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はじめに 

 
粒子線がん治療は、重粒子線あるいは陽子線により、体の深部の悪性腫瘍を、周辺の正常組織に重篤

な障害を与えることなく、治癒させることができる放射線治療の一種です。治療成績や術後の QOL（生
活の質）の高さからそのニーズが急速に高まりつつあり、今後の全国的な普及が期待されている治療法

です。 
「粒子線がん治療に係る人材育成プログラム」は、平成 19年度から文部科学省が新たに開始する委託
事業で、粒子線治療に携わる中核的人材を育成することにより、粒子線がん治療の普及に資することを

目指します。 
 
 
このプログラムの受託を希望される方は、本公募要領の内容をお読みいただき、必要な書類を作成の

上、ご提出下さい。 

本 公 募 要 領 や 提 案 書 の 様 式 は 、 文 部 科 学 省 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www-gpo3.mext.go.jp/MextKoboHP/list/kp010102.asp）及び科学技術振興機構（JST）キーテク

ノロジー研究開発業務室ホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/）において公開されます。 
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１． 事業の目的と概要 

本事業は粒子線がん治療の普及のため、これに携わる専門的な知識・技術を有した放射線腫瘍医、医

学物理士、診療放射線技師等（以下、これらを合わせて「専門医等」と呼ぶ。）の中核的人材を５年間

で４０名程度育成することを目的とします。 
このために、有識者委員会などを組織して全国共通のカリキュラムの策定・テキストの作成や職種ご

との育成計画立案を行うとともに、大学等の専門医等の人材を育成する教育機関・組織としての機能

及び治療現場における OJT（On the Job Training）に基づく研修環境を提供できる機能を併せもつ機
関・組織を公募します。また、本プログラムの受講者に対して育成結果を適切に評価して修了認定を

行うものとします。 
 
 

２． 事業期間 

始期は契約が締結された日とし、終期は平成２３年度末を限度とします。 
事業については、文部科学省の設置する評価委員会により中間評価及び事後評価を行います。原則

として事業開始後３年目に中間評価を行い、事業の改廃を含む計画の見直しを行うとともに、事業終

了後に事後評価を行うこととしております。なお、評価結果は公開することとします。 

 
 

３． 事業規模 

（１）実施予定額 

平成１９年度の実施予定額は総額約４,000 万円を予定しています。詳細は、契約締結時に調整させ
ていただきます。また２年目以降については未定です。事業の進捗状況を審査し、額を決定します。 
（２）経費 

経費については、以下の費用を負担することとします。但し、設備備品費、人件費、業務実施費に

ついては、本事業に直接係るもののみとし、管理的性格の経費については、一般管理費で手当します。 
• 設備備品費 

− 機械装置：機械装置の購入、製造又は改良並びにその据付等に要する費用 
− 工具器具備品：工具器具備品の購入、製造又は改良並びにその据付等に要する費用 

• 試作品費 
− 試作する機械装置に要する費用 

• 人件費（国からの交付金を受けている機関で、交付金によって人件費が支払われている職員の

人件費は計上できませんのでご注意ください。） 
− 職員：受託業務に直接的に従事する受託者の常勤職員（或いは、常勤に準じる職員）の給

与等 
− 補助者：受託事業のために雇用する非常勤職員の賃金等 
− 人件費付帯経費：社会保険事業主負担分等 

• 業務実施費 
− 消耗品 
− 電子計算機諸費：電子計算機用プログラム作成費、電子計算機使用料（借損料を含む）、そ

の他電子計算機処理関連費用 
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− その他：旅費、修理修繕費、雑役務費（借損料）、光熱水料（分別経理可能なもの、或いは、

支出根拠を明確に示すことが可能なものに限る）、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷

製本費、消費税相当額等 
• 一般管理費：本事業の実施に関連して間接的に必要となる管理的経費等 

− 設備備品費、人件費、業務運営費等の直接経費の１０％を上限とする。 
− 国の機関は、本経費を計上できません。 

• 事業管理費：本事業の実施に関連して間接的に必要となる管理的経費等 
− 設備備品費、人件費、業務運営費等の直接経費の５％を上限とする。 
− 国の機関以外は、本経費を計上できません。 

 
（３）契約形態 
文部科学省と実施機関との間において、毎年度委託契約を締結します。再委託は認められません。 
 
 

