終了し、実施機関

が決定しています。 

【創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業】 

①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」 ※採択課題決定済み 

 

②「生命動態システム科学推進拠点事業」 

   今回、公募を行います。 

 

（２）申請者等の要件 

  本事業に申請する機関は、次の①～④のすべての要件を満たすことが求められます。 

 

① 次の（ア）～（エ）のいずれかに該当する国内の機関であること。  

（ア）大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1条に規定する

大学及び高等専門学校をいう。） 

（イ）大学共同利用機関法人（国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 2 条第 3

項に規定する大学共同利用機関法人をいう。） 

（ウ）独立行政法人（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 2 条第 1 項に規 

定する独立行政法人をいう。） 

（エ）その他法律に基づき設立された法人 

 

② 課題が採択された場合に、交付要綱及び取扱要領に基づいた事務処理等手続き及び予

算の執行ができる機関であること。  

 

③ 課題が採択された場合に、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

できる機関であること。 

 

④ 本事業終了後も自立的に公募内容の研究開発や人材育成プログラムを継続する機関

であること。 

 

※ 本事業に先だって実施している研究開発事業、特に最先端研究基盤事業「生命動態シ
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ステム科学研究の推進に向けた研究基盤の整備」の実施機関である国立大学法人大阪

大学及び独立行政法人理化学研究所とも連携し、生命動態システム科学の包括的な推

進のための運営体制の構築・拠点形成を行う機関を今回、公募します。 

 

 

（３）用語の定義  

① 本要領における用語の定義は、以下のとおりです。 

［申請機関］ 

「申請機関」とは、課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任

を負う機関（１機関で構成）をいいます。 

 

［課題］ 

「課題」とは、申請機関が実施する事業のことをいいます。 

 

［申請機関の長］ 

「申請機関の長」とは、申請機関となる機関の長（学長、理事長等）で、課題を代

表し、課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１人）

をいいます。申請機関の長は、課題の実施期間中、日本国内に居住し、課題全体及び

事業費の適正な執行に関し責任を持つ者です。申請機関の長は、申請機関に所属する

研究者のうち１人を、課題を推進する者（代表研究者）に指名します。 

なお、公募に当たっては、申請機関の長が課題を申請します。 

 

［代表研究者］ 

「代表研究者」とは、申請機関の長が指名する申請機関に所属する研究者で、課題

の実施期間中、申請機関での専任職員であり、日本国内に居住し、課題全体の運営及

び事業費の適正な執行を管理する者（１人）をいいます。代表研究者は、申請機関に

所属する他の研究者を協力研究者として加え、申請機関内の実施体制を構成すること

ができます。 

 

［研究協力者］ 

「研究協力者」とは、代表研究者が指名する申請機関に所属する研究者で、課題の

実施期間中、申請機関において、課題全体の運営を補佐する者をいいます。申請課題

に対し複数名の研究協力者からなる実施体制を構成することができます。 
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（４）留意事項  

① 重複申請の制限 

 代表研究者及び協力研究者が、実質的に同一の課題について、国又は独立行政法人の競

争的資金制度等による助成を受けている場合、又は受けることが決定している場合は、審

査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、又は補助金の減額を行うことがあります。 

 なお、他の制度への申請段階（採択が決定していない段階）での本制度への申請は差し

支えありませんが、他の制度への申請内容、採択の結果によっては、本制度の審査の対象

から除外され、採択の決定若しくは補助金の交付の決定が取り消される場合があります。 

 また、応募後に記載事項の状況に変更があった場合には、速やかに応募書類の提出先ま

で連絡することが求められます。 

 

② 過度の集中に対する措置  

 本事業に申請された課題の内容と、他の研究助成等を活用して実施している取組の内容

が異なる場合においても、実施する研究者のエフォート等を考慮し、機関に交付される補

助金が効果的・効率的に使用できないと判断される場合には、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、又は経費の減額を行う場合があります。 

 

③ 関係法令等に違反した場合の取扱い 

関係法令・指針等に違反した場合若しくは補助金の不正使用、不正受給、補助金による

研究活動における不正行為を行った場合、「研究開発施設共用等促進費補助金（創薬等ラ

イフサイエンス研究支援基盤事業）取扱要領 別添１」の規程により、補助金の交付の決

定の取り消し、交付した補助金の返還命令及び補助金の交付停止を行います。 

特に、生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指針等（本要領 別紙２）について

は、事業実施に当たって遵守しなければなりません。 

 

