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Ⅰ．事業概要 

 

１．目的 
平成 19 年に京都大学 山中伸弥教授によって初めて作製された iPS 細胞は、細胞治療等の

再生医療において難治性疾患、生活習慣病等に対する治療法を根本的に変革することが期待さ

れています。一方で、ある疾患を有する患者体細胞から樹立した iPS 細胞（疾患特異的 iPS 細

胞と呼ぶ。以下同じ）は、患者の遺伝情報を保持したあらゆる細胞を作製しうることから、疾

患発症機序の解明、薬剤感受性の評価、治療薬開発の画期的なツールとして、これらの研究を

加速し新たな治療薬の創出に大きく役立つと考えられています。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。 

これらを踏まえて、文部科学省、厚生労働省は、疾患特異的 iPS 細胞を用いて疾患発症機構

の解明、創薬研究や治療法の開発等を推進することにより、iPS 細胞等研究の成果を速やかに

社会に還元することを目指す「疾患特異的 iPS細胞を活用した難病研究」を協働で実施します。 

 

２．課題の概要 
本事業では、目的や実施内容に応じた 2 種類の拠点を構築します。つまり、疾患特異的 iPS

細胞を用いた疾患研究および創薬の成功例を創出することを目的として、iPS 細胞作製やそ

の分化誘導技術を有する拠点機関と、厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）

の補助を受けている研究課題（以下、難治性疾患研究班）および製薬企業等が共同研究を実

施する「共同研究拠点」と、多種多様な疾患の患者体細胞から疾患特異的 iPS 細胞を樹立し

て細胞バンクの充実を図ることを目的とした「樹立拠点」を構築します。 

「共同研究拠点」では、拠点機関は疾患特異的 iPS 細胞の樹立および疾患研究に必要な細

胞種への分化誘導をおこない、共同研究パートナーである難治性疾患研究班にその細胞およ

び付随する技術を供与することにより、疾患特異的 iPS 細胞を用いた疾患研究ならびに創薬

研究を推進します。また、研究早期から製薬企業との共同研究を実施し、単なる病態の解明

だけではなく疾患特異的 iPS 細胞を用いた創薬を実施していただきます。また単に細胞を提

供するだけではなく、その作製技術や分化誘導技術などの技術移転もおこなっていただきま

す。 

「樹立拠点」では、拠点機関は、様々な疾患の患者体細胞を受け付けて高品質な疾患特異

的 iPS 細胞を樹立し、それを細胞バンクに寄託することにより、多くの研究者、企業が疾患

特異的 iPS 細胞を用いた研究、創薬を実施できる基盤を構築します。患者の体細胞とともに

患者情報も収集する、ニーズを見極めて樹立する疾患を戦略的に決定するなど、疾患特異的

iPS 細胞バンクの研究インフラとしての価値を高めていただきます。 
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なお、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

したミッションを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です。

したがって、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（事業の運用について総括する責

任者。以下、「PD」という。）及びプログラムオフィサー（事業の運用についてPDをサポートし

実務を行う者。以下、「PO」という。）の指導・助言の下、厳正な評価等を受けながら業務を遂

行していただきます。 

 

３．事業実施体制 

・本事業の円滑な実施を図るため、PD 及び PO を配置します。 

・PD 及び PO は、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・助言等を行います。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います。 

・また、本事業は、政策課題に対応するための研究開発事業であることから、その遂行を担 

保すべく、文部科学省と各機関間で委託契約を締結しています。このため、研究の計画や

研究の進捗状況、得られた成果等について、PD 及び PO のほか、文部科学省担当官が確認す

ることがあります。 
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1BⅡ．実施方法 

 

8B１．募集から契約までのスケジュール 

本事業における募集から契約までのスケジュールの概略を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊１） 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（Ⅳ．４．又は５.参照）

に対して、ヒアリング審査の 5日前を目途に連絡します。 

（＊２） 代表研究者に対して採択の可否の通知書の送付を行います。 

 

本事業の内容、応募の手続き等についての説明会を以下で実施します。（応募者に本説明会へ

の出席の義務はありません。）出席を希望される方は、9月 5日（水曜日）12 時迄に、e-mail：H 

saiseiq@keytech.jst.go.jp H 宛、（1）氏名、（2）所属機関、（3）連絡先（メールアドレス）

をご連絡ください。定員に達し次第、締め切らせていただく場合があります。 

 

 

開催地 日 時 会 場 

東京 
平成 24 年 9 月 7日（金） 

17：00～19：00 

新霞ヶ関ビル LB 階 

科学技術政策研究所会議室（201D 号室） 

応募受付 

平成24年8月31日（金）～10月1日（月）12：00 

契約及び事業開始 

12 月～（予定）

書面審査 

10月上旬～10月中旬

審査結果通知 

10 月下旬（予定）

ヒアリング審査 

10 月下旬（予定）

（＊１） 

（＊２）
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9B２．提案書類の受付等 

研究課題の募集期間及び提案書類の提出先等は以下のとおりです。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

出期限内に提出してください。 

（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

いは独立行政法人科学技術振興機構（以下「ＪＳＴ」という。）のホームページ     

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh24-7.htmlH）からダウンロードしてください。 

なお、様式は 2種類ありますので、応募する課題に該当する様式を入手してください。 

 

※ e-Rad とは、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス（応

募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化する府省横断的な

システムです。 

e-Radポータルサイト  Hhttp://www.e-rad.go.jp/ 

 

（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） 

（以下（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ませんので注意してください。 

 

（３）提案書類の提出方法及び提出先 

①e-Rad を用いた提案書類の作成・提出等 

応募は、e-Rad を通じて行っていただきます（但し、以下②の書類については、郵送

による提出も必要です）。e-Rad の操作方法に関するマニュアルは、ポータルサイト

（http://www.e-rad.go.jp/）から参照またはダウンロードすることができます。利用規

約に同意の上、応募してください。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 ポータルサイト及び「（参考２）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）

について」を参照してください。なお、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。一度登録が完了すれば、他府

省等で実施する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、他府省

等で実施する制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。 

 

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、郵送してください。（ただし、国立大学法人、独立行政法人等、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

ては提出の必要はありません。） 
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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）についてのみ、郵送により送付し

てください。なお、上記①e-Rad を用いた提出の際は、公印がない書類で構いませんの

で添付してください。 

 

③e-Rad を利用した応募の流れ 

 

 