４． 公募対象 

国内の産学官の法人格を持つ機関を対象とします（企業にあっては国内に法人格を有するものの

み。）。国からの円滑な委託事務処理が困難な機関・組織、研究者個人は対象とはなりません。 
申請は、機関・組織の長（学長、理事長、部局長等）が行うものとします。 
 
複数機関・組織で実施体制を組んで申請することも対象としますが、その場合は責任機関を定めて

ください。当該機関は他機関・組織の事業進捗管理、文部科学省との連絡調整などプロジェクトの総

合的推進の責任を負う必要があります。なお、提案後の参加機関・組織の追加は出来ません（選定に

係る審査において指摘があった場合を除く）ので、提案には共同実施等を予定している全機関・組織

を記載してください。 
また、予算決算及び会計令第 70条、及び第 71条の規定（別紙参照）に該当する者、並びに文部科
学省から取引停止の措置を受けている期間中の者は、本公募に参加できません。 

 
５． 選定方法等 

（１） 選定方法 
選定に係る審査は、審査委員会において以下の２段階審査を行った上で、文部科学省から機関への

委託により実施していただきます。 
なお、選考の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。 
 
① 第１次審査（書類選考） 

審査委員会において、提出された提案書にて書類選考を実施します。 

② 第２次審査（ヒアリングによる選考） 
第１次審査を通過した提案について、審査委員会により事業責任者等に対するヒアリングを実

施します。なお、ヒアリングの日時、場所等は事務連絡担当者を通じて通知します。ヒアリング

に出席しなかった場合は、辞退と見なされます。 

なお、審査を通じ、必要に応じて、事業の見直し等を求めることがあります。 
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（２） 審査項目及び審査基準 
事業の選定に係る審査項目及び審査基準は、以下のとおりです。 
（計画の妥当性） 
① 人材育成プログラムを実施する計画が明確かつ具体的であるか。 

② 専門医等のすべてを対象とした中核的人材を５年間で４０人程度育成できる計画であるか。 

  （実施機関・組織としての能力） 

① 粒子線がん治療に関する十分な知識（各地の新規導入計画の把握も含む。）を持っているか。 

② 粒子線がん治療施設を活用したＯＪＴによる研修が実施できるか。 

③ 人材育成計画の立案およびカリキュラムの策定などを諮問する有識者委員会を適切なメン

バーで組織できるか。 

④ 専門医等の人材育成を行う教育機関・組織としての機能を有しているか。 

⑤ （複数によるチームとしての応募の場合）連携機関・組織との役割分担や連携が具体的であ

るか。 

（その他） 

① 目標とする人材育成の達成レベルが明確かつ適切か。   

② 人材育成の達成レベルを適切に評価することができるか。また、修了認定を与えるシステム

が適切であるか。 

③ 事業終了後においても、新規に施設導入を計画する組織等からの新たな財源により、同様な

人材育成プログラムを継続できる体制となっているか。 

 

 
 

６． 事業成果の活用等について 

（１）事業成果の取扱いについて 

本事業費によって実施される事業の成果の取扱いについては、発明等を行った事業参加者の所属

する機関によって以下のとおりとなります。 

 

①国立試験研究機関の場合 

各機関の規則等に基づき、成果を取り扱います。具体的には、国立試験研究機関の研究者によっ

て得られた成果による知的財産権は、原初的には、発明者である研究者に属しますが、特許法第３

５条に定める職務発明に該当することから、当該権利は、各国立試験研究機関が定める職務発明規

定によって国に承継されるため、結果として知的財産権を国に帰属することとなります。 

 

②委託契約により事業を実施する機関の場合 

委託契約を締結している機関の事業参加者によって得られた成果による知的財産権は、職務発明

規定等により所属機関に承継する必要があります。 

当該知的財産権は原則的に①と同様に国に帰属することになりますが、以下の法令により、委託

先機関に当該権利を帰属させることができます。ただし出願費、登録料等の各種費用等については、

各委託先機関にて支弁する必要があります。 
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１）産業活力再生特別措置法を適用する場合 

委託契約書に基づく「確認書」を提出することで以下の権利が委託先機関に帰属します。 

・特許権（特許を受ける権利：特許法） 

・実用新案権（実用新案登録を受ける権利：実用新案法） 

・意匠権（意匠登録を受ける権利：意匠法） 

・プログラムの著作物の著作権（データベースの著作物の著作権：著作権法） 

・回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律） 

・育成者権（品種登録を受ける権利：種苗法） 

 

＊委託先機関に権利が帰属する場合、所定の手続・審査を経て、科学技術振興機構（ＪＳＴ）

が行っている、技術移転センター事業、独創的シーズ展開事業等の事業を活用し、成果を普及

させることも可能です。 

 

２）コンテンツの創造、保護及び活用に関する法律を適用する場合 

委託契約書に基づく「確認書」の提出に加え、委託契約書（業務計画書）にコンテンツの制作

を明記する必要があります。 

・国が制作を委託し、コンテンツ促進法第２条第１項に該当するコンテンツにかかる知的財産

権。 

 

