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戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療システム 

委託研究開発契約事務処理説明書 改訂箇所 

2019 年 10 月 1 日 

新 旧 

 委託研究開発契約事務に関するお問い合わせ  

P4 本書、個別事業、課題に関する電子メール及び電話での連絡先  

メール件名：【事業名 AI ホスピタル】【機関名○○○○】タイトル  

E-mail：sip-gen［at］nibiohn.go.jp   “[at]”を”@”に置き換えてご利

用ください。 

本書、個別事業、課題に関する連絡先  

メール件名：【事業名 AI ホスピタル】【機関名○○○○】タイトル  

E-mail：sip-gen［at］nibiohn.go.jp  

P4 探索推進部開発振興部 SIP AI ホスピタル担当宛グループ宛 探索推進部 SIP AI ホスピタル担当宛 

 Ⅰ．はじめに 

P5 ●本事業への採択をもって、研究開発機関は公募要領要項等の記載内容を承

諾したものとみなします。公募要領要項等の記載内容についても遵守をお願いし

ます。 

●本事業への採択をもって、研究開発機関は公募要領等の記載内容を承諾し

たものとみなします。公募要領等の記載内容についても遵守をお願いします。 

P7 （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、当該研究者又は本事業の参画機関

研究グループ 

（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 

 Ⅱ．委託研究開発契約の概要  

 ２．委託研究開発契約の締結にあたっての留意事項  

P9 （１）契約の解除等  

●NIBIOHN の中期目標中長期計画期間終了時における事業評価により、 

（１）契約の解除等  

●NIBIOHN の中期目標期間終了時における事業評価により、 
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P9 （３）研究グループ本事業に参加する機関間の連携・権利義務の明確化 

現行、研究グループ本事業に参加する機関相互での共同研究契約の締結は、

契約条項等を定めておりませんが、研究開発成果の活用等にあたり支障が生じ

ないよう知的財産権の取扱いや守秘義務等に関して研究グループ本事業に参

加する機関間で適切に対応してください。 

（３）研究グループに参加する機関間の連携・権利義務の明確化 

現行、研究グループに参加する機関相互での共同研究契約の締結は、契約条

項等を定めておりませんが、研究開発成果の活用等にあたり支障が生じないよう

知的財産権の取扱いや守秘義務等に関して研究グループに参加する機関間で

適切に対応してください。 

 ４．再委託について  

 （１）再委託の可否 

P11 ●再委託が承認された場合は、再委託契約から別の契約へ変更はできません。

再委託先と速やかに再委託契約を締結してください。 

●再委託が承認された場合は、再委託先と速やかに再委託契約を締結してくだ

さい。 

P11 ●再委託契約書の作成にあたっては、・・・義務を負わせるようにしてください（委

託研究開発契約書第 14616 条第 2 項） 

●再委託契約書の作成にあたっては、・・・義務を負わせるようにしてください（委

託研究開発契約書第 146 条第 2 項） 

 （２）留意事項 

P11 ●再委託を行う場合の再委託先の行為については、再委託を行った研究開発

機関の行為とみなされます。 

●再委託を行う場合の再委託先の行為については、研究開発機関の行為とみ

なされます。 

P11 ●再委託した研究開発の成果に係る知的財産権を、再委託先に帰属させる場

合は、再委託先に委託研究開発契約書第 81010 条・・・。  

●再委託契約から別の契約への変更が生じることがあれば、事前に NIBIOHN

へご相談ください。 

●再委託した研究開発の成果に係る知的財産権を、再委託先に帰属させる場

合は、再委託先に委託研究開発契約書第 810 条・・・。 

 ５．研究開発機関の責務等について 

P12 （１）法令の遵守 

研究開発機関は、本事業の実施にあたり、その原資が公的資金であること財源

を確認国費とするとともに、ことから関係する国の法令等を遵守し、・・。 

（１）法令の遵守研究開発機関は、本事業の実施にあたり、その原資が公的

資金であることを確認するとともに、関係する国の法令等を遵守し、・・。 
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 （５）委託研究開発費の執行についての管理責任 

P12 そのため、研究開発機関は、各事業の財源に応じて、国の府省庁厚生労働省

が策定する公的研究資金の・・「機関に実施を要請する事項」等を踏まえ、・・ 

そのため、研究開発機関は、各事業の財源に応じて、国の府省庁が策定する公

的研究資金の・・「機関に実施要請する事項」等を踏まえ、・・ 

 （６）体制整備に関する対応 

P13 研究開発機関は、国の府省庁厚生労働省が策定する公的研究資金の管理・

監査に関するガイドライン・指針に従って、 

研究開発機関は、国の府省庁が策定する公的研究資金の管理・監査に関する

ガイドライン・指針に従って、 

 （７）不正防止に関する措置 

P13 研究開発機関は、各事業の財源に応じて、国の府省庁厚生労働省が策定する

厚生労働分野の研究活動における不正行為等への対応等に関する指針及びガ

イドラインに従って、行動規範や不正行為への対応規程等の整備や・・ 

不正防止に関する措置研究開発機関は、各事業の財源に応じて、国の府省庁

が策定する不正行為等への対応に関する指針及びガイドラインに従って、行動規

範や不正行為への対応規程等の整備や・・ 

 Ⅲ．委託研究開発契約の変更・中止・一時停止の手続 

 １．委託研究開発契約の変更の種別 

 研究開発計画に軽微な変更がある場合 ④、⑤ 

P15 研究開発担当者責任者・分担研究代表者 研究開発担当者 

P15 ●変更承認申請書は、変更しようとする日の 14 営業日前までに「本書、個別

事業、課題に関するお問い合わせ先」へ提出してください。 

変更承認申請書は、変更しようとする日の 14 営業日前までに「本書、個別事

業、課題に関するお問い合わせ先」へ提出してください。 

P15 ●これらによらない変更は個別事業に関するお問い合わせ先にご相談ください。 ●これらによらない変更は個別事業に関するお問い合わせ先にご相談ください。 

 ２．委託研究開発契約の変更に係る留意事項 

P15 ●「経費等内訳書・契約項目シート書」【計画様式２】の設備備品費の変更又

は追加をしたときは、・・・「委託研究開発実績報告書」【報告様式１】又は各事

業で定める報告書等の作成時に 

●「経費等内訳・契約項目シート」【計画様式２】の設備備品費の変更又は追

加をしたときは、・・・「委託研究開発実績報告書」【報告様式１】又は各事業で

定める報告書等の作成時に 

 3．委託研究開発の中止又は一時停止の手続 
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P16 ●委託研究開発の中止又は一時停止の際に提出する書類は以下の通りです。 