④提案書類提出の際の注意事項 

・e-Rad を利用の上、提出してください（持参、FAX、電子メールによる提出は受け付け

ません）。 

【システムの利用可能時間帯】 

（月～金）午前 6：00～翌午前 2：00 まで 

（土・日）午後 0：00～翌午前 2：00 まで 

※国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3日）に関わらず、上記時間帯は

サービスを行います。 

ただし、上記利用可能時間帯であっても、緊急のメンテナンス等によりサー

ビスを停止する場合があります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトに

てあらかじめお知らせします。 

・本事業の内容を確認の上、所定の様式をダウンロードしてください。 

・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

成し、応募を行ってください。「Word」又は「PDF」の推奨動作環境については、e-Rad

e-Radポータルサイトにアクセス 

Hhttp://www.e-rad.go.jp/ 

受 理 

（提案書類のアップロード後は、システムにて提案書類受

理状況が確認できます。） 

e-Rad等から提案書類様式をダウンロード 

e-Rad に必要事項を記入の上、提案書類をアップロード 

（公募締切日：平成 24 年 10 月 1 日（月）12：00） 

提案書類の作成 

分担機関がある場合には、分担機関の承諾書を郵送 

（郵送物については、ＪＳＴにて受理した時点で、受理通

知をメールにて送付） 
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ポータルサイトを参照してください。 

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

ください。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF 形式に変換されませ

ん。 

・アップロードできる電子ファイルは１ファイルで、ファイルの 大容量は 3MB までで

す。複数のファイルをアップロードすることはできません。 

・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りますので、変換された

PDFファイルの内容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、

マニュアルを参照してください。 

・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

とが可能です。ＪＳＴへ提出した時点で修正することができなくなります。 

・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」

となるようにしてください。 

・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ます。 

・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、空欄がないようにしてください。 

 

⑤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いますので、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

書類を提出してください。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してください。 

なお、所属機関の事務担当者は e-Rad により提案内容を閲覧することができます。 

・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

とがあります。また、今後、課題の実施に割り当てられる経費は、予算の成立（国会

承認）を前提とし、予算状況により変わる場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

・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 

・その他 

申請書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、公募要領及び申請

書類作成要領を熟読のうえ、注意して記入してください。（申請書類のフォーマット

は変更しないでください。） 
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申請書類の差し替えは固くお断りいたします。また、申請書類の返却は致しません。 

 

⑥郵送により提出が必要な提案書類の提出先 

・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 

 

⑦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いません。 

・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ません。 

また、提案書類に不備がある場合は、審査対象とはなりません。 

・提案書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切受け付けません。 

・提案書類は返却しません。 

・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

する秘密は厳守します。 

・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します。 

・ＪＳＴにて受領した際には、電子メールにて受領通知を送付しますので、審査が終了

するまで申請者にて保存してください。 

 

⑧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 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、CD－R 等で郵送にて書類を送付いただくことも可能です。 

送付される場合には、上記「⑥郵送により提出が必要な提案書類の提出先」に提出期

日までに送付ください。 

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

日までに終了していることが必須です。 
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３．問合わせ先 
本公募に関する問い合わせ先等は以下のとおりです。 

 

11B４．審査及び採択 

研究課題の採択に当たっては、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

で採択課題候補案を選び、これを基に文部科学省が採択課題を決定します。 

 

（１）審査・選定方法等 

・本事業に関する審査は、文部科学省に設置した課題選考委員会において行います。 

・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、下述（２）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、合議審査により採択課題を選定します。 

・ヒアリング審査は、書面審査の結果、必要と判断された研究課題のみ実施します。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。 

・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。 

・審査は非公開とし、課題選考に携わる委員には、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を義

務づけています。 

・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り

ます。 

・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。 

・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。 

 

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： Hlife@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 

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： Hsaiseiq@keytech.jst.go.jp 

担当者：橋本、東、森田 

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)
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（２）選定の観点（審査項目） 

提案された研究課題は、後述する選定の観点に基づき総合的に審査を行い採択します。

具体的な選定の観点については、「HⅣ．公募要領H」を参照してください。 

 

（３）選定結果の通知 

ＪＳＴから、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、ヒア

リング実施の連絡をします。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）の通知書の送付を行います。 

また、採択にあたっては、課題選考委員会が研究課題の内容、研究期間、研究に要する

経費、実施体制等に関し、条件を付すことがあります。 

 

12B５．研究課題の管理と評価 

（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ます。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ります。 

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ります。 

 

（２）運営委員会 

①課題運営委員会 

各共同研究拠点および樹立拠点に課題運営委員会を設置します。課題運営委員会は、

PD・PO、拠点機関（代表機関）、本事業に参画する難治性疾患研究班（共同研究拠点の

み）、本事業に参加する製薬企業等及び外部有識者（適宜）で構成し、研究進捗の確認、

情報共有、共同研究体制の強化・推進を図ります。なお、オブザーバーとして、文部

科学省及び厚生労働省が参加します。 

課題運営委員会の管理・調整は拠点機関が行い、必要に応じて開催することとしま

す。なお、各年度における事業計画の見直し等については、課題運営委員会における

検討を踏まえ、文部科学省が計画の見直し、又は事業を中止することもあり得ます。 

課題運営委員会の指示によって、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・提供を求めることがあります。 

②拡大運営委員会 

PD・PO、アドバイザー、拠点機関、難治性疾患研究班で構成される拡大運営委員会を

設置し、事業全体の活動や連携体制、方針（共通ＩＣ等）の情報共有を図るとともに、

事業全体の進捗を確認します。なお、オブザーバーとして、文部科学省及び厚生労働省

が参加します。 

 

（３）疾患特異的 iPS 細胞を活用した難病研究事業全体の評価 

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、外部委員による中間評価を実施するとともに、課題の終了時に、事後
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評価を実施します。 

評価に際しては、事業実施機関に対して、必要に応じて協力を求める場合があります。 

 

（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、この募集要項が定める拠点機関にお

ける事業内容にのみ使用可能です（拠点機関における事業の内容は、IV.公募要領をご覧

ください）。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）等を使用してください。なお、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し

てください。 

 

（５）応募の方法 

応募は拠点機関がおこないます。拠点機関は、共同研究を実施する難治性疾患研究班

および製薬企業等を募り共同研究チームを形成します。拠点機関での実施内容および難

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文部科学省に応募して

ください。 

なお、企業等の参加方式としては「参画」および「連携・支援」の 2 種類があり、応

募の段階で企業はどちらの方式で参加するのかを明らかにすることとします。 

 

13B６．公表等 

（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」

であるものとします。これらの情報については、採択後適宜本制度のホームページにおい

て公開します。 

 

（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ります。 

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についてご協力いただく

ことがあります。 

 

※ 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、内閣府総合科学技術会議では、各種情報（研究

開発の実施者、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。 
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（３）その他 

研究者同士の交流を深め活性化させるため、年に1回程度、成果報告会を開催する際に、

評価結果が優れた研究課題に対して発表を求めることがあります。 
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2BⅢ．研究費の適正な執行について 

