
 
 
 

公募要領 

 

「分子イメージング研究プログラム」 

個別研究開発課題 

（創薬候補物質探索拠点／ＰＥＴ疾患診断研究拠点を活用した研究開発課題の募集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成１９年５月 

 
文部科学省研究振興局 
研究振興戦略官付 

 



はじめに 
 

 

「分子イメージングプログラム」は、文部科学省の委託事業「キーテクノロジー研究開発の推進『社

会のニーズを踏まえたライフサイエンス分野の研究開発』」の中で行うプロジェクトです。 

 

分子イメージング技術は、生物が生きた状態のまま外部から生体内の遺伝子やタンパク質などの

様々な分子の挙動を観察する技術であり、新薬開発の迅速化やコストの削減などの創薬プロセス

の効率化及び疾患診断技術や治療評価技術の高度化を牽引するものです。 

文部科学省では、平成１７年度から、ＰＥＴ（Positron Emission Tomography）を中心とした

分子イメージング技術を活用した創薬プロセスの迅速化及び低コスト化並びに疾患診断の高度化

を目指して、創薬候補物質探索拠点（独立行政法人理化学研究所）及びＰＥＴ疾患診断研究拠点（独

立行政法人放射線医学総合研究所）を整備しました。 

今回は、この両拠点を活用し、新薬開発の迅速化や低コスト化並びに疾患診断の高度化に資する研

究開発を共同で実施する研究開発課題を募集します。 

 

本事業の研究開発課題の提案を希望される方は、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類の様式は、文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/）、ライフサ

イエンスポータルサイト（http://www.lifescience.mext.go.jp/index.html）及び独立行政法人科学

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．研究開発の目的と研究開発領域 

文部科学省では、平成１７年度から、ＰＥＴ（Positron Emission Tomography）を中心とし

た分子イメージング技術を活用した創薬プロセスの迅速化及び低コスト化並びに疾患診断の高

度化を目指して、以下の創薬候補物質探索拠点（独立行政法人理化学研究所）及びＰＥＴ疾患診

断研究拠点（独立行政法人放射線医学総合研究所）を整備しました。 

本事業では、基礎研究の実績がある研究シーズについて、拠点の技術や設備を使った研究開

発を行い、社会的にインパクトのある成果を目指す以下の研究開発課題を募集します。 

①創薬プロセスの迅速化及び低コスト化に資する技術について、創薬候補物質探索拠点と連

携し、同拠点のもつ技術を 大限に生かし、平成２１年度末までに分子プローブとして生

体内での動態評価の段階にスムーズに移行できる可能性をもつ研究開発課題 

②疾患診断の高度化に資する技術について、ＰＥＴ疾患診断研究拠点と連携し、同拠点のも

つ技術を 大限に生かし、平成２１年度末までに臨床応用への展望を提示できる研究開発

課題 

 

  なお、両拠点の情報は以下のとおりです。 

 