・・・・・・・なお、移籍先との新たな契約締結日については、担当事業課

NIBIOHN と相談してください。 

●委託研究開発の中止又は一時停止の際に提出する書類は以下の通りです。 

・・・・・・・なお、移籍先との新たな契約締結日については、担当事業課と相談し

てください。 

 Ⅳ．執行について  

 １．委託研究開発費の執行にあたって 

P17 ●体制の整備 

研究開発機関は、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」・・ 

●研究開発機関は、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」・・ 

P17 ●国民等への説明責任 

なお、委託研究開発費の執行にあたっては、 

●なお、委託研究開発費の執行にあたっては、 

P17 ●研究成果の最大化のために 

委託研究開発を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、執

行の柔軟性にも硬直的な運用にならないよう配意をお願いします。 

●委託研究開発を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、

執行の柔軟性にも配意をお願いします。 

P17 ●本事業に参画する機関間の連携・権利義務の明確化 

本事業の適切な実施や研究成果の活用などに支障が生じないよう知的財産権

の取り扱いや秘密保持等に関して、委託研究開発契約に反しない範囲で参画

機関の間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講じてください。 

記載なし 

P17 ●委託研究費の確定について 

委託研究開発契約の適正な執行を確保するために・・ 

●委託研究開発契約の適正な執行を確保するために・・ 

 ２．委託研究開発の予算費目 表中 

P18 取得価格 10 万円以上、かつ耐用年数 1 年以上の研究用設備・備品・試作

品・ソフトウェア（既製品）、書籍など 

取得価格 10 万円以上、かつ耐用年数 1 年以上の研究用設備・備品・試作

品・ソフトウェア（既製品）、書籍など 

P18 講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳者、単純労働等の謝金等の経費 講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳者、単純労働等の謝金等の経費 
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 試験・検査業務・動物飼育業務等、外注して実施する役務に係る経費 試験・検査業務・動物飼育業務等、外注して実施する役務に係る経費 

P18 研究開発成果発表費用（論文投稿料、論文別刷費用、HP 作成費用

等）、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、国民との対

話に係る経費等 

研究開発成果発表費用（論文投稿料、論文別刷費用、HP 作成費用

等）、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、国民との対

話に係る経費等 

P18 直接経費に対して一定比率・・・研究開発機関の管理等に必要な経費として

NIBIOHN が支払い、研究開発機関が使用する経費 

直接経費に対して一定比率・・・研究機関の管理等に必要な経費として

NIBIOHN が支払い、研究機関が使用する経費 

P18 表の脚注 

※上記に該当しない経費につきましては NIBIOHN にご相談ください。 

記載なし 

 ３．費目（大項目）間流用の取扱い 

P19 ●流用制限範囲内の流用であっても、後日、NIBIOHN が研究開発担当者

責任者及び・・ 

●流用制限範囲内の流用であっても、後日、NIBIOHN が研究開発担当者

及び・・ 

P19 ●再委託を行う場合の再委託先の費目間流用については、それぞれの再委託

先に措置された委託研究開発費の範囲においてのみ同様の基準で認められ、

NIBIOHN の事前の承認無く研究開発機関と・・ 

●再委託を行う場合の再委託先の費目間流用については、それぞれの再委託

先に措置された委託研究開発費の範囲においてのみ同様の基準で認められ、

NIBIOHN の事前の承認無く研究開発機関と・・ 

 ４．直接経費の取扱い 

P19 ●研究機関は、適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した

経費の妥当性を自らの責任において客観的に説明する必要があります。 

記載なし 

P19 ●直接経費として計上できない経費は以下のものが該当します。・・（通常の企

業会計における一般管理費に相当するもの（管理部門部門費等）は間接経

費に含まれます） 

●直接経費として計上できない経費は以下のものが該当します。・・（通常の企

業会計における一般管理費に相当するもの（管理部門等）は間接経費に含ま

れます） 

P20 

 

●例えば、以下の事例は合目的性・適正性の観点より、直接経費での計上が

認められません。・・・ 

記載なし 
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・「学会年会費」、「資格取得に係る費用」等で研究機関や研究参加者の権利

となるもの 

 （１）＜物品費＞ 

P21 ●本事業の直接経費で購入した研究用設備・備品を改造した場合は、物品費

で計上し、NIBIOHN に取得物品の報告（「有形固定資産取得報告書」【物

品様式 2】）をする際は、「○○年度○○省（機関）事業購入の○○装置の

改造」という表記をしてください。なお、経済産業省からの事業で、平成 26 年度

以前に取得し、同省に取得物品として報告した研究用設備・備品等の改造を行

うときは、事前に事業担当部署へ相談してください。 

●直接経費で購入した研究用設備・備品を改造した場合は、物品費で計上

し、NIBIOHN に取得物品の報告（「有形固定資産取得報告書」【物品様式 

2】）をする際は、「○○年度○○省（機関）事業購入の○○装置の改造」と

いう表記をしてください。なお、経済産業省からの事業で、平成 26 年度以前に

取得し、同省に取得物品として報告した研究用設備・備品等の改造を行うとき

は、事前に事業担当部署へ相談してください。 

P21 

 

●NIBIOHN 所有の物品（提供物品）について資産として計上すべきような

改造等を加える場合は、事前に事業担当部署 NIBIOHN へ相談してください。

また、研究機関所有の研究設備・機器等の改造費を直接経費で計上すること

は認められませんのでご留意ください。なお、既存施設・設備等の改造であっても

当該委託研究開発に専ら使用し直接必要かつ不可欠である場合には、直接経

費から支出することができます。 

●NIBIOHN 所有の物品（提供物品）について資産として計上すべきような

改造等を加える場合は、事前に事業担当部署へ相談してください。なお、既存

施設・設備等の改造であっても当該 

委託研究開発に直接必要かつ不可欠である場合には、直接経費から支出する

ことができます。 

P22 ●研究機器の合算購入の要件は以下のとおりです。なお、合算購入にあたって

は、各要件を満たすことを「合算使用届出書チェックリスト」【経理様式Ｂ－１

３】により明らかにした上で、必ず事前にNIBIOHN の確認を受けて機関内で確

認してください。 

●研究機器の合算購入の要件は以下のとおりです。なお、合算購入にあたって

は、各要件を満たすことを「合算使用届出書」【経理様式Ｂ－３】により明らかに

した上で、必ず事前に NIBIOHN の確認を受けてください。 

P22 ●文房具類、照明器具用の一般用事務用品は、計上できません。ただし、研究

用設備・備品等に専用に用いられる文房具類等・・ 

●文房具類、照明器具用の一般用事務用品は、計上できません。ただし、研究

用設備・備品等に用いられる文房具類等・・ 

P22 ●一つの契約に係る支払いを本事業の直接経費と・・ ●一つの契約に係る支払いを本事業の直接経費と・・  
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・ 消耗品を購入する場合で、本事業と他の事業との間でその使用区分を明確に

