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Ⅰ．厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格
厚生労 働科学 研究費 補助 金（以 下「補 助金 」とい う。 ）は、 「厚生 労働 科学研 究の 振興
を促し 、もっ て、国 民の 保健医 療、福 祉、 生活衛 生、 労働安 全衛生 等に 関し、 行政 施策の
科学的 な推進 を確保 し、 技術水 準の向 上を 図るこ と」 を目的 とし、 独創 的又は 先駆 的な研
究や社 会的要 請の強 い諸 問題に 関する 研究 につい て競 争的な 研究環 境の 形成を 行い 、厚生
労働科 学研究 の振興 を一 層推進 する 観点か ら、毎 年度 厚生労 働省ホ ーム ページ 等を 通じて 、
研究課 題の募 集を行 って います 。
応募さ れた研 究課題 は、 事前評 価委員 会に おいて 「専 門的･学術的 観点」 や「 行政的 観
点」等 からの 総合的 な評 価を経 たのち に採 択研究 課題 が決定 され、 その 結果に 基づ き補助
金が交 付され ます。
なお、 この補 助金は 、「 補助金 等に係 る予 算の執 行の 適正化 に関す る法 律（昭 和３ ０年
法律第 １７９ 号）」 （以 下「補 助金適 正化 法」と いう 。）等 の適用 を受 けます 。補 助金の
目的外 使用な どの違 反行 為を行 った者 に対 しては 、補 助金の 交付決 定取 消し、 返還 等の処
分が行 われま すので 十分 留意し てくだ さい 。

Ⅰ

本公募 の対象 研究事 業
行 政施策 研究分 野
（公募 課題 なし）

Ⅱ

疾 病・障 害対策 研究 分野
１．女 性の健 康の包 括的 支援政 策研究 事業
２．障 害者政 策総合 研究 事業
３．新 興・再 興感染 症及 び予防 接種政 策推 進研究 事業

Ⅲ

健 康安全 確保総 合研 究分野
１．地 域医療 基盤開 発推 進研究 事業
２．労 働安全 衛生総 合研 究事業
３．医 薬品・ 医療機 器等 レギュ ラトリ ーサ イエン ス政 策研究 事業

※

こ の公募 は、本 来平 成 28 年度予 算が成 立し た後に 行う べきも のです が、 できる だけ早
く補助 金を交 付する ため に、予 算成立 前に 行うこ とと してい るもの です 。この ため 予算
の成立 状況に よって は、 新規採 択予定 課題 数を下 回る 場合等 があり ます ことに 留意 して
くださ い。
な お 、 平 成 27 年 度 ま で に 採 択 さ れ た 研 究 課 題 と 同 一 内 容 の 研 究 は 採 択 の 対 象
となりません。

1

＜ 注 意事 項 ＞
１

公募 期 間は 、平 成 28 年 ○月 ○ 日（ ○） か ら平 成 28 年 ○月 ○日 （ ○） 午後
５ 時 30 分 （ 厳守 ）で す 。

２

厚生 労 働科 学研 究 費補 助金 に おい て は、 府省 共 通研 究開 発 管理 シス テ ム
（ 以 下「 e-Rad」 とい う 。） （ http://www.e-rad.go.jp/） を用 い ての オン
ラ イ ンで の み公 募を 行 って いま す （申 請 時に 申請 書 の書 面提 出 は、 原則 求
め ま せん 。 ）（ 詳細 は 12 ペ ージ 、 ケ． 府省 共 通研 究開 発 管理 シス テ ムに
つ い てを 参 照）
な お 、e-Rad か ら 応募 を行 う 場合 は、 研 究機 関及 び 研究 者 が、 e-Rad に
登 録 され て いる こと が 必要 とな り ます 。 登録 手続 き には 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 をす る よう 、十 分
注 意 して く ださ い。

３

補助 金 の応 募に 当 たっ ては 、 ｢Ⅵ.各 公募 研究 課 題の 概要 等 ｣の「 １． 研 究
事 業 の方 向 性」 及び 「 公募 研究 課 題」 の 記載 内容 を よく 確認 し 、応 募を 行
う 研 究内 容 が行 政の ニ ーズ を満 た す成 果 を示 せる も ので ある か どう かを 十
分 検 討の 上 、研 究計 画 書に おい て どの よ うな 成果 を 示せ るの か 記載 して く
だ さ い。
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Ⅱ．応募に関する諸条件等
（１ ）応募 資格者
１）次 のア及 びイ に該当 する者 （以 下「研 究代 表者」 という 。）
ア． （ア） から （キ） に掲げ る国 内の試 験研 究機関 等（別 に定 めるガ イド ライン に
基づき 、厚生 労働科 学研 究費補 助金の 配分 を受け るこ とが不 適切な もの として 厚
生労働 大臣が 指定す る研 究機関 等を除 く） に所属 する 研究者
（ア ）厚生 労働 省の施 設等機 関（ 当該研 究者 が教育 職、研 究職 、医療 職（ ※１） 、
福祉職 （※１ ）、指 定職 （※１ ）又は 任期 付研究 員（ ※２） である 場合 に限
る。）
（イ ）地方 公共 団体の 附属試 験研 究機関
（ウ ）学校 教育 法に基 づく大 学及 び同附 属試 験研究 機関
（エ ）民間 の研 究所（ 民間企 業の 研究部 門を 含む。 ）
（オ ）研究 を主 な事業 目的と して いる特 例民 法法人 並びに 一般 社団法 人、 一般財 団
法人、 公益社 団法人 及び 公益財 団法人 （以 下「特 例民 法法人 等」と いう 。）
（カ ）研究 を主 な事業 目的と する 独立行 政法 人通則 法(平 成 11 年法律 第 103 号)第
２条の 規定に 基づき 設立 された 独立行 政法 人及び 特定 独立行 政法人
（キ ）その 他厚 生労働 大臣が 適当 と認め るも の
※１

病 院又は研 究を行う 機関に所 属する者 に限る。

※２

任 期付研究 員の場合 、当該研 究事業予 定期間内 に任期満 了に伴う 退職等に よりそ の責務
を 果たせな くなるこ とがない 場合に限 る（研究 分担者を 除く。） 。

イ． 研究計 画の 組織を 代表し 、研 究計画 の遂 行（研 究成果 の取 りまと め、 補助金 の
適正な 執行を 含む。 ）に 係る全 ての責 任を 負う者 であ って、 外国出 張そ の他の 理
由によ り長期 にわた りそ の責務 を果た せな くなる こと 又は定 年等に より 退職し 試
験研究 機関等 を離れ るこ と等の 見込み がな い者
※

厚生労 働省本省 の職員と して補助 金の配分 先の選定 に関わっ ていた期 間から１ 年を経な
い 者 は 、当 該 者が 配 分に 関 わ った 研 究事 業 につ い て、 補 助金 の 応募 は でき な い もの と する。
な お、「補 助金の配 分先の選 定に関わ っていた 」者は、 以下の者 とする。
・技術 総括審議 官、厚生 科学課長 及び研究 企画官
・補助 金の各研 究事業の 評価委員 会委員を 務めた厚 生労働省 本省の職 員

２）次 のア又 はイ に該当 する法 人（ 別に定 める ガイド ライン に基 づき、 厚生 労働科 学
研究費 補助金 の配分 を受 けるこ とが不 適切 なもの とし て厚生 労働大 臣が 指定す る
法人を 除く。 ）
ア．研 究又は 研究に 関す る助成 を主な 事業 とする 特例 民法法 人等及 び都 道府県
※ 特例民法 法人等及 び都道府 県が応募 する場合 にあって は、研究 代表者と して当該 法人に
所 属する研 究者を登 録するこ と。

イ．そ の他厚 生労働 大臣 が適当 と認め るも の
（２ ）研究 組織及 び研 究期間 等
ア． 研究組 織
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研究代 表者が 当該研 究を 複数の 者と共 同で 実施す る場 合の組 織は、 次に
掲げる 者によ り構成 され るもの とする 。
（ ア）研 究代 表者
研究計 画の遂 行にす べて の責任 を負わ ねば ならな い。
（ イ）研 究分 担者（ （１） １） アに該 当し 、かつ １）イ ※書 きに該 当し ない者 に
限る。 ）
研究代 表者と 研究項 目を 分担し て研究 を実 施し、 分担 した研 究項目 につ
いて実 績報告 書を作 成す る必要 がある 。
また、 分担し た研究 項目 の遂行 に必要 な経 費の配 分を 受けた 場合、 その
適正な 執行に 責任を 負わ ねばな らない 。
（ ウ）研 究協 力者
研究代 表者の 研究計 画の 遂行に 協力す る。 なお、 研究 に必要 な経費 の
配分を 受ける ことは でき ない。 また、 研究 協力者 は実 績報告 書を作 成す
る必要 はない 。
イ． 研究期 間
厚生労 働科学 研究費 補助 金取扱 規程（ 平成 10 年 厚生省 告示 第 130 号）第
９条第 １項の 規定に 基づ く交付 基準額 等の 決定通 知が なされ た日以 後で あ
って実 際に研 究を開 始す る日（ 当該研 究を 実施す る年 度の４ 月１日 以降 ）
から当 該年度 の実際 に研 究が終 了する 日ま でとし ます 。
ウ． 所属機 関の 長の承 諾
研究 代表 者及び 研究分 担者 （以下 「研 究代表 者等」 とい う。） は、 当該研
究に応 募する ことに つい て所属 機関の 長の 承認を 得て くださ い。な お、 当
該研究 の実施 に係る 承諾 書は補 助金を 申請 する時 に提 出して いただ くこ と
となり ます。
（３） 対象経 費
ア． 申請で きる 研究経 費
研究計 画の遂 行に必 要な 経費及 び研究 成果 の取り まと めに必 要な経 費。
な お 、 経 費 の 算 出 に 当 た っ て は 、 「 Ⅶ .補 助 対 象 経 費 の 費 目 の 内 容 及 び 単 価」
を参考 にして くださ い。
直接経費
物品費
設備備品費
消耗品費
人件費
謝金

人件費・謝金
旅費
その他
間接経費

イ．直 接経費 として 申請 できな い経費 につ いて
補助金 は、当 該研究 計画 を遂行 する上 で必 要な一 定の 研究組 織、研 究用 施設
及び設 備等の 基盤的 研究 条件が 最低限 確保 されて いる 研究機 関の研 究者 又は特
例民法 法人等 を対象 とし ている ため、 次の ような 経費 は申請 するこ とは できま
せんの で留意 してく ださ い。
（ア） 建物等 施設に 関す る経費
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ただし 、補助 金によ り購 入した 設備備 品等 の物品 を導 入する ことに より
必要と なる据 え付け 費及 び調整 費を除 く。
<例> 建 物の建 築、 購入及 び改 修等並 びに土 地の 購入等
（イ） 研究機 関で通 常備 えるべ き設備 備品 等の物 品（ その性 質上、 原形 のまま 比
較的長 期の反 復使用 に耐 えうる ものに 限る 。）の うち 、研究 事業の 目的 遂
行に必 要と認 められ ない ものを 購入す るた めの経 費
（ウ） 研究実 施中に 発生 した事 故・災 害の 処理の ため の経費
※

被 験者に健 康被害が 生じ補償 を要する 場合に当 該補償を 行うた めに必要 な保険
（ 当該研究 計画に位 置づけら れたもの に限る。 ）の保険 料を除く 。

（エ） その他 この補 助金 による 研究に 関連 性のな い経 費。
<例 >
・会議後の懇親会における飲食代等の経費
・預金口座の開設を目的として金融機関に預け入れた経費
・回数券及びプリペイドカードの類（謝品として購入する場合を
除く。）
ウ． 外国旅 費に ついて
研究代 表者等 が当該 研究 上必要 な情報 交換 、現地 調査 、専門 家会議 等へ の
参加又 は研究 者の招 聘等 を行う 場合に 、１ 行程に つき 最長２ 週間（ ※） の期
間に限 り、補 助対象 とな ってい ます。
※

天災そ の他事故 によりや むを得ず １行程が ２週間の 期間を超 えた場合 には、厚

生 労働大臣 が認めた 最小行程 を補助対 象とする 場合があ る。

エ． 国内学 会及 び国際 学会参 加旅 費につ いて
研究代 表者等 が、当 該研 究の推 進に資 する 情報収 集、 意見交 換又は 研究 成
果の発 表等を 行う場 合に 限り、 支給す るこ とがで きま す。
オ． 機械器 具等 につい て
価 格が 50 万円 以上の 機械 器具等 につ いては 、賃借 が可 能な場 合は 原則と し
て賃借 による ことと され ており ます。 ただ し、賃 借が 可能で ない場 合、 又は
購入し た場合 と研究 期間 内で賃 借をし た場 合とを 比較 して、 購入し た場 合の
方が安 価な場 合等は 、購 入して 差し支 えあ りませ ん。
※

補助金 で取得し た財産（ 機械器具 等）につ いては「 厚生労働 科学研究 補助金等 によ
り 取 得 し た 財 産 の 取 扱 い に つ い て 」 （ 平 成 14 年 ６ 月 28 日 厚 科 第 0628003 号 厚 生 科
学 課長決定 ）により 取り扱っ てくださ い。

カ．人 件費に ついて
研究代 表者等 の研究 計画 の遂行 に必要 な 研 究 協 力 、 実 験 補 助 、 集 計 、
資料整理又は経理事務等を行う者の雇用に要する給与、賃金、賞与、
保険料、各種手当等（研究機関が、当該研究機関の給与規程等に基
づき雇用する場合に限る。）及び労働者派遣業者等への支払いに要
す る 経 費 に つい ては、 補助 金から 支出 するこ とがで きま す。
なお、 直接経 費から 支出 する場 合、研 究機 関が雇 用す るため に必要 とな る
経費は 、研究 代表者 等か ら所属 する研 究機 関に納 入し てくだ さい。
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キ． 間接経 費に ついて
間接経 費は、 補助金 を効 果的・ 効率的 に活 用でき るよ う、研 究の実 施に 伴い
研究機 関にお いて必 要と なる管 理等に 係る 経費を 、直 接経費 に上積 みし て措置
するも のであ り、補 助金 を受給 する研 究代 表者の 研究 環境の 改善や 研究 機関全
体の機 能の向 上に資 する ことを 目的と して います 。
平成 28 年度に 新規 採択さ れる 課題に 係る間 接経 費は、 直接 経費の 額を問 わ
ず、30％を限 度に希 望す ること ができ ます 。なお 、研 究代表 者が国 立試 験研究
機関（ ※１） 及び国 立更 生援護 機関（ ※２ ）に所 属す る場合 には支 給の 対象外
となり ます。
※１