（２） 政府研究開発データベース 
内閣府の作成する標記データベースに登録するため、申請課題の採択の後、知的財産情報に配

慮しつつ各種情報提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。 
 
（※）政府研究開発データベース 
 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の放

心の企画立案を行うため、総合科学技術会議が、各種情報（研究者、研究テーマ、研究成果等）

について一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。

なお、本データベースは一般公開していません。 
 

７． 事業費の適正な使用等について 

（１）不合理な重複及び過度の集中の排除 

事業費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、以下の措置を行うこととします。 

 

①不合理な重複に対する措置 

同一の者が同一のプログラムに、代表者として複数の提案をした場合、審査対象から除外されま

す。 

なお、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ありませんが、採

択された場合には速やかに提案書類の提出先に報告してください。この報告に漏れがあった場合、

採択の決定の取り消し等、しかるべき措置を行います。 
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②過度の集中に対する措置 

提案された事業の内容と、既に他の競争的資金制度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、当該事業参加者に配分される事業費全体が効率的・効果的に使用できないと判

断される場合には、審査対象からの除外、採択の決定の取り消し、又は経費の減額を行うことがあ

ります。 

このため、提案書類の提出後に、他の制度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、速やかに提案書類の提出先に報告してください。この報告に漏れがあった場合、採択の決

定の取り消し等、しかるべき措置を行います。 

 

③提案内容に関する情報提供 

不合理な重複又は過度の集中の排除のため、他府省を含む他の競争的資金の担当者（独立行政法

人を含む。）に、提案内容について、調査に必要な範囲の情報提供を行うことがあります。また、

他の競争的資金制度等において上記と同趣旨の重複申請等に係る調査が行われる場合、必要に応じ

て、提案内容のうち必要な範囲において当該制度の担当者に情報提供を行うことがありますので、

御留意ください。 

 

（２）事業費の不正使用及び不正受給に対する措置 

   事業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

のとおりとします。 

①事業費の不正使用等が認められた場合の措置 

  （ⅰ）措置 

    ・契約の解除・変更、委託費の返還 

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

部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。 

（ⅱ）申請及び参加※の制限 

本制度の事業費の不正使用等を行った事業参加者に対し、本制度への申請及び参加を制限し

ます。 

また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正使用等の概要（不正使用等をした事業

参加者名、所属機関・組織、事業名、予算額、事業年度、不正等の内容、講じられた措置の内

容等）を提供することにより、他府省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ります。 

なお、この不正使用等を行った事業参加者に対す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から５年間とします。 

    ※「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者等として

新たに研究に参加することを指します。 

 

（別表１参照） 

 

②「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 
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研究費の不正使用防止に関する研究機関の取組については、「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（実施基準）」（平成１９年２月１５日 文部科学大臣決定）に基づき、管

理・監査体制の整備、及びその実施状況の報告等を実施していただくとともに、体制整備等の状況

に関する現地調査が行われる場合は当該調査にご協力いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

（３）事業活動の不正行為に対する措置 

事業活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用）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」（平成１８年８月８日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特

別委員会）に基づき、以下の通りとします。 

○不正行為が認められた場合の措置 

（ⅰ）措置 

・契約の解除・変更、委託費の返還 

不正行為が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、不正行為の悪質性等に

考慮しつつ、委託費の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締

結しないことがあります。 

（ⅱ）申請及び参加の制限 

以下の者について、一定期間、本制度への申請及び参加を制限します。 

また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正行為等の概要（不正行為等をした事業

参加者名、所属機関、事業名、予算額、事業年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）

を提供することにより、他府省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ります。 

 

（別表２参照） 

 

（４）他の競争的資金で申請及び参加の制限が行われた者に対する措置 

国又は独立行政法人が所管している他の競争的資金制度※において、研究費の不正使用等又は研究活

動の不正行為等により制限が行われた者については、他の競争的資金制度において応募資格が制限さ

れている期間中、本制度への申請及び参加を制限します。 

 

※現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下のホームページをご覧ください。 

  http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/06ichiran.pdf 

また、平成１９年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成１８年度以前に終了した

制度においても対象となることがあります。 

 

（５）関係法令等に違反した場合の措置 

関係法令・指針等に違反し、事業を実施した場合には、事業費の交付をしないことや、事業費の交

付を取り消すことがあります。 

 

 
８． 提案書の作成・提出方法 
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（１）提案書の様式 
①提出書チェックシート及び提案書の様式が準備されています。提案書は日本語で作成してください。 
②提案書の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp）からダウンロードするこ