した上で、その品目の購入単位ごとに区分に応じた経費を合算し、 

・ 消耗品を購入する場合で、本事業と他の事業との間でその使用区分を明確に

した上で、その区分に応じた経費を合算し、 

P23 ⑤年度を跨ぐ物品調達契約の締結について【大学等・企業等共通】  

当該研究開発のための物品等の提供については発注・契約から納品・検収・

支払いまで、同一年度内（支払については4月末日５月３１日まで）に行

われることが原則となります。  

 

⑤年度を跨ぐ物品調達契約の締結について【大学等・企業等共通】  

当該研究開発のための物品等の提供については発注・契約から納品・検収・

支払いまで、同一年度内（支払については 4 月末日まで）に行われることが

原則となります。  

 

 （２）＜旅 費＞ 

 ③旅費支出の対象となる事由 

P24 （ⅰ）研究開発成果の発表  

（ⅱ）NIBIOHN 又は内閣府等当該 SIP 課題の関連機関が主催するミーティ

ング、シンポジウム  

（ⅲ）研究グループ内本事業に参画する機関のミーティング  

（ⅳ）外部専門家等の招聘 

（ⅴ）フィールドワーク（観測、試料採取、現地調査等）観測、サンプルの採

取等のフィールドワークを行う際に公共交通機関が利用できない場合は、タクシ

ー・レンタカー・社有車・自家用車の使用を認めることがあります。研究開発のため

の必要な情報収集 

（ⅰ）研究開発成果の発表  

（ⅱ）NIBIOHN が主催するミーティング、シンポジウム  

（ⅲ）研究グループ内のミーティング  

（ⅳ）外部専門家等の招聘 

（ⅴ）フィールドワーク（観測、試料採取、現地調査等）観測、サンプルの採

取等のフィールドワークを行う際に公共交通機関が利用できない場合は、タクシ

ー・レンタカー・社有車・自家用車の使用を認めることがあります。  

 

 ⑦旅費における証拠書類等 

P25 （ⅰ）証拠書類 

出張命令（依頼）書、・・・、出張報告書（様式任意）。なお、外勤とは片道

100km 未満の出張を指します。外勤については出張報告書の作成は不要で

（ⅰ）証拠書類 

出張命令（依頼）書、・・・、出張報告書（様式任意）。 
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す。 

 （３）＜人件費・謝金＞ 

 ①人件費【大学等・企業等共通】 

P27 （ⅱ）直接経費での雇用対象  

●研究開発担当者、・・・、「研究開発参加者リスト」【計画様式 1 付属資料

１】に記載のある者。 

一時的（3か月未満）な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究に

従事するもので本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性が

ある場合は一時的であっても登録が必要。 

（ⅱ）直接経費での雇用対象  

●研究開発担当者、・・・、「研究開発参加者リスト」【計画様式 1 付属資料

１】に記載のある者。 

P27 ●なお、・・・直接経費により支出することができません。  

※ただし、平成 26 年度以前からの研究を継続している事業につきましては、採

択時の定めによるものとします。 

●なお、・・・直接経費により支出することができません。  

※ただし、平成 26 年度以前からの研究を継続している事業につきましては、採

択時の定めによるものとします。 

 ②人件費【大学等】 

P30 （ⅰ）人件費専従者の計上取扱いについて 

専従者の人件費は、大学等が支払った実績単価計算を用いる場合は、専従

者・兼業者いずれにおいても当該委託研究開発従事分の人件費を計上、健保

等級単価計算により計上を行っていただきます。計上にあたっては証拠書類の整

備のほか別表の資料を作成し、「委託費［直接経費］収支簿」【経理様式Ａ

－２】に添付して NIBIOHN へ提出してください。 

（ⅱ）兼業者の取扱いについて 

兼業者においては、作業日誌等により作業日又の人件費は、従事時間を区分

し、当該委託研究開発に該当する部分の人件費を適切に区分の上、計上してく

（ⅰ）人件費の計上について実績単価計算を用いる場合は、専従者・兼業者

いずれにおいても当該委託研究開発従事分の人件費を計上してください。兼業

者においては、作業日誌等により作業日又は従事時間を区分し、当該委託研

究開発に該当する部分の人件費を計上してください（各種手当・社会保険料

等も適切に按分し計上すること）。 
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ださい（各種手当・社会保険料等も適切に按分し。計上すること）にあたっては

証拠書類の整備のほか別表の資料を作成し、「委託費［直接経費］収支簿」

【経理様式Ａ－２】に添付して NIBIOHN へ提出してください。 

 （４）＜その他＞ 

 ②研究開発成果発表費用及び学会参加費について 

P33 ●学会参加費の証拠書類には領収書・学会参加がわかる参加証などを添付し

てください。  

●学会等参加時に当該研究開発参加者が支払った懇親会費は直接経費の対

象となりません。  

●学会参加費に食事代あるいは懇親会費が含まれており、その額が区分されて

いる場合は、当該金額を控除したものを計上してください。金額が明確でない場

合は、計上することはできません。ただし、研究開発機関の旅費規程等により食

事代あるいは懇親会費等の減額が規定されている場合は、その規程に従って計

上してください。 

●学会参加費の証拠書類には領収書・学会参加がわかる参加証などを添付し

てください。 

 