 

14B１．「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です（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ません。）。 

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です。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

ホームページをご覧ください。 

【ＵＲＬ】 Hhttp://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となりますの

で、e-Radへの研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、早急に手続

きをお願いします。（登録には通常2週間程度を要しますので十分ご注意ください。

e-Rad利用に係る手続きの詳細については、上記ホームページに示された提出方法

の詳細とあわせ、下記ホームページをご覧ください。） 

【ＵＲＬ】 Hhttp://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

 

ただし、平成23年4月以降、別途の機会でチェックリスト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ありません。 

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ります。 

 

15B２．重複提案の制限・過度の集中の排除について 

（１）不合理な重複に対する措置 

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。）

を行うことがあります。 

・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 
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・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

はありませんが、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 H（Ⅱ．３．

問合わせ先を参照）Hに報告してください。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ります。 

 

（２）過度の集中に対する措置 

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ります。 

  ・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してください。

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

ります。 

 

※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します。（ H参考３：「エフォートの考え方につ

いて」Hをご参照ください。） 

 

（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ります。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ります。 

 

（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（ＮＥＸＴ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）を受けること

ができません。他の研究費に応募することは可能ですが、採択後に当該研究費を受ける場

合にはＮＥＸＴプログラムについては、日本学術振興会の承認を得た上で廃止する必要が

ありますので留意してください。 
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（５）他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況 

他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況（制度名等）を様式８に記入し、e-Rad

を通じて登録願います。 

記入内容について、事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又

は減額配分とすることがあります。  

※ 「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（％） 

 

16B３．研究費の不正使用及び不正受給に対する措置 

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）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。 

 

（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します。 

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、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、下記の表の通り、原則、委託費を

返還した年度の翌年度以降 2年から 5年間とします 

 

※「申請及び参加」とは、新規研究課題の提案、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画することを指します。 
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18B４．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」（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、以下のとおり

とします。 

（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、

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。 

 

（２）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（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、不正行為等の内容、講じられた措置の内容等）を提

供する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

不正使用等の内容 制限の期間 

（委託費が返還された年度の翌年度から） 

単純な事務処理の誤り なし 

本事業による業務以外の用途への使用が

ない場合 

2 年 

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） 

提案書類における虚偽申告等、不正な行為

による受給 

5 年 
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措置の対象者 
参画が制限される期間 

（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 

 

上記ガイドラインについては、以下の文部科学省のホームページをご参照ください。 

【ＵＲＬ】Hhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm 

 

19B５．他の競争的資金等で参画の制限が行われた研究者の本事業への申請等資格制限 

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

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。 

「他の競争的資金制度」について、平成 24 年度に新たに公募を開始する事業も含みます。な

お、平成 23 年度以前に終了した事業においても対象となります。 

 

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

【ＵＲＬ】 Hhttp://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/12ichiran.pdf 

 

20B６．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 HU別添U２H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、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。 

これらの関係法令・指針等（ HU別添U２Hに明示されていない関係法令・指針等を含む）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ります。また、法令に違反した場合には、法令に基づく罰則

がかかることもあります。 

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とします。 

また、HU別添U２Hの関係法令・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」（Hhttp://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.htmlH）等を参照し

てください。 
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21B７．一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

切に保管してください。 

 

22B８．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

める場合があります。 

 

23B９．「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します。詳しくは以下をご参

照ください。 

【ＵＲＬ】  Hhttp://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf 

 

１０．若手の博士研究員の多様なキャリアパスの支援について 

「文部科学省の公的研究費により雇用される若手博士研究員の多様なキャリアパス支援に関

する基本方針」【平成 23 年度 12 月 20 日科学技術・学術審議会人材委員会】

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/1317945.htm）を踏まえ、

本公募に採択され、公的研究費（競争的資金その他のプロジェクト研究資金や、大学向けの公

募型教育研究資金）により、若手の博士研究員を雇用する場合には、当該研究員の多様なキャ

リアパスの確保に向けた支援への積極的な取り組みをお願いいたします。 
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3BⅣ．公募要領 

 

25B１．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します。そのため、課題の申請は拠点機関の長が行う

ものとし、申請機関は、以下に示す国内の大学、研究開発機関、企業等とします。 

・ 大学及び大学共同利用機関法人 

・ 国公立試験研究機関 

・ 独立行政法人、特殊法人及び認可法人 

・ 特例民法法人又は一般社団・財団法人若しくは公益社団・財団法人 

・ 民間企業（法人格を有する者） 

・ 特定非営利活動促進法第十条第一項の規定により認証を受けた特定非営利活動法人 

 

なお、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

なることを避けてください。また、委託契約の履行能力を確認するため、審査時に、機関

の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。 

 

また、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、郵送してください。（ただし、国立大学法人、独立行政法人等、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

は提出の必要はありません。）誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に

反することとなったときは、当該者の契約を無効とするものです。 

 

（２）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が必要です。 

 

（３）課題が採択された場合に、課題の契約手続き等の事務を行うことができる機関であるこ

とが必要です。 

 

（４）本事業の終了後も、引き続き研究開発を推進し、他の研究機関及び研究者への協力を行

うことができる機関であることが必要です。 

 

26B２．公募の対象 

（１）公募対象課題 

本事業において、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します。 
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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 細胞の技術の普及も図る。 

 

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。 

 

（２）事業内容 

１．共同研究拠点 

共同研究拠点は拠点機関、難治性疾患研究班研究者、製薬企業等からなります。共同

研究拠点では以下の事業を実施します。 

①難治性・希少性疾患の病態解明および創薬研究 

本事業では難治性疾患克服研究事業の対象疾患である難治性・希少性疾患について、

病態解明、創薬を目指した研究を実施します。それぞれの役割分担は下記の通りで

す。 

・拠点機関：共同研究先である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おこないます。

さらに、作製した疾患特異的 iPS 細胞および分化誘導した目的細胞を共同研究先

である難治性疾患研究班に操作技術等とともに提供します。これらの業務を本事

業の事業費を用いて実施します。 

・難治性疾患研究班研究者：厚生労働科学研究費補助金（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

薬に向けた研究を、厚生労働科学研究費補助金を用いて実施します。 

・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・開発を実施します。事業への関与の方法として、事業開始時から共同

研究拠点に資金面、人員面で加わり拠点および難治性疾患研究班研究者とともに

研究を実施する「参画」と、研究進捗状況を拠点や難治性疾患研究班と共有し、

必要な助言を行いながら進捗に応じて「参画」に移行する「連携・支援」の 2 種

類を設定します。（製薬企業等の参加の方法については（別添３）を参照くださ

い。） 

なお、本事業では疾患特異的 iPS 細胞を用いた難治性疾患に対する創薬を目指し

ていただく観点から、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されます。 
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②疾患特異的 iPS 細胞の寄託（※）、公開 

