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1． はじめに 

「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」は、我が国のバイオ医薬品の国際競争力を強

化するため、平成26年度から5か年の計画で文部科学省が実施する委託事業です。 

今般、本事業の実施機関を公募しますので、申請を希望する大学、研究機関等は、本公募要領

の内容に従い、平成26年7月15日（火）正午までに必要な書類等を提出してください。 

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）科学技術プログラ

ム推進部研究振興事業グループのホームページ

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh26-2.html）において公開されます。 

なお、本事業は日本医療研究開発機構の設立後、委託者等が当該法人に変更される予定で

す。 

 

2．「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」について 

（1）目的  

文部科学省では、「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」（以下「本事業」という。）を平

成26年度から実施します。バイオ医薬品は低分子医薬品よりターゲットへの特異性が高いことから

効果が劇的であり、副作用も少ないことが期待されています。我が国の製薬企業もバイオ医薬品の

開発に取り組みつつありますが、多くの技術的課題の解決（細胞内標的を創薬ターゲットとする技

術、バイオ医薬品の低分子化、特定の組織や細胞にバイオ医薬品を送達する技術、核酸医薬の

高活性化及び安定性向上、糖鎖構造の制御技術等）が求められています。 

本事業は、我が国のバイオ医薬品の国際競争力を強化するため、バイオ医薬品の創出に関す

る先端的技術を有する機関に対して、製薬企業が抱える技術的課題の解決及び世界初の革新的

な次世代技術の創出を委託するものです。 

 

（2）実施方法 

①本事業では、本事業の戦略立案及び推進を行う「運営統括会議」を設けて、本事業を実施す

る研究機関が相互に連携を取り、全体として整合性の取れた研究や技術開発が行われるよう

にします。また、本事業で得られた成果等の公開・利用方策については、「運営統括会議」等

において定めるものとします。 

②文部科学省は、本事業を実施する機関との間で、「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（平成19年2月制定、平成26年2月改正）」＜

http://www.jst.go.jp/keytech/jimu/jimushori/H26jimushori.pdf＞に基づき委託契約を締結し

ます。（当該「事務処理要領」については、所属機関の外部資金担当者等に問い合わせ、内

容を確認してください）。 

③委託業務が完了したときは、委託契約に基づき、成果報告や経理報告を文部科学省に提出

することが義務付けられています。 
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④「運営統括会議」は、毎年度、課題の進捗管理を厳密に行います。また、事業開始 2 年度目に

は、成果創出の観点から、課題の実施体制や進捗状況等について厳密に評価します。これ

ら進捗管理・評価等の状況を踏まえ、「運営統括会議」等の判断により、必要に応じ計画の見

直し、変更、中止、各課題の実施体制の変更等の事業の再編を求めることがあります。 

⑤事業開始3年度目に外部評価委員による中間評価が実施されます。中間評価の結果により、

事業終了までに企業等への技術移転を行う等の観点から、必要に応じ計画の見直し、変更、

中止、各課題の実施体制の変更等の事業の再編を求めることがあります。さらに、事業最終

年度である5年度目を目途に事後評価を行います。なお、中間評価及び事後評価結果は原

則として公開することとします。 

⑥本事業に参画する研究者間で研究情報の共有化を図るために、研究進捗状況等について

「運営統括会議」等への報告を適時求めます。 

⑦成果の取扱いについては、委託契約に基づき、知的財産権や成果利用に関する事項を遵守

することが義務付けられています。 

⑧関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合は、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。 

⑨ここに定めるものの他、業務の実施や事業の推進等に当たっては、文部科学省の指示に従う

こととします。 

 

3．申請に当たっての注意事項 

（1）本事業の構成 

本事業は、世界初の次世代バイオ医薬品（ペプチド、核酸、次世代抗体等）の創出に係る革新

的基盤技術の確立を目的とし、次世代バイオ医薬品の創出に係る革新的「中核技術」や「中核技

術」に付与する「要素技術」の開発を行う複数の「課題」から構成されます。技術開発課題Aは「中

核技術」の開発を行う「代表機関」と、「要素技術」の開発を分担する「分担機関」から構成されます。

技術開発課題Bは「要素技術」の開発を行う「代表機関」のみから構成されます。技術開発課題A及

び技術開発課題Bは、いずれも次世代バイオ医薬品の創出に係る革新的基盤技術を確立するとと

もに、5年以内に企業等へ導出することが求められます。 

「中核技術」の例は下記のとおりです。 

①細胞内に効率的に送達され、創薬標的を特異的に阻害・活性化する次世代バイオ医薬品創

出に係る技術 

②タンパク質-タンパク質間相互作用を特異的に阻害する次世代バイオ医薬品創出に係る技術 

③その他次世代バイオ医薬品の中核となる革新的な技術 

「要素技術」の例は下記のとおりです。 

①次世代バイオ医薬品の革新的高機能化に関する要素技術（経口・経皮投与技術、特定の組
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織送達技術等） 