④ 本事業により雇用される者のキャリアパス支援についての考え方 

本事業は、公的研究費を支出する事業共通の意義として、広く我が国の未来を担う研究

者を育成し、また育てられた人材を通じて研究成果を社会へ還元する意義を有しています。

そのような観点から、本事業により雇用される研究者等は、将来的に所属機関やその関係

機関等において常勤職員等に採用されるなど、安定的・長期的に雇用されることが望まし

いと考えられます。このほか、本事業の課題達成のためには基盤技術とともに幅広い研究

領域にも精通する研究者等が求められます。異なる研究分野を融合させることにより、新

しい研究領域を創成し、分野横断的に活躍できる人材の育成を推進する観点から、本事業

によって雇用される人材の採用に当たっては、過去の専門性にとらわれない若手研究者等

を積極的に雇用することが望ましいと考えられます。本事業により雇用される研究者等の

キャリアパスを支援する取組等について十分に検討してください。それらの取組内容及び

採用方針を申請書の「（様式２） ⑧ 人材育成の考え方」に記載してください。 

特に、若手博士研究員※及び女性研究者等については、異分野の研究者や企業研究者と

の共同研究やインターンシップ等を取り入れる等、キャリアパス支援の観点に配慮してく

ださい。 

なお、本事業により雇用される者のキャリアパス支援の取組状況や進路状況は中間評価
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や事後評価においてもプラスの評価の対象になります。 

 

※ 若手博士研究員とは 

プロジェクト雇用型のポスドクや特任助教等、大学や企業等における安定的な職に

就くまでの任期付きの研究職にある者で、４０歳未満の博士号取得者（博士課程に標

準年限以上在学し、所定の単位を取得の上退学した者（いわゆる満期退学者）を含む。） 

 

⑤ ＪＳＴ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します。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、ＪＳＴバイオサイエンスデータベースセンター※または文部科学省の指定する機

関に提供するものとします。提供された複製物については、ライフサイエンス分野のデー

タベース整備（統合データベース構築）に利用するため、これら複製物に関わる知的財産

権を非独占的に複製・改変その他必要な形で利用できるものとします。なお、本事業の実

施者は、複製物の提供を受けた機関の求めに応じ、複製物を利用するに当たって必要とな

る情報提供に協力するものとします。 

 

※ ＪＳＴバイオサイエンスデータベースセンター（http://biosciencedbc.jp/） 

ＪＳＴバイオサイエンスデータベースセンターは、平成１８年度から平成２２年度

にかけて実施された文部科学省「統合データベースプロジェクト」と、平成１３年度

から実施されているＪＳＴ「バイオインフォマティクス推進センター事業」とを一本

化し、新たに我が国のライフサイエンス分野のテータベース統合化に関わる中核的機

能を担うセンターとして、平成２３年４月にＪＳＴに設置されました。 

バイオサイエンスデータベースセンターでは、統合データベースの恒久的な体制整

備に向けて、上記２つの事業の成果を活用し、「ライフサイエンスデータベース統合推

進事業」を実施します。ライフサイエンスデータベース統合推進事業では、様々な研

究機関等によって作成されたライフサイエンス分野データベースの統合化に向けて、

関連機関の積極的な参加を働きかけるとともに、戦略の立案、ポータルサイトの構築・

運用、データベース統合化基盤技術の研究開発、バイオ関連データベース統合化の推

進を４つの柱として、ライフサイエンス分野データベースの統合化に向けて事業を推

進します。これによって、我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究

者コミュニティに共有かつ活用されることにより、基礎研究や産業応用研究につなが

る研究開発を含むライフサイエンス研究全体が活性化されることを目指します。 
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６．本事業の経費等  

 本事業の公募に当たって申請できる経費の大項目と中項目は以下のとおりとします。また、

土地の購入や建物の建設に要する費用には使用できません。 

 また、平成２４年度の事業実施期間は、平成２５年３月３１日までとなるので、機械装置

等の購入については、納入時期等に十分留意してください。 

 なお、課題が採択された場合、文部科学省は申請機関から交付申請を受け、交付決定を行

います。 

 

（ア）【大項目】物品費 

（a）【中項目】設備備品費： 

事業・事務の実施に直接要するもので、原型のまま比較的長期の反復使用に耐えうる

もの。なお、設備備品の定義・購入手続きは機関の規定等による。 

（b）【中項目】消耗品費： 

事業・事業の実施に直接要する以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。な

お、設備備品の定義・購入手続きは機関の規定等による。 

・ソフトウエア ※バージョンアップを含む 

・図書、書籍 ※年間購読料を含む 

・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等 

・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類 

・試作品 等 

 