拠点機関は、共同研究拠点で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、公開し、バンクの充実を図るとと

もに、疾患特異的 iPS 細胞を国内で自由に使用できる基盤を構築します。なお、寄

託は樹立、品質確認後すぐにおこなうこととしますが、寄託後１年間は公開を制限

できるものとします。樹立した iPS 細胞とともに原料となった体細胞も同時に寄託

します。 

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 

拠点機関は、講習会を開くなどにより iPS 細胞樹立および培養技術、目的細胞へ

の分化誘導技術等の疾患特異的 iPS 細胞を用いる研究に必要な技術の普及を図りま

す。 

    ＜実施内容＞ 

難治性疾患研究班との共同研究にて、疾患特異的 iPS 細胞を用いた病態解明研究

および創薬を実施する課題を対象とします。目標として、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件以上実施するとともに、

疾患研究に関する論文を 20 報以上発表することを求め、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）が同定されていることを目

指します。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います。 

 

※寄託：当該リソースに関する諸権利は移転せずに、バンク事業（保存・提供）への利

用を認めていただく手続です。 生物遺伝資源寄託同意書の中で提供条件につい

て定めておくことで、当該リソースの提供を受ける利用者に対して、用途の制

限や論文引用等使用条件を付加することができます。本事業での提供条件等に

ついては、「（３）実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項」を参照く

ださい。 

 

２．樹立拠点 

①疾患特異的 iPS 細胞の樹立、寄託、公開 

樹立拠点は、国内の研究機関および医療機関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、患者情報の収集をおこない、患者情報とともに品質の確

保された疾患特異的 iPS 細胞をバンクに寄託します。寄託した疾患特異的 iPS 細胞

は即時公開し、広く一般に利用できるようにします。 

iPS 細胞を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、バン

クの充実という観点から樹立拠点が中心となって選択します。また、iPS 細胞に付

属する患者の臨床情報も重視し、iPS細胞とともにバンクに寄託することとします。 

樹立方法の標準化、樹立した iPS 細胞の品質確認を重視します。また疾患特異的

iPS 細胞に対するコントロール iPS 細胞の樹立も検討します。 
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    ＜実施内容＞ 

国内の医療機関、研究機関等から患者体細胞の提供を受け、多くの疾患の iPS 細

胞を樹立し、バンクの充実を図る課題を対象とします。目標として本事業終了時ま

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

を求めます。 

 

（３）実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項 

  １．事業全体 

①知的財産の取扱いについて 

本事業において発生した知的財産権については、難治性・希少性疾患を対象とし

た創薬を製薬企業と共同で取り組む本事業の特殊性を鑑みて、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します。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

とを求めます。 

②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

の際には、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する

こととします。 

③本事業の趣旨に鑑みて、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していただきます。バンクへの寄託は樹立

および品質確認後目安として１ヶ月以内に実施していただきますが、体細胞を提供

した研究者が希望すれば寄託後１年間は当該研究者の意思により提供を制限するこ

とができるものとします。また、寄託時に付すバンクからの提供条件としては、疾

患特異的 iPS 細胞を用いた研究促進の観点から妥当な提供条件を付すことを求め、

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こと

とします。なお、今後の研究の進展等も考慮し、iPS 細胞だけでなく、iPS 細胞作製

の原料となった体細胞（線維芽細胞等）も寄託することとします。 

 

２．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します。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してください。

なお、疾患特異的 iPS 細胞を用いた研究を実施もしくは計画している難治性疾患

研究班の情報は(http://www.jst.go.jp/keytech/extlink/dsips2012.pdf)をご参

照ください。 

②共同研究をおこなう難治性疾患克服研究班研究者は、下記の要件を満たしている

ことが必要です。 

・拠点と共同研究を実施する研究者は、難治性疾患研究班の研究代表者または研究

分担者であること。 
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・難治性疾患研究班の研究計画に iPS 細胞研究を行うことが明示されていること。 

現時点で明記されていない場合は、採択後すみやかに、厚生労働科学研究費補助

金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業））の事業変更申請を

行うこと。 

・共同研究を実施するにあたって、難治性疾患研究班の協力、支援が得られること。 

③上記②に関連して、応募する拠点機関は、共同研究を実施する難治性疾患研究班

研究者についての下記の 3 種類の書類を提出してください。 

・拠点と共同研究を実施する研究者（研究代表者または研究分担者）の承諾書（様

式１１）。 

・厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事

業））の交付申請書及び承諾書の写し。 

・難治性疾患研究班の研究分担者が共同研究を実施することに対する「研究代表者」

の同意書（様式１２）。 

④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します。 

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 

ただし以下の点に留意してください。 

・ 上記以外の分野を担当とすることも可能です。その場合には、応募時に、どの

ような分野を形成するのか、その必要性、実施可能性も含めて応募書類に記載

してください。課題選考委員会で審査します。 

・ 多臓器疾患の研究を行う場合等、担当分野以外の臓器にまたがる研究を含める

ことも可能とします。ただしその場合にも、担当分野については責任を持って

事業を実施していただく必要があります。またその必要性、実施可能性につい

て、審査をおこないます。 

・ 1 機関から 2 分野以上への応募も可能です。ただし、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

択後に調整します。 

⑤当該分野を担当する技術要件等として拠点機関には下記の点を求めます。 

・ 担当する分野の細胞種について 終分化した成熟細胞を作製できること。 

・ それらの細胞を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。 

・ 当該細胞種への分化誘導技術およびその関連技術について、知財を有している

ことが望ましい。 

⑥製薬企業等の参加については、応募前に拠点機関、難治性疾患研究班、製薬企業等

の間で十分に協議し、参加の有無および参加の形式（「参画」なのか「連携・支援」

なのか）を様式の所定の箇所に記載してください。一つの拠点に複数の企業が参

加することも可能です。 

⑦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
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よる契約を締結することが可能になる場合があります。詳細は、iPS アカデミア

ジャパン株式会社にお問い合わせください。 

⑧製薬企業等の参加が未定なものについては、必要に応じて採択後に、日本製薬工業

協会の仲介により、「連携・支援」をおこなう企業の参加をおこなうことがありま

す。 

 

３．樹立拠点 

①iPS 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します。 

②iPS 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します。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し