 

（2）「代表機関」及び「分担機関」の要件 

「代表機関」及び「分担機関」は、次の①～⑤のすべての要件を満たすことが求められます。ただ

し「代表機関」は次の①ア）及び①イ）の機関を公募対象とします。 

①次のいずれかに該当する国内の機関であること。 

ア）大学、高等専門学校及び大学共同利用機関法人 

イ）公設の試験研究機関及び独立行政法人の研究機関 

ウ）民間企業（法人格を有する者） 

エ）その他法律に基づき設立された法人 

②機関及び機関の代表者が次のア）～ウ）のすべての要件を満たしていること。 

ア）予算決算及び会計令第70条（別紙１）の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被補佐人、又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条

中、特別の理由がある場合に該当する。 

イ）予算決算及び会計令第71条（別紙１）の規定に該当しない者であること。 

ウ）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でないこと。 

③課題が採択された場合に、「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（平成19年2月制定、平成26年2月改正）」に基づいた委託契約を締結すること

ができる機関であること。 

④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。 

⑤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。 

 

（3）実施体制の要件 

①本事業は次世代バイオ医薬品の創出に係る革新的「中核技術」及び「中核技術」に付与する

「要素技術」の開発を行う機関で構成されます。 

②技術開発課題 A において、「代表機関」は「中核技術」の開発を行うものとします。「代表機関」

は「要素技術」の開発も同時に申請することができ、課題の推進上必要不可欠である場合に

限り、「代表機関」以外に「要素技術」の開発を分担する「分担機関」を加えて提案することがで

きます。この場合、「代表機関」と「分担機関」の間で機関間協定を結ぶなど、その目的、必要

性、役割等を明確にするものとし、契約上、「代表機関」からの再委託契約を締結するものとし

ます。ただし「分担機関」は原則1～3機関程度とします。「代表機関」は「課題」の遂行（成果の

取りまとめを含む。）及び「分担機関」の事業に関して全ての責任を負います。 

③技術開発課題 B において、「代表機関」は「要素技術」の開発を行うものとします。技術開発課

題 B においては「分担機関」を加えての提案はできません。 

④「課題」とは「代表機関」及び「分担機関」が実施する事業のことをいいます。「課題」の申請は
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「代表機関の長」が行うこととし、参加する全ての機関・組織の承認を受けた上で、「代表機関

課題管理者」が応募書類を提出するものとします。 

⑤「代表機関の長」とは「代表機関」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（成果のとりまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（1 人）をいいます。「代表

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。「代表機関の長」は「代表機関」に所属する研究者のうち 1 人を、

課題を管理する者（「代表機関課題管理者」）に指名します。 

⑥「分担機関の長」とは「分担機関」となる機関の長（学長、理事長等）で、「課題」のうち分担機関

が担当する業務を代表し、その遂行（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。「分担機関の長」は、「課題」の実施期間中、日本国内に居住し、「分担機

関」が担当する業務全体及び事業費の適正な執行に関し責任を持つ者です。「分担機関の

長」は、「分担機関」に所属する研究者のうち 1 人を、「分担機関」が担当する業務を管理する

者（「分担機関課題管理者」）に指名します。 

⑦「代表機関課題管理者」とは「代表機関」に所属し「代表機関の長」が指名する研究者で、「課

題」の実施期間中、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。 

⑧「分担機関課題管理者」とは、「分担機関」に所属し「分担機関の長」が指名する研究者で、

「分担機関」が担当する業務の実施期間中、日本国内に居住し、「分担機関」が担当する業務

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。 

⑨「事務局」とは、「運営統括会議」の業務を支援し、円滑な事業運営をする目的で設置される組

織です。 「事務局」は国内の大学、高等専門学校、大学共同利用機関法人、公設の試験研

究機関及び独立行政法人の研究機関を対象として公募します。そのため申請は機関長名で

行うものとし、「代表機関」と同様の条件を満たす機関であることが必要です。「事務局課題管

理者」は事務局の業務（「事務局課題」）を申請する機関の長が指名する機関に所属する者で、

本事業の実施期間中、日本国内に居住し、「事務局」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。  

 