国立 試験研究 機関とは 、国立医 薬品食品 衛生研究 所、国立 社会保障 ・人口問 題研究
所 、国立感 染症研究 所及び国 立保健医 療科学院 をいう。

※２

国立 更生援護 機関とは 国立障害 者リハビ リテーシ ョンセン ター及び 児童自立 支援施
設 をいう。

（ ４）応 募に当 たっ ての留 意事項
ア． 補助金 の管 理及び 経理に つい て
（ア） 関係法 令及び 関係 規程の 遵守に つい て
研究代 表者及 び経費 の配 分を受 ける研 究分 担者に おい ては、 補助金 適正 化
法等の 関係法 令、及 び「 厚生労 働科学 研究 費補助 金取 扱規程 （平 成 10 年 厚
生省告 示第 130 号） 」等 の補助 金の取 扱い に係る 関係 規程（ 注）を 十分 に理
解・遵 守し、 補助事 業を 行って くださ い。
これら の法令 等に違 反し て研究 事業を 実施 した場 合は 、採択 の取消 し又 は
補助金 の交付 決定を 取消 し、返 還等の 処分 を行う こと があり ます。 また 、下
記イの とおり 、一定 期間 、不正 経理等 を行 った研 究者 （不正 経理等 を共 謀し
た者を 含む。 ）に対 して 補助金 を交付 しな いこと があ ります （当該 期間 は研
究分担 者とな ること もで きませ ん。） 。
（ 注）厚生 労働科学 研究費補 助金に係 る関係規 程につい ては、下 記ページ の「研究
費 の取扱い について 」の項を 参照して ください 。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/in
dex.html

（イ） 所属機 関の長 への 事務委 任につ いて
補助金 の管理 及び経 理の 透明化 並びに 適正 化を図 ると ともに 、研究 代表 者
及び経 費の配 分を受 ける 研究分 担者の 直接 経費の 管理 及び経 理事務 に係 る負
担の軽 減を図 る観点 から 、補助 金の管 理及 び経理 事務 は、研 究代表 者等 の所
属機関 の長に 必ず委 任し てくだ さい。
なお、 この場 合であ って も、補 助金の 使途 や支出 時期 等に関 する実 質的 な
判断は 研究者 が主導 して 行われ るもの であ り、当 然な がら研 究代表 者及 び研
究分担 者にお いても 、補 助金を 扱う者 とし て、自 らが 上記（ ア）の 関係 法令
及び関 係規程 を十 分に 理解す ると ともに 、所 属機関 の長 との適 切な 連携 の下、
補助金 の適正 な執行 に留 意する ことが 求め られま す。
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（ ウ）所 属研 究機関 に対す る研 究費の 管理 体制に 関する 調査 への協 力に ついて
研究費 の不正 な使用 は、 それを 起こし た職 員が所 属す る研究 機関に とっ て
重大な 問題で あるば かり ではな く、研 究活 動を支 える 国民へ の信頼 を揺 るが
す問題 である ことか ら、 厚生労 働省で 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 ３月 31 日厚 生労 働省
大臣官 房厚生 科学課 長決 定）を 策定し 、研 究機関 に対 する指 導を行 うた めの
体制の 構築を 進めて いま す。研 究代 表者及 び経費 の配 分を受 ける研 究分 担者、
並びに 所属機 関にお かれ まして は、厚 生労 働省の 要請 に応じ て研究 費の 管理
体制に 関する 調査に ご協 力を頂 きます 。
イ． 不正経 理等 及び研 究不正 への 対応に つい て
（ ア）不 正経 理等に 伴う補 助金 の交付 の制 限につ いて
研究者 が補助 金の 不正経 理又は 不正 受給（ 偽り その他 不正の 手段 により 補
助金を 受給す ること をい う。） （以下 「不 正経理 等」 という 。）に より 、平
成 16 年 度以降 、補 助金適 正化 法第 17 条第 １項の 規定 に基づ き、補 助金 の交
付決定 の全部 又は一 部を 取り消 された 場合 につい ては 、次に 掲げる 場合 に応
じ、そ れぞれ 一定期 間、 当該研 究者（ 不正 経理等 を共 謀した 者を含 む。 ）は
補助金 の交付 の対象 外と なり、 研究分 担者 となる こと もでき ません 。
ま た、 他の競 争的研 究資 金等に おい て不正 経理等 を行 った場 合（ 不正経 理
等を共 謀した 場合を 含む 。）も 上記 に準じ 、次に 掲げ るとお り取り 扱い ます。
○補助 金にお いて不 正経 理等を 行った 場合
① 不 正経理 により 、補 助金適 正化法 に基 づき、 交付 決定の 全部又 は一 部を
取り消 された 場合
ａ．自 らが不 正経理 に直 接関与 した場 合
(a) 個 人の経 済的利 益を 得るた めに補 助金 を使用 した 場合
→ 補 助金の 返還が 命じ られた 年度の 翌年 度以降 10 年 間
(b) (a)以外の 場合
→ 補 助金の 返還が 命じ られた 年度の 翌年 度以降 １年 以上５ 年以
内の間 で当該 不正経 理の 内容等 を勘案 して 相当と 認め られる
期間
ｂ．自 らは不 正経理 に直 接関与 してい ない ものの 、補 助金を 管理す る責 任
者とし ての義 務に違 反し たと認 められ る場 合
→ 補 助金の 返還が 命じ られた 年度の 翌年 度以降 １年 間又は ２年
間（自 らが不 正経理 に直 接関与 した者 に対 して適 用す る補助
金 を 交付 し な い 期 間の 半 分 の 期 間（ た だ し 、 上 限は ２ 年 と し、
１年に 満たな い期間 は切 り捨て る。） とす る。）
（注） 上記に 関わら ず、 平成 25 年３ 月 29 日より 前に 不正経 理を行 った 者に
ついて は以下 のとお りと する（ ただし 、上 記を適 用す ること とした 場
合に算 定され る補助 金を 交付し ない期 間の 方が短 い場 合は、 この限 り
ではな い。ま た、以 下の ａ及び ｂのい ずれ の場合 につ いても 、自ら は
不正経 理に直 接関与 して いない 者に対 して は適用 しな い。） 。
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ａ．他 の用途 へ補助 金を 使用し た場合
→ 補 助金の 返還 が命じ られ た年度 の翌年 度以 降２年 以上 ５
年以内 の間で 当該他 の用 途への 使用の 内容 等を勘 案し て相
当と認 められ る期間
ｂ．ａ 以外の 場合
→ 補 助金の 返還が 命じ られた 年度の 翌年 度及び 翌々 年度
②

不 正受給 を行っ た場 合
→ 補助 金の 返還が 命じ られた 年度の 翌年 度以降 ５年 間

○他の 競争 的研究 資金等 にお いて不 正経 理等を 行った 場合
・平 成 16 年度 以降に 他の競 争的 研究資 金等 におい て不正 経理 等を行 い、補
助金適 正化法 に基づ き当 該競争 的研究 資金 等の交 付の 制限を 受けた 場合
→ 当 該競争 的研究 資金 等の交 付の制 限を 受けた 期間 と同一 期間
（注） ここで いう「 競争 的研究 資金等 」と は、「 厚生 労働科 学研究 費補 助金
取扱規 程第３ 条第９ 項の 規定に よる特 定給 付金及 び補 助金を 交付し な
いこと とする 期間の 取扱 いにつ いて」 （平 成 18 年３月 31 日 厚科第
0331002 号 厚 生 科 学 課 長 決 定 ） で い う 、 特 定 給 付 金 の こ と を 指 し ま す 。
なお、 不正経 理等を 行っ た研究 者及び それ らに共 謀し た研究 者に関 する 情
報につ いては 、「競 争的 資金の 適正な 執行 に関す る指 針」（ 平成 17 年９ 月９
日競争 的研究 資金に 関す る関係 府省連 絡会 申し合 わせ 。平成 24 年 10 月 17 日
最終改 正）に 基づき 、他 府省を 含む他 の競 争的研 究資 金担当 課（独 立行 政法
人であ る配分 機関を 含む 。以下 同じ。 ）に 当該不 正経 理等の 概要（ 不正 経理
等をし た研究 者名、 競争 的研究 資金名 、所 属機関 、研 究課題 、交付 （予 定）
額、研 究年度 、不正 の内 容等） の提供 を行 います 。そ の結果 、他の 競争 的研
究資金 担当課 が、そ の所 管する 競争的 研究 資金に つい て、当 該研究 者へ の交
付を制 限する 場合が あり ます。
また、 不正経 理等が 行わ れた事 案につ いて は、そ の悪 質性に 関わら ず原 則
として すべて の事案 につ いて、 その概 要（ 不正経 理等 を行っ た研究 者の 氏名
を含む 場合が ありま す。 ）を公 表しま す。
※

不正経 理等につ 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 ）」に基 づき、研 究機関に おける補 助金の管 理及び経 理に関す る体制及
び 監査につ いて報告 を求める こととし ています 。補助金 の管理・ 監査体制 に明らか
な 問題があ ることが 判明した 場合は、 問題が是 正される まで、補 助金支給 の見合せ
等 の対応を とること になりま すので、 ご留意く ださい。

（参 考）
「競争 的資金 の適正 な執 行に関 する指 針」
（http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf）
「 公 的研 究 費 の 不 正使 用 等 の 防 止に 関 す る 取 組に つ い て （ 共 通的 な 指 針 ）」
（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf）
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（イ） 研究上 の不正 につ いて
科 学技 術の研 究は 、事実 に基づ く研 究成果 の積 み重ね の上に 成り 立つ
壮大な 創造活 動であ り、 この真 理の世 界に 偽りを 持ち 込む研 究上の 不正
は、科 学技術 及びこ れに 関わる 者に対 する 信頼性 を傷 つける ととも に、
研究活 動の停 滞をも たら すなど 、科学 技術 の発展 に重 大な悪 影響を 及ぼ
すもの です。 そのた め研 究者は 、所属 する 機関の 定め る倫理 綱領・ 行動
指針、 日本学 術会議 の示 す科学 者の行 動規 範等を 遵守 し、高 い倫理 性を
持って 研究に 臨むこ とが 求めら れます 。
このた め、補 助金に おい ては、 研究上 の不 正を防 止し 、それ らへの 対
応を明 示する ために 、総 合科学 技術・ イノ ベーシ ョン 会議か らの意 見具
申「研 究不正 行為へ の実 効性の ある対 応に 向けて 」（ 平成 26 年９ 月 19
日）を 踏まえ 、「厚 生労 働分野 の研究 活動 におけ る不 正行為 への対 応等
に関す るガイ ドライ ン（ 平成 27 年１ 年 16 日厚生 科学 課長決 定）」 を策
定しま した。 研究活 動の 不正行 為に対 して は、上 記ガ イドラ インに 基づ
き、補 助金の 打ち切 り及 び返還 、一定 期間 交付の 対象 外とす る、申 請の
不採択 、不正 の内容 （不 正を行 った研 究者 の氏名 を含 む。） 及び措 置の
公表、 他府省 への情 報提 供等の 対応を 行い ます。
※

不正経 理等及び 研究上の 不正の告 発につい て、補助 金の不正 経理等や 研究上の
不 正行為が ありまし たら、ま ずは不正 が行われ た研究活 動に係る 競争的資 金の
配 分を受け ている機 関（大学 、公的研 究機関等 ）にご相 談くださ い。これ らの
機 関でのご 相談が困 難な場合 には、「 Ⅲ．照会 先一覧」 に記載さ れている 連絡
先 にご相談 ください 。なお、 詳細は、 「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）」及 び「厚生 労働分野 の研究活 動におけ る不
正 行為への 対応等に 関するガ イドライ ン」をご 参照くだ さい。

※

不正経 理等及び 研究上の 不正に係 る上記の 取扱いに ついては 、「競争 的資金の
適 正 な 執 行 に 関 す る 指 針 」 （ 平 成 17 年 ９ 月 ９ 日 競 争 的 研 究 資 金 に 関 す る 関 係
府 省連絡会 申し合わ せ）の改 正等の動 向を踏ま え、適宜 見直しを 行うこと があ
り ま す 。 そ の 場 合 は 、 「 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 取 扱 規 程 」 （ 平 成 10 年 ４
月 ９ 日 厚 生 省 告 示 第 130 号 ） 等 の 関 係 規 程 を 改 正 し た 上 で 公 表 し ま す の で 、 ご
留 意くださ い。