 ③会議費について 

 （ⅰ）会議費に含まれるもの 

P33 ●会場借料  

●飲食費用（アルコール類除く飲食費用（アルコール類が提供された会議費は

計上できません。）※対象となる会議については、下記（ⅱ）を参照してくださ

い。 

●会場借料  

●飲食費用（アルコール類除く）※対象となる会議については、下記（ⅱ）を

参照してください。 

P33 （ⅱ）飲食費支出の対象となる会議等の開催に事業遂行上の必要性が認め

られる場合、飲料や、食事の時間に係る開催になった際の食事費用は、研究開

（ⅱ）飲食費支出の対象となる会議等の開催に事業遂行上の必要性が認め

られる場合、飲料や、食事の時間に係る開催になった際の食事費用は、研究開
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発機関の規程に基づき適正に支出してください。飲食費支出の対象となる会議

等の開催に事業遂行上の必要性が認められる場合の飲料や、あらかじめ食事

（昼食）の時間に係る開催になった際の食事費用は、研究開発機関の規程に

基づき適正に支出してください。 その際の証拠書類は、費用の内訳明細が明確

なレシート、会議の参加者リスト（所属機関と名前）、議事録を添付してくださ

い。 

飲食費計上の対象となる会議は、外部の研究者が参加する会議であることを要

件とします。 

なお、本事業の参画機関のみによる研究ミーティングや打合せは対象とはなりませ

ん。（他の研究開発機関所属の者であっても、本事業の参画機関の研究参加

者は「外部の研究者」に含まれません。） 

発機関の規程に基づき適正に支出してください。 

 （ⅲ）その他留意事項 

P34 ●会議を開催したときは、出席者名簿及び議事概要を作成してください。  ●会議を開催したときは、出席者名簿及び議事概要を作成してください。 

P34 （以下は、P33 へ移動） ●学会等参加時に当該研究開発参加者が支払った懇親会費は直接経費の対

象となりません。  

●学会参加費に食事代あるいは懇親会費が含まれており、その額が区分されて

いる場合は、当該金額を控除したものを計上してください。金額が明確でない場

合は、計上することはできません。ただし、研究開発機関の旅費規程等により食

事代あるいは懇親会費等の減額が規定されている場合は、その規程に従って計

上してください。 

P34 ●会議費の計上にあたっては、国費を財源とすることに鑑み、説明責任があること

から必要最小限・極力簡素なもの（飲食費は一人税込み 2000 円以内）とす

記載なし 
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るようご留意ください。特に、飲食費の計上にあたっては国民の疑義を招くことの無

いよう、金額・参加者の妥当性を適切に判断してください。 

●会議費を計上する会議を開催したときは、出席者名簿及び議事概要を作成

してください。 

 ④リース・レンタルについて 

P34 ●設備等については、購入の他、リース（ファイナンスリースによる物品の取得は

認められません）やレンタルも可能です。 

●設備等については、購入の他、リース（ファイナンスリースは認められません）や

レンタルも可能です。 

 ⑥研究開発機関所有の設備・装置の使用について 

P34 当該委託研究開発に直接使用する研究開発機関所有の設備・装置につい

て、・・・支出することができます。計上する場合は利益排除を行ってください。 

当該委託研究開発に直接使用する研究開発機関所有の設備・装置につい

て、・・・支出することができます。 

 ⑬年度を跨ぐ外注契約の締結について【大学等・企業等共通】 

P36 ・・当該研究開発のための役務の提供についても発注・契約から納品・検収・支

払いまで、同一年度内（支払については 4５月末３１日まで）に行われること

が原則となります。 

・・当該研究開発のための役務の提供についても発注・契約から納品・検収・支

払いまで、同一年度内（支払については 4 月末日まで）に行われることが原則と

なります。 

 ６．間接経費について 

 （２）間接経費の算定・請求 

P39 ●間接経費の上限はを研究開発機関の種類に応じて、企業等では直接経費の

１０％、大学等では１５％とします。 

●間接経費の上限はを研究機関の種類に応じて、企業等では直接経費の１

０％、大学等では１５％とします。 

 （５）間接経費執行実績報告書の提出について 

P41 ●「間接経費執行実績報告書｣の実績分は NIBIOHN へ提出してください。  

・ 本事業の交付金は競争的資金ではありません。e-Rad への報告は、競争的

資金に準じてください。 

●「間接経費執行実績報告書｣の実績分は NIBIOHN へ提出してください。  

・ 本事業の交付金は競争的資金ではありません。e-Rad への報告は、競争的

資金に準じてください。 
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※NIBIOHN への提出は指定のメールアドレスに期限の 6 月末日までにお送り

ください。  

「非競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」【経理様式 A－３】  

●提出にあたっては、以下の点に留意してください。  

①競争的資金における間接経費の報告方法  

競争的資金だけを受給している機関については、機関にて「間接経費執行状況

報告書」を作成して、ｅ－Ｒａｄにて報告してください。  

②競争的資金と非競争的資金を受給していて、合算して使用している場合  

（ⅰ）競争的資金と非競争的資金を合算して使用していて、資金を分割する

ことが不可能な場合は、競争的資金と非競争的資金の予算比率を用いて、競

争的資金についてはｅ－Ｒａｄに報告し、非競争的資金については

NIBIOHN に報告してください。  

（ⅱ）競争的資金と非競争的資金を合算して使用していて、資金を分割する

ことが可能な場合は、競争的資金についてはｅ－Ｒａｄにて報告し、非競争的

資金については、NIBIOHN に報告してください。  

③非競争的資金だけを受給している研究開発機関について  

（ⅰ）「非競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」【経理様式Ａ-３】

にて NIBIOHN に報告してください｡  

（ⅱ）事業ごとに分割が可能な場合は､事業ごとに報告書を作成して、

NIBIOHN に報告してください｡  

④分担研究開発機関（再委託先を含む。）の提出方法について  

他の競争的資金とともに研究開発機関ごとに作成し、上記の①～③に従って報

※NIBIOHN への提出は指定のメールアドレスに期限の 6 月末日までにお送り

ください。  

「非競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」【経理様式 A－３】  

●提出にあたっては、以下の点に留意してください。  

①競争的資金における間接経費の報告方法  

競争的資金だけを受給している機関については、機関にて「間接経費執行状況

報告書」を作成して、ｅ－Ｒａｄにて報告してください。  

②競争的資金と非競争的資金を受給していて、合算して使用している場合  

（ⅰ）競争的資金と非競争的資金を合算して使用していて、資金を分割する

ことが不可能な場合は、競争的資金と非競争的資金の予算比率を用いて、競

争的資金についてはｅ－Ｒａｄに報告し、非競争的資金については

NIBIOHN に報告してください。  

（ⅱ）競争的資金と非競争的資金を合算して使用していて、資金を分割する

ことが可能な場合は、競争的資金についてはｅ－Ｒａｄにて報告し、非競争的

資金については、NIBIOHN に報告してください。  

③非競争的資金だけを受給している研究開発機関について  

（ⅰ）「非競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」【経理様式Ａ-３】

にて NIBIOHN に報告してください｡  

（ⅱ）事業ごとに分割が可能な場合は､事業ごとに報告書を作成して、

NIBIOHN に報告してください｡  

④分担研究開発機関（再委託先を含む。）の提出方法について  

他の競争的資金とともに研究開発機関ごとに作成し、上記の①～③に従って報
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告してください。  