（4）運営体制 

本事業の円滑な実施を図るため、プログラムディレクター（以下、「PD」といいます。）及びプログ

ラムオフィサー（以下、「PO」といいます。）を配置します。また、本事業の全体戦略（技術・知財等）

立案や国内外の最新情報収集、各課題に対する指導・助言、各課題の進捗管理・評価等を行う

「運営統括会議」を設置します。「運営統括会議」は「PD」、「PO」及び「運営統括会議委員」から構

成されます。「PD」及び「PO」は「運営統括会議委員」と連携し、「課題」の円滑な実施を推進します

（参考１）。 
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課題管理者

代表機関
代表機関
課題管理者

分担機関 分担機関
課題管理者

 

参考１ 運営体制図 

 

（5）留意事項  

①重複申請の制限 

「代表機関課題管理者」及び「分担機関課題管理者」が、実質的に同一の内容で、既に研究

助成(公的助成及び民間との共同研究等を含む。)を受けている場合、又は採択が決定している

場合は、審査の対象から除外、採択の決定の取り消し、又は委託費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化があった場合には、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 

本事業に提案された「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、当該研究者のエフォート等を考慮し、研究者に配分される研究費全体

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不正使用及び不正受給への対応 

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）契約の解除などの措置 

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※１の制限等の措置 

本制度の研究費の不正使用等を行った研究者（共謀した研究者も含む。）や、不正使用等

に関与したとまでは認定されなかったものの善管注意義務に違反した研究者※２に対し、不正

の程度に応じて下記の表のとおり、本制度への申請及び参加の制限措置、もしくは厳重注意

措置をとります。 
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また、他府省・独立行政法人を含む他の競争的資金等の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、制度名、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）を提供する場合があります。  

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

究に参加すること、進行中の研究課題（継続課題）への研究代表者又は共同研究者等として参

加することを指します。 

※2「善管注意義務に違反した研究者」とは、不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定され

なかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者のことを指

します。 

不正使用及び不正受

給に係る応募制限の

対象者 

不正使用の程度 応募制限期間※3（補助金

等を返還した年度の翌年

度から） 

１．不正使用を行った

研究者及びそれに共

謀した研究者 

（１）個人の利益を得るための私的流用 10年 

（２） 

（１）以外 

① 社会への影響が大きく、

行為の悪質性も高いと判

断されるもの 

 

5年 

② ①及び③以外のもの 2～4年 

③ 社会への影響が小さく、

行為の悪質性も低いと判

断されるもの 

 

１年 

2．偽りその他不正な

手段により競争的資

金を受給した研究者

及びそれに共謀した

研究者 

  

 

5年 

3．不正使用に直接関

与していないが善管

注意義務に違反して

使用を行った研究者 

 不正使用を行った研究者

の応募制限期間の半分

（上限2年、下限1年、端数

切り捨て） 

※3 以下の場合は、申請及び参加を制限せず、厳重注意を通知します。 

・ １．において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が

少額な場合 

・ ３．において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者に対して、善

管注意義務を怠った場合 

3）不正事案の公表について  

本制度において、研究費の不正使用等を行った研究者や、善管注意義務に違反した研究
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者のうち、本制度への申請及び参加が制限された研究者については、当該不正事案の概要

（研究者氏名、制度名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）について、

原則公表することとします、 

④研究活動における不正行為に対する措置  

本公募は、『公正な研究活動の推進に向けた「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」

の見直し・運用改善について（審議のまとめ）』（平成26年2月3日「研究活動の不正行為への対

応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議決定）を踏まえて現在検討している、

「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決定、以下「ガイドライン」という。）の見直し内容

を前提として行うものです。 

研究機関は、本制度への応募及び研究活動の実施に当たり、見直し後のガイドラインを遵守

することが求められます。 

また、実施課題に関する研究活動における不正行為(捏造、改ざん及び盗用)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 