（ウ） 不正経 理等及 び研 究不正 に伴う 研究 機関の 責任 につい て
不正経 理に関 し、研 究機 関の体 制整備 等の 状況に 不備 がある 場合や 告
発等に 係る報 告書の 提出 に遅延 が認め られ る場合 には 、「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）」 に基づ き、
研究者 だけで なく、 研究 機関に 対して も間 接経費 の削 減等の 措置を 講じ
ること として います 。ま た、研 究上の 不正 につい ても 、「厚 生労働 分野
の研究 活動に おける 不正 行為へ の対応 等に 関する ガイ ドライ ン」に 基づ
き同様 の対応 を行い ます 。
ウ． 利益相 反（Conflict of Interest : ＣＯ Ｉ） の管理 につい て
厚生労 働科学 研究の 公正 性、信 頼性を 確保 するた め、 「厚生 労働科 学研 究
におけ る利益 相反（ Conflict of Interest : Ｃ ＯＩ） の管 理に関 する指 針」
（平成 20 年３ 月 31 日付 科発第 0331001 号 厚生労 働省 大臣官 房厚生 科学 課長
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決定） 及び「 厚生労 働科 学研究 費にお ける 倫理審 査及 び利益 相反の 管理 状況
に関す る報告 につい て」 （平成 26 年 ４月 14 日付 科発 0414 第５号 厚生労 働省
大臣官 房厚生 科学課 長決 定）に 基づき 、所 属機関 の長 は、第 三者を 含む 利益
相反委 員会（ ＣＯＩ 委員 会）の 設置等 を行 い、厚 生労 働科学 研究に 関わ る研
究者の 利益相 反につ いて 、透明 性を確 保し 、研究 成果 の公平 性・科 学的 な客
観性に 疑念が 生じな いよ う適切 に管理 する 必要が あり ます。
平成 22 年度以 降の 厚生労 働科 学研究 費補助 金の 交付申 請書 提出前 にＣＯ Ｉ
委員会 が設置 されず 、あ るいは 外部の ＣＯ Ｉ委員 会へ の委託 がなさ れて いな
い場合 には、 原則と して 、厚生 労働科 学研 究費補 助金 の交付 を受け るこ とは
できま せん。
また、 当該指 針に違 反し て研究 事業を 実施 した場 合は 、採択 の取消 し又 は
補助金 の交付 決定取 消し 、返還 等の処 分を 行うこ とが あるほ か、一 定期 間当
該研究 者に対 して補 助金 を交付 しない こと があり ます （当該 期間は 研究 分担
者とな ること もでき ませ ん。） 。
エ．経 費の混 同使用 につ いて
次の場 合を除 き、他 の経 費（研 究機関 の経 常的経 費又 は他の 補助金 等） に
補助金 を加算 して、 １個 又は１ 組の物 品を 購入し たり 、印刷 物を発 注し たり
するこ とはで きませ ん。
○補助 事業に 係る用 務と 他の用 務とを 合わ せて１ 回の 出張を する場 合に おけ
る旅費 につい て、他 の経 費との 使用区 分を 明らか にし た上で 本補助 金を 使用
する場 合
○補助 事業に 係る用 務と 他の用 務とを 合わ せて１ 個の 消耗品 等を購 入す る場
合にお ける消 耗品費 につ いて、 他の経 費と の使用 区分 を明ら かにし た上 で本
補助金 を使用 する場 合
オ．研 究計画 策定等 に当 たって の研究 倫理 に関す る留 意点に ついて
法律、 各府省 が定め る以 下の省 令・倫 理指 針等を 遵守 してく ださい 。こ れら
の法律 ・省令 ・指針 等の 遵守状 況につ いて 調査を 行う ことが ありま すの で、予
めご了 解くだ さい。 また 、これ らの法 令等 に違反 して 研究事 業を実 施し た場合
は、採 択の取 消し又 は補 助金の 交付決 定取 消し、 返還 等の処 分を行 うこ とがあ
るほか 、一定 期間当 該研 究者に 対して 補助 金を交 付し ないこ とがあ りま す（当
該期間 は研究 分担者 とな ること もでき ませ ん。） 。
○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)
○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）
○遺伝 子組換 え生物 等の 使用等 の規制 によ る生物 多様 性の確 保に関 する 法律
（平成 15 年法 律第 97 号 ）
○再生 医療等 の安全 性の 確保等 に関す る法 律（平 成 25 年法 律第 85 号）
○特定 胚の取 扱いに 関す る指針 （平 成 13 年 文部 科学省 告示 第 173 号）
○ヒト ＥＳ細 胞の樹 立に 関する 指針（ 平成 26 年 文部科 学省 ・厚生 労働省 告
示第２ 号）
○ヒト ＥＳ細 胞の分 配及 び使用 に関す る指 針（平 成 26 年文 部科学 省告示 第
174 号）
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○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 ）
○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）
○医 薬品 の 臨床 試 験の 実施 の 基準 に 関す る省 令 （平 成 ９年 厚生 省 令第 28 号）
○医療 機器の 臨床試 験の 実施の 基準に 関す る省令 （平 成 17 年厚生 労働省 令
第 36 号 ）
○再生 医療等 製品の 臨床 試験の 実施の 基準 に関す る省 令（平 成 26 年厚生 労
働省第 89 号）
○手術 等で摘 出され たヒ ト組織 を用い た研 究開発 の在 り方に ついて （平 成 10
年厚生 科学審 議会答 申）
○人を 対象と する医 学系 研究に 関する 倫理 指針（ 平成 26 年 文部科 学省・ 厚
生労働 省告示 第３号 平 成 27 年 4 月 1 日施 行）
○遺伝 子治療 等臨床 研究 に関す る指針 （平 成 27 年厚生 労働 省告示 第 344 号）
○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）
○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 ）、厚 生労 働省の 所管す る実 施機関 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 付厚生 労働 省大臣 官房厚
生科学 課長通 知）又 は農 林水産 省の所 管す る研究 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 付農林 水産 省農林 水産技
術会議 事務局 長通知 ）
カ．研 究倫理 教育の 受講 等につ いて
厚生労 働科学 研究費 補助 金の配 分によ り行 われる 研究 活動に 参画す る研 究代
表者、 研究分 担者は 、平 成 28 年度厚 生労働 科学 研究費 補助 金の新 規研究 課題
の交付 申請前 までに 、研 究倫理 教育に 関し 、以下 の点 をあら かじめ 行っ ておく
ことが 必要で す。
【研究 代表者 が行う べき こと】
・交付 申請前 までに 、自 ら研究 倫理教 育に 関する 教材 （科学 の健全 な発 展の
ために －誠実 な科学 者の 心得－ 日本学 術振 興会「 科学 の健全 な発展 のた め
に」編 集委員 会、CITI Japan e－ラー ニン グプロ グラ ム等） の通読 ・履 修
をする こと、 または 、「 厚生労 働分野 の研 究活動 にお ける不 正行為 への 対
応等に 関する ガイド ライ ン」（ 平成 27 年１ 月 16 日 厚 生科 学課長 決定）
を踏ま え研究 機関が 実施 する研 究倫理 教育 の受講 をす ること
・研究 分担者 から、 交付 申請前 までに 、研 究分担 者が 研究倫 理教育 の受 講等
を行っ たこと を確認 する こと
【研究 分担者 が行う べき こと】
・自ら 研究倫 理教育 に関 する教 材（科 学の 健全な 発展 のため に－誠 実な 科学
者の心 得－日 本学術 振興 会「科 学の健 全な 発展の ため に」編 集委員 会、
CITI Japan e－ラー ニン グプロ グラム 等） の通読 ・履 修をす ること 、ま た
は、「 厚生労 働分野 の研 究活動 におけ る不 正行為 への 対応等 に関す るガ イ
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ドライ ン」（ 平成 27 年１ 月 16 日 厚 生科学 課長 決定） を踏 まえ、 研究機
関が実 施する 研究倫 理教 育の受 講をす るこ と
・研究 代表者 が交付 申請 を行う までに 、研 究倫理 教育 の受講 等後に 受講 等を
した旨 を研究 代表者 に報 告する こと
※研究 代表者 及び研 究分 担者が 研究倫 理教 育の受 講等 をして いるこ とに つい
て、交 付申請 時に確 認を します 。
キ．臨 床研究 登録制 度へ の登録 につい て
介入を 行う臨 床研究 であ って侵 襲性を 有す るもの を実 施する 場合に は、 人を
対象と する医 学系研 究に 関する 倫理指 針（ 平成 26 年文 部科 学省・ 厚生労 働省
告示第 ３号 平成 27 年 4 月 1 日施行 ）等に 基づ き、当 該臨 床研究 を開始 する
までに 以下の 三つの うち いずれ かの臨 床研 究登録 シス テムに 登録を 行っ てくだ
さい。 また、 事業実 績報 告書の 提出時 に、 登録の 有無 を記載 した報 告書 （様式
自由） の添付 が必要 です 。なお 、登録 され た内容 が、 実施し ている 研究 の内容
と齟齬 がない かどう かに ついて 調査を 行う ことが あり ますの であら かじ めご了
解くだ さい。
○大学 病院医 療情報 ネッ トワー ク（UMIN） 「臨床 試験 登録シ ステム 」
http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
○（一 財）日 本医薬 情報 センタ ー（JAPIC） 「臨 床試験 情報 」
http://www.clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp
○（公 社）日 本医師 会治 験促進 センタ ー「 臨床試 験登 録シス テム」
https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/ctrialr/
ク．補 助金の 応募に 当た っての 留意点 につ いて
補助金 の応募 に当た って は、｢Ⅶ.各公 募研 究課題 の概 要等｣の＜研 究事業
の方向 性＞及 び＜公 募研 究課題 ＞の記 載内 容をよ く確 認し、 応募を 行う 研究
内容が 行政の ニーズ を満 たす成 果を示 せる もので ある かどう かを十 分検 討の
上、研 究計画 書にお いて どのよ うな成 果を 示せる のか 記載し てくだ さい 。
ケ． 府省共 通研 究開発 管理シ ステ ムにつ いて
厚生 労働科 学研 究費補 助金に おい ては、 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 をオン ライ ン化し た府 省共通 研究開 発管 理シ
ステム （以下 「e-Rad」と いう 。）を 用いて 公募 を行い ます 。（申 請時に 申
請書の 書面提 出は求 めま せん。 ）
（ ア）シ ステ ムの使 用に当 たっ ての留 意事 項
システ ムに よる応 募は、 「府 省共通 研究 開発管 理シス テム （e-Rad）」
にて受 付けま す。操 作方 法に関 するマ ニュ アルは 、e-Rad 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。シ ステム 利用 規約に 同意の 上、 応募し てく ださい 。
○シス テム の利用 可能時 間帯
サービ ス時間 は平日 、休 日とも に 00:00～24:00
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※ た だ し 、 上 記 利 用 可 能 時 間 内 で あ っ て も 保 守 ・ 点 検 を 行 う 場 合 、 e-Rad シ ス テ ム の
運 用 を 停 止 す る こ と が あ り ま す 。 e-Rad の 運 用 を 停 止 す る 場 合 は 、 e-Rad ポ ー タ ル
サ イトにて 予めお知 らせしま す。

○研究 機関 の登録
研究者 が研究 機関を 経由 して応 募する 場合 、〔 研 究代 表者 〕 が所属 する
研究機 関及び 〔 研究 分担 者 〕が 所属す る研 究機関 は、 応募時 までに 登録 さ
れてい ること が必要 とな ります 。
研究機 関の登 録方法 につ いては 、e-Rad ポ ータル サイト を参 照して 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 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 。
○研究 者情報 の登録
研究課 題に応 募する 〔 研 究代表 者 〕お よび 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Ｉ Ｄ、 パスワ ードを 取得 す
ること が必要 となり ます 。研究 機関に 所属 してい る研 究者の 情報は 研究 機
関が登 録しま す。な お、 過去に 文部科 学省 の科学 研究 費補助 金制度 で登 録
されて いた研 究者情 報は 、既に このシ ステ ムに登 録さ れてい ます。 研究 者
番号等 を確認 の上、 所属 情報の 追加を 行っ てくだ さい 。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 e-Rad ポータ ルサ イトを 参照 してく ださい 。
○個人 情報の 取扱い
応募書 類等に 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 閣府へ 提供 します 。
（イ） システ ム上で 提出 するに 当たっ ての 注意
○ポー タルサ イト( http://www.e-rad.go.jp/)
○シス テムの 利用方 法
システ ムを利 用の上 、提 出して くださ い。e-Rad システ ムの 操作マ ニュ ア
ルは、 上記ポ ータル サイ トより ダウン ロー ドでき ます 。
○ 応募 書類様 式の ダウン ロード
制度・ 事業内 容を確 認の 上、所 定の様 式フ ァイル をダ ウンロ ードし てく
ださい 。
○ ファ イル種 別
電子媒 体の様 式は、 アッ プロー ドを行 う前 に PDF 変換 を行う 必要が あり
ます。PDF 変 換はロ グイン 後の メニュ ーか ら行っ て下さ い。 また、 同じ く
メニュ ーから 変換ソ フト をダウ ンロー ドし 、お使 いの パソコ ンへイ ンス ト
ールし てお使 いいた だく ことも 出来ま す。 （シス テム への負 荷軽減 と安 定
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稼働の 実現の ため、 旧シ ステム では可 能だ った Word 等 の形 式のま までの
提出は 行えな くなり まし た。） 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。
○画像 ファ イル形 式
研究計 画書に 貼り付 ける 画像フ ァイル の種 類は｢GIF｣、 ｢BMP｣、｢JPEG｣、
｢PNG｣形 式のみ とし てくだ さい 。それ 以外の 画像 データ （例 えば、CAD や ス
キャナ 、PostScript や DTP ソフ トな ど別の アプリ ケー ション で作 成した 画
像等） を貼り 付けた 場合 、正し くＰＤ Ｆ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 、 操 作 マ ニ ュ ア ル 「 3.4 画 像 を 貼 り 付 け る 方 法 」
を参照 してく ださい 。
○ファ イル容 量
アップ ロード できる ファ イルの 最大容 量は 10MB です。 原則 として 、10MB
を超え ないよ うにフ ァイ ルを作 成して くだ さい。 10MB を超え る容 量のフ ァ
イルは e-rad にアッ プロ ードで きませ ん。
なお、 やむを 得ず 10MB 以 上の ファイ ルを提 出す る必要 があ る場合 は、フ
ァイル を PDF に変換 した 状態で 、CD-ROM 等 に保存 し配 分機関 担当 部署（ 厚
生労働 省）へ 御提出 くだ さい。 また、 その 場合は 事前 に配分 機関担 当部 署
へ御連 絡くだ さい。 なお 、CD-ROM 等 による 提出の 場合 であっ ても 、ファ イ
ルのア ップロ ード以 外の e-rad による 応募 申請の 手続 きは必 要です 。
○ 研究 計画書 アッ プロー ド
研究計 画書類 は、必 要に 応じて PDF フ ァイ ルに変 換し てアッ プロー ドし て
くださ い。
○研究 計画書 アップ ロー ド後の 修正
＜研究 機関を 経由す る場 合＞
研究者 が研究 機関へ 提出 するま では提 案内 容を修 正す る事が 可能で す。 研
究機関 へ提出 した時 点で 修正す ること がで きませ ん。 修正す る場合 は、 研究
機関へ 修正し たい旨 を連 絡して くださ い。 なお、 研究 機関承 認後は 、〔 配分
機関担 当部署 （厚生 労働 省） 〕 へ修正 した い旨を 連絡 してく ださい 。
＜研究 機関を 経由し ない 場合＞
研究者 が配分 機関へ 提出 するま では提 案内 容を修 正す る事が 可能で す。 配
分機関 へ提出 した時 点で 修正す ること がで きませ ん。 修正す る場合 は、
〔 配分 機関担 当部署 (厚生 労働 省) 〕へ 修正 したい 旨を 連絡し てくだ さい 。
○受付 状況の 確認
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 ない提 案書類 は無 効とな りま す。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、研 究機 関まで 至急連 絡し て
くださ い。研 究機関 に所 属して いない 研究 者は、 〔 配 分機関 担当部 署 〕 ま
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で連絡 してく ださい 。提 案書の 受理確 認は 、「受 付状 況一覧 画面」 から 行
うこと ができ ます。
○その 他
上記以 外の注 意事項 や内 容の詳 細につ いて は、e-Rad ポ ータ ルサイ ト
（研究 者向け ページ ）に 随時掲 載して おり ますの で、 ご確認 くださ い。
（ ウ）シ ステ ムの操 作方法 に関 する問 い合 わせ先
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。ポ ータル サイト をよ く確認 の上、 問い 合わせ てく ださい 。なお 、公 募要
項の内 容、審 査状況 、採 否に関 する問 い合 わせに は一 切回答 できま せん 。
○ヘル プデス ク
ヘルプ デスク ：0120-066-877
受付時 間 9:00～18:00（ 平日 ）
※