⑤一般管理費を受給している研究開発機関  報告の義務はありません。 

●当該 SIP 第 2 期は、競争的資金による事業ではありませんので、間接経費の

使用実績などについての報告は必要ありません。 

告してください。  

⑤一般管理費を受給している研究開発機関  報告の義務はありません。 

 ７．委託研究開発費の執行期限 

 業者等への支払い（支出） 

P41 翌年度の 4 月 30 日 5 月 31 日 翌年度の 4 月 30 日 

 ８．委託研究開発費の NIBIOHN から研究開発機関への支払いについて 

 （１）支払いの方法 

P42 ●「請求書」【経理様式Ａ－４】に基づき、原則として『一括払い』2 分割での支

払いとします。 

●「請求書」【経理様式Ａ－４】に基づき、原則として『一括払い』とします。 

 （２）委託研究開発費の請求について 

P42 ●委託研究開発費の請求は、速やかな支払いを可能とするため、原則として「請

求書」【経理様式 A-4】を使用してください。やむを得ず「振込依頼書」や「納入

告知書」を使用する場合等の発行が不可欠な研究開発機関は、事前に 

NIBIOHN にご相談ください。納入告知書等に加え、必要事項が記入された「請

求書」【経理様式 Aー4】をご提出いただきます。納入告知書等で支払期限まで

期日の猶予がない場合等には、個別に支払期限を調整させていただくことがあり

ます。 

●委託研究開発費の請求は、速やかな支払いを可能とするため、原則として「請

求書」【経理様式 A-4】を使用してください。やむを得ず「振込依頼書」や「納入

告知書」を使用する場合は、事前に NIBIOHN にご相談ください。納入告知書

等に加え、必要事項が記入された「請求書」【経理様式 Aー4】をご提出いただき

ます。納入告知書等で支払期限まで期日の猶予がない場合等には、個別に支

払期限を調整させていただくことがあります。 

 スケジュール 

P43 前年度  ●03 月下旬迄頃････委託研究開発契約の手続開始(研究開発機

関・NIBIOHN) 

前年度  ●03 月下旬迄････委託研究開発契約の手続(研究開発機関・

NIBIOHN) 
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当該年度  ●04 月下旬頃････当該年度上期の請求書(研究開発機関

→NIBIOHN)  

●05 月下旬頃････当該年度上期の支払い手続(NIBIOHN→

研究開発機関)  

翌年度  繰越を行う研究開発機関  

●038 月中旬～下旬頃････当該年度末検査・変更契約下期委

託金額に関する覚書の手続き開始

(研究開発機関・NIBIOHN) 

当該年度  ●04 月下旬頃････当該年度の請求書(研究開発機関

→NIBIOHN)  

●05 月下旬頃････当該年度の支払い手続(NIBIOHN→研

究開発機関)  

翌年度  繰越を行う研究開発機関  

●03 月中旬～下旬頃・・・・年度末検査・変更契約(研究開発機

関・NIBIOHN) 

P43 ●9 月中旬頃････当該年度下期の請求書(研究開発機関→NIBIOHN)  

●10 月中旬頃････当該年度下期の支払い手続(NIBIOHN→研究開発機

関)  

●10~11 月頃････中間検査(研究開発機関・NIBIOHN) 

記載なし 

P43 繰越を行う研究開発機関  

●12 月 13 日迄・・・・繰越申請(研究開発機関→NIBIOHN)  

●12 月下旬・・・・繰越承認（NIBIOHN→研究開発機関） 

●3 月末日迄・・・・繰越に関する覚書締結(研究開発機関・NIBIOHN) 

記載なし 

P43 未使用額が生じた研究開発機関 

●12 月末日迄・・・・覚書の締結 

●2 月末日迄・・・・未使用額の返金 

記載なし 

P43 翌年度  ●4 月上旬頃････前年度の中間検査(研究開発機関・NIBIOHN) 

●5 月 31 日迄・・・・前年度の委託研究開発実績報告書等の提出

(研究開発機関→NIBIOHN)  

記載なし 
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●5 月 31 日以降・・前年度の確定検査(研究開発機関・

NIBIOHN) 

 ９．証拠書類の管理について 

 （１）作成・管理をして頂く経理等関係書類 

 ②適切に執行されたことを証明する書類 

P44 ●国の会計検査等では、・・・ 

・ 旅費について、出張目的、同行人数、出張日程と出勤簿・作業日誌に不整

合は無いか。 

●国の会計検査等では、・・・ 

・ 旅費について、出張日程と出勤簿・作業日誌に不整合は無いか。 

P44 （２）「委託費［直接経費］収支簿」【経理様式 A－２】の記載方法につい

て 

●収支簿の記載は、1 行 1 伝票としてください。 

（２）「委託費［直接経費］収支簿」【経理様式 A－２】の記載方法につい

て 

 １０．物品等の取扱いについて【大学等】 

 （１）物品の種類と所有権の帰属 

P46 ②提供物品  

研究開発担当者の要請等により研究開発機関に持ち込まれる NIBIOHN 

所有の物品（平成 26 年度以前に取得し、NIBIOHN 発足時に他の法人

等から承継した物品も含む）等です。 

②提供物品  

研究開発担当者の要請等により研究開発機関に持ち込まれる NIBIOHN 所

有の物品（平成 26 年度以前に取得し、NIBIOHN 発足時に他の法人等か

ら承継した物品も含む）等です。   

 （２）物品の管理 

P46 ①取得物品  

●取得物品が不用となった場合等の処分については、所管省庁への処分申請

を要する場合もありますので、事前に NIBIOHN にご相談願います。 

①取得物品  

●取得物品が不用となった場合等の処分については、所管省庁への処分申請

を要する場合もありますので、事前に NIBIOHN にご相談願います。 

 １１．物品等の取扱いについて【企業等】  
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 （１）物品の種類と所有権の帰属 