研究活動の不正行為が認められた場合、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等の措置 

本制度による研究論文・報告書等において、不正行為が認定された者や、不正行為に関与

したとまでは認定されなかったものの当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠った

こと等により、一定の責任があると認定された者に対し、不正行為の悪質性等や責任の程度に

より、下記の表のとおり、本制度への申請及び参加の制限措置を講じます。 

また、他府省を含む他の競争的資金等の担当に当該不正行為の概要（不正行為をした研

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。 

 

不正行為に係る応募制限の対象者 

 

不正行為の程度 

応募制限期間

（不正が認定

された年度の

翌年度から） 

 

 

 

 

不正行為

に関与した

１．研究の当初から不正行為を行う

ことを意図していた場合など、特に

悪質な者 

 10年 

２．不正行為

があった研究

に係る論文等

当該論文等の責

任を負う著者（監

修責任者、代表執

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が大

きく、又は行為の悪質性が

5～７年 
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者 の著者 筆者又はこれらの

ものと同等の責任

を負うと認定され

たもの） 

高いと判断されるもの 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が小

さく、又は行為の悪質性が

低いと判断されるもの 

3～5年 

上記以外の著者  2～3年 

３．１．及び２．を除く不正行為に関

与した者 

 2～3年 

不正行為に関与していないものの、不正行為の

あった研究に係る論文等の責任を負う著者（監修

責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責

任を負うと認定された者） 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が大

きく、又は行為の悪質性が

高いと判断されるもの 

2～3年 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が小

さく、又は行為の悪質性が

低いと判断されるもの 

1～2年 

 

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、研究を実施した場合には、研究費の配分停止や、研究費の配分

決定を取り消すことがあります。 

特に、生命倫理・安全に関する取り組みに関わる法令・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。 

⑥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、研究基盤を安定的に支援していくためにも、

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。また、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） ④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、本事業における取組の中で、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。 
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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や事

後評価において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。） 

⑦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（http://biosciencedbc.jp/） 

バイオサイエンスデータベースセンターは、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的な利用を推進するために、平成23年4月に独立行政法人科学

技術振興機構に設置されたものです。同センターでは、関連機関に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ています。 

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ています。 

また、バイオサイエンスデータベースセンターでは、ヒトに関するデータについて、個人情報の

保護に配慮しつつ、ライフサイエンス研究に係るデータの共有や利用を推進するためのガイドラ

イン（http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines/）を策定しております。 

⑧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（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
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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。 

⑨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くださ

い。 

⑩「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）」に基づく体制整備に

ついて 

本制度の応募、研究実施等に当たり、研究機関は、「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26年2月18日改正）の内容について遵守する必要があり

ます。研究機関においては、標記ガイドラインに基づいて、研究費の管理・監査体制の整備を

行い、研究費の適切な執行に努めていただきますようお願いします。 

⑪「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「体制整備

等自己評価チェックリスト」の提出について 

本制度の契約に当たり、各研究機関（代表機関、分担機関及び事務局）では標記ガイドライ

ンに基づく研究費の管理・監査体制を整備すること及びその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及び内容に不備が認められる場合の研究実施は認められま

せん。） 

このため、下記ホームページの様式に基づいて、平成26年7月31日（木）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、府省共通研究開発管理システム

（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。ただし、平成25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、今回新たに提出する必要はありません。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HPをご覧下さい。 

【HPアドレス】http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm 

※注意：なお、提出には、e-Radの利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、

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下さい。e-Rad利用に係る手続きの詳

細については、上記HP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。） 

【HPアドレス】http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

また、本チェックリストは、平成26年4月以降に新たな様式とすることとしており、再度、新様式

による提出を依頼させていただく予定ですので、文部科学省からの周知等に十分御留意下さ

い。 

なお、平成26年2月18日に改正したガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点
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を盛り込んでいるため、本チェックリストについても研究機関のホームページ等に掲載し、積極

的な情報発信を行っていただくようお願いいたします。 

 