ます。 

③専門の人材の配置等により患者情報を収集、管理する体制の構築を求めます。ま

た、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していただきます。

体細胞を提供する機関が満たすべき要件を策定し、良質な細胞、情報の収集に努

めていただきます。 

④樹立拠点が自らの機関で採取した体細胞を用いて疾患特異的 iPS 細胞を樹立するこ

とは可能ですが、樹立した iPS 細胞を用いた疾患研究、創薬等については本事業で

の事業費では実施できません。 

⑤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します。ただし、同一機

関が両方の拠点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します。 

⑥樹立拠点において、共同研究拠点で既に研究が開始されている疾患の iPS 細胞を樹

立することも可能とする。ただし、その際には下記の点等に留意し、該当する共同

研究拠点と連携して業務を進めること。 

・樹立拠点で樹立した iPS 細胞を該当する共同研究拠点でも使用する。 

・樹立拠点からの寄託は共同研究拠点からの寄託が完了した後に実施する。 

⑦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、必要 低限の共通内容を含む本事業での推奨書式を使用する

こととします(別添５参照)。 

 

なお、本事業については、社会への影響が大きいことも予想されることから、倫理的

側面等社会との調和に配慮しつつ研究を推進していくこととします。また、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。 

 

（４）選定の観点（審査項目） 
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選定に当たっては、以下の観点に基づき審査を実施します。 

 １．共同研究拠点 

① 全体的な計画 

１）全体的な計画の内容と目的が明確であるか。 

２）難治性疾患に対する病態解明および創薬を目指す計画となっているか。 

３）年度ごとの計画は具体的かつ実現可能であるか。 

４）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。 

５）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 

 １）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。 

 ２）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。 

③ 共同研究拠点の実施体制 

１）拠点機関の技術は要件を満たしているか。 

２）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、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。 

３）出口を見据えて製薬企業等との協働が図られているか。 

④共同研究の内容 

１）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どうか。 

２）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。 

３） 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 

１）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どうか。 

⑥倫理的問題への取り組みについての体制構築 

１）患者試料、患者情報などを関連指針に則って取り扱う体制の構築は十分か。 

２）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 

①全体的な計画 

１）全体的な計画の内容と目的が明確であるか。 

２）疾患特異的 iPS 細胞バンクの充実に寄与する計画かどうか。 

３）年度ごとの計画は具体的かつ実現可能か。 

４）事業終了時の目標を達成しうる計画かどうか。 

②樹立拠点の実施体制 
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１）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。 

２）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の、以下の体制に 

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 

３）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。 

③疾患特異的 iPS 細胞バンクの充実に向けた計画 

１）iPS 細胞作製対象疾患の選定に関する計画は妥当か。 

２）バンクとの連携体制についての計画は十分か。 

④倫理的問題への取り組みについての体制構築 

１）患者試料、患者情報などを関連指針に則って取り扱う体制の構築は十分か。 

２）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。 

 

27B３．委託契約の締結 

本事業においては、研究課題を実施するために必要な施設、人員、技術等を備えた代表研究

者が所属する機関（受託者）と文部科学省が単年度ごとに委託契約を締結し、受託者が文部科

学省に代わって研究を実施することになります。なお、委託契約の締結等に係る詳細はⅤ章に

示します。 

 

28B４．代表研究者の指定 

本事業に応募するにあたっては、研究課題における代表者（代表研究者）を指定してくださ

い。 

 

29B５．事務連絡担当者の指定 

本事業に応募するにあたっては、ＪＳＴ（又は文部科学省）との事務連絡を速やかに行うこ

とができ、かつ常に代表研究者と連絡をとることができる、担当者代表研究者と同じ機関に所

属する担当者（事務連絡）を指定してください。なお、代表研究者が事務連絡担当者を兼ねる

ことはできません。 

 

30B６．研究経費 

研究に要する経費は、研究に係る直接経費と直接経費の 10％である一般管理費で構成されま

す。 

※ 一般管理費：委託業務を実施するうえで必要な経費であるが直接経費（設備備品費、

試作品費、人件費及び業務実施費）以外の経費。 
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30B７．研究期間および経費等 

（１）研究期間 

・研究期間は原則として 長 5 年間程度としますが、PD・PO の指導・助言や評価の結

果、及び研究の進捗状況等によっては、年度毎に計画の見直しや中止の指示を指示す

ることもあり得ます。 

（２）平成 24 年度支援額 

  ①共同研究拠点 

高で 1．5億円（一般管理費 10％を含む）／年間・拠点 

   ②樹立拠点 

    高で 2億円（一般管理費 10％を含む）／年間・拠点 

 

30B８．採択予定件数 

○共同研究拠点 

  3～5 拠点程度 

  ※各疾患分野あたり、原則 1拠点を採択。 

○樹立拠点 

  1 拠点程度 
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Ⅴ．委託契約の締結等 

 

33B１．委託契約の締結 

（１）契約条件等 

採択された研究課題については、予算の成立を前提に、文部科学省と代表研究者の所属

する機関（受託者）との間において、国の会計年度の原則に従い単年度ごとに委託契約を

締結することになります。契約を締結するにあたっては、その内容（経費の積算を含む。）

が双方の合意に至らない場合は、採択された研究課題であっても取り消しとなることがあ

ります。 

契約締結後においても、予算の都合により、やむを得ない事情が生じた場合には、研究

計画の見直し又は中止を求めることがあります。 

また、研究進捗状況等に関する PD・PO の評価を踏まえ、年度途中での研究計画の見直し

等による契約変更を行うことがあります。 

 

（２）契約の準備について 

研究課題の採択後、速やかに契約作業が進められるよう、受託者は、①業務計画書の作

成、②業務計画に必要な経費の見積書の徴取、③会計規程及び職務発明規程等の整備を行

う必要があります。 

 

（３）契約に関する事務処理 

  「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領」に基づき、

必要となる事務処理を行ってください。 

 

（４）委託費の額の確定等について 

当該年度の委託契約期間終了後、委託契約書に基づいて提出していただく委託業務実績

報告書を受けて行う委託費の額の確定等において、研究に要する経費の不正使用又は当該

委託業務として認められない経費の執行等が判明した場合は、経費の一部又は全部が支払

われないことがあります。また、不正使用等を行った研究の実施者は、その内容の程度に

より一定期間新たな申請及び参加が制限されます（Ⅲ．３．参照）。 

 

34B２．委託費の範囲及び積算等 

（ｌ）委託費の範囲 

委託費の範囲は、研究に係る直接経費と一般管理費（直接経費の 10％）とします。各項

目の内容は、HU別添U１「研究開発に要する経費の範囲」 Hを参照してください。 

 

（２）委託費の積算 

研究に必要な経費を研究項目ごとに算出し、総額を計上してください。その内容は各様

式２及び各様式４に記載してください。なお、各様式２については、実施機関が分かるよ
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うに記載してください。 

 