P48 ②提供物品  

研究開発担当者の要請等により研究開発機関に持ち込まれる NIBIOHN 

所有の物品（平成 26 年度以前に取得し、NIBIOHN 発足時に他の法人

等から承継した物品も含む）等です。 

②提供物品  

研究開発担当者の要請等により研究開発機関に持ち込まれる NIBIOHN 

所有の物品（平成 26 年度以前に取得し、NIBIOHN 発足時に他の法人

等から承継した物品も含む）等です。 

 （２）物品の管理  

P48 ②直接経費により調達された物品等のうち報告対象となるもの 

（ⅱ）無形固定資産・・ 

●直接経費で調達した取得価格が 50 万円以上（消費税込み）で、かつ耐

用年数が 1 年以上の物品等を取得した場合は、資産取得月の翌月の１０

日までに「有形・無形固定資産取得報告書」【物品様式２又は３】により事業

担当部署 NIBIOHN へ報告してください。ただし、１２月３月の取得分につい

ては、１２月３月の最終営業日までに事業担当部署 NIBIOHN へ報告してく

ださい。  

②直接経費により調達された物品等のうち報告対象となるもの  

（ⅱ）無形固定資産・・ 

●直接経費で調達した取得価格が 50 万円以上（消費税込み）で、かつ耐

用年数が 1 年以上の物品等を取得した場合は、資産取得月の翌月の１０

日までに「有形・無形固定資産取得報告書」【物品様式２又は３】により事業

担当部署へ報告してください。ただし、１２月の取得分については、１２月の最

終営業日までに事業担当部署へ報告してください。  

P48 ●「有形・無形固定資産取得報告書」【物品様式 2 又は 3】にて報告いただ

いた物品の「資産管理ラベル」を、報告いただいた翌月に「取得物品現況報告

書」同封の上送付致します。「取得物品現況報告書」に①「取得物品」の近景

（「資産管理ラベル」貼付状況）と、② 「取得物品」の遠景（「資産管理ラベ

ル貼付した取得物品」全景）の画像を貼付の上、担当部署 NIBIOHN まで返

送願います。 

●「有形・無形固定資産取得報告書」【物品様式 2 又は 3】にて報告いただ

いた物品の「資産管理ラベル」を、報告いただいた翌月に「取得物品現況報告

書」同封の上送付致します。「取得物品現況報告書」に①「取得物品」の近景

（「資産管理ラベル」貼付状況）と、② 「取得物品」の遠景（「資産管理ラベ

ル貼付した取得物品」全景）の画像を貼付の上、担当部署まで返送願いま

す。  

P49 ●報告にあたって取得価格は、消費税及び付帯費用（本体に予め附属する備

品・消耗品等の費用、輸送費、据え付け調節費等）込みの金額となります。ま

●報告にあたっては、検収日が確認できる納品書と、品名・型番・メーカーが判

別できる資料（カタログ等）を添付してください。  
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た、資産毎に「品名」・「取得価格」・「検収日」が確認できる納品書と、品名・型

番・メーカーが判別できる資料（カタログ等）請求書の PDF を添付してご提出く

ださい。（資産性確認のため、カタログ等も含めます） 

 

P49 ●汎用性のないソフトウェア（プログラム開発）を無形固定資産として報告する

必要はありません。 

記載なし 

P49 ●無形固定資産として報告対象となるソフトウェアの所有権は NIBIOHN に帰

属します（企業等）が、必要があればライセンス名義を研究開発機関とすること

ができます。 

記載なし 

P49 ●予め設備・機器等に付属しているソフトウェアについては、有形固定資産の取

得価格の一部として計上してください。 

記載なし 

P49 ④ソフトウェアについて 

●汎用性の無いソフトウエア(プログラム開発) を、あるいは市販のソフトウェアで

あっても本課題の研究開発用途に用いる場合は無形固定資産として報告する

必要はありません。  

④ソフトウェアについて 

●汎用性の無いソフトウエア(プログラム開発)を無形固定資産として報告する必

要はありません。  

 

 １２．研究開発機関における管理体制、不正行為等への対応について 

 （１）法令等の遵守について 

P52 ●研究開発機関は、本事業の実施にあたり、その原資が公的資金国費であるこ

とを認識するとともに、・・ 

●研究開発機関は、本事業の実施にあたり、その原資が公的資金であることを

認識するとともに、・・ 

P52 ●具体的には、国の府省庁厚生労働省が策定する不正行為等・・ ●具体的には、国の府省庁が策定する不正行為等・・ 

 （２）体制整備に関する対応  

P52 ＜文部科学省事業＞  

（a）体制整備に関する対応義務各研究開発機関は、・・ 

＜文部科学省事業＞  

（a）体制整備に関する対応義務各研究開発機関は、・・ 
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P52 ※１「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」については、

以下のウェブサイト厚生労働省ガイドラインを御参照ください。 

【HP アドレス】 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-

Daijinkanboukouseikagakuka/0000152685.pdf 

※１「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」については、

以下のウェブサイトを御参照ください。 

【HP アドレス】 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.ht

m 

P52 ※２「研究開発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）」については、以下のウェブサイト厚生労働省ガイドラインを御参照ください。  

【HP アドレス】 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-

Daijinkanboukouseikagakuka/0000154855.pdf  

※２「研究開発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）」については、以下のウェブサイトを御参照ください。  

【HP アドレス】 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm  

P52 ＜厚生労働省事業＞ 

各研究開発機関には、｢研究開発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）｣、｢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｣等に則り、研究開発機関に実施が要請されている

事項につき遵守していただきます。 

＜厚生労働省事業＞ 

各研究開発機関には、｢研究開発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）｣、｢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｣等に則り、研究開発機関に実施が要請されている

事項につき遵守していただきます。 

P52 ＜経済産業省事業＞ 

各研究開発機関は、｢研究活動の不正行為への対応に関する指針｣、｢公的

研究費の不正な使用等の対応に関する指針｣等に則り、研究開発機関に実

施が要請されている事項について遵守していただきます。  

＜経済産業省事業＞ 

各研究開発機関は、｢研究活動の不正行為への対応に関する指針｣、｢公的

研究費の不正な使用等の対応に関する指針｣等に則り、研究開発機関に実

施が要請されている事項について遵守していただきます。  

P52 ＜総務省事業＞ ＜総務省事業＞ 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
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各研究開発機関には、｢情報通信分野における研究上の不正行為への対応