4．革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業における公募の概要 

（1）公募の内容 

今回実施する公募の内容は以下のとおりです。 

①技術開発を行う「代表機関」（数機関） 

 1）概要 

世界初の次世代バイオ医薬品（ペプチド、核酸、次世代抗体等）の創出に係る革新的基盤

技術の確立を目的とした基盤技術開発を行う「代表機関」を数機関公募します。技術開発課

題Aでは「中核技術」の開発を行う「代表機関」を数機関公募します。技術開発課題Aの申請

に当たっては「中核技術」に付与する「要素技術」の開発も同時に申請することができます。

また、課題の推進上必要不可欠である場合に限り、「代表機関」以外に「要素技術」の開発を

分担する「分担機関」を加えて提案することができます。なお、審査の結果により、「代表機

関」や「分担機関」の提案の一部のみが採択される場合があります。技術開発課題Bでは「要

素技術」の開発を行う「代表機関」を数機関公募します。 

2）「中核技術」の例 

 ・細胞内に効率的に送達され、創薬標的を特異的に阻害・活性化する次世代バイオ医薬品

創出に係る技術 

 ・タンパク質-タンパク質間相互作用を特異的に阻害する次世代バイオ医薬品創出に係る技

術 

 ・その他次世代バイオ医薬品の中核となる革新的な技術 

3）「要素技術」の例 

 ・次世代バイオ医薬品の革新的高機能化に関する技術（経口・経皮投与技術、特定の組織

送達技術等） 

4) 要件 

・独創的であり知財の観点から見て価値及び優位性が明らかな研究テーマであること。 

・既に企業等との共同契約に基づいて行われている研究については、本事業との関係が明

確に仕分できる研究テーマであること。 

・世界初の次世代バイオ医薬品の技術開発に資する次世代バイオ医薬品（ペプチド、核酸、

次世代抗体等）の合成・生産技術を有すること。 

・次世代バイオ医薬品の評価系を有すること。 

②「事務局」（1 機関） 

1) 概要 

「運営統括会議」の業務を支援し、円滑な事業運営する目的で設置される「事務局」を 1 機
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関公募します。 

2) 内容 

 ・運営統括会議等の設置と運営の事務支援 

 ・知的財産戦略に関する業務（調査、導出支援等） 

 ・文部科学省との連絡調整 

 ・本事業全体の連絡調整 

 ・成果の管理に関する業務 

 ・シンポジウム等の開催 

 ・パンフレット、ウェブサイトの作成等の広報業務 

3) 要件 

 ・事業運営についての経験やノウハウ、本事業内の研究に関する基礎知識を有すること。 

 

（2）実施予定額等 

①実施予定額と採択予定数 

1)技術開発課題A 

技術開発課題Aの1課題あたりの経費の目安は1.0億円程度とします。ただし平成26年度に限り、

別途、設備備品費・業務実施費を「代表機関」の経費として0.3億円以内で申請可能とします（合

計1.3億円程度）。配分額は契約締結時に決定し、採用予定数は数課題（代表機関）とします。な

お、申請は「代表機関」が行いますが、課題の推進上必要不可欠である場合に限り、「分担機

関」を加えて提案することを可能とします。ただし、各「課題」における「分担機関」は1～3機関程

度とし、「分担機関」の経費は「代表機関」の経費の内数として、1機関あたり0.2億円以内で提案

することが求められます。 

2)技術開発課題B 

技術開発課題Bの1課題あたりの経費の目安は0.3億円程度とします。配分額は契約締結時に

決定し、採用予定数は数課題（代表機関）とします。 

3)事務局課題（「事務局」の業務） 

事務局課題の経費の目安は0.4億円程度とし、採用予定数は1課題とします。なお、申請は事

務局課題を申請する機関の長が行うこととします。 

②実施期間 

革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業の実施期間は原則として平成26年度から5年間

です。なお、「運営統括会議」は、毎年度、課題の進捗管理を厳密に行い、事業開始2年度目に

は、成果創出の観点から、課題の実施体制や進捗状況等について厳密に評価します。これら進

捗管理・評価等の状況を踏まえ、「運営統括会議」等の判断により、必要に応じ計画の見直し、

変更、中止、各課題の実施体制の変更等の事業の再編を求めることがあります。また、事業開始

3年度目に外部評価委員による中間評価が実施されます。中間評価の結果により、事業終了ま

でに企業等への技術移転を行う等の観点から、必要に応じ計画の見直し、変更、中止、各課題
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の実施体制の変更等の事業の再編を求めることがあります。 

（3）複数の「課題」申請に係る留意事項 

「課題」を申請する際に、「課題」の内容が異なる場合には1つの機関が複数の「課題」を申請

することができます。ただし同一の研究者を複数の「課題」の「代表機関課題管理者」又は「分担

機関課題管理者」に指名して申請することはできません。 

 