（イ）【大項目】人件費・謝金 

（a）【中項目】人件費： 

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費 

・研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、

扶養手当、勤務地手当、退職手当等 

・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福

利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、退職手当等 

・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用 

・他機関からの出向研究員の経費 等 

業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費 

・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント 

・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 

・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書 等 

＊人件費の算定にあたっては、機関の給与規程等によるものとする。 

（b）【中項目】謝金： 

事業・業務の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費。 

・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金 

・講演会等の謝金 

・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆・査読・
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校正（外国語等）等） 

・データ・資料整理等の役務の提供への謝金 

・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱） 

・学生等への労務による作業代 

・被験者の謝金 等 

＊謝金の算定にあたっては機関の謝金支給規程等によるものとする。 

 

（ウ）【大項目】旅費 

【中項目】旅費： 

旅費に関わる以下の経費 

①業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院生を含む）の

外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）。

学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費を含む。 

②上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情

報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿

泊費、日当、旅行雑費） 

③外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊費、日当、滞

在費、旅行雑費） 

④研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族

移転費、旅行雑費）等 

＊旅費の算定にあたっては、機関の旅費規程等によるものとする。 

＊旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）を

含む。 

＊「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射

料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」

等をいう。 

 

（エ）【大項目】その他 

（a）【中項目】外注費： 

外注に関わる以下の経費 

業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費 

・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品の法定点検、

定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うこと

を含む）等の業務請負 

・実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解析・検査、

鑑定、部材の加工等の業務請負 

・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）等 

＊「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く 

（b）【中項目】印刷製本費： 

業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費 

・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代

等 



 

17 

（c）【中項目】会議費： 

業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費 

・研究運営委員会等の委員会開催費 

・会場借料 

・国際会議の通訳料 

・会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）等 

（d）【中項目】通信運搬費： 

業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料 

・電話料、ファクシミリ料 

・インターネット使用料 

・宅配便代 

・郵便料等 

（e）【中項目】光熱水料： 

業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 

（f）【中項目】研究開発委託費※ 

・研究開発の委託に必要な費用 

（g）【中項目】その他（諸経費）： 

上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 

・物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・

建物借上料、圃場借料 

・機関内の施設・設備使用料 

・学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加す

るための旅費は『旅費』に計上） 

・学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合

のみ） 

・研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り代、成果報

告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等） 

・広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費 

・保険料（業務・事業に必要なもの） 

・振込手数料 

・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス使

用料を含む）、データベース使用料等） 

・特許関連経費 

・薬事相談費 

・薬品・廃材等処理代 

・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 

・レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く） 等 

（h）【中項目】その他、大臣が認めた経費 

 

 

※ 「（エ）その他 （f）研究開発委託費」については、文部科学省から指示した場合のみ

申請することができます。
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７．応募書類の作成・提出方法 

（１）応募書類の作成方法  

① 応募書類の様式は、科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究振興支援業務室のホームページ 

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh24-8.html）からダウンロードすることができ

ます。  

② 作成方法の詳細については、応募様式の19ページの「応募様式記入要領」を参照して

ください。 

 

（２）提出書類等 

  ① 以下の書類と電子媒体を提出してください。 
・ 応募書類を印刷したもの １５部（正本１部、写し１４部） 

※ 両面印刷、各左肩をクリップ留めで作成してください。 
※ カラー、白黒は問いませんが、配布時には白黒印刷となる場合がありますのでご了承く

ださい。 
・ 応募書類の電子媒体：PDF ファイルと WORD ファイルを CD-R に記録したもの 

※ PDF ファイルは文字認識が可能な形式で作成してください。 
※ CD-R 以外のメディアは使用不可とします。 

・ 動物実験に関する自己点検・評価結果 
「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、様式とは別

に、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してください。なお、様式３に当該点

検・評価の実施有無、又は該当の有無について記載してください。 
・ 暴力団等に該当しない由の誓約書 

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（別紙１）に記入し、所属機関長による署名（自署に限

る。公印不要。）のうえ、郵送してください。ただし、以下に該当する機関は提出の必要は

ありません。 
-機関の代表者の選任・任命を国が行う機関（国立大学法人、独立行政法人等）  
-機関の代表者が国民の選挙により選任される機関（地方公共団体）  

② 応募書類に不備がある場合、審査対象とならないので注意してください。 
③ 応募書類は返却しません。 
④ 応募書類については、研究開発課題等の選定に関する資料としてのみ利用します。応募の