（３）委託費の支払い 

委託費は、原則として当該年度の委託契約期間終了後に文部科学省が支払うものとしま

す。ただし、文部科学省が必要と認める場合には、委託費の全部又は一部を概算払いする

ことができます。 

 

35B３．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））で提出していただきます。電子媒

体は、ファイル形式を PDF 形式とします。委託業務成果報告書は、文部科学省の図書館等

で公開されます。 

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ります。 

 

（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ます。その詳細については契約時に定める契約条

項によることとします。 

 

（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ません。 

 

（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てください。 

 

36B４．取得資産の取扱い 

（ｌ）所有権 

委託費により取得した資産の所有権は、「額の確定」後、文部科学省に移転していただき

ます。次年度以降も継続して当該委託業務に使用を希望する場合は、別途、物品無償貸付

申請書により、文部科学省の承認を得る必要があります。 

なお、設備備品等については、受託者が文部科学省との契約条項に従って善良な管理を

行ってください。 

 

（２）研究終了後の設備備品等の取扱い 

研究終了後における設備備品等の資産の取扱いについては、別途文部科学省との協議と

なります。 
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（３）放射性廃棄物等の処分 

汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、受託者の責任において  

処分してください。 
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5BⅥ．提案書類の作成と注意 

 

37B１．提案書類の取扱い 

提案書類は、提案者の利益の維持、「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」等の観点から、審査以外の目的には使用しません。応募内容に関する秘密は厳守します。

詳しくは総務省のホームページ

（ Hhttp://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/horei_kihon.html#7_2H）をご参照ください。 

この法律を厳守した上で、提案内容のうち、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

府省等を含む他の競争的資金の担当部門に情報提供する場合があります。（また、他の競争的

資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合が

あります。） 

 

38B２．提案書類の作成 

既述の「HⅡ.２.提案書類の受付等H」のとおり、応募に当たってはe-Radにて行います。提案書

類の作成に当たっては、以下に示す注意事項とともに、e-Radの操作マニュアルをよくご覧くだ

さい。提案書類に不備がある場合、受理できないことがありますので注意してください。なお、

応募に際しては、「府省共通研究管理システム（e-Rad）」で使用する研究者番号及び所属研究機

関コードが必要となります。登録されているか確認の上、未登録の場合には（参考２）「府省共

通研究開発管理システム（e-Rad）について」をご覧の上、登録手続きを行い取得してください。

登録には２週間程必要となりますので早めの申請をお願いします。 

 

（ｌ）提案書類の様式 

提案書類の様式は以下の 2種類とします。 

・共同研究拠点：様式１～１２ 

・樹立拠点：様式１～４、様式６～１０ 

 

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（今後雇用する予定のポストドクター等については、様式６，７は不要）

に必ず記載してください。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

できないことがあります。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

載してください。 

国立大学法人、独立行政法人等、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。 

また、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
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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。 

なお、字数制限や枚数制限を定めている様式については、制限を守ってください。また、

提案書類の作成はカラーでも可とします。 

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/kouboh24-7.html）からダウンロ

ードしてください。 

 

（２）提案書類の提出 

提案書類の提出は、e-Radにて行います。詳細は、「 HⅡ.２.提案書類の受付等 H」をご参照

ください。 

e-Rad の使い方は、e-Rad ポータルサイトをよくご覧ください。 

 

（３）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してください。 

② 提案書類は日本語で作成してください。 

③ 入力する文字のサイズは 10.5 ポイントを用いてください。 

④ 数値は原則として半角で入力してください。（（例）郵便番号、電話番号、金額、人数等） 

⑤ 郵便番号は 7桁で記入してください。 

⑥ 用紙の大きさは、全て日本工業規格Ａ4版とします。 

⑦ 各様式の枚数等の制限を守ってください。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（3MB まで）があることにご注意くだ

さい。 

⑧ 提案書類は、通し頁番号を中央下に必ず付けてください。 
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6BⅦ．データベース登録等への協力 

 

39B１．政府研究開発データベース登録への協力 

「HⅡ．６．公表等H」で述べた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お願いすることがありますので、ご協力をお願いし

ます。 

 

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、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。 

 

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

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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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します。 

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、文部科学省へ確認してくださ

い。 
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41B（別添１） 研究開発に要する経費の範囲 
 

文部科学省が負担する研究開発に要する経費の範囲は、国内の大学、研究開発機関、企業等が

行う研究開発に係る直接経費及び一般管理費とします。その項目は、以下のとおりとします。 

 

直接経費 

◎ 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（文部科学省の指示で資産計上する可能性がある試作品）。 

◎ 人件費 

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 

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、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、借損費、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（委託業務を実施するうえで法律により保険

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、原則個別メーターがあること）、消費税相当額（「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、消費税に関して非（不）課税取引とな

る経費）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。 

 

※ 光熱水料は、当該研究の実施に直接使用する実験棟、プラント、設備、装置等の運転

に要した光熱水料が対象となります。専用のメーターが装備されている場合は、その使

用料により計上額を算出します。 

光熱水料の合理的な算出方法として、以下に一例を示します。 



 

35 

（算出例） 

 パターン 設備の例 算出方法の例 

１ 

フロアーの一部

を専有エリアと

して当該研究を

実施している場

合 

 

【例１】 

使用料＝電力会社等の契約単価（円/kwh）×{（フ

ロアー全体の使用電力量÷フロアー全

体面積）}×（当該研究を実施している

専有エリア面積） 

 

【例２】 

使用料＝フロアー全体の年間又は月毎の光熱水

費×（当該研究を実施している専有エリ

ア面積÷フロアー全体面積） 

２ 

研究設備を共同

利用している場

合 

スパコン、 

高圧電子顕微鏡

等 

使用料＝（設備の定格電力量×電力会社等の契

約単価（円/kwh））×使用時間 

 

※研究設備の場合、メーカーが単位時間当たりの

定格電力量を明示している。 

３ 

フロアーの一部

又は全部を占有

した特別の区画

内に設置されて

いる設備 

クリーンルーム

内にある設備 

使用料＝（設備の定格電力量×電力会社等の契約

単価（円/kwh））×使用時間 

           ＋ 

（クリーンルーム全体の年間又は月毎

の光熱水費）×（クリーンルーム全体の

中で使用設備が占める面積割合（20％で

あれば 0.2）） 

 

 

研究開発の遂行に必要な経費であっても、次の経費は直接経費の対象としません。 

○ 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入することにより必要とな

る軽微な据付費等のための経費を除く。） 

○ 机、椅子、複写機等、研究開発機関で通常備えるべき物品を購入するための経費。 

○ 研究開発遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費。 

○ 学会等参加による本事業成果の普及、及び情報収集に係る経費 

学会等参加費、国内外旅費、会議費 

○ その他、一般管理費を使用することが適切な経費。 

 