5．本事業の経費等  

 経費については下表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、一般管

理費で手当します。 

大項目・中項目一覧表 

大項目 中項目 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、文部科学省の指示

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中項目とすること。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

分した中項目を用いてもよい。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  

中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、（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
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雑役務費  

電子計算機諸費  

保険料  

光熱水料  

消費税相当額 

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 8％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。 

一般管理費  一般管理費は、間接経費を計上できない委託契約において、

委託業務を実施する上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。  

摘要欄等に記載する際は、一般管理費は「上記経費の○％」。  

一般管理費率は、委託先の規程、規程がない場合は直近 3 ヶ

年の財務諸表の一般管理費率と 10％を比較して、いずれか低

い方。 

※一般管理費の率は、1 契約期間中においては変動しない。 

 

6．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）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、提出された応募書類の内容について書面審査及び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。 

（ウ）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。 

（エ）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１

つとなります。 

（オ）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。 

（カ）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。 

（2）審査項目と観点（技術開発課題A及び技術開発課題Bについて） 

「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）達成目標について（様式２） 

①本事業の公募内容への適合性 
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  ・申請内容は公募内容に適合しているか。 

②目標の明確さ、妥当性、独創性 

   ・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。 

  ・設定目標に独創性が認められるか。 

③研究成果の社会還元への可能性 

  ・企業への技術移転等が見込めるか。 

（イ）実施計画について（様式２） 

①実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的・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。 

・ユーザーニーズを把握し、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（PDCAサイクルが機能するか。）。 

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。 

（ウ）実施体制について（様式２） 

①研究者の研究遂行能力・技術 

・研究推進に十分貢献できる研究者により研究組織が構成されているか。 

・これまでに受けた研究費に対する成果等の状況を踏まえ、今回の研究計画においても着

実な研究遂行が期待できるか。 

・研究者の研究業績にかんがみ、所期の成果をあげることが期待できるか。 

②分担機関の必要性（該当機関のみ） 

・提案する課題を推進するために分担機関は必要か。 

③代表機関と分担機関の役割分担の明確性・妥当性（該当機関のみ） 

・代表機関と分担機関の役割分担は明確か、また妥当であるか。 

（エ）知的財産について（様式２） 

①革新的な知的財産創出の可能性 

  ・これまで創出してきた知的財産から、今回の提案において、革新的な知的財産創出が期

待できるか。 

②知的財産の扱いについて 

  ・これまで創出してきた知的財産と、今回の提案において、創出が期待される知的財産との

関係が適切であるか。 

③知的財産戦略体制について 

  ・これまで構築してきた知的財産戦略体制から、今回の提案において、企業等への知的財

産の導出にあたり、有効な知的財産戦略体制の構築が期待できるか。 

（オ）人材育成の考え方について（様式２） 

① 人材育成の体制や仕組み 
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・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。 

・人材の雇用形態は若手研究者や女性研究者等に配慮したものとなっているか。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に整備され運用できるか。 

・若手研究者や女性研究者等の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に

整備され運用できるか。 

 

（3）審査項目と観点（事務局課題について） 

（ア）達成目標について（様式２） 

①本事業の公募内容への適合性 

  ・申請内容は公募内容に適合しているか。 

②目標の明確さ、妥当性、独創性 

   ・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。 

  ・設定目標に独創性が認められるか。 

（イ）実施計画について（様式２） 

①実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的・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。 

・ユーザーニーズを把握し、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（PDCAサイクルが機能するか。）。 

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。 

（ウ）実施体制について（様式２） 

①業務担当者の業務遂行能力・技術 

・業務推進に十分貢献できる業務担当者により組織が構成されているか。 

・業務担当者のこれまでの業績にかんがみ、所期の成果をあげることが期待できるか。 

（エ）知的財産について（様式２） 

①知的財産戦略体制について 

  ・これまで構築してきた知的財産戦略体制から、今回の提案において、企業等への知的財

産の導出にあたり、有効な知的財産戦略体制の構築が期待できるか。 

（オ）人材育成の考え方について（様式２） 

① 人材育成の体制や仕組み 
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・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。 

②人材の雇用形態 

・人材の雇用形態は適切か。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に整備され運用できるか。 

 

（4）スケジュール等 

  以下に今回実施する公募の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26年6月13日(金)～7月15日(火)正午 