①創薬候補物質探索拠点（独立行政法人理化学研究所） 

理化学研究所分子イメージング研究プログラムでは、「分子イメージングの積極的導入による創

薬の高率化」を実現することにより「創薬プロセスの改革」を目標とする我が国の研究拠点として、

先進的な分子プローブ開発・評価技術を有しています。本プログラムでは、これまでに、ほとんど

全ての有機化合物の代謝的安定な位置に C-11C メチル化できる４種類の反応や 18F メチル化反応を

確立するとともに、68Ga などの核種を用いたペプチド・蛋白・核酸配列等の汎用的な中～高分子化

合物の標識プローブ化にも成功しています。これらの独自に開発した世界 高の新規化学反応によ

る分子プローブ合成技術により、多種類の分子プローブを高頻度、高再現性で生産供給する体制を

有しており、現在、外部研究機関・医療機関への供給体制も構築しつつあります。研究開発のため

の設備としては、２台の小型サイクロトロン、ＧＭＰに準拠し品質検査までを一体化した自動合成

システムなどの環境を備えるとともに、必要な標識前駆体化合物の合成委託などの支援体制も構築

してきました。また、分子レベル・細胞レベルでの評価系に加えて、マウスやラットの“生体まる

ごと”測定ができる高分解能動物用ＰＥＴや、マカクサルやマーモセット等の霊長類を麻酔下・無

麻酔下でＰＥＴ研究ができる体制を整備しており、マウスＥＳ細胞を用いた再生医療研究や、理研

のバイオリソースが保持する豊富な遺伝子改変動物、霊長類疾患モデルを用いた分子イメージング

研究が可能です。さらに、近隣の先端医療センター病院や神戸大学・大阪市立大学・大阪大学・京

都大学などの有力な病院と連携した様々なＰＥＴ臨床研究が可能で、これまでにもβアミロイドの

蓄積を標的としたアルツハイマー病・軽度認知障害における薬剤開発臨床研究等、多数の研究成果

を上げています。現在、新規開発薬物の動態予測のための薬物トランスポーターに関するＰＥＴ研

究や、多剤併用研究のための複数分子同時イメージング研究など、世界に先駆けたプロジェクト研

究も開始しています。 

このように、本研究プログラムでは、オールジャパンの創薬シーズ・疾患治療標的物質をいち早

く分子プローブ化し、ヒトへのトライアルへ有効に進めるための研究を一期通貫にできる体制を整

えており、多種多様な共同研究を受け入れる支援体制作りを行っています。 

URL： http://www.cdb.riken.jp/mirp/ 
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【創薬候補物質探索拠点についての問合せ先】 

〒６５０－００４７ 神戸市中央区港島南町２－２－３ 

独立行政法人理化学研究所 神戸研究所研究推進部企画課 田中裕子 

ＴＥＬ：０７８－３０６－３１３０ 

  E-mail： mirp-kadaikobo@riken.jp 

 

②ＰＥＴ疾患診断研究拠点（独立行政法人放射線医学総合研究所） 

放射線医学総合研究所分子イメージング研究センターでは、「疾患診断の高度化」を目指した拠

点として、高いＰＥＴ基盤技術を有しています。標識分子プローブの製造・利用のための設備とし

ては、大型・小型サイクロトロン、ＧＭＰに準拠し品質検査までを一体化した自動合成システムな

どを備えています。また、世界 高の卓越した分子プローブ合成技術により、多種類の分子プロー

ブを高頻度、高比放射能で生産供給する体制を構築し、中半減期核種の生産も行っています。特に

当センターの標識技術を代表するものとして、高比放射能があります（11C: ～100Ci/μmol、13N：

1～50 Ci/μmol、18F：1～100Ci/μmol）。これは単位分子あたりに高い放射能を付与することが

できる世界 高の技術で、このことにより生態に投与する分子の数を極限まで減らすことができま

す。また卓越した合成技術を利用した分子プローブライブラリーの構築も推進しており、現在まで

に利用可能な分子プローブは 100種類を超えています。さらに、マウスやラットのＰＥＴ測定がで

きる高分解能動物用ＰＥＴ－ＣＴや、7T の動物専用ＭＲＩを整備しており、遺伝子改変動物から

覚醒霊長類を用いた基礎実験が可能です。さらに放射線医学総合研究所は病院と臨床用ＰＥＴ装置

を有していることから初期臨床試験が可能で、これまでにもＰＥＴを用いた薬物治験を実施した実

績を有しています。 

このように、当センターでは、多様な分子プローブの開発や高品位アイソトープ標識、分子プロ

ーブの生産供給、これらを用いた動物による評価、初期臨床試験までを一貫してできる体制を整え

ています。 

URL： http://www.nirs.go.jp/research/division/mic/index.html 

 【ＰＥＴ疾患診断研究拠点についての問合せ先】 

  〒２６３－８５５５ 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

 独立行政法人放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター企画・研究推進室 原田良信 

  ＴＥＬ：０４３－２０６－４７０９ 

  E-mail： mirp-kobetsu@nirs.go.jp 

 

 

２．事業期間 

始期は契約が締結された日とし、終期は平成２１年度末（平成２２年３月）を限度とします。 

研究開発課題については、文部科学省の設置する評価委員会により、事業終了後に事後評価

を行います。なお、評価結果は公開することとしています。 

 

 