なお、公募により採択された業務計画期間中に取得する設備備品（試作品含む）は、委託業

務を実施する上で 低限必要な性能を有するものとし、その必要性及び経済性を踏まえた妥当

性について精査します（取得の理由、リース又はレンタルや役務等他の方法との比較等）。 
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1（別添２） 動物実験、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。 

 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」

（ Hhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm H）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

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、分配を行おうとする場合も同様に、「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、人を対象とする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）を遵守する等、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ｉＰＳ細胞等の幹細胞を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒトｉＰＳ細胞やヒト組織幹細胞を使用する研究を含む場合には、平成 20 年

2 月 21 日付研究振興局長通知「ヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成等に係る当面の対応に

ついて」に基づき、以下の事項を遵守して当該研究を実施してください。 

ⅰ）生殖細胞系列以外のヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行わないこと。 

ⅱ）現行の「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針」第 45 条における禁止行為の規定を

準用し、ヒトｉＰＳ細胞等を用いた研究について、以下の行為を行わないこと。 

・ヒトｉＰＳ細胞を使用して作成した胚の人又は動物の胎内への移植その他の方法によ

りヒトＥＳ細胞から個体を生成すること。 

・ヒト胚へヒトｉＰＳ細胞を導入すること。 

・ヒトの胎児へヒトｉＰＳ細胞を導入すること。 

・ヒトｉＰＳ細胞から生殖細胞を作成すること。 
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1（別添３）製薬企業等の参加の方法について 

 

○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おこなうことと

する。なお、スクリーニング後に開発を中途で断念する場合には、別途定める手順、基

準に従い、当該企業以外の開発を希望する企業を募ることとする。 

「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。 

○スクリーニングでヒット化合物が得られた場合、原則として、その後の開発はスクリーニング

実施企業がおこなう。スクリーニングでヒット化合物が得られない場合、スクリーニング以後

に開発が中途で止まってしまった場合等において、その後の開発をどの企業が実施するかにつ

いては当該企業も参加する課題運営委員会にて調整。当該企業以外が希望した場合には、別途

定める手順、基準に従い認める方向とする。 

 

○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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（別添４）「疾患特異的 iPS 細胞を活用した難病研究」知的財産権の取扱い基準 

 

Stage 物質特許 スクリーニング特許 用途またはビジネスモデル特許 

出願 

・発明者：貢献に応じ決定 

・出願人：原則として企業 

・出願国等：個別協議 

・経費負担：原則として企業 

・発明者：貢献に応じ決定 

・出願人：原則として共同 

・出願国等：個別協議 

・経費負担：原則として共同 

・特許出願の適否と論文等での公知

化との得失を検討する。 

・発明者：貢献に応じ決定 

・出願人：原則として共同 

・出願国等：個別協議 

・経費負担：原則として共同 

移行国等決定・審査請求対応 

・移行国等： 終決定権は原則とし

て企業 

・対応：原則として企業 

・移行国等： 終決定権は原則とし

て共同 

・対応：原則として共同 

・移行国等： 終決定権は原則として

共同 

・対応：原則として共同 

研究継続 マイルストン取扱い 

本事業内について：研究継続中は各

自の権利主張は保留する。売上げが

出るまで、マイルストンでのロイヤ

リティーは原則認めない。 

 

本事業内について：研究継続中は各

自の権利主張は保留する。売上げが

出るまで、マイルストンでのロイヤ

リティーは原則認めない。 

本事業内について：研究継続中は各自

の権利主張は保留する。売上げが出る

まで、マイルストンでのロイヤリティ

ーは原則認めない。 

上市後 

（希少難病以外への応用・用途） 

・共同出願の知財については、上市

後の売上げに対して不実施補償に

より決定した割合で配分すること

を基本とする。 

・本事業以外への用途・応用につい

ては、貢献度を勘案し発明者・共同

研究者と協議し、公正・公平に対応

する。 

・共同出願の知財については、上市

後の売上げに対して不実施補償によ

り決定した割合で配分することを基

本とする。 

・本事業以外への用途・応用につい

ては、貢献度を勘案し発明者・共同

研究者と協議し、公正・公平に対応

する。 

・共同出願の知財については、上市後

の売上げに対して不実施補償により

決定した割合で配分することを基本

とする。 

・本事業以外への用途・応用について

は、貢献度を勘案し発明者・共同研究

者と協議し、公正・公平に対応する。 

第三者譲渡 

・企業が同意すれば可 ・共同で合意すれば可 

研究を中止した場合、他社での研究

が行われる場合には、譲渡あるいは

実施権を与えることを原則とする。 

 

・共同で合意すれば可 

開発を中止した場合、他社での研究開

発が行われる場合には、譲渡あるいは

実施権を与えることを原則とする。 
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1（参考１）  府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

 

１ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とは、各府省が所管する競争的資金制度を中心として

研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオ

ンライン化する府省横断的なシステムです。 

 「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの愛称で、Research and Development（科学技

術のための研究開発）の頭文字に、Electric（電子）の頭文字を冠したものです。 

 

２ 府省共通研究開発管理システムの操作方法に関する問い合わせ先 

 府省共通研究開発管理システムの操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受け付け

ます。 

 府省共通研究開発管理システムのポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）をよく

確認の上、問い合わせてください。 

 

○ポータルサイト：Hhttp://www.e-rad.go.jp/ 

 

（問い合わせ先） 

府省共通研究開発管理シス

テム（e-Rad）の操作方法に

関する問い合わせ 

府省共通研究開発管理シ

ステム（e-Rad）ヘルプデ

スク 

0120-066-877 

（受付時間帯） 

午前 9：30～午後 5：30 

 
※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始

（12 月 29 日～1月 3 日）を除く 

 

３ 府省共通研究開発管理システムの使用に当たっての留意事項 

① システムの利用可能時間帯 

（月～金）午前 6：00～翌午前 2：00 まで 

（土・日）午後 0：00～翌午前 2：00 まで 

国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3日）に関わらず、上記時間帯はサービスを行い

ます。 

ただし、上記利用可能時間帯であっても、緊急のメンテナンス等によりサービスを停止する

場合があります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにてあらかじめお知らせいたします。 

 

② 研究機関の登録 

今後、研究者が研究機関を経由して応募する場合、所属する研究機関及び参画する研究分担

者の所属する研究機関は応募時までに登録されている必要があります。 

研究機関で 1名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、事務代表者はポータルサイト

より研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を（事務分担者を設ける場合は、事務分
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担者申請も併せて）行ってください。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してください。なお、一度登録が完了すれば、他省庁等が所管