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

（５） 公募期 間

平 成 28 年○ 月○日 （○） ～平 成 28 年○月 ○日（ ○） 午後５ 時 30 分
（厳守 ）

※１

e-Rad 上 の 応 募 が 可 能 な の は 、 e-Rad の 利 用 可 能 時 間 帯 の み で す の で ご 注 意 く だ さ
い 。 な お 、 公 募 期 間 最 終 日 （ ○ 月 ○ 日 （ ○ ） ） は 午 後 ５ 時 30 分 で 終 了 と な
り ますので 、十分ご 注意くだ さい。

※２

提出 書類の受 理確認は 、「受付 状況一覧 画面」か ら行うこ とができ ますが、 提出
締 切日まで に受付状 況が「配 分機関受 付中」と なってい ない場合 は無効と なりま
す ので十分 ご注意く ださい。

（６ ）提 出書類

補 助金に 応募す る研 究代表 者は 、e-Rad を用 いて、 研究 計画書 （ 様式
Ａ（１ ））を 提出し てく ださい 。

（ ７）そ の他
ア． 研究の 成果 及びそ の公表
研究 の成果 は、研 究者 等に帰 属しま す。 ただし 、補 助金に よる研 究事 業の成
果によ って、 相当の 収益 を得た と認め られ る場合 には 、交付 した補 助金 の全部
又は一 部に相 当する 金額 を国庫 に納付 して もらう こと があり ます。
なお 、補助 金によ る研 究事業 の報告 書等 は公開 とな ります 。
また 、研究 事業の 結果 又はそ の経過 の全 部若し くは 一部に ついて 、新 聞、書
籍、雑 誌等に おいて 発表 を行う 場合は 、補 助金に よる 事業の 成果で ある 旨を明
らかに してく ださい 。
※

研究に より得ら れた成果 は研究の 成果を継 続的に追 跡して評 価するた め、「行 政効
果 報 告 （ 助 成 研 究 成 果 追 跡 資 料 ） Ｗ Ｅ Ｂ 登 録 （ http://mhlwgrants.niph.go.jp/research/gyosei.html） 」 に 必 ず 登 録 し て く だ さ い 。

イ．国 民との 双方向 コミ ュニケ ーショ ン活 動につ いて
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「「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 及び 有識者 議員決 定） により 、科 学技術
の優れ た成果 を絶え 間な く創出 し、我 が国 の科学 技術 をより 一層発 展さ せるた
めには 、科 学技 術の 成果を 国民 に還 元す るとと もに 、国 民の 理解 と支持 を得 て、
共に科 学技術 を推進 して いく姿 勢が不 可欠 である との 観点か ら、研 究活 動の内
容や成 果を社 会・国 民に 対して 分かり やす く説明 する 取り組 みが求 めら れてい
ます。 研究成 果に関 して の市民 講座、 シン ポジウ ム及 びイン ターネ ット 上での
研究成 果の 継続 的配 信等の 本活 動に つい て積極 的に 取り 組む よう お願い しま す。
（参考 ）
「国民 との科 学・技 術対 話」の 推進に つい て（基 本的 取組方 針）
（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf）

ウ．成 果の利 用等に つい て
研究成 果によ って生 じた 著作物 及びそ の二 次的著 作物 の公表 をする もの で、
学術的 影響の 大きい 科学 雑誌へ の投稿 、報 道機関 への 発表等 社会的 に大 きな影
響を与 える成 果の利 用を する場 合は、 事前 に、各 研究 事業を 所管し てい る担当
課へ御 相談い ただく よう お願い します 。
エ．健 康危険 情報に つい て
厚生労 働省に おいて は、 平成９ 年１月 に「 厚生労 働健 康危機 管理基 本指 針」
を策 定し 、健 康 危機 管理 の体 制 を整 備し てお り 、こ の一 環と し て、 国民 の生 命、
健康 に重 大な 影 響を 及ぼ す情 報 （以 下「 健康 危 険情 報」 とい う 。） につ いて は、
補助金 により 研究を 行う 研究者 からも 広く 情報収 集を 図るこ ととし てお ります
ので、 その趣 旨をご 理解 の上、 研究の 過程 で健康 危険 情報を 得た場 合に は、厚
生労働 省への 通報を お願 いしま す。
なお、 提供い ただい た健 康危険 情報に つい ては、 厚生 労働省 におい て他 の情
報も併 せて評 価した 上で 必要な 対応を 検討 するも ので あり、 情報提 供に 伴う責
任が研 究者に 生じる もの ではあ りませ んの で、幅 広く 提供い ただく よう お願い
します 。
オ．政 府研究 開発デ ータ ベース 入力の ため の情報
補助 金によ り行う 研究 につい ては、 府省 横断的 なデ ータベ ースで ある 政府研
究開発 データ ベース （内 閣府総 合科学 技術 ・イノ ベー ション 会議事 務局 ）への
入力対 象とな ります 。以 下の情 報につ いて は、e-Rad を 通じ て、政 府研 究開発
データ ベース に提供 され ます。
（ア） 研究者 番号（ ８桁 ）
e-Rad に より 研究者 に一意 に付 与され る研 究者固 有の番 号（ ８桁） を「 研
究者番 号」と 呼びま す。 本シス テムで 、対 象とす る制 度・事 業につ いて 、研
究課題名、研究者名、研究期間、配分額等の基本情報を取り扱うに当たって、
研究者 に対し て｢研 究番号 ｣を発 行し研 究者 の一意 性を 確保し ます。
※

従来の「 研究者Ｉ Ｄ」とは 異なり ますので ご留意く ださい。

（イ） エフォ ート
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研究代 表者等 は、研 究者 が当該 研究の 実施 に必要 とす る時間 が年間 の全 勤
務時間 （正規 の勤務 時間 以外の 勤務時 間を 含む。 ）に 占める 割合を 百分 率で
表した 数値（ １未満 の端 数があ るとき は、 これを 四捨 五入し て得た 数値 ）
（いわ ゆるエ フォー ト） を記入 してく ださ い。ま た、 このエ フォー トに つい
ては、 各研究 者が当 該研 究につ いて何 ％ず つ分担 する のかを 問うも ので はあ
りませ んので 、誤解 のな いよう お願い しま す。

A 研 究者の エフォ ート 率（％ ）＝

研究者が当該研究の実施に必要とする 時間
研究者の年間の全勤務時間

× 100

（ウ）「研究分野 細目・キーワード一覧」による研究分野
主たる研究分野（研究分野（主））と関連する研究分野（研究
分野（副））について「研究分野 細目・キーワード一覧」から選
択していただき、それぞれのキーワードについても記入願います。
①研究分野（主）
主たる研究分野を「研究分野 細目・キーワード一覧」より選び、系、
分野、分科、細目番号、細目名を記入するとともに、当該研究の内容
に即したキーワードについて「研究分野 細目・キーワード一覧」よ
り選び、キーワード番号、キーワードを記入願います。（最低１つ、
最大５つ）
キーワードの記入に際して、「研究分野 細目・キーワード一覧」よ
り最低１つ選択する必要があるが、「研究分野 細目・キーワード一
覧」に無いキーワードを記載する際は、「その他キーワード」欄に５
０文字以内で２つまで記入することが出来る。そのため、最大で合計
７つのキーワードまで記入することが出来る。
②研究分野（副）
関連する研究分野を「研究分野 細目・キーワード一覧」より１つ選
び、系、分野、分科、細目番号、細目名を記入するとともに、当該研
究の内容に即したキーワードについて「研究分野 細目・キーワード
一覧」より選び、キーワード番号、キーワードを記入願います。（最
低１つ、最大５つ）
キーワードの記入に際して、「研究分野 細目・キーワード一覧」よ
り最低１つ選択する必要があるが、「研究分野 細目・キーワード一
覧」に無いキーワードを記載する際は、「その他キーワード」欄に５
０文字以内で２つまで記入することが出来る。そのため、最大で合計
７つのキーワードまで記入することが出来る。
（エ） 研究開 発の性 格
当該研 究につ いて、 基礎 研究、 応用研 究、 開発研 究の いずれ に当た るか を記
入願い ます。
カ． 競争的 資金 の不合 理な重 複及 び過度 の集 中の排 除につ いて
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（ア ）補助 金の 応募の 際には 、厚 生労働 省か ら交付 される 研究 資金（ 特例 民法法 人
等から 配分さ れるも のを 含む。 ）、他 府省 の研究 資金 、独立 行政法 人か ら交付
される 研究資 金及び 特例 民法法 人等か ら交 付され る研 究資金 等の応 募・ 受入状
況（研 究事業 名、研 究課 題名、 実施期 間、 補助要 求額 、エフ ォート 等） を研究
計画書 に記載 してい ただ きます 。なお 、計 画書に 事実 と異な る記載 をし た場合
は、研 究課題 の採択 の取 り消し 又は補 助金 の交付 決定 取り消 し、返 還等 の処分
を行う ことが ありま す。
（イ ）課題 採択 に当た っては 、「 競争的 研究 資金の 不合理 な重 複及び 過度 の集中 の
排除等 に関す る指針 」（ 競争的 研究資 金に 関する 関係 府省連 絡会申 し合 わせ）
に基づ き、e-Rad を 活用し 、不 合理な 重複 及び過 度の集 中の 排除を 行う ために
必要な 範囲内 で、応 募内 容の一 部に関 する 情報を 関係 府省（ 独立行 政法 人等で
ある配 分機関 を含む 。） 間で共 有し、 競争 的研究 資金 の不合 理な重 複及 び過度
の集 中が 認め ら れた 場合 には 、 研究 課題 を採 択 しな い場 合等 が あり ます 。な お、
このよ うな課 題の存 在の 有無を 確認す る目 的で、 課題 採択前 に、必 要な 範囲内
で、 採択 予定 課 題及 び研 究計 画 書の 内容 の一 部 （競 争的 研究 資 金名 、研 究者 名、
所属機 関、研 究課題 、研 究概要 、計画 経費 等）に つい て他府 省を含 む他 の競争
的研究 資金担 当課に 情報 提供す る場合 があ ります 。
（ウ ）他府 省の 競争的 資金及 び独 立行政 法人 から交 付され る競 争的研 究資 金で、 補
助金と 同一内 容の研 究課 題が採 択され た場 合は、 速や かに「 Ⅲ．照 会先 一覧」
に記載 された 担当課 へ報 告し、 いずれ かの 研究を 辞退 してく ださい 。ま た、特
例民法 法人等 から交 付さ れる研 究資金 等で 同一内 容の 研究課 題が採 択さ れた場
合は、 速やか に「Ⅲ ．照 会先一 覧」に 記載 された 担当 課へ報 告し、 指示 に従っ
てくだ さい。 なお、 これ らの手 続きを せず 、同一 内容 の研究 課題の 採択 が明ら
かにな った場 合は、 補助 金の採 択の取 消し 、また 、交 付決定 後にお いて は、補
助金の 返還等 を求め るこ とがあ ります 。
キ． 採択の 取消 し等
研究課 題採択 後にお いて 、厚生 労働省 が指 示する 補助 金の交 付申請 書や 事
業実績 報告書 、研究 報告 書等の 提出期 限を 守らな い場 合や、 当該研 究者 につ
いて上 記（４ ）イ、 ウ又 はオに より一 定期 間補助 金を 交付し ないこ とと され
た場合 は、採 択の取 消し 、また 、交付 決定 後にお いて は、補 助金の 返還 等を
求める ことが ありま す（ 注）の で十分 留意 してく ださ い。
（ 注）一定 期間補助 金を交付 しないこ ととされ た当該研 究者が研 究分担者 として参 加
し ている場 合は、研 究体制の 変更を求 めること がありま す。

ク． 個人情 報の 取扱い
補助金 に係る 研究計 画書 又は交 付申請 書等 に含ま れる 個人情 報は、 補助 金
の業務 のため に利用 及び 提供さ れます 。ま た、採 択さ れた個 々の課 題に 関す
る情報 （制度 名、研 究課 題名、 研究者 名、 所属研 究機 関名、 予算額 及び 実施
期間） 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 」と
する他 、マク ロ分析 に必 要な情 報は「 政府 研究開 発デ ータベ ース」 への 入力
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のため 内閣府 に提供 され 、分析 結果が 公表 される 場合 があり ます。 また 、上
記オに 基づく 情報提 供が 行われ る場合 があ ります 。
な お、採 択課 題名等 （研究 代表 者名を 含む 。）及 び研究 報告 書(概 要版を 含
む。) につい ては 、厚生 労働 科学研 究成果 デー タベー ス（ 国立保 健医療 科学
院ホー ムペー ジ ※ ）に より 公開さ れま す。
※ 国立 保健医 療科学 院ホ ームペ ージ ＵＲ Ｌ：http://mhlwgrants.niph.go.jp/
ケ． リサー チツ ール特 許の使 用の 円滑化 につ いて
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 基づき 、適 切に取 り扱う よう 努めて くだ さい。
※

当 該指針に おいて「 リサーチ ツール特 許」とは 、ライフ サイエン ス分野に おいて研
究 を行うた めの道具 として使 用される 物又は方 法に関す る日本特 許をいう 。実験用
動 植物、細 胞株、単 クローン 抗体、ス クリーニ ング方法 などに関 する特許 が含まれ
る。

コ． 歳出予 算の 繰越し につい て
交付決 定時に は予想 し得 なかっ たやむ を得 ない事 由に 基づき 年度内 に補 助
事業が 完了し ない見 込み のある ものに つい ては、 補助 金を翌 年度に 繰越 して
執行す ること ができ る場 合があ ります 。詳 細は、 「厚 生労働 科学研 究費 補助
金に係 る歳出 予算の 繰越 しの取 扱いに つい て」（ 平成 16 年 １月 29 日科 発第
0129002 号厚 生科学 課長決 定）
（ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkyuujigyou/toriatukai05/pdf/01.pdf ）
を参照 してく ださい 。