３．事業規模 

（１）採択課題数および実施予定額 

   採択課題数は４～６課題を予定しています。これは創薬候補物質探索拠点又はＰＥＴ疾患
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診断拠点を活用した研究開発課題全体に対するものであり、それぞれの拠点毎の採択課題数

に対する上限はありません。 

   また、実施予定額は、１課題あたり２,０００万円～６,０００万円程度を予定しています

（いずれも間接経費を含む）。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が、上記予定額を前提に研究開発計画を立てて下さい。 

 なお、初年度４,０００万円を超える課題については、選考の段階で事務局（文部科学省）

から積算内容について意見聴取を行う可能性があります。 

 

（２）経費 

   経費については、別表１の費用を負担することとします。ただし、設備備品費、試作品費、

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、間接経費（国の機関の場合は事業管理費とする。）で手当てします。 

   間接経費の取扱いについては、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成１３

年４月２０日競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ）」（別表２）を参考にして下さい。 

 

（３）契約形態 

   文部科学省と実施機関・組織との間において、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．公募の対象 

国内の企業、大学あるいは独立行政法人等の研究機関に所属する研究者を対象とします。国からの

円滑な委託事務業務処理が困難な研究者個人は対象となりません。 

なお、複数の研究者で実施体制を組んで申請して頂いても構いませんが、その場合は研究代

表者を定めて下さい。当該研究代表者は、研究参画者の研究進捗管理、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、提案後の研究参画者の

追加はできません（選定に係る審査において指摘があった場合を除く）ので、提案には共同研

究者など想定している全研究者を記載して下さい。 

（※本公募要領では、研究者が単独で応募する場合、研究者本人を研究代表者とします。） 

 

 

５．応募 

（１）重複提案の制限・過度の集中の排除 

提案を希望する研究代表者及び研究参画者が、次のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除

外され、採択の決定が取り消されることがあります。 

 

①同一の課題名又は内容で、既に文部科学省又は他府省の競争的資金制度等（科学研究補助金、

戦略的創造研究推進事業等、各府省の競争的資金制度等）による委託を受けている場合、又は

採択が決定している場合。 

なお、申請段階（採択が決定していない段階）において他の競争的資金制度等へ提案すること

を制限するものではありませんが、その採否の結果については、判明次第、提案書類の提出先
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に報告して下さい。他制度への採択結果によっては、提案課題が審査の対象から除外されるこ

と等もありますのでご留意下さい。また、他制度の採否について虚偽の申告があった場合、採

択を取り消すことがあります。 

②同一の研究者が、研究代表者として２件以上提案している場合 

なお、以下のケースは差し支えありませんが、採択の際に調整させていただくことがあります。 

・同一の研究者が、研究参画者として２件以上提案されている場合。 

・研究代表者として提案している研究者が、他の提案の研究参画者となっている場合。 

 

既に国または独立行政法人の競争的資金制度等を活用して実施している研究等とは内容が異な

る提案課題の研究代表者又は研究開発の実施者となる場合は、上記の重複提案の制限の対象とはな

りませんが、審査においてエフォート等を考慮することとなりますので、ご留意下さい。 

このため、提案書類の「研究者データ」については、記載漏れ等がないよう十分確認して下さい。

加えて、提案書類の提出後に、他の制度に申請を行った場合、あるいは、他の制度における採否の

結果が判明した場合等、記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく提案書類の提出先に報告して下

さい。他制度の採否について虚偽の報告があった場合、採択を取り消すことがありますので、あら

かじめご了承願います。 

なお、提案内容のうち、上記のような不合理な重複または過度の集中の排除のための調査に必要

な範囲において国又は独立行政法人の競争的資金制度等の担当者に情報提供を行うことがありま

すので、あらかじめご了承下さい。また、他の競争的資金制度等（独立行政法人の事業を含む。）

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もありますので、こちらもあらかじめご

了承下さい。 

 

※エフォート：年間全仕事時間を１００％とした際の当該研究に割く時間配分率 

 