する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、他省庁等が所管する制度・

事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。 

なお、ここで登録された研究機関を所属研究機関と称します。 

 

③ 研究者情報の登録 

本事業に応募する代表研究者及び研究に参画する研究分担者は研究者情報を登録し、システ

ムログイン ID、パスワードを取得することが必要となります。 

所属研究機関に所属している研究者の情報は所属研究機関が登録します。 

所属研究機関に所属していない研究者の情報は、府省共通研究開発管理システム運用担当で

登録します。必要な手続きはポータルサイトを参照してください。 

 

④ 個人情報の取扱い 

応募書類に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府省・独立行

政法人を含む他の研究資金制度・事業の業務においても必要な範囲で利用（データの電算処理及

び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む）する他、府省共通研

究開発管理システム（e-Rad）を経由し「内閣府の政府研究開発データベース」へ提供します。 

 

４ システムを利用した応募の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属研究機関が行います 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録 

研究機関で 1名、事務代表者を決め、ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードし

て、登録申請を（事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請も併せて）行います。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してください。

                  参照ＵＲＬ： Hhttp://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.htmlH

所属研究機関が行います 

電子証明書のインポート 

システム運用担当から所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログイン ID、初期パスワー

ド）、電子証明書が届きます。作業用 PC に電子証明書をインポートし、通知書に記載されたロ

グイン ID、初期パスワードを入力してログインします。 

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.1 電子証明書のインポートと削除」
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※ 応募の各段階におけるシステムの操作方法は、利用者毎の操作マニュアルを参照してくだ

さい。 

 

 

 

 

所属研究機関が行います 

部局情報、事務分担者情報、研究者情報の登録 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）上で、部局情報、事務分担者（設ける場合）、研究者

（申請する際に代表者となる方）を登録し、事務分担者用及び研究者用の ID、パスワードを発行

します。 

  参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.2 ログイン」, 2.3「 所属研究機関情報

の管理」, 「2.4 事務分担者情報の管理」, 「2.5 研究者情報の管理」 

研究者が行います 

公募要領・申請の取得 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募の一覧を確認して、公募要領と申請様

式をダウンロードします。もしくは、ＪＳＴのホームページ                 

（Hhttp://www.jst.go.jp/keytech/kouboh24-7.htmlH）から当該ファイルをダウンロードします。

 参照マニュアル：研究者用マニュアル 「2.1 ログイン」, 「2.3 応募」

研究者が行います 

応募情報の入力と提出 

システムに必要事項を入力及び申請書をアップロードします。 

システムには、それぞれ、①Web 上で直接入力が必要な内容、②電子媒体（PDF、Word、一太郎）

で添付する内容があります。詳しくはポータルサイトをご覧ください。 

参照マニュアル：研究者用マニュアル 2.3-3～22

所属研究機関が行います 

応募情報の確認・承認 

事務分担者（設けた場合）が応募情報の確認を、事務代表者が応募情報の承認をします。 

    参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.6 応募情報の管理」

文部科学省にて応募情報を受理 
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５ システムへの応募情報入力時の注意事項 

①システムへの応募情報入力に当たっては、 

  ア）Web で直接入力が必要な内容 

  イ）ポータルに掲載されている電子媒体の所定の様式に記入し、当該ファイルを添付するも

のがあり、それぞれ、入力、作成が必要です。 

 

ア）については、代表研究者が、e-Rad にログイン後、応募情報登録画面において、以下の

項目を入力することが必要になります。 

【研究共通情報の入力画面】 

・ 新規継続区分 

・ 研究開発課題名 

・ 研究期間（開始年度、終了予定年度） 

・ 主分野（コード） 

・ 研究目的 

・ 研究概要 等 

【研究個別情報の入力画面】 

・ 課題区分のチェック 

【応募時予算額の入力画面】 

・ 年度ごと使用内訳を記入 

【研究組織情報の入力】 

・ 研究者代表者、分担研究者の直接経費・一般管理費の総額、エフォート 

・ 研究分担者の所属機関コード、部局名、職名 等 

【採択状況の入力】 

・ 代表研究者の他の応募の助成の有無、配分機関コード、事業コード、研究開発課題名、

研究期間、予算額、エフォート 

 

イ）については、共同研究拠点は各様式１～１２及び別紙、樹立拠点については各様式１～

４、６～１０及び別紙の電子媒体をダウンロードし、「Word」「PDF」のいずれかの形式に

て作成し、応募してください。「Word」「PDF」の対応バージョンについては、研究者用マ

ニュアルを参照してください。 

 

注１） 電子媒体に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」「BMP」「PNG」形式のみとして 

ください。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF 形式に変換されません。

画像データの貼り付け方については、研究者向け操作マニュアルを参照してください。 

注２） アップロードできる電子ファイルは１ファイルで、ファイルの 大容量は 3MB です。 

注３） 電子媒体の様式は、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りますので、変換された PDF

ファイルの内容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、研究

者向け操作マニュアルを参照してください。 
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注４） 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

なっていない申請は無効となります。正しく操作しているにも関わらず、提出締切日ま

でに「配分機関受付中」にならなかった場合は、ヘルプデスクまで連絡してください。 

注５） 申請の受理状況は、「受付状況一覧画面」から確認することができます。 
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1（参考２）エフォートの考え方について 

 

 

エフォートの定義について 

○ 第３期科学技術基本計画によれば、エフォートは「研究に携わる個人が研究、教育、管理業

務等の各業務に従事する時間配分」と定義されています。 

○ 研究者の皆様が課題を申請する際には、当該研究者の「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」を記載していただくことになります。 

○ なお、この「全仕事時間」には、研究活動にかかる時間のみならず、教育活動や管理業務等

にかかる時間が含まれることに注意が必要です。 

 

○ したがって、エフォートの値は、研究計画の見直し・査定等に応じて、変更し得ることにな

ります。 

 

例：年度途中にプロジェクトαが打ち切られ、プロジェクトβに採択された場合の全仕事時

間の配分状況（この他、プロジェクトγを一年間にわたって実施） 

教育活動
20％

管理業務
10％

教育活動,
20％

管理業務
10％

0 20 40 60 80 100

４月～９月

10月～

プロジェクトα プロジェクトβ プロジェクトγ 教育活動 管理業務

 

 

○ このケースでは、9 月末でプロジェクトαが終了（配分率 40％）するとともに、10 月から新

たにプロジェクトβが開始（配分率 50％）されたことにより、プロジェクトγのエフォート

値が 30％から 20％に変化することになります。 

 

４０％ 

５０％ 

プロジェクトγ 

２０％ 

プロジェクトγ 

３０％ 

プロジェクトβ 

プロジェクトα 