サ．バ イオサ イエン スデ ータベ ースへ の協 力につ いて
ライフ サイエ ンス分 野の 研究を 実施す る場 合（人 体に 由来す るデー タを 取
り扱う 研究を 含む。 ※） には、 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（ ※※ ） に提 供 くだ さる よ うご 協力 を お願 いし ま す。
提供さ れた複 製物は 、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。 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 の提供 にもご 協力 をお願 いす ること があり ます 。
※

人体に 由来する データ等 について は、収集 、保存、 公開の方 針が、個 人情報保 護等の
観 点 から 、人 以外 の動 物や 物 質等 由来 の情 報と は異 なり 、 慎重 な対 応が 不可 欠で あり 、
そ の方針を 検討する 必要があ ることか ら、従来 は対象外 としてい ました。
し か し な が ら 、 バ イ オ サ イ エ ン ス デ ー タ ベ ー ス セ ン タ ー に お い て 、 平 成 25 年 度 に 、
人 体に由来 するデー タの共有 や取扱い に関する ガイドラ イン（注 ）が定め られたこ と
か ら、今後 はこれら ガイドラ インに沿 って同セ ンターへ の提供に ご協力を お願いい た
し ます。な お、この 場合であ っても、 個人情報 等の取扱 い（研究 データの 第三者へ の
提 供等）に ついては 上記４（ オ）に掲 げる省令 ・倫理指 針等を遵 守するこ とが前提 と
な りますの でご留意 ください 。
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（ 注）ガイ ドライン について は以下の ページを 参照して ください 。
http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines
※※

バ イ オ サ イ エ ン ス デ ー タ ベ ー ス セ ン タ ー （ http://biosciencedbc.jp/）
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 ） 科 学 技 術 振 興 機 構 （ JST） に 設 置 さ
れ ました。 総合科学 技術会議 統合デー タベース タスクフ ォースに おいて、 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 ターに関 す
る 検 討 が な さ れ 、 そ の 検 討 結 果 を 受 け て 、 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 た も の で す 。
バ イオサイ エンスデ ータベー スセンタ ーでは、 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 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。

シ．厚 生労働 科学研 究費 補助金 に係る オー プンサ イエ ンスの 推進に つい て
オープ ンサイ エンス とは 、オー プンア クセ スと研 究デ ータの オープ ン化
（オー プンデ ータ） を含 む概念 です。 近年 、その 概念 は世界 的に急 速な 広が
りを見 せてお り、オ ープ ンイノ ベーシ ョン の重要 な基 盤とし ても注 目さ れて
います 。こう した潮 流を 踏まえ 、厚生 労働 科学研 究費 補助金 の助成 を受 けて
執筆し た論文 のオー プン アクセ ス化の 推進 につい て積 極的な 対応を お願 いし
ます。
【参考 １：「 オープ ンア クセス 」とは 】
査読付 きの学 術雑誌 に掲 載され た論文 につ いて、 「イ ンター ネット 上で 自
由に入 手でき 、その 際、 いかな る利用 者に 対して も、 論文の 閲覧、 ダウ ンロ
ード、 コピー 、配付 、印 刷、検 索、全 文へ のリン ク付 け、検 索ロボ ット によ
る索引 付け、 データ とし てソフ トウェ アに 転送す るこ と、そ の他、 合法 的な
用途で 利用す ること を財 政的、 法的、 技術 的な障 壁な しで許 可する 」（ ブダ
ペスト ・オー プンア クセ ス運動 BOAI：Budapest Open Access
Initiative(2002)） もの とされ ている 。
【参考 ２：オ ープン アク セス化 の方法 につ いて】
オープ ンアク セス化 の方 法には 主に以 下の ①～③ の方 法があ ります 。
①従来 の購読 料型学 術雑 誌に掲 載され た論 文を、 一定 期間（ エンバ ーゴ ）
（※１ ）後（ 例え ば 6 ヶ 月後） 、出 版社の 許諾を 得て 著者が 所属 する研
究機関 が開設 するＷ ｅｂ （機関 リポジ トリ ）（※ ２） 又は研 究者が 開設
するＷ ｅｂ等 に最終 原稿 を公開 （セル フア ーカイ ブ） （※３ ）し、 当該
論文を オープ ンアク セス とする 場合
②論文 の著者 が掲載 料（APC: Article Processing Charge） を負担 し、 当
該論文 をオー プンア クセ スとす る場合
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③そ の他 （ 研究 コ ミュ ニテ ィ や公 的機 関 が開 設す る Ｗｅ ｂ に論 文を 掲 載し 、
当該論 文をオ ープン アク セスと する場 合）
※１「 エンバ ーゴ」
学術雑 誌が刊 行され てか ら、掲 載論文 の全 文がイ ンタ ーネッ トのア ーカ
イブシ ステム （リポ ジト リ）な どで利 用可 能にな るま での一 定の期 間の こ
と。
※２「 機関リ ポジト リ」
大学等 の研究 機関に おい て生産 された 電子 的な知 的生 産物の 保存や 発信
を行う ための インタ ーネ ット上 のアー カイ ブシス テム 。研究 者自ら が論 文
等を搭 載して いくこ とに より学 術情報 流通 の変革 をも たらす と同時 に、 研
究機関 におけ る教育 研究 成果の 発信、 それ ぞれの 研究 機関や 個々の 研究 者
の自己 アピー ル、社 会に 対する 教育研 究活 動に関 する 説明責 任の保 証、 知
的生産 物の長 期保存 の上 で、大 きな役 割を 果たし てい る。
※３「 セルフ アーカ イブ 」
学術雑 誌に掲 載され た論 文や学 位論文 、研 究デー タ等 をオー プンア クセ
ス化す るため に、出 版社 以外（ 研究者 や所 属研究 機関 ）が、 Ｗｅｂ （一 般
的には 、機関 リポジ トリ ）に登 録する こと 。
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Ⅲ．照 会 先 一 覧
この公 募に関 して疑 問点 等が生 じた場 合に は、次 表に 示す連 絡先に 照会 してく ださ い。
区
Ⅰ

分

連絡先 （厚生 労働 省代表 03-5253-1111）

行 政施策 研究分 野
（ 公募課 題なし ）

Ⅱ 疾 病・障 害対策 研究 分野
１．女 性の健 康の包 括的 支援政 策研究 事業

健康局 健康課 女性の 健康 推進室 （内線

2334）
２．障 害者政 策総合 研究 事業
障害保 健福祉 部企画 課（ 内線 3021）
３．新 興・再 興感染 症及 び予防 接種政 策推 進研 健康局 結核感 染症課 （内 線 2386）
究事業
Ⅲ 健 康安全 確保総 合研 究分野
１．地 域医療 基盤開 発推 進研究 事業

医政局 総務課 （内 線 2522）

２．労 働安全 衛生総 合研 究事業
安全衛 生部計 画課（ 内線 5549）
３．医 薬品・ 医療機 器等 レギュ ラトリ ーサ イエ 医薬・ 生活衛 生局総 務課 （内線 4211）
ンス政 策研究 事業
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Ⅳ．研究課題の評価
研究課 題の評 価は、 「厚 生労働 省の科 学研 究開発 評価 に関す る指針 」（ 平成 27 年 4
月１日 厚生労 働省大 臣官 房厚生 科学課 長通 知）に 基づ き、新 規申請 課題 の採択 の可 否等
につい て審査 する「 事前 評価」 、研究 継続 の可否 等を 審査す る「中 間評 価」（ ※） 、研
究終了 後の研 究成果 を審 査する 「事後 評価 」の三 つの 過程に 分けら れま す。必 要に 応じ
て、研 究終 了後 ３年を 経過 した 後、 施策へ の活 用状 況等を 審査 する 追跡 評価を 行い ます 。
「事前 評価」 におい ては 、提出 された 研究 計画書 に基 づき外 部専門 家に より構 成さ れ
る事前 評価委 員会に おい て、下 記の「 専門 的・学 術的 観点」 、「行 政的 観点」 及び 「効
果効率 的な運 営の確 保の 観点」 からの 総合 的な評 価（ 研究内 容の倫 理性 等総合 的に 勘案
すべき 事項に ついて も評 定事項 に加え ます 。）を 経た のち、 研究課 題が 決定さ れ、 その
結果に 基づき 補助金 が交 付され ます。 （な お、公 募研 究課題 によっ ては 、必要 に応 じ申
請者に 対して 申請課 題に 対する 研究の 背景 、目的 、構 想、研 究体制 、展 望等に つい ての
ヒアリ ングや 施設の 訪問 調査を 実施し 、評 価を行 いま す。）
研究課 題決定 後は、 速や かに申 請者へ 文書 で通知 しま す。
また、 採択さ れた課 題等 につい ては、 印刷 物のほ か厚 生労働 省ホー ムペ ージ等 によ り
公表し ます。
※

研究期 間が複数 年度で採 択された 研究課題 であって も、中間 評価によ り中途で 終了する こと
が あります 。

○ 事 前評価 の評価 事項
（１ ）専門 的・学 術的 観点か らの評 価に 当たり 考慮 すべき 事項
ア．研 究の厚 生労 働科学 分野に おけ る重要 性
・ 厚生労 働科 学分野 に対し て有 用と考 えら れる研 究であ るか
イ．研 究の厚 生労 働科学 分野に おけ る発展 性
・ 研究成 果が 厚生労 働科学 分野 の振興 ・発 展に役 立つか
ウ．研 究の独 創性 ・新規 性
・ 研究内 容が 独創性 ・新規 性を 有して いる か
エ．研 究目標 の実 現性・ 効率性
・ 研究期 間の 各年度 毎の目 標が 明確か
・ 実現可 能な 研究で あるか
・研 究 が 効 率 的 に 実 施 さ れ る 見 込 み が あ る か
オ．研 究者の 資質 、施設 の能力
・ 研究業 績や 研究者 の構成 、施 設の設 備等 の観点 から、 遂行 可能な 研究 である か
・ 臨床研 究の 場合は 、疫学 ・生 物統計 学の 専門家 が関与 して いるか
（２ ）行政 的観点 から の評価 に当た り考 慮すべ き事 項
ア．政 策等へ の活 用（公 的研究 とし ての意 義）
・ 施策へ の直 接反映 の可能 性あ るいは 、政 策形成 の過程 など におけ る参 考とし て
間接的 に活用 される 可能 性
・ 間接的 な波 及効果 などが 期待 できる か
・ これら 政策 等への 活用が わか りやす く具 体的か つ明確 に示 されて いる か
・ 社会的 ・経 済的効 果が高 い研 究であ るか
イ．行 政的緊 急性
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（３ ）効率 的・効 果的 な運営 の確保 の観 点から の評 価に当 たり考 慮す べき事 項
効率性 が確保 されな い場 合、研 究計画 の見 直しを 条件 とする 。
・ 研究が 効果 的・効 率的に 実施 （計画 ）さ れてい るか
・ 他の民 間研 究など により 代替 えでき るも のでは ないか
・ 研究の 実施 に当た り、他 の公 的研究 ・民 間研究 などと の連 携や活 用が 十分に 図
られて いるか （他の 公的 研究・ 民間研 究や 過去の 成果 などの 活用、 共同 研究と
するこ となど による 研究 効率や 効果の 向上 の余地 がな いか）
（４）総合的に勘案すべき事項
ア .い ず れ の 観 点 の 評 価 に お い て も 、 各 府 省 や 学 会 の 定 め る 倫 理 指 針 に 適
合しているか、又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確
認する等により、研究の倫理性について検討する。
イ .研 究 代 表 者 及 び 研 究 分 担 者 の エ フ ォ ー ト 等 を 考 慮 す る 。
ウ .こ れ ま で 研 究 実 績 の 少 な い 者 （ 若 手 研 究 者 等 ） に つ い て も 、 研 究 内 容
や計画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、
研究開発の機会が与えられるように配慮する。
エ .申 請 者 に 対 し て ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 場 合 は 、 上 記 の 評 価 事 項 の 他 、
申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制及び展望等につ
いても説明を求めるものとする。
（５） 申請課題の採択に当たっては、研究開発資金の重点的・効率的配分を図
る観点から、関係省庁等と十分な連携・調整等を図ることとする。
○ 中 間評価 の評価 事項
（１ ）専門 的・学 術的 観点か らの評 価に 当たり 考慮 すべき 事項
ア．研 究計画 の達 成度（ 成果）
・ 当初の 計画 どおり 研究が 進行 してい るか
イ．今 後の研 究計 画の妥 当性・ 効率 性
・ 今後研 究を 進めて いく上 で問 題点は ない か
・ 問題点 があ る場合 には、 研究 内容等 の変 更が必 要か
・ その際 には どのよ うに変 更又 は修正 すべ きか
ウ．研 究継続 能力
・ 研究者 の構 成、研 究者の 能力 や施設 の設 備から みて研 究を 継続し 、所 期の目 的
を達成 するこ とが可 能か
・ 研究者 の構 成に変 更が必 要な 場合は 、ど のよう に変更 すべ きか
（２ ）行政 的観点 から の評価 に当た り考 慮すべ き事 項
評価時 点での 政策等 への 活用（ 公的研 究と しての 意義 ）
・ 施策へ の直 接反映 の可能 性、 あるい は、 政策形 成の過 程な どにお ける 参考と し
て間接 的に活 用され る可 能性
・ 間接的 な波 及効果 などが 期待 できる か
・ これら 政策 等への 活用が わか りやす く具 体的か つ明確 に示 されて いる か
・ 社会的 ・経 済的効 果が高 い研 究であ るか
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（３ ）効率 的・効 果的 な運営 の確保 の観 点から の評 価に当 たり考 慮す べき事 項
効率性 が確保 されな い場 合、研 究の中 止や 研究計 画の 見直し を条件 とす る。
・ 研究が 効果 的・効 率的に 実施 （計画 ）さ れてい るか
・ 他の民 間研 究など により 代替 えでき るも のでは ないか
・ 研究の 実施 に当た り、他 の公 的研究 ・民 間研究 などと の連 携や活 用が 十分に 図
られて いるか （他の 公的 研究・ 民間研 究や 過去の 成果 などの 活用、 共同 研究と
するこ となど による 研究 効率や 効果の 向上 の余地 がな いか）
（４） 総合的 に勘 案すべ き事 項
ア.いず れの観 点の 評価に おい ても、 各府省 や学 会の定 める 倫理指 針に適 合し ている
か、又 は倫理 審査委 員会 の審査 を受け てい るかを 確認 する等 により 、研 究の倫 理
性につ いて検 討する 。
イ.研究 継続申 請者 に対し てヒ アリン グを実 施す る場合 は、 上記の 評価事 項の 他、次
年度の 継続研 究開発 課題 に対す る研究 開発 課題の 概要 、研究 の経過 及び 今後の 展
望等に ついて も説明 を求 めるも のとす る。
○