（２）所属機関の同意 

研究代表者及び全研究参画者は、研究開発の開始までに以下について、それぞれの所属機関の同意

（所属機関の長又は権限委任された人の同意）を得ておく必要があります。 

①この制度による研究開発を、当該所属機関の業務の一部として行うこと。 

②この制度による研究開発を実施する際、当該所属機関の施設及び設備を使用すること。 

③この制度による研究開発の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと。 

なお、応募時には、研究代表者と所属機関の異なる研究参画者は、提案書の提出について、その研

究参画者の所属機関の同意を受けておく必要があります。 

 

（３）申請内容に関する秘密の厳守 

  提案書は、申請者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」その

他の観点から、審査以外の目的に使用しません。申請内容に関する秘密事項は厳守いたします。 

 

 

６．選定方法等 

（１）選定方法 
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  選定に係る審査は、外部有識者からなる審査委員会において以下の２段階審査を行った上で研究開

発課題を採択し、文部科学省から研究開発機関・組織への委託により研究開発を実施していただきま

す。 

  なお、選考の経過は通知しませんし、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、提出された提案書類にて書類選考を実施します。 

②第２次審査（面接選考） 

第１次審査を通過した提案について、審査委員会による研究代表者等に対する面接選考を実施

します。面接の日時、場所等は事務担当者を通じて通知します。面接に出席しなかった場合は、

辞退と見なされます。 

審査を通じ、必要に応じて、研究開発計画の見直し等を求めることがあります。 

 

（２）審査項目及び審査基準 

課題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。 

①研究開発の内容 

・ 研究開発の技術的要素及び手法が明確であること。 

・ 拠点（「創薬候補物質探索拠点」又は「ＰＥＴ疾患診断研究拠点」のいずれか）のもつ技術を

十分に活用した研究開発であること。 

・ 事業終了時に各拠点の採択課題の目標を達成できる研究開発内容であり、かつその内容が具体

的に示されていること。（各拠点の採択課題の目標については「１．研究開発の目的と研究開

発領域」参照） 

・ 研究開発成果によって社会に与えるインパクトが明記されていること。 

・ 社会のニーズに応えるものとなっていること。 

②研究開発の独創性、優位性 

・ 研究開発の内容、手法等に独創性・新規性があること。 

・ 研究開発の実現に向けた科学的・技術的な見通しが立っていること。 

③研究開発の実施体制 

・ 拠点（「創薬候補物質探索拠点」又は「ＰＥＴ疾患診断研究拠点」のいずれか）との具体的か

つ適切な連携体制が構築されているか、またはその見通しがあること。また、研究開発実施機

関内や他の大学及び民間企業など外部機関と連携する場合にはその関係が明確となっている

こと。 

④研究開発計画の適正性 

・ 事業終了時に各拠点の採択課題の目標を達成できるよう、具体的かつ実施可能な研究開発計画

が立案されていること。（各拠点の採択課題の目標については「１．研究開発の目的と研究開

発領域」参照） 

 

 

７．研究開発の実施 

（１）研究開発課題の推進方法 

研究開発課題の円滑な実施を図るため、研究開発の進捗状況及び成果のとりまとめ、研究開
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発成果の普及、研究開発の運営管理に必要な連絡調整等を行う創薬候補物質探索拠点運営委員

会又はＰＥＴ疾患診断研究拠点運営委員会に出席していただきます。運営委員会は、文部科学

省が指定する本事業に係るプログラム・オフィサー（ＰＯ）も出席して適宜開催するものです。 

また、必要に応じて、文部科学省が分子イメージング研究プログラムの推進を指揮する者と

して指定するプログラム・ディレクター（ＰＤ）が主催する拡大運営委員会への出席を求めら

れることがあります。 

さらに、事業の一層の効果的・効率的活用を図る観点から、公募の受付、審査・評価の支援、

課題管理等の事務の一部を独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）に委託しています。また、

プログラムディレクター（ＰＤ）及びプログラムオフィサー（ＰＯ）をＪＳＴに配置し、より

効果的・効率的な制度運用に努めています。 

 

（２）政府研究開発データベース 

内閣府の作成するデータベース*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、ご協力お願い致します。 

 

＊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、資源配分等の方針の企画立

案を行うため、総合科学技術会議、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

ておりません。 

 