内容に関する秘密は厳守します。 
⑤ 申請は申請機関の長が行うこととします。 

 
（３）留意事項 

① 生命倫理及び安全対策に係る留意事項 

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から（本要領の

別紙２）の法令又は指針等により必要な手続き等が定められているため、当該手続き等（今
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後、新たに指針等が定められる場合には、その指針等の手続き等を含む。）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してください。 

なお、機関内倫理審査委員会の構成及び運営については、科学技術・学術審議会生命倫

理・安全部会「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)を参照

しつつ、法令又は指針等に基づき行ってください。 

なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）を参照してください。 

 

② 開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とします開発又は調査

を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行っ

てください。 

 
（４）提出方法 

① 応募書類の提出は１課題１回で、提出方法は郵送等に限ります。持参、ＦＡＸ、電子メー

ルによる提出は受け付けません。 
② 郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 
③ 提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうとも受理しません。 

また、応募書類に不備等がある場合は、審査対象とはしません。 
 
（５）提出締切り及び提出先 

① 提出締切り 
平成２４年１１月２９日（木）（正午必着） 
上記期限を過ぎた場合には受理できないので、注意してください。 

② 提出先 
  独立行政法人 科学技術振興機構 

研究振興支援業務室「生命動態システム科学推進拠点事業」係 
〒１０２－８６６６ 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ 
ＴＥＬ：０３－５２１４－７９９０（代表）（担当：松永、小松） 

 

８．問合せ先 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

TEL：０３－６７３４－４１０４ 

E-mail：life@mext.go.jp    

担当者：柴田、志岐 
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（別紙１） 

◎予算決算及び会計令（抄） 

 
 第 70 条 
   契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第 29 条の 3 第 1 項の

競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別な理由がある場合を除くほか、当

該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものを参加させることがで

きない。 
 
 第 71 条 
   契約担当官等は、次の各号の 1 に該当すると認められる者を、その事実があつた後 2
年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使

用する者についても、また同様とします。 
  一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 
  二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合した者 
  三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
  四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 
  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 
  六 前各号の1に該当する事実があつた後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、

代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 
 ２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争

に参加させないことができる。 
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（別紙２） 

◎動物実験、遺伝子組換え生物等の使用等の生命倫理・安全に関する取組みに関わる

法令・指針等 

 
ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から以下の法令又

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、適切に研究を実施してくださ

い。これらに違反して研究が実施されていることが確認された場合は、本補助金の交付を取

り消すことがあります。 
なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）及び厚生労働省と農林水産省

のホームページを参照してください。 
 
（１） ヒトゲノム・遺伝子解析研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究（提供者の個体を形成する細胞に共通して存

在し、その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能を、試料等を用い

て明らかにしようとします研究）を含む場合には、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す

る倫理指針」（平成 20 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）に基づき、

当該研究を実施してください。 
 
（２） 特定胚の取扱いを含む研究計画 

研究計画に、人クローン胚又は動物性集合胚の取扱いを含む場合には、「ヒトに関する

クローン技術等の規制に関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）及びこれに基づく省令

及び指針に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、文部科学

大臣への届出が必要となることに留意してください。 
 
（３） ヒトＥＳ細胞の使用及び樹立・分配を含む研究計画 

研究計画に、ヒトＥＳ細胞（ヒト胚性幹細胞）の使用を含む場合には、「ヒトＥＳ細胞

の使用に関する指針」（平成 22 年文部科学省告示第 87 号）に基づき、当該研究を実施し

てください。特に、研究の開始に先立ち、文部科学大臣への届出が必要となることに留意

してください。ヒト ES 細胞の樹立、分配を行おうとします場合も同様に、「ヒト ES 細

胞の樹立及び分配に関する指針」（平成 22 年文部科学省告示第 86 号）に基づき、文部科

学大臣の確認が必要です。前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示しますので、

適宜留意願います。 
 
（４） ヒト iPS 細胞等からの生殖細胞作成を含む研究計画 

研究計画に、ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を含む場合には、

「ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（平

成 22 年文部科学省告示 88 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の

開始に先立ち、文部科学大臣への届出が必要となることに留意してください。 
前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示しますので、適宜留意願います。 
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（５） 遺伝子組換え生物等の使用等を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子組換え生物等の使用等を含む場合には、平成 16 年 2 月 19 日に施