事 後評価 の評価 事項

（１ ）専門 的・学 術的 観点か らの評 価に 当たり 考慮 すべき 事項
ア．研 究目的 の達 成度（ 成果）
・ 所要の 目的 を達成 したか
・ 所要の 目的 を達成 できな かっ た場合 は、 どこに 問題が あっ たか
イ．研 究成果 の学 術的・ 国際的 ・社 会的意 義
・ 研究成 果の 学術的 ・国際 的・ 社会的 意義 がどの 程度あ るか
ウ．研 究成果 の発 展性
・ 研究成 果の 今後の 研究へ の発 展性が ある か
エ．研 究内容 の効 率性
・ 研究が 効率 的に実 施され たか
（２ ）行政 的観点 から の評価 に当た り考 慮すべ き事 項
研究成 果の政 策等へ の活 用（公 的研究 とし ての意 義）
・ 施策へ の直 接反映 の可能 性、 あるい は、 政策形 成の過 程な どにお ける 参考と し
て間接 的に活 用され る可 能性
・ 間接的 な波 及効果 などが 期待 できる か
・ これら 政策 等への 活用が わか りやす く具 体的か つ明確 に示 されて いる か
・ 社会的 ・経 済的効 果が高 い研 究であ るか
（３ ）効率 的・効 果的 な運営 の確保 の観 点から の評 価に当 たり考 慮す べき事 項
・ 研究が 効果 的・効 率的に 実施 された か
（４ ）国民 へのわ かり やすい 説明・ 普及 の努力 の観 点から の評価 に当 たり考 慮す べき事 項
・ 研究の 成果 や意義 が、国 民に わかり やす く説明 されて いる か
・ 研究成 果を 普及（ 社会還 元） 等させ るた めに、 研究者 （機 関・法 人） が十分 に
取り組 んでい くこと とし ている か
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（５ ）評価 の際に は、 専門学 術雑誌 への 発表並 びに 学会で の講演 及び 発表な ど研 究成果 の
公表状 況や特 許の出 願及 び取得 状況に つい て考慮 する 。
（６） 当該研 究の研 究代 表者に 対し てヒア リング を実 施する 場合は 、上 記の評 価事 項の他 、
研究開 発の結 果及び 成果 と今後 の展望 等に ついて も説 明を求 めるも のと する。
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Ⅴ．公募研究事業の研究類型について
＜補助 金のう ち本 公募要 項に おいて 公募を 行う 研究類 型に ついて ＞
厚生科 学審議 会科学 技術 部会に 設置し た「 今後の 中長 期的な 厚生労 働科 学研究 の在 り方
に関す る専門 委員会 」の 中間報 告書（ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s04214.html）に基 づき、 平成 18 年 度から 本補助 金を ５つの 研究 類型に 整理し まし た。
本公募 要項で は、「 指定 型」、 「戦 略型」 、「プ ロジ ェクト 提案型 」及 び「若 手育 成型」
を除い た次の １類型 につ いて募 集を行 いま す。
１ ．一般 公募型
一般 公募に よる 競争的 枠組み 。
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Ⅵ．各公募研究課題の概要等
Ⅱ 疾病・障 害対 策 研究 分 野
１．女 性 の健 康の包 括的 支 援政 策 研究 事 業
１．研究 事業の方 向性
（１）女性の健康の包括 的支援の現状（研究 事業以 外の施 策 を含 む）
これまで、我 が国にお ける女性 の健 康に 関する取 組は、 主に 疾病 分 野ごとに 展開されてきてお り、
女性の健 康に関する研究についても、妊娠 ・出産や疾病 等の個別 項目にのみ着目されてきた。この
ため、統 合的・包括的な取組みが不十 分であり、 ライフステージごとの身体 の劇的な変化という女性
の特性 を踏まえた対応や、社 会的な側面も含 めた生涯に渡る包括 的な支援 は十分とはいえない 状
態である。また、女性の健 康施 策 を総合 的にサポートする医 療保健 福祉 体制も十 分に構築されてお
ら ず、今後、我が国における女性 の健康に 係る実態 を正 確に把 握した上で、適切に施 策 を講じてい
く必要がある。

（２）女性の健康の包括 的支 援に対 する研究 事業 の方 向性
本研究事 業による研 究成果 及び連 携する女性の健 康の包 括的 支援実 用化研 究事 業の研究 成
果 を踏まえ、女性の健康に係る情報収 集及び情報 提供体 制の整 備や、多診 療科連 携による女 性
の健康支 援のための診 療体 制の整備 を進 めていく。
また、女性の健 康に影響 を与 える社会 的決 定要因と女性の健康増 進のために必 要な対策 を明 ら
かにし、研究成果 を省 内関 連各 課にも情報提 供した上で、より包 括的な支援へと繋 げていく。

（３）研究事 業全 体の目標 と成 果
本件研究 事業では、平 成 28 年度中に、女 性の健 康に影響 を与 える社 会的決 定要 因と女性の
健康増 進のために必要な対策 を明ら かにし、より包 括的な女 性の健 康支援 へと繋 げていくことを目
標とする。
また、平成 29 年度末までに、女 性の健康に 係る情 報収集 及び情 報提 供体制の整備や、多 診療
科連携による女性の健康支 援のための医 療・相 談体 制のモデルを明らかにすること等 を目標に 研
究 を実施しているところである。

（４）国立研 究開 発法 人日 本医 療研 究開 発機 構（AMED）研究との関 係性について
AMED が実施 する女 性の健 康の包括 的支 援実用 化研究 事業では、 女性ホルモ ンに視点 を置
いた疫学 的研究による女性の疾患の実態把 握、子宮 内膜症 ・骨粗 鬆症など女性に 特有の疾患の
機序解 明や予防 ・治療 方法の開発、女 性の健康 向上に資 する医 療機器 の実用 化に向けた研究
等 を行っている。一方、厚 生労 働科学 研究費で実施する女性の健康の包括 的支援 政策研 究事 業
は、こうした研究開発の成果 を国 民に還 元するための女性の健 康に関する情報 収集・情報提 供の
あり方に関する研究や、 多診療 科連携による女性の健康 支援のための医療 提供体 制の在 り方に
関する研 究等 を実 施し、研究 成果 を施 策に反映 することを目的としている。
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２－１．公 募研 究 課題
（１）研究課 題名
女性の健康における社 会的 決定要 因に関する研究

（２）目標
女性はライフステージごとに求 められる社 会的役 割が多 様であり、また、女 性の身体も ライフステ
ージごとに劇的に変化 するという特性があることを勘 案し、女性において健 康状態に 影響の大きい
社会的 決定要 因 を明らかにし、更に、女性 の教育、就 業、結婚、 子育てなど女性 を巻 く社 会環境
が近年大きく変化している中で、 ライフコースを通 じた社 会的条 件・役 割の蓄 積や変 化がライフステ
ージ毎に どのように健 康影響として現れるのかということを明らかにすることを目 標とする。
また、今後日本 全体で起こってくる高齢 化の更なる進展と人 口減 少という大きな人口構 造の変
化や、社会経 済状 況やライフスタイルの変化 を見 据え、将来 的に問題となる女性の健康 状態や疾
病構造 を予 測した上で、女性の健康 増進のために必 要な対 策 を明らかにすることを目 標とする。

（３）求められる成 果
・女性の健 康に影響 を与 える社 会的決 定要 因とそのエビデンスレベルを示す資料（研 究班が作成
した原著 論文、研究 班で収 集した論 文集 等）。ただし、 社会的 決定要 因 を示す際には、それがど
のような経路で健 康に影響 を及 ぼすのかという経 路についても可能な限 り示 すこと。また、社会
的決定 要因について、男女 間及び女性 内の世代 間の共 通性と差 異について、またその日本的
特徴についても考察 すること。
・女性の健 康に影響 を与 える社 会決定 要因に関 する既 存の文 献のレビュー。
・現在自 治体、民 間団体 等で行っている女 性の健 康増 進施策の好事 例の調査。
・今後の社 会構 造の変 化に伴う女性の健康 問題と疾 病構造 の予測、及 び女 性の健康 増進のた
めに必要な対策の考察。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 4,000～5,000 千 円程度 ※ （間接経 費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： １年間 平成 28 年 度
新規採択課 題予 定数： 1 課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
・女性の健 康に関する既存のデータの評 価ができる医 学的知 識 を持った専門 家、社会学 の専
門家、応用 統計学 の専門 家及び疫学の専門家 が研究 分担者 又は研 究協 力者として参 画し
ていること（証明する論文等の書類）。
・女性の健 康の包 括的 支援政 策研究 事業における「女性の健康の包 括的 支援のための情報収
集・情報 発信と医 療提 供体制 等に関する研究」と連携し、研 究成果については同研 究事業に
おける情報発 信体制に 組み込 むことを検 討すること。
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２．障 害 者 政策 総 合研 究 事業

１．研究 事業の方 向性
（１）障害者 を取り巻く現 状（研 究事 業以 外の施策 を含む）
わが国における障害 者（障 害児 を含 む）の総数は 787.9 万人であ り、人口の約 6.2%に 相当する。
障害者 数全体は増加 傾向にあり、在 宅・通 所の障 害者が増加し、障害 者の高 齢化も進 んでいる。
その現状 を踏まえ、 障害者がその障 害種 別 を問わず、地域 社会で共 生できることを目的として、障
害者総 合支援 法に基 づいた総合 的な障害 保健 福祉施 策 を推進している。

（２）障害保 健福 祉施 策における研究 事業 の方 向性
障害者に対する適切な社会復 帰支 援、地域においてき め細やかな居 宅・施 設サービス等 を提
供できる体制 づくり、障害 の正しい理 解と社会 参加の促進方 策等、障 害者の総合的な保健 福祉
施策に関する政策 提言 を行うための行政研 究 を推 進する必 要がある。

（３）研究事 業全 体の目標 と成 果
障害者 政策総 合研究 事業では、平 成 28 年度 末までに障害者 を取 り巻く現 状について課題 別
に調査・分 析することにより、障 害者 を取 り巻 く現状 を正 しく理 解し、障害 者の社 会参加の機会の
確保や、地域 社会における共 生の実 現に資する研究 成果 を得ることを目 標とする。

（４）国立研 究開 発法 人日 本医 療研 究開 発機 構（AMED）研究 との関 係性について
AMED が実 施する障 害者 対策総 合研 究開発 事業は、福 祉機器 の開発 や障害 者の健 康増進に
寄与するプログ ラムの開発など、開発が主であるが、厚生 労働 科学研 究費で実施する障害者 政
策総合 研究事 業は、障害 者支援 制度 を検 討するためのデータ等 を収集し、 研究成 果 を施策に 反
映することを目的としている。
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２－１．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
「発達障 害者への支援 を緊 急時（犯罪の被害や加害、災 害など）に 関係機 関が連 携して適切な対
応 を行うためのモデル開 発に関する研究」

（２）目標
言語表現や理解が苦 手であったり、会話ができてもその内容が過度に冗 長、視線が極端に合わ
なかったりなど、 発達障 害者のコミュニケーシ ョン場 面の特 性があることで、緊急時 （犯罪 の被害や
加害、 災害 など）に警 察や避難 所 責任 者などの対応 が困 難になることがある。このような場 合には、
警察や避 難所責 任者などが対 応できるように知識や技 術の普 及 を推進 する一 方で、発達 障害者
支援の専 門家が事態 をこじれさせる前 の早い段 階で警察や避難 所責任 者などのサポートを行 うし
くみが必要である。
本研究では、緊 急時に関 係機 関が連携して発達 障害児 への適切な対応 を行う ための実践モデ
ル開発 を行う。また、本研 究で開 発するモデルを都 道府 県・政 令市において導 入するためには、平
成 26 年 度から障害 者総 合支援 法における地域 生活 支援事 業に位置 づけている“発達 障害 地域
支援マネジャー”の活用 が効果 的と考えられるため、 本研究 結果 を平 成 29 年度から「発達障 害地
域支援マネジャー研 修（国研 修）」のテキストに反映 することとする。

（３）求められる成 果
①本課題に 関する先 行研究 や国内 外の実 践事例 の調査 結果 をまとめたもの。
②本研究のモ デルの開 発手続き、結 果 をまとめたもの。
③①、②を反映した研修テキスト案。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間
3,000 千 円程 度 ※ （間接 経費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： １年間
新規採択課 題予 定数： １課題程 度

（５）採択条 件
・主任研 究者は、発 達障 害の特性 把握や対応手 法の開 発に携わった経験があること。
・犯罪の被 害や加 害、災害など本 課題に関 係する分 野の専 門的知 識 を持つ者 を研究
組織内に位 置 づけていること。
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２ － ２． 公募 研究 課題
（ １ ）研 究課 題名
意思疎 通が困 難な者 に対 する情 報保障 の効 果的な 支援 手法に 関する 研究

（ ２ ）目 標
平成 29 年度末 まで に、意 思疎 通が困 難な者 に対 する情 報保 障につ いて、 人的 及び支 援
機器、 ＩＣＴ 技術な どに よる障 害種別 ごと の障害 特性 に応じ た支援 手法 につい て、 その効
果的な 活用方 法等に つい てガイ ドライ ンを 作成す る。

（ ３ ）求 めら れる 成果
・視 覚、聴 覚、言 語機 能、音 声機能 、失 語、知 的、 発達、 高次脳 機能 、重度 の身 体など の
障害や 難病と いった 障害 種別ご とに求 めら れる支 援手 法につ いてま とめ たもの
・支援 手法の 妥当性 及び 効果等 を示す 資料

（ ４ ）研 究費 の規 模等 ※
研 究費の 規模： １課 題当た り年間
研 究実施 予定期 間 ：
新規採 択課題 予定数 ：

（ ５ ）採 択条 件（ （

5,000～7,000 千円 程度 ※ （間接 経費 を含む ）

最 長２年 間 平 成 28 年度 ～29 年 度
２課題 程度 ※

）内 は条 件を 満た して いる こと を示 す書 類等 ）

・障害 種別ご との特 性に ついて 、障害 者、 関係団 体、 支援者 の意見 が反 映され る体 制が
整備さ れてい ること 。
・ガイ ドライ ンの妥 当性 等が検 証でき るよ う、障 害者 支援に ついて 長年 にわた り研 究を行
ってい る実績 がある こと 。
・研究 分担者 ・協力 者を 含めて 、特定 の障 害種別 に偏 った研 究計画 にな ってい ない こと。
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３．新 興・再興 感 染症 及び予 防接 種 政策 推 進研 究 事業