（３）知的財産権の取扱い 

研究成果の取扱いについて産業活力再生特別措置法を適用すれば、委託契約書に基づき必要

な確認書を提出していただくことにより、委託先機関・組織に権利が帰属することとなります。

また、本事業で得られたリサーチツール特許については、「ライフサイエンス分野におけるリ

サーチツール特許の使用の円滑化に関する指針（平成１９年３月１日総合科学技術会議）」に

従うことと致しますのでご留意下さい。 

 

 

８．研究費の適正な使用等について 

（１）研究費の不正な使用等を行った研究者に対する参画の制限 

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とします。 

 ①研究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

請及び参加を制限します。 
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    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（不正使用等をした研究者

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）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研究者及びそれに共謀した研究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３参照） 

 

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 

 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

のでご留意下さい。 

 

（２）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）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（不正行為等をした研

究者名、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）

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４参照） 

 

（３）他の競争的資金で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置 

  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研究者については、他の競争的資金制度において
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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下さい。 

   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。 

 

（４）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・安全対策の観点から（別添１）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下さい。 

また、これらの関係法令・指針等（（別添１）に明示されていない提案に関係する法令・

指針を含みます。）に違反し、研究計画を実施した場合には、研究費の交付をしないことや、

研究費の交付を取り消すことがあります。 

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下さい。 

なお、（別添１）の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」を参照して下さい。 

 

 

９．提案書類の作成・提出方法 

（１）提案書類の様式 

①提案書類の様式は、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。但し、ファイルの形式は、Ｗｏｒｄ、ＰＤＦとなっています。 

 ※拠点毎に様式が異なるのでご注意下さい。 

②提出書類チェックシート及び様式１～様式９に従って、日本語で提案書類を作成して下さい。 

③全てＡ４版とし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成､記述して下さい。 

④表紙には、本事業名（「分子イメージング研究プログラム」個別研究開発課題（（連携する

拠点名）を活用した研究開発課題））、研究開発課題名、研究代表者の所属機関名（代表機

関名）、研究代表者名を記述して下さい。 

⑤提出書類には通し番号（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。 

⑥提案書類については、それぞれ左肩をクリップ留め(ホッチキスでは留めないで下さい)にし

て、２部（正本１部、副本１部）提出願います。なお、その際に両面印刷及び両面コピーは

認められません。（メールによる提出の場合は不要な措置です。） 

⑦ページ数に制限のないものについても、できる限り簡潔かつ明瞭にお願いします。 

⑧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。 
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（２）提出書類 

①以下の書類を提出して下さい。 

・提出資料チェックシート １枚 

・提案書類      ２部（正本１部、副本１部）（電子メールの場合は１部で可） 

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提案書類は返却いたしません。 

⑤提案書類については、研究開発課題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。 

⑥提案は、研究代表者が行って下さい。研究参画者が所属する全ての機関・組織の了承を取った上で

ご提出願います。 

⑦研究開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする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おいて下さい。 

 

（３）提出方法 

①提出書類の提出は１課題につき１通とし、提出方法は以下の３通りのいずれかとします。 

◇電子メール 

・提案は１課題につき送信１回で送付して下さい。 

・送信メールの題名（Subject）は、「分子イメージング研究プロジェクト個別研究開発課題

（研究開発課題名）」をつけて下さい。 

・添付ファイル名は、研究開発課題名（の一部）をつけて下さい。 

・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。 

・募集締切後、１週間程度で受領通知を送信者に対してメールにて返信いたします。提案書

類上に記載されている研究代表者・事務担当者の宛先ではありませんので、ご注意下さい。 

◇送付（郵便、宅配便等） 

・簡易書留、宅配便で送付願います。 

・送付中の事故等について、当方では責任を負いかねます。 

・募集締切後、１週間程度で受領通知を提案書類上に記載されている事務担当者に対してメ

ールにて返信いたします。 

◇持参 

・平日１０：００～１７：００（１２：００～１３：００を除く）に持参願います。 

・募集締切後、１週間程度で受領通知を提案書類上に記載されている事務担当者に対してメ

ールにて返信いたします。 

・受付 終日は混雑が予想されますので、時間に余裕をもって御持参願います。なお、受付

時間終了後の受付は一切できませんので、あらかじめ御了承下さい。 

②電子メールで送信できない書類がある場合や、電子メールの容量が３メガバイトを越える場

合は、「送付」または「持参」で提出して下さい。 

③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「電子メール」と「送付」を組み合わせるなどの、２通り以上に分けての提出はお断りいた