行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」

（平成 15 年法律第 97 号）及びこれに基づく省令、告示等に基づき、当該研究を実施し

てください。特に、遺伝子組換え生物等の第一種使用等（環境中への拡散を防止しないで

行う使用等）を行う場合、あらかじめ第一種使用規程を定め、主務大臣の承認を受ける義

務があること及び第二種使用等（環境中への拡散を防止しつつ行う使用等）を行う場合、

主務省令に定められた又はあらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置をとる義務

等があることに留意してください。また、遺伝子組換え生物等の譲渡・提供・委託を行お

うとします者は、原則としてその都度、省令に定められた情報の提供を行わなければなら

ないことにも留意してください。 
これらのことを踏まえ、遺伝子組換え生物等の使用等を行う研究機関においては、機関

内の法令の理解及び遵守についての周知徹底を十分に図るとともに、事故時の対応をあら

かじめ定める等の機関内の体制を整備し、法令に基づき遺伝子組換え生物等の適切な使用

等が徹底されるよう留意してください。遺伝子組換え生物等の使用等に係る各種情報につ

いては、前述の文部科学省ホームページ等に掲示しておりますので、適宜留意願います。 
 
（６） 遺伝子治療臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子治療臨床研究（疾病の治療を目的として遺伝子又は遺伝子を導入し

た細胞のヒトの体内への投与等に関する臨床研究）を含む場合には、「遺伝子治療臨床研

究に関する指針」（平成 20 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）に基づき、当該研究

を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が

必要となることに留意してください。 
 
（７） 疫学研究を含む研究計画 

研究計画に、疫学研究（明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な

事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究）を含む場

合には、「疫学研究に関する倫理指針」（平成 20 年文部科学省・厚生労働省告示第 3 号）

に基づき、当該研究を実施してください。前述の文部科学省ホームページ等に情報を掲示

しておりますので、適宜留意願います。 
 
（８） 臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、臨床研究（医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、

疾病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研

究であって、人を対象とします①医薬品又は医療機器を用いた予防、診断又は治療方法に

関する介入を伴う研究、② ①に該当するものを除く介入を伴う研究、③介入を伴わず、

試料等を用いた研究であって、疫学研究を含まないもの）を含む場合には、「臨床研究に

関する倫理指針」（平成 20 年厚生労働省告示第 415 号）に基づき、当該研究を実施して

ください。（ただし、他の法令及び指針の適用範囲に含まれる研究は、当該指針の対象外

になりますのでご注意ください。） 
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（９） ヒト幹細胞を用いる臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト幹細胞を用いる臨床研究（ヒト幹細胞を、疾病の治療のための研究を

目的として人の体内に移植又は投与する臨床研究）を含む場合には、「ヒト幹細胞を用い

る臨床研究に関する指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 425 号）に基づき、当該研究を

実施してください。特に、研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が必

要となることに留意してください。 
 
（10） 実験動物を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、実験動物を使用する研究を含む場合には、動物福祉の観点から適切な配慮

を行うため、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）、実験動物の

飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省告示第 88 号）、動物の殺

処分方法に関する指針（平成 19 年環境省告示第 105 号）及び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）等に基づき当該研究

を実施してください。 
また、動物実験を行う際には、動物実験の指針を整備するとともに、動物実験委員会を

設置し、適切な動物実験を行ってください。動物実験の導入に際しては、「鳥獣の保護及

び狩猟の適正化に関する法律」（平成 18 年法律第 67 号）に基づく飼養許可証の確認や特

定動物の飼養又は保管の方法の細目（平成 18 年環境省告示第 22 号）を遵守するなど、

常に適切なものとなるように努めてください。 
 
（11） 病原体等を使用する研究を含む研究計画 
研究計画に、病原体等を使用する研究を含む場合には、「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律」（平成 18 年法律第 106 号）等の関係法令等に基づき、当該研究

を実施してください。 
 
（12） ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究を含む研究計画 
研究計画に、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究（受精、胚の発生及び発育並びに着

床に関する研究、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関する研究その他の生殖補助医

療の向上に資する研究のうちヒト受精胚の作成を行うもの）を含む場合には、「ヒト受精胚

の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」（平成 22 年文部科学省・厚生労働省告示

第 2 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、文部科学大

臣及び厚生労働大臣の確認等を受ける必要があることに留意してください。 
 