指針｣、｢研究開発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）｣等に則り、研究開発機関に実施が要請されている事項につき遵守

していただきます。 

各研究開発機関には、｢情報通信分野における研究上の不正行為への対応

指針｣、｢研究開発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）｣等に則り、研究開発機関に実施が要請されている事項につき遵守

していただきます。 

 （３）研究開発活動の未然不正防止の取組みへの協力 

P53 ３）履修時期について 

履修対象者は、原則、研究開発期間の初年度内に履修してください。その後

も適切に履修してください。 途中参加の研究者に関しては、参加時の年度内

に確実に履修するようにしてください。 

３）履修時期について 

履修対象者は、原則、研究開発期間の初年度内に履修してください。その後

も適切に履修してください。 

P53 ５）履修状況の報告について 

研究開発機関等・・ 

・ 報告対象者：本事業における履修対象者のうち、研究責任者及び分担研

究代表者  

・ 提出期限 ：2018 年 12 月 2020 年 5 月末日  

・ 提出書類：「研究倫理教育プログラム履修状況報告書」 

・ 提出先・方法：メールで提出してください。  

件名【2018 年 2019 年度履修状況報告書 ▲▲】として、▲▲には研究開

発機関等の名称を記載してください。  

５）履修状況の報告について 

研究開発機関等・・ 

・ 報告対象者：本事業における履修対象者  

 

・ 提出期限 ：2018 年 12 月末日  

・ 提出書類：「研究倫理教育プログラム履修状況報告書」 

・ 提出先・方法：メールで提出してください。  

件名【2018 年度履修状況報告書 ▲▲】として、▲▲には研究開発機関等

の名称を記載してください。  

 （５）不正行為等に対する措置 

P54 ●不正行為・不正使用・不正受給が認められた場合について ●不正行為・不正使用・不正受給が認められた場合について本事業において、

不正行為・不正使用・不正受給（以下、これらをあわせて「不正行為等」とい
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本事業において、不正行為・不正使用・不正受給（以下、これらをあわせて「不

正行為等」という。）があった場合、国の府省庁厚生労働省が策定する不正行

為等への対応に関する指針及びガイドライン並びに・・ 

う。）があった場合、国の府省庁が策定する不正行為等への対応に関する指針

及びガイドライン並びに・・ 

 参照： 

P55 公的研究費の管理・監査のガイドライン  

●文部科学省関係  

研究開発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）  

●厚生労働省関係  

研究開発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)  

●経済産業省関係 

公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針 

競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 

公的研究費の管理・監査のガイドライン  

●文部科学省関係  

研究開発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）  

●厚生労働省関係  

研究開発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)  

●経済産業省関係 

公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針 

競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 

P55 研究活動の不正行為への対応のガイドライン  

●文部科学省関係  

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 

●厚生労働省関係 

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  

●経済産業省関係 

研究活動の不正行為への対応に関する指針  

研究活動における不正行為等への対応に関する規則 

研究活動の不正行為への対応のガイドライン  

●文部科学省関係  

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  

●厚生労働省関係 

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  

●経済産業省関係 

研究活動の不正行為への対応に関する指針  

研究活動における不正行為等への対応に関する規則 

 （７）利益相反の管理について  
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P61 ４）利益相反管理状況報告書の提出について  

各研究開発機関等は、・・ 

提出先・方法：メールで提出してください。  

件名は【20182019 年度利益相反管理状況報告書 ▲▲】・・ 

４）利益相反管理状況報告書の提出について  

各研究開発機関等は、・・ 

提出先・方法：メールで提出してください。  

件名は【2018 年度利益相反管理状況報告書 ▲▲】・・ 

 １３．検査について 

 （４）検査の実施 

P59 ●NIBIOHN は検査の結果返金が必要と認められるものがある場合には、研

究開発機関あてに額の確定通知書及び請求書を送付し、返金を求めます。 そ

の際の当該振り込みに係る手数料は研究開発機関でご負担ください。 

●NIBIOHN は検査の結果返金が必要と認められるものがある場合には、研

究開発機関あてに額の確定通知書及び請求書を送付し、返金を求めます。 

 Ⅴ．繰越制度について 

 １．繰越申請の概要 

 （２）申請書類及び提出期限  

P64 （表１行目） 

様式番号：経理様式 Ａ－５ 

提出期限等：当該年度 12 月 2513 日  

※電子ファイルのみ提出 

（表 2 行目） 

様式番号：経理様式 Ａ－６ 

提出期限等：当該年度 12 月 2513 日  

※電子ファイル及び紙媒体（紙媒体は、公印を押印の上、郵送

してください 

（表１行目） 

様式番号：経理様式 Ａ－５ 

提出期限等：当該年度 12 月 25 日  

※電子ファイルのみ提出 

（表 2 行目） 

様式番号：経理様式 Ａ－６ 

提出期限等：当該年度 12 月 25 日  

※電子ファイル及び紙媒体（紙媒体は、公印を押印の上、郵送

してください 
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（表 3 行目） 

様式番号：経理様式 Ａ－７ 

提出期限等：当該年度 12 月 2513 日  

※電子ファイルのみ提出 

（表 3 行目） 

様式番号：経理様式 Ａ－７ 

提出期限等：当該年度 12 月 25 日  

※電子ファイルのみ提出 

 ２．研究開発担当者が作成する申請書類に関する留意事項 

 （１）「繰越を必要とする理由書」【経理様式Ａ－５】作成にあたっての留意事項  

P64 ①「繰越承認要求額」欄  

●繰越申請・・  

●間接経費は、直接経費額の 30％以内の相当額（契約時の間接経費率）

を繰り越すことを原則としていますが、研究開発機関において既に全額執行してい

る場合や当年度中の執行完了が確定している場合には、直接経費のみ申請す

ることで差し支えありません。（間接経費の繰越額を直接経費の 30％１０％と

する場合、繰り越しする間接経費の端数処理を「1 円未満切り上げ」することが

できるものとします。）  

①「繰越承認要求額」欄  

●繰越申請・・ 

●間接経費は、直接経費額の 30％以内の相当額（契約時の間接経費率）

を繰り越すことを原則としていますが、研究開発機関において既に全額執行してい

る場合や当年度中の執行完了が確定している場合には、直接経費のみ申請す

ることで差し支えありません。（間接経費の繰越額を直接経費の 30％とする場

合、繰り越しする間接経費の端数処理を「1 円未満切り上げ」することができるも

のとします。）  

 ３．契約担当者が作成する申請書類に関する留意事項  

P66 （３）NIBIOHN への正式申請  

正式申請の締切日（当該年度 12 月 2513 日）迄に、研究開発機関は上

記 「Ⅴ．1．（２）申請書類及び提出期限（P.6185）」の申請書類を取

りまとめて NIBIOHN へ提出してください。  

 