１．研究 事業の方 向性
（１）新興・再 興感 染症 及び予 防接 種政 策 推進 研究 事業の現状（ 研究 事業 以外の施
策を含む）
近年新 たにその存 在が発 見された感染症 （新興 感染症 ）や既に制 圧したかに 見えながら再び猛
威 をふるう可能性 のある感染 症（再 興感染 症）が世界的に 注目されている。また、予 防接種 は感
染症 を予防 することにより国民の健 康 を向 上させる有 効な公衆 衛生 対策である。

（２）新興・再 興感 染症 及び予 防接 種政 策 推進 研究 事に対する研 究事 業の方向 性
今後、国内での発生が危惧される新興・再興感 染症に対して、 科学的なエビデンスに基 づい た
政策の推 進が求 められている。
予防接 種に関しては、有効 性・安 全性 及び費 用対効 果に関する評価・情報提 供に基 づく適正か
つ継続的な予防接 種対 策が求 められている。

（３）研究事 業全 体の目標 と成 果
今後、新たに 国内で発 生が危 惧される感 染症、ほとんど克 服されたと考えられていたが再 興の
見られる感染 症や、一類 感染症 等国 内での発 生は少ないが国 外から持ち込まれる可 能性のある
感染症、性 感染症など、国 民の健康に 大きな影響 を与 える感染 症等に対し、サーベ イランスその
他の感染 症対策 の基盤 を強 化する研究や危機 管理のための研究、予 防接種の有効 性・安 全性
に関する研究 等 を推 進することで感染 症から国 民の健康 を守 るために必 要な研究 成果 を得 ること
を目 指す。

（４）国立研 究開 発法 人日 本医 療研 究開 発機 構（AMED）研究 との関 係性について
AMED が実 施する新 興・再 興感 染症に対する革新 的医 薬品等 開発推 進研 究事業は、 医薬品 等
の開発に資する研究として、ノロウ イルスワク チン・経鼻 インフ ルエンザワク チンなどの新たなワク チ
ンに関する研 究開発、新 興・再 興感 染症に関する全ゲノ ムデータベースの構築と、それを元にした
薬剤ターゲット部 位の特 定、新興・再興 感染症に 対する新 たな診 断薬、治 療薬、ワク チン等の研
究開発 を行っていく。 一方、本 研究事 業は、感染 症及び予防 接種行 政の課 題としての、海外から
の進入が危 惧される感 染症 及び国 内で発生 がみられる感 染症について全 般的及 び個別 的な対
策、予防接 種施策 等 を推 進すべく、行 政施策 の科学 的根拠 等 を得るために 必要な研 究 を行う。
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２－１．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
成人の侵 襲性細 菌感 染症サーベ イランスの構 築に関する研究

（２）目標
成人の侵 襲性細 菌感 染症に関して、我が国の予 防接 種施策の効果 を評 価するとともに、発 生
動向の把 握及び病原体 の感染 拡大 機序等 を検 討するため、 疫学情 報及 び病原 体に関する詳細
な情報 を得る。

（３）求められる成 果
我が国において、感染症 法に基 づき全 数 を把握 するための医 師の届 出対象 疾患となっている
成人の侵 襲性細 菌感 染症（侵襲性 肺炎球 菌、侵襲 性 インフルエンザ菌、侵襲 性髄膜 炎菌、劇
症型溶 血性レンサ球 菌等）について、サーベ イランス体 制 を構築して下記に関 する疾病 及び病
原体に関する詳細な評価等 を行う。
1. 侵襲性 肺炎球 菌について
平成 25 年 4 月に 小児に対 する肺 炎球菌 感染症 が、平成 26 年 10 月に高 齢者に対 する肺炎 球
菌感染 症が定期 接種 対象疾 患となったこと等による、予 防接 種の効果 及び高 齢者の肺炎球 菌
感染症の予防に使 用するワク チン製 剤の更なる検討のため、 血清型 等の詳 細 を含 む疾 病動向
の調査 を実 施する。
2. 侵襲性 インフ ルエンザ菌について
平成 25 年 4 月に 小児に対 するヘモフィルスインフ ルエンザ菌 b 型(Hib)感 染症が定 期接 種対象
疾患となったこと等から、成 人における侵襲 性 インフルエンザ菌に及ぼす影響について評 価 を実
施するとともに、当該感 染症が侵襲性 感染 症に至る病 原性 因子について検 討する。
3. 侵襲性 髄膜炎 菌について
疾病の特 性として、集団 感染 を生じること、感 染者が短時間で死亡 等 を含 む重篤な病態に陥る
ことがあること等から、報告された疾 患の病 原体の血清型や遺伝 子情報 等の詳 細 を評価し、 症
例の積極 的疫学 調査のための追加 情報及 び世 界的な発 生動向についての情報 を得 る。
4. 劇症型 溶血性レンサ球菌について
疾病の特 性として、感染 者が短時 間で死 亡等 を含 む重 篤な病 態に陥ることがあること、近年の
報告数が増加傾 向にあること等から、病原 性因子 等の細 菌学的 特徴について評 価 を行い、疾
病の転機 及び感 染の拡 大の原因 等についての知 見 を得る。
5. その他
その他の成 人の侵 襲性細 菌感 染症等について、流 行状 況等に応じて、必 要となる病 原体に関
する詳細な情報 を得る。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 15,000 千円 程度 ※ （間 接経費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： 最長３年間 平成 28 年度 ～平成 30 年 度
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新規採 択課題 予定数 ： １課題 程度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につい
ては、今後の予 算成立の状況 等により変動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
・施設・設備が整 備されていること。
・上記の感 染症に関 するサーベ イランス体制 を構 築し、疾 病及び病原体に 関する詳 細な評 価 を
行える研究 体制が整備されていること。
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２－２．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
国内の病 原体サーベ イランスに資する機能 的なラボネットワークの強 化に関する研究

（２）目標
危機的な感染症の発生に対 応するため、 全国規 模で機能 的に統一された病 原体診 断とサーベ
イランス実施が可能な国と地方 衛生研 究所との病原体 検査 ネットワ ーク を構築、維 持することによ
り、地方 衛生研 究所の質の向上 を図 る。

（３）求められる成 果
細菌・ウ イルス・真菌・寄生 虫などの病原体のうち、 平成 28 年度は特に カルバペ ネム耐性腸
内細菌 科細菌 等の病 原体について、サーベ イランス検査の精度管 理、診断 検査法 の構築、 改良
・マニュアル作成、研 修会の開催等 を通 じて、正確な病原体 診断の実施 を行い、 我が国の行政機
関における病原体 診断 能力 を維 持・向 上する。これにより、ウ イルス・細菌・真菌・寄生虫などあら
ゆる病 原体 を想 定し、危機 的感染 症に備える体制 を整 備する。
対象とする病原体については、 公衆衛 生上問 題となる蓋 然性の評価 を行うとともに、地方 衛生
研究所の全国協 議会 を通 じて地方 衛生研 究所の ニーズを把 握することで、選 定する。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 10,000 千円 程度 ※ （間 接経費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： 最長３年間 平成 28 年度 ～平成 30 年 度
新規採択課 題予 定数： １課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
・施設・設備が整 備されていること。
・細菌・ウ イルス・真菌 ・寄生 虫などの幅広い病 原体 を扱うことが出来る研 究体 制、地方衛 生研 究
所との連携が取れる研 究体 制が整備されていること。
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２－３．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
エンテロウ イルス等 感染 症に係る急 性弛緩 性麻 痺等の神 経疾 患の原 因究明に 資する疫 学研究

（２）目標
小児の急 性弛緩 性麻 痺が複数 報告されてお り、エンテロウ イルス D68 との関 連 を含 め原因 究
明の必要 性について指摘されてい る。急性弛 緩性 麻痺、急 性脳炎・脳症 等の急 性に経過する神
経疾患は、ウ イルス学的検 討 を行うなどの実験 室診 断 を含 めた検 討が必 要であるが、今般の国内
例においては十分な検 討結 果が得られていない。
本研究において、エンテロウ イルス等感 染症に係 る急性 弛緩性 麻痺 等の神 経疾患に 関して我
が国における実態 を把 握するとともに、その検査・診断方 法 を確 立し、急性弛 緩性 麻痺、急 性脳
炎・脳症の原因 究明に資 する。

（３）求められる成 果
エンテロウ イルス D68 との関連 が示唆されてい る急性 弛緩性 麻痺について、適 切な検体 を収 集、
検査方 法 を確立、症 例 を定 義する等して、 診療の質 の向上 を図 るとともに、急性弛 緩性 麻痺、急性
脳炎・脳 症についての原 因 を明らかにする。
対象症 例に対して、我が国における実態把 握 を行う。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 5,000 千円程 度 ※ （間 接経費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： 最長３年間 平成 28 年度 ～平成 30 年 度
新規採択課 題予 定数： １課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につい
ては、今後の予 算成立の状況 等により変動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
・施設・設備が整 備されていること。
・エンテロウ イルス等感染 症に係る急 性弛 緩性麻 痺等の神経疾 患に関して我 が国における実 態
を把 握するとともに、その検査・診断方 法 を確立できる研究体 制が整 備されていること。
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Ⅲ 健康 安 全確 保 総合 研 究分 野
１．地 域 医 療基 盤 開発 推 進研 究 事業
（１）地域 医 療基 盤 開発 推 進研 究 事業
１．研究事 業の方向 性
（１）医療 政策の現状（研究事 業以外 の施策 を含 む）
少子高 齢化等 時代が変化する中、豊かで安 心できる国民 生活 を実 現するための医療 政策に
おいて、
①医療提 供体制 の構築 ・整備
②良質な医 療の提 供（EBM、IT の推 進、医療 安全）
③医療人 材の育 成・確 保
④大規模 災害時 の医療 確保
といった課題がある。
これらの行政課題 を解 決し、高 度急性 期から在 宅医療まで、患 者の状態に 応じた適 切な医
療 を地域において効 果的かつ効率的に 提供する体制 を整 備し、患者 ができるだけ早く社会に復
帰し、地域で継 続して生活 を送 れるようにする体制の構 築 を目 指す。
（２）行政 施策に対 する研 究事業の方向 性
・本事業においては、社 会保障 制度 改革にともなう病院・病床 機能の分 化、地域 間・診 療科間
の偏在の是 正、 チーム医療 の推進、専 門医のあ り方、医 療人材 の育成 ・確保、医 療の安 全
の確保等の医療 政策 を検 討するための基礎資 料となる成 果が得られている。
・また、大規模 災害時 の医療 提供体 制の確 保・再 構築に関 する研究 の推進により、救 命率の向
上、災害に関 連する疾 患の減 少が期 待されるものと考えられる。
・少子高 齢化の進展や医療 ニーズの多 様化・高度化により、医療 を取 り巻く環 境が大きく変 化し
ている中、豊かで安 心できる国民 生活 を実 現するため、効 率的な医 療提 供体制 の構築、医
療の質の向 上 を目 指し、新たな医 学・医 療技 術や情報 通信 技術等 を活 用することで、地域医
療構想の策定や地域包 括ケアシステム構築 を推 進するための地域 医療の基盤 を確 立する。
（３）研究 事業 全体の目 標と成 果
効率的な医療提 供体制 の構築、医 療の質 の向上 を目 指し、新 たな医学 ・医療 技術や情報通
信技術 等 を活用し、地 域医 療の基盤 を確 立する。また、災害時に 備えた医療提 供体制に 関す
る研究 を行う。
（４）国立 研究開 発法人 日本 医療研 究開発 機構（AMED）研究との関係性について
なし
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２－１．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
歯科医 師の養成 及び評 価に関する総合 的研究

（２）目標
歯科医師の資質向 上 を図るうえで、特に新 規参入 歯科 医師の資質向 上が重 要であることから、
平成 30 年度に開 始予定 の歯科 医師 臨床研 修制度 見直し検討会における基礎資 料となるデータ
を収 集し、質の高い 歯科医 師の養 成のための研修 プログ ラムや評価の項 目等 を提 示する。

（３）求められる成 果
・臨床研 修施設、 指導歯 科医、研 修 プログ ラム（研 修内 容、症例数、 実施体 制等）の評価・検討
及び望ましい研修 実施 体制、到 達目標 等について検討。
・指導歯 科医講 習会やプログ ラム責任 者講習 会のカリキュラムの見 直し、受講体 制等について検
討。
・その他、歯 科医師 国家 試験や歯 科医 師の生 涯研修 等に関する内容。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 1,400～1,600 千 円程度 ※ （間接経 費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： 最長２年間 平成 28 年度 ～平成 29 年 度
新規採択課 題予 定数： １課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
・教育機 関、関係 学会、行 政、関係 団体等の意見が反映される体制が整備されていること(教 育機
関、関係学 会、行政、関 係団 体等から協 力が得られることを示 す書類 等)。
・その他、法 律、各府 省が定 める省 令・倫 理指針 等 を遵 守し、適切に研 究 を実施 すること。
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２－２．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
看護師の特定行 為に係る研修制 度の普 及等に関する研究

（２）目標
看護師の特定行 為に係る研修制 度については、看護 師が手 順書により行う特定 行為 を標 準化
することにより、団塊の世代が 75 歳 以上 を迎える 2025 年に向けて、今後 の在宅 医療 等 を支えて
いく看護師 を計 画的に 養成していくことを目的とし、 平成 27 年 10 月１日に施行されたところである。
医療のニーズが高まる中で、 患者に適 時に適切なケア を提供 するため、多くの看護 師が、質の
高い指導の下で特定 行為 研修 を修 了していただく必要があ り、指導 者に対する講習 会は重要であ
る。指導者講 習会は、 指導者の知識 及び技 術の均てん化のため、標 準的なプログ ラムを踏まえて
行う必要があり、 指導者の役割や様々な機 関が実 施している指導 者講 習会の実 態等 を踏まえつ
つ、指導者講 習会の標準的 プログ ラム等 を検 討する必 要がある。
また、医療現場において、手 順書により患者に 安全な特 定行 為が実施されるためには、特定 行
為の実施に 係る適切な手順 書が作成 及び検 証が行 われることが必要である。
このため本 研究では、平 成 28 年度 1 年間で、指 定研 修機関や指導 者講習 会 を行おうとする病
院団体 等が用いる看 護師の特定 行為に係る実習等 の指導 者講習 会の標 準的 プログ ラムを作 成
するとともに、特定行為 研修 を修 了した看護 師が勤務 する医 療機関 等が手 順書の準備や活 用の
方法 を確認でき、さらなる医 療の安 全の確 保及び質の向上 を図 ることができる手順 書の作 成及び
検証方 法等に関するヒント集の作成 を行うことを目 標とする。