とができます。ファイルの形式は、Word2000、PDF となっています。 
③全てＡ４版とし、ワープロ等で作成、記述して下さい。 
④提案書には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とする通しページ、○には総ペー

ジ数を記入）を右下に必ず打って下さい。ただし、チェックシートは除きます。 
⑤ページ数に制限のないものについても、できるだけ簡潔かつ明瞭にお願いします。 
⑥カラーで作成いただいても構いませんが、審査等の際には白黒コピーで対応いたしますので予めご

了承願います。 
 
（２）提出書類 
①以下の書類の電子媒体を提出して下さい。 
・ 提出資料チェックシート 
・ 提案書 

②提出書類に不備がある場合、審査対象となりませんので、ご注意下さい。 
③一度書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切お断りいたします。 
④提案書については、事業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

守いたします。 
⑤生命倫理及び安全の確保に関し、事業実施機関・組織あるいは協力機関・組織の長等の承認・届出・

確認等が必要な案件については、必ず所定の手続きを行っておく必要があります。なお、以上を怠

った場合又は国の法令・指針等（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.lifescience-mext.jp/bioethics/index.html を参照）に適合しない場合には、選考の対象
から除外され、採択の決定が取り消されることがありますので注意してください。 
⑥事業実施上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする案件を含む場合には、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おいてください。 
 
（３）提出方法 
①提出書類の提出方法は電子メールのみとします。 
・ 提案１課題につき送信１回で送付して下さい。 
・ 送信メールの題目（Subject）は、“粒子線がん治療に係る人材育成プログラム”を付けて下さ

い。 
・ 添付ファイル名は、実施機関名（の一部）を付けて下さい。 
・ 罫線等のズレを防ぐため、必ず PDF 形式のファイルで送信して下さい。 

②ファクシミリによる提出書類の提出は受け付けません。 
 
（４）提出締切及び提出先 
提出締切及び提出先は以下のとおりとします。 
・ 平成１９年５月１８日（金）（当日１７時まで） 
上記期限を過ぎた場合には受領できませんので、ご注意下さい。 



9 

 
提出先は、以下のとおりです。 
独立行政法人 科学技術振興機構 キーテクノロジー研究開発業務室 

〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

TEL ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail：ryusiobo@jst.go.jp 

 
 
９． スケジュール 

公募開始から事業開始までのスケジュールは、概ね次のようになる予定です。 
 

平成１９年 

・４月２０日（金）  公募開始 

・５月１８日（水）  公募締切 

・～６月初旬（予定） 審査 

・７月   （予定）   委託契約、事業開始 

 

 

１０． 問い合わせ先 

 本公募に関するご質問等がありましたら、下記にご連絡ください。ファックスまたは電子メールにて

受け付けます。 

 

＜事業・制度の内容に関する問い合わせ＞ 

文部科学省 研究振興局 研究振興戦略官付 

〒100-8959 東京都千代田区丸の内２－５－１ 

FAX：０３－６７３４－４３６８ 

E-mail：ryusisen@mext.go.jp 

 
＜書類作成・提出に関する問い合わせ＞ 
独立行政法人 科学技術振興機構 キーテクノロジー研究開発業務室 

〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

FAX ：０３－５２１４－８２４６ 

E-mail： ryusiask@jst.go.jp 
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別 紙 
 
予算決算及び会計令 （抄） 
 

（一般競争に参加させることができない者）  

第七十条  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二十九条の三第一項 の競

争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の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者を参加させることができない。  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第七十一条  契約担当官等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があつた後二年間

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、また同様とする。  

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  前各号の一に該当する事実があつた後二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。  

 



11 

別表１ 

不正使用等の内容 参画する制限の期間 

単純な事務処理の誤り なし 

不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がない場合） 

２年 

不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がある場合） 

 

２～５年 

（具体的期間は、程度に応じて個々に判断される。）

＜例＞ 

・本事業による業務に関連する研究等の遂行に使用

（２年） 

・本事業による業務とは直接関係のない研究等の用途

に使用（３年） 

・研究等に関連しない用途に使用（４年） 

・虚偽の請求に基づく行為により現金を支出（４年）

・個人の利益を得るための私的流用（５年） 

提案書における虚偽申告等、不正な行為によ

る受給 

５年 

※当該年度についても、申請及び参加が制限されます。 

 

別表２ 

措置の対象者 
申請及び参加が制限される期間 

(不正が認定された年度の翌年度から)

不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の、

不正行為に関与したと認定された著者、共著者及び当該

不正行為に関与したと認定された者 

２～１０年 

不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正

行為があったと認定された研究に係る論文等の内容に

ついて責任を負う者として認定された著者 

１～３年 

 

 
 