提出期間  平成26年6月13日(金)～7月15日(火)正午必着 

公募説明会申込み 平成26年6月13日(金)～6月18日(水)正午 

公募説明会  平成26年6月19日(木)（事前申込みが必要です。） 

文部科学省庁舎内（予定） 

※ 開催時間及び公募説明会会場等の詳細は追って申込み者に御連絡し

ます。 

書面審査  平成26年7月中旬～下旬（予定） 

ヒアリング  平成26年8月11日(月)（予定） 

※ ヒアリング対象課題の代表課題管理者又は事務担当者に対して、ヒアリ

ング審査の1週間前を目途に御連絡します。また、ヒアリング対象課題数

の状況により、8月11日以降にヒアリング審査が実施される場合がありま

す。 

採択可否の通知 平成26年8月中旬～下旬（予定） 

 

（5）公募説明会について（参加申込み締め切り：6 月 18 日(水)正午） 

公募説明会では、革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業の全体像、「課題」に求める要件

等について文部科学省から御説明する予定です。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、公募説明会参加登録用アドレス（life@mext.go.jp）あてに送付してください。また、件

名には【バイオ医薬公募説明会】・所属機関名・代表者氏名・参加人数を記載してください。 

件名：【バイオ医薬公募説明会】・所属機関名・代表者氏名・参加人数 

***************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。 

************************************************************************* 
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（6）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。 

 

7．応募書類の作成・提出方法 

（1）応募書類の作成方法  

①応募に際しては、応募書類の様式を用い、漏れの無いようにし、日本語で応募書類を作成し

てください。技術開発を行う「課題」への応募は「技術開発課題A用」又は「技術開発課題B

用」の応募様式を用い、事務局課題への応募は「事務局用」の応募様式を用いてください。 

②応募書類の様式は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）科学技術プログラム推進部研究

振興事業グループのホームページ （http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh26-2.html）から

ダウンロードすることができます。 

③作成方法の詳細については、応募様式の「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20部（正本1部、副本19部） 

※両面印刷、各左肩をクリップ止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（電子メール） 

※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。 

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申請は代表機関の長が行うこととし、参加する全ての機関・組織の承認を受けた上で応募書

類を提出してください。また、分担機関を設定する場合には、応募様式の「別紙1-a．承諾書」

を併せて提出してください。なお、事務局の申請は「事務局課題」を申請する機関の長が行う

こととします。 

⑥「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
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施有無、又は該当の有無について記載してください。 

⑦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-b）に記入し、所属機関長による署名（自署に限る。

公印不要。）の上、郵送してください。ただし、各国立大学法人、各独立行政法人、大学共同

利用機関法人又は各地方公共団体の公的機関は提出の必要はありません。 

 

（3）提出方法 

①応募書類の提出は１課題１回で、印刷した紙媒体と電子媒体の両方が必要です。提出方法は

電子メール及び郵送等（送達の証拠が残るもの）に限ります。持参、FAX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。 

 

（4）提出締切り及び提出先 

①提出締切り 

平成26年7月15日（火）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 科学技術振興機構科学技術プログラム推進部 

研究振興事業グループ「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」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：藤巻、松永、佐々木、高橋） 

応募書類受付電子メールアドレス： itkoubo@jst.go.jp 

 ※ファイル名及び件名に、【応募書類】・所属機関名・代表者氏名を記載してください。 

 

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:03-6734-4367 

E-mail：life@mext.go.jp 

担当者：奥津、染谷、中川原 
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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） 

◎生命倫理、遺伝子組換え生物等の使用、動物実験等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・情報を用いて明らか

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

25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。

前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示していますので、適宜留意願います。 

 

（２） 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19年文部科学省・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ていますので、

適宜留意願います。 

 

（３） 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。） 

 

（４） 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。前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示していま

すので、適宜留意願います。 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm
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（５） 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

21 年文部科学省告示第 156 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ていますので、適宜留意願います。 

 

（６） 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

関連情報を掲示していますので、適宜留意願います。 

 

（７） 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。 

 

（８） 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。前述の文部科学省ホームペー

ジ等に関連情報を掲示していますので、適宜留意願います。 

 

（９） 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、厚生労働大臣に意見を求めることや文部科学大臣にその意

見の求めの写しを提出すること等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ていますので、適宜留意願います。 

 

（10） 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、「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
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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。前述の文部科学省ホームページ等に関

連情報を掲示していますので、適宜留意願います。 

 

（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） 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。 