（３）求められる成 果
特定行 為研修の指導 者の役割 等に関する調査 を踏まえ、 看護師の特定 行為に係る実習等 の
指導者 講習会の標準 的 プログ ラムの開 発 を行う。
また、特定行為 の実施に 係る手 順書が、医 療安全の観点 を踏まえつつ医療 現場において円 滑
に普及されるよう、特定 行為の実施に係る手順書 の医療 現場での作成・検証等の実態 等につい
ての調査 を踏まえ、手 順書の作 成及び検証 方法等に 関するヒント集 を作 成する。
これらについては、関係団体及 び医療 機関 等に広く周 知し普及 を図 るとともに、平成 29 年 度に
は審議会 等における特定 行為研 修制 度の検討 の基礎 資料としても活 用する。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 3,000 千円程 度（間 接経費 含 む）
研究実施予 定期 間： 1 年 間 平成 28 年 度
新規採択課 題予 定数： １課題程 度

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
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特定行 為研修の指導 者に対する講習会の実施や手順 書の作成に 関する経 験 を有する者の意
見が反映される体制が整備されていること。
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２－３．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
臨床効 果データベースを効 率的に 構築・運用する方法 等に関する研究

（２）目標
先行する平成 27 年度 厚生労 働科 学研究 「臨床 効果データベースの連 携及び効率 的運用
のための研究」の研究 結果や、AMED において実施される臨床 研究等 ICT 基 盤構 築研究 事
業のうちの「臨床 研究 ICT 基 盤の構 築に関する研究」（平成 27 年 度研究 及び平 成 28 年度
研究）と連 携しながら、個人 情報保 護法 改正等に 係るデータベース運用 上の課題 整理、その
他以下の検討・開発及 び施行
① 各データベース間でのデータの共有に必 要なデータ様式の標 準化 その他データ共有に 必
要な手法
② データベースへの入 力の負 荷 を軽減 するための電 子 カルテ等 を活 用した運用 方法等の標
準化その他必要な手法 等
効率的に新 たな臨 床効果 データベースを構 築する際に必要な方法論 の整理 を行 い、データベ
ースの対象 領域拡 大や構 築の効率 化に資することとする。

（３）求められる成 果
各データベース間でのデータの共有のために 必要なデータ様式の標準 化や、データベース
への入力の負荷 を軽 減するための電子 カルテ 等 を活用した運用 方法 等の標 準化、及びその
他必要な手法の検 討・開 発及び試行など、臨床 効果データベースを効 率的に構 築・運 用する
ための方法論 の整理 を行う。

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 10,000 千 円程度 ※ （間接経 費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： １年間 平成 28 年 度
新規採択課 題予 定数： １課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
⋅

当該研 究課題は、AMED において実施される臨床 研究 等 ICT 基盤 構築研 究事業 のうちの
「臨床研 究 ICT 基盤の構築に関 する研 究」、平成 27 年 度厚生 労働 科学研 究「臨 床効果 デー
タベースの連携及 び効 率的運 用のための研 究」との関連性が高いことから、当該研 究との連
携（方向 性及び研究 成果に関する連携 を含 む。）が可能な研究 を優 先して採択 する。

⋅

将 来 、 臨 床 効 果 データベ ースの対 象 領 域 を拡 大 してい くことに 向け た計 画 を具 体 的 に 有 する
42

研究課 題 を優先して採択する。
⋅

我が国にとって重要な疾患 領域 を対 象とした、臨 床効果 データベース事業に主 体的に参画 し
ている者及びデータベース構 築の経 験 を有する学識経 験者、臨 床疫 学や医療 情報に関 する
学識 経験 者等 を研 究 代表 者または研究 分担 者とする研 究班 体制が構築されていること。なお、
研究代 表者は臨 床疫 学や医療 情報の研究 を主 たる業 務とする学識経 験者であること。

⋅

本事業の実施の中で生じた成果 物・著作 物等について、次 年度以 降の関 連分野 の厚生 労働
科学研 究班等に 対し、対価 を求 めることなく、利 用 を認 めること。
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２．労 働 安 全衛 生 総合 研 究事 業
１．研究 事業の方 向性
（１）労働安 全衛 生総 合研 究事 業の現状
わが国では職 場における労働 者の安全 及び健 康の確 保並びに 快適な職 場環 境の形成 の促
進に関して、労働 安全衛 生行政 の科学 的な推進 を確 保し、技 術水 準の向上 を図 ることを目的と
して総合的に研 究事 業 を行っているものである。

（２）労働安 全衛 生総 合研 究事 業の方向 性
近年、増大 するメンタルヘルスの問題、胆管 がん問 題 をはじめとする化 学物質 管理の問題な
ど、 職場における新 たな健 康管理 リスクへの対 応が求 められている。
また、社会経済 状況が変化し、小 売業や飲食店、 介護施 設などのサービス産 業に従事 する
労働者の増加、非 正規労 働者や外部委 託の増 加、高年 齢労働 者の増 加、女性の活躍推 進な
ど、 職場 を取 り巻 く環境が変化 する中、労 働者一 人ひとりがいかに健康と安全 を確 保しつつ、各
自の能力 を発 揮できる職 場 を実現していくかが今後 の我が国の経済 成長 を確 実なものにするた
めにも極 めて重要な課題となっている。

（３）研究事 業全 体の目標 と成 果
労働安全 衛生総 合研 究事業においては、これらの課 題 を踏まえ平 成 25 年に 作成された第 12
次労働 災害防 止計画 （計画 期間：平成 25 年～平成 29 年）に掲 げている労 働災 害の減 少目標
（計画期 間中に 15％以上の減少）を達 成するために、必要な重 点施 策の企 画立案 及び推 進に
必要な最 低の技術 や医学 的知見 等 を得るための研究 を効 率的 かつ効果 的に実施し、 今後の
我が国の経 済成 長 を確実なものにする上で必 要不可 欠な職 場環境の実現に資 する研 究とする
ことが重要である。

（４）国立研 究開 発法 人日 本医 療研 究開 発機 構（AMED）研究 との関 係性について
厚生労働 行政の推進に資する研究に 関する委 員会 報告書 （平成 27 年６月）に医 療分野 以外
の研究は、厚 生労働 科学研 究として取 り扱う旨の整理がされてい るため、 本研 究事業は国立 研
究開発 法人日 本医療 研究 開発機 構（AMED）研 究に該当しない。
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２－１．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
経済情 勢等が労 働災 害発生 動向に及ぼす影 響等に関する研究

（２）目標
近年、産業の高度 化・多 様化に伴い、労 働災害 の形態も 多様化している。また、経 済情 勢が労
働災害 発生動 向に影響 を及 ぼすメカニズムは複雑 化しており、行 政による労 働災害 防止 対策の
効果の測 定が難しくなっている。
労働災 害は長期 的には減 少してきたものの、近年 減少傾 向は鈍 化してきており、第 12 次労 働
災害防 止計画の目標 達成も危ぶまれる状況にある。そこで、国内 総生 産、鉱工業 指数 等の経済
指標が各 産業における労 働災害 発生 動向に影 響 を及ぼすメ カニズムについて解析し、 それを踏ま
えた効果 的な労働 災害防 止対 策についての提言 を得 ることを目標とする。

（３）求められる成 果
・経済情 勢と労働 災害 発生動 向との関 係に関する解析
・職場における労 働災害 防止対 策が経 済情 勢により受け る影響に 関する事 例の収 集
（労働災 害の統 計や事 例については、当省から提 供する）
・効果的な労働災 害防 止対策についての提言

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模
：１課題当 たり年間 2,000～4,000 千円 程度 ※ （間 接経 費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ：最長 ３年間 （平成 28 年 度～平 成 30 年 度）
新規採択課 題予 定数：１課題 程度 ※
※ 研究費の規模等はおおよその目 安となります。 研究費の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
経済情 勢等が労 働災 害発生 動向に及ぼす影 響等に関する様々な専 門家 を研 究分 担者とする研
究班体 制が構築されていること。
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３．医 薬 品・医 療 機器 等レギュラトリーサイエンス政策 研 究事 業

１．研究 事業の方 向性
（１）薬事行 政の現状（研 究事 業以 外の施策 を含む）
薬事行 政においては、最先端の技術 を活 用した医薬 品・医療 機器・再生 医療等 製品の実用化
や、承認審査、 市販後 安全 対策のほか、無 承認 無許可 医薬 品の監視 業務、麻 薬・覚せい 剤等の
薬物乱 用対策、血 液安 全対策、 医薬品 販売制 度等に取 り組 んでいる。
平成 26 年には、医薬 品・医 療機器 法の改 正が施 行され、一般 用医薬 品のインターネット販 売
を含 む医 薬品 販売制 度の見 直しが行われた。また、革新 的な医薬 品・医 療機 器等が安 全かつ迅
速に国民に提 供されるようにするため、添 付文書 の届出 義務の創設、医 療機器の登録 認証機 関
による認証範 囲の拡 大、再生医 療等 製品の条件及 び期限 付き承認 制度の創 設等が行われた。
一方で、危険ド ラッグが社会的に 大きな問題となったことから、同 年 12 月に医薬 品・医 療機器 等
法が改正され、 危険ド ラッグの販 売・所 持・使 用等に対する規制 が強化された。

（２）薬事行 政に対する研究 事業 の方 向性
医薬品・医療機 器等の品質・安全性 の確保 対策や、血 液事 業、薬物 乱用対 策、薬剤 師の資質
向上等、薬 事行政における課題の解決に向けて、科 学的合 理性と社会的 正当 性に基 づいた規制
・取締・制度設 計等 を行う ための根拠の創出に資 する研究 を進 める。

（３）研究事 業全 体の目標 と成 果
薬事規 制の見直しや制度 設計等に 資するエビデンスを創出し、薬 事行 政の諸施 策に活用 する
ことを目標 ・成果とする。

（４）国立研 究開 発法 人日 本医 療研 究開 発機 構（AMED）研究 との関 係性について
AMED において実 施している「医薬 品等 規制調 和・評価研 究事 業｣は、革 新的 医薬品 等の品 質、
有効性 及び安 全性に係る各種試 験系・評価 系の開発 や、データ収 集システム等の環境 整備に関
する研究 を実 施している。医 薬品等 規制調 和・評 価研 究事業と相俟って、薬事 領域における施 策
の見直しや制 度設 計、政策の立案・実行等に 繋 げている。
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２－１．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
医薬品等の広 告監 視の適正 化 を図るための研究

（２）目標
医薬品 等の広告 監視については、医 薬品 医療機 器法及 び医薬 品等 適正広 告基 準の規定に 基
づき、医薬 品の製 造販売 業等の許可 権限 を有 する各都 道府 県の事務として実施されている。 適
正広告 基準は、医 薬品等の虚偽、誇 大な表 現等の排 除による広 告の適 正化 を目 的に、広告 作成
における基本的な概 念 を示したものであり、この基準の運用の適正化 を図 るため、別 途、国におい
てその解釈 等 を運用 指針として示してきたが、セルフメディケーションの推進 や広告 媒体の多様化
等、医薬品 等の広 告 を取 り巻く状 況は変 化している。このため、 広告の監視指 導の現 状 を精査 す
るとともに、国及び都道 府県 等の行政 機関による広告 監視指 導の運 用について一層の適正化 ・明
確化 を図る。

（３）求められる成 果
・国及び都道府 県等における広 告監 視の実態、 具体的 違反事 例等の調査
・関連業 界団体における自主 ガイド ラインの調 査、及び当該ガ イド ラインと適 正広告 基準及 び運
用指針との整合性 の確認
・医薬品 等ごとの特性、 販売促 進の手 法等の広告実 態に応じた、 国及び都道府 県等の行政機
関による広告 監視に関 する運用 指針（案）の策 定

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課 題当 たり年間 2,500 千円程 度 ※ （間 接経費 を含 む）
研究実施予 定期 間 ： 最長３年間 平成 28 年度 ～平成 30 年 度
新規採択課 題予 定数： １課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
・薬事関 連の広 告の現 状、規制に精 通する専 門家（広告 関係実 務経験 者、医師 ・薬剤 師、医薬 品
等の使用 者等）を研 究分 担者等とする研 究班体 制が構 築されていること。
・広告当 事者となる関係業 界団 体等の意 見が反 映される体 制が整 備されていること（関係 団体 等
から協力が得られることを示 す書類 等）。
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２－２．公 募研 究課 題
（１）研究課 題名
規制薬 物の分析と鑑別 等に関する研究

（２）目標
乱用される規 制薬物の有効な取締のために規 制と同 時に鑑定 機関に対して分析法 を提 示す
る必要がある。適 時に有用な分析法がなけ れば、その取 締に支障 を来 す。乱 用薬物は様々な
形態があるうえ、複数の成分が混在していることも多く、それらから 規制薬 物 を確 実に同定でき
る方法が必 要である。また、植物については、成 分の分 析だけではなく、 植物種の同定のため遺
伝子解 析などが必要だが、情報が不足している。
このため、規制薬 物の効 果的な鑑 別等 を行う ための手法 を確 立する。

（３）求められる成 果
・新たに規 制された乱用薬 物の分 析法の迅 速な開 発
・使用罪に 対応するため、 それらの代 謝物の解 析
・乱用される植物について、成分 分析、遺 伝子解 析による鑑 別法の開発

（４）研究費 の規 模等 ※
研究費の規 模：１課題当 たり年間 5,000 千円 程度 ※ （間 接経費 を含 む）
研究実施 予定期 間 ： 最長３年間 平成 28 年度 ～平成 30 年 度
新規採択 課題予 定数： １課題程 度 ※
※ 研究費の規模等 はおおよその目安となります。 研究費 の規模 及び新 規採択 課題 予定数 等につ
いては、今後の予 算成立の状況 等により変 動することがあ ります。

（５）採択条 件（（ ）内は条 件を満たしていることを示す書類 等）
乱用 薬 物の分析に 関 連する様 々な専門 家（乱 用薬 物 を規 制 するための分析 の実績 がある者等）
を研 究分担 者とする研究班 体制が構築されていること。
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