します。 
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（４）提出締切及び提出先 

 提出締切は、提出方法により以下の通りとします。 

・電子メールの場合 ：平成１９年６月２０日（当日１７時までの送信記録のあるもの） 

・送付の場合 ：平成１９年６月２０日（当日必着） 

・持参の場合 ：平成１９年６月２０日（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。 

 

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: bunshiime@keytech.jst.go.jp 

 

 

１０．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 

・５月３０日（水） 公募開始 

・６月２０日（水） 公募締切 

・６月下旬（予定） 第１次審査（書類選考） 

・７月１３日（金） 第２次審査（面接選考） 

・７月下旬（予定） 研究開発課題採択、採択通知もしくは不採択通知 

・８月上旬（予定） 委託契約、事業開始 

 

 

１１．問い合わせ先 

本公募に関するご質問等については、下記にご連絡下さい。 

 

＜制度に関するお問い合わせ＞ 

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 文部科学省ビル４階 

ＴＥＬ: ０３－６７３４－４３６９ 

E-mail: imaging@mext.go.jp 

 

＜書類作成・提出に関するお問い合わせ＞ 

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 

ＴＥＬ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail: bunshiime@keytech.jst.go.jp 
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別表１ 

費目 種別 備考 

設備備品費  取得価格が１０万円以上かつ耐用年数が１年以上の機械

装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。

※資産計上するものの経費 

試作品費  試作する装置に要する費用。 

※単年度では資産計上しないものであるが、甲の指示で

資産計上する可能性があるもの 

人件費 業務担当職員 

補助者 

社会保険料等 

事業主負担

分 

業務担当職員と補助者は必ず別の種別とすること。さら

に単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員Ａ」「部

長級」等と細分した種別を用いてもよい。独立行政法人、

特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件

費対象者が運営費交付金、私学助成の補助対象者ではな

いこと。 

※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意

すること 

業務実施費 消耗品費 

国内旅費 

外国旅費 

外国人等招へ

い 

旅費諸謝金 

会議開催費 

通信運搬費 

印刷製本費 

借損料 

雑役務費 

電子計算機諸

費 

保険料 

光熱水料 

消費税相当額 

 

種別欄は、上記の各費目に含まれない、（研究用等）消

耗品費、国内旅費、外国旅費、諸謝金、会議開催費、通

信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費（委託業務に

専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したも

のを補修する場合を含む）、電子計算機諸費（プログラ

ム作成費を含む）、保険料（委託業務実施する上で法律

により保険料の支払が義務づけられているもの）、光熱

水料（一般管理費からの支出では見合わない試験等によ

る多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メータがある

こと）消費税相当額（消費税に関して非課税取引となる

「人件費（通勤手当除く）」、「外国旅費・外国人等招

へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸

謝金」及び「保険料」の５％に相当する額）等を記載す

る。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業

者等については計上しないこと。また、課税仕入分につ

いて還付を予定している経費については、見合い分を差

し引いて計上すること。 

「 間 接 経

費」 

 間接経費は、競争的資金で間接経費を計上できるプログ

ラムの委託契約において、「競争的資金の間接経費の執

行に係る共通指針」（平成１３年４月２０日競争的資金

に関する関係府省連絡会申し合わせ）の別表１の経費に

使用できる。 

摘要欄等に記載する際は、間接経費は「直接経費の３０

％」。 
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別表２ 

「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」 

（平成 13年 4月 20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）

 

間接経費の主な使途の例示 

 

被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下

のものを対象とする。 

 