正式申請の締切日（当該年度 12 月 25 日）迄に、研究開発機関は上記 

「Ⅴ．1．（２）申請書類及び提出期限（P.85）」の申請書類を取りまとめ

て NIBIOHN へ提出してください。 

 ４．その他留意事項 

P66 ●２０１９ 年度に実際に繰越額の支出を行った結果、繰越申請額に対して

残額が生じる場合には、その旨を NIBIOHN へ速やかに連絡してください。

●２０１９ 年度に実際に繰越額の支出を行った結果、繰越申請額に対して

残額が生じる場合には、その旨を NIBIOHN へ速やかに連絡してください。
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NIBIOHN の指示に従って当該残額を返金いただきます。なお、返金が生じる

場合には、直接経費に相応する間接経費（直接経費の 30％以内の相当額

契約時の間接費率）を加えて返金してください。 

NIBIOHN の指示に従って当該残額を返金いただきます。なお、返金が生じる

場合には、直接経費に相応する間接経費（直接経費の 30％以内の相当

額）を加えて返金してください。 

 Ⅶ．研究報告及びプレス発表  

P74 ３．成果利用届  

本事業でえられた研究成果は、「Ⅳ．知的財産の管理について」における適

切な権利化を行ったうえで、積極的に外部への発表をお願いします。 

委託研究開発契約書第 16 17 条に定める委託研究開発の成果を公表する

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を利用する場合は、事前に「成果利用届」【報告

様式４】を NIBIOHN に提出してください。  

３．成果利用届  

委託研究開発契約書第 16 条に定める委託研究開発の成果を公表するも

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を利用する場合は、事前に「成果利用届」【報告

様式４】を NIBIOHN に提出してください。  

 

P74 ４．成果発表  

本事業の成果等を発表される場合（講演、新聞・雑誌などの記事、マスコミ取

材、プレス発表など）、「プレス発表等に関する連絡情報」【報告様式 5】を

NIBIOHN へ事前に提出してください。本事業の成果を学会発表や論文投稿

される場合は事後報告で結構です。なお、文面に本事業の成果であることを明

記していなくても、本事業の委託研究開発費を使用している場合には、上記対

応をお願いします。 

記載なし 

P74 ４．５．成果発表等における事業名の明示  

研究開発成果等について外部発表等を行う場合、戦略的イノベーション創

造プログラム、AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療システム事

４．成果発表等における事業名の明示  

研究開発成果等について外部発表等を行う場合、戦略的イノベーション創

造プログラム、AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療システム事
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業の支援の成果であることを謝辞等に必ず明記してください。 

（和文） 

本技術開発には、2018 年 10 月 11 日から参画した戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP）「AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療

システム」の研究開発資金を一部充当し、開発を推進しています。 

（英文） 

This work was supported by Council for Science, Technology 

and Innovation (CSTI), Cross-ministerial Strategic Innovation 

Promotion Program (SIP), "Innovative AI Hospital System" 

(Funding Agency: National Institute of Biomedical Innovation, 

Health and Nutrition (NIBIOHN)). 

業の支援の成果であることを謝辞等に必ず明記してください。 

 

P75 ５．６．プレス発表  

本事業の研究開発において、製薬企業本事業の参画機関以外の機関等と

の研究開発契約の締結や雑誌への論文発表等、顕著な成果が得られプレス

発表を行う際には、下記の「プレス発表準備の流れ」を参照の上、「成果利用

届」【報告様式４】及び「プレス発表等に関する連絡情報」【報告様式５】を

作成し、プレス発表の実施が確定次第速やかに NIBIOHN へご一報をお願

いします。  

 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活動について、積極的に取り組むようお願いします。 

５．プレス発表  

本事業の研究開発において、製薬企業等との研究開発契約の締結や雑誌へ

の論文発表等、顕著な成果が得られプレス発表を行う際には、下記の「プレス発

表準備の流れ」を参照の上、「成果利用届」【報告様式４】及び「プレス発表に

関する連絡情報」【報告様式５】を作成し、プレス発表の実施が確定次第速や

かに NIBIOHN へご一報をお願いします。 

 プレス発表準備の流れ(目安) 
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 ・論文アクセプト時  

・実用化関連  

・イベント  

についてリリースを行うことが確定したとき 

P76 NIBIOHN 

主務省庁との調整  

NIBIOHN 主体と共同でのプレス発表となるか検討(事業趣旨、成果内容、時

期等)  

※PS、PO PD とも調整の上、NIBIOHN として発表するべきなのか検討します。 

NIBIOHN 

主務省庁との調整  

NIBIOHN 主体でのプレス発表となるか検討(事業趣旨、成果内容、時期等)  

※PS、PO とも調整の上、NIBIOHN として発表するべきなのか検討します。 

 43 週間前まで (論文の場合は、アクセプトの見通しが立ち次第) 

P76 研究者 

本事業担当部署 NIBIOHN へプレス原稿初稿送付(レクチャー付きの場合) 

研究者 

本事業担当部署へプレス原稿初稿送付(レクチャー付きの場合) 

P76 NIBIOHN 

PD・関係省庁への原稿確認依頼 

 

記載なし 

 ３週間前まで 

P76 削除 

 

研究者 

本事業担当部署へプレス原稿初稿送付（レクチャー無しの場合） 

 3 稼働日前まで 

P76 研究者 

所属研究開発機関・PD・関係省庁・NIBIOHN との内容調整調整後、原稿

確定。リリース手配。 

研究者 

所属研究開発機関・NIBIOHN との内容調整。 
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P76 NIBIOHN 

NIBIOHN 内での調整 確定原稿の受領。リリース手配。 

NIBIOHN 

NIBIOHN 内での調整 

 