○管理部門に係る経費  

－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

－管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外

旅費、会議費、印刷費  

など 

○研究部門に係る経費  

－共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会

議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通

信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－特許関連経費 

－研究棟の整備、維持及び運営経費 

－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

－設備の整備、維持及び運営経費 

－ネットワークの整備、維持及び運営経費  

－大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 

－大型計算機棟の整備、維持及び運営経費  

－図書館の整備、維持及び運営経費 

－ほ場の整備、維持及び運営経費 

など  

○その他の関連する事業部門に係る経費 

－研究成果展開事業に係る経費  

－広報事業に係る経費 

など  

※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断

した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外

とする。 
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別表３ 

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 

 

 

別表４ 

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 
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（別添１） 

 

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する研

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１６年１２月２８日文部科

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下さい。 

なお、指針に違反して研究が実施されていることが判明した場合、違反した旨を公表するとともに委

託費の交付を取り消すことがあります。 

  

２） 特定胚の取扱いを含む研究計画 

 特定胚については、現在、動物性集合胚の作成に関する研究のみが認められております。研究計画に、

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

１２月６日法律第１４６号）、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則（平成１３年

１２月５日文部科学省令第８２号）及び特定胚の取扱いに関する指針（平成１３年１２月５日文部科学

省告示第１７３号）に基づき、当該研究を実施して下さい。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下さい。また、動物性集合胚以外の特定胚（ヒト胚分割胚、ヒト

胚核移植胚、ヒトクローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融

合胚）については、特定胚の取扱いに関する指針によりその作成は認められていません。 なお、法令

や指針に違反して研究が実施されていることが判明した場合、法令に基づき罰則がかかることや、違反

した旨を公表するとともに委託費の交付を取り消すことがあります。 

  

３） ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用を含む研究計画 

 研究計画に、ヒトＥＳ細胞（ヒト胚性幹細胞）の樹立及び使用を含む場合には、ヒトＥＳ細胞の樹立

及び使用に関する指針（平成１３年９月２５日文部科学省告示第１５５号）に基づき、当該研究を実施

して下さい。特に、研究の実施に先立ち、文部科学大臣の確認を受けることが必要となることに留意し

て下さい。 

なお、指針に違反して研究が実施されていることが判明した場合、違反した旨を公表するとともに委

託費の交付を取り消すことがあります。 

  

４） 遺伝子組換え実験等を含む研究計画 

 研究計画に、遺伝子組換え実験等を含む場合には、平成１６年２月１９日に施行されている遺伝子組

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６月１８日法律第９７

号）及びこれに基づく政省令・告示に基づき、適切な措置を講じた上で、当該研究を実施して下さい。

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執る義務等があります。また、遺伝子組換え生物等の譲渡・提供・委託を行おう

とする者は、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りません。 

なお、法令に違反して研究が実施されていることが判明した場合、法令に基づき罰則がかかることや、

違反した旨を公表するとともに委託費の交付を取り消すことがあります。 
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５） 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倫理指針（平成１

６年１２月２８日文部科学省・厚生労働省告示第２号）に基づき、当該研究を実施して下さい。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が必要となることに留意して下さい。 

なお、指針に違反して研究が実施されていることが判明した場合、違反した旨を公表するとともに委

託費の交付を取り消すことがあります。 

  

６） 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さまざまな事象の頻

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１６年１２月２８日文部科学省・厚生労働省告示第１号）に基づき、当該研究を実

施して下さい。 

なお、指針に違反して研究が実施されていることが判明した場合、違反した旨を公表するとともに委

託費の交付を取り消すことがあります。 

  

７） 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、人を対象とす

るもの（個人を特定できる人由来の材料及びデータに関する研究を含む。））を含む場合には、臨床研

究に関する倫理指針（平成１５年７月３０日厚生労働省告示第２５５号）に基づき、当該研究を実施し

て下さい。なお、指針に違反して研究が実施されていることが判明した場合、違反した旨を公表すると

ともに委託費の交付を取り消すことがあります。 

  

８） 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４月２８日環境省告示第８８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６月１日文部科学省告示第７１号）に基づき当該研究を実施して

下さい。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、

適切な動物実験が行って下さい。実験動物の導入に際しては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律等関係法令

に基づく飼養許可証の確認を行うなど、常に適切なものとなるよう努めて下さい。   
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