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はじめに 

  このガイドブックは、川崎医科大学ではじめて公的研究費を獲得された先生方や公的研究費業務に携わ

る教職員の方に向けて作成したものです。 

公的研究費執行に係る管理・運用については、このガイドブックの他、各省庁および関係の独立行政法

人、県等（配分機関）が定める運用ルール等を遵守してください。 

 

公的研究費とは 

国民の税金を原資とした、各省庁および 関係の独立行政法人、県等から配分される競争的資金を中心と

した公募型の研究資金です。 

公的研究費を執行する機関は、「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）」 

「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」で求められている体制を整備し、運用してい

ます。 

 

公的研究費担当部署 

  庶務課研究支援係 
内 線：26039，26040，26046 

    E-mail：kenkyu-idai1@med.kawasaki-m.ac.jp 
    本館棟 6 階中央教員秘書室内 
    
    【公的研究費管理一覧】 

〈補助金〉 
・科学研究費助成事業 
・厚生労働科学研究費補助金 
・厚生労働行政推進調査事業費補助金 
・橋渡し研究戦略的推進プログラム（シーズ A） 

〈委託費〉 
・日本医療研究開発機構委託費（AMED） 
・精神神経疾患研究開発費 
・長寿医療研究開発費 
・特別電源所在県科学技術振興事業（県） 
・橋渡し研究戦略的推進プログラム（シーズ B,C） 

 
  【業務内容】 
   ・公的研究費の管理・運用に関わること 
   ・研究公正に関わること（APRIN） 
    

mailto:kenkyu-idai1@med.kawasaki-m.ac.jp
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補助金と委託費 

「補助金」とは、補助事業者の事業への財政援助の作用を持つ助成的性格の費用です。 

主な公的研究費は、科学研究費助成事業・厚生労働科学研究費補助金です。 

「委託費」とは、国から当該研究を業務として委託され、契約に基づき実施する対価的性格の費用です。 

主な公的研究費は、日本医療研究開発機構研究委託費（AMED）です。 

   

 補助金 委託費 

実施主体 補助事業者 受託者 

配分方法 交付決定 受託契約 

配分先 個人、グループ、機関等様々 機関 

資産の帰属 補助事業者 契約内容による 

知財の帰属 補助事業者 契約内容による 

関連法規 

各省で定める補助条件 
又は補助金交付要綱等 

※科研費等は機関で定める 
取扱規程等による。 

国の会計諸法規 
AMED 事務処理要領等 
及び私法上の契約と同様 

主な競争的資金 科学研究費助成事業 AMED 

 

直接経費と間接経費 

 「直接経費」とは、研究課題遂行に直接的に必要な経費のことで、 
「物品費（設備備品費・消耗品費）」 「旅費（国外出張・国内出張）」 「人件費・謝金」 「その他」の 4 つの

費目に区分し管理・執行します。 
 
「間接経費」とは、研究環境の整備や研究費管理のために交付される経費で、直接経費の 30％相当額

が外枠で配分され、機関に納付するものです。 

（研究課題の中に他機関所属の研究分担者がいる場合は、分担金（直接経費）の 30％を間接経費と

して他機関に配分しますので、本学が実際に受け入れる間接経費の額は、他機関配分の間接経費

を除いた額になります。） 

 

本学では、納付された間接経費のうち 40％を各研究課題の研究代表者に「間接経費（研究部

門）」（研究者使用可能枠）として配分しており、研究遂行のために間接的に必要な経費（共通的に使

用される物品等や研究の応用等による研究活動の推進に係るもの）に使用することができます。 

※詳細な使用例示は川崎医科大学 HP 公的研究費専用ページに掲載しています。 
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【物品費】の執行手順 

  本学の物品調達については、研究者が物品請求システムにより請求票を作成し、学内決裁を受けた上

で、法人の大学事務局購買部において発注を行う集中購買方式となっています。 
 
【物品請求の流れ】 ※請求票の作成要領は物品調達フローをご確認ください。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

原則、研究者発注は認めていませんが、以下の場合に限り研究者発注が可能です。 
  
【研究者発注を認めているもの】 
１．合成 DNA やカスタム DNA 等の受託 

  →①Web 等で依頼 

    ②依頼後、ただちに請求票を作成し、Web 等で依頼した内容（代理店名（業者名）も含む）がわかる 

ものを添付して、研究支援係に提出。 

    ③業者から、「受注のお知らせ」が届いたら、請求票のコピーを添付し、薬品課に送付。 

 

２．学園の費用立替払い制度を利用することが認められたもの 

   購買部と請求者の事前協議により、請求者が購入費用を立て替えることが効果的と判断され、それを 

請求者が承諾した場合にこの制度を利用して請求者が直接購入することが出来ます。 

（判断基準） 

１．学園の取引業者では取り扱いが困難なこと、又は処理が煩雑になること 

２．請求者の金額的な負担等について請求者の立替に対する承諾が得られること 

３．学園の取引業者を仲介して購入するより安価であること 等 

上記 2 の制度の利用を希望する場合でも、必ず事前に請求票を提出し、購買部での判断を受けてください。 

自己判断で発注をされた場合、原則公的研究費からの支出ができませんのでご注意ください。 

研究支援係 購買部 

◇受付 

◇大学決裁 

◇価格交渉 

◇発注 

◇物品請求システムで

請求票の作成 

◇紙媒体を提出 

納品検収部署 

・中央教員秘書室 

・図書館 

・中央研究センター 

 

物品等納品検収 

研究者 

物品等の受領 
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【旅費】の執行手順 

  旅費の執行にあたっては、出張命令伺を作成・提出し、事前に大学の許可を得る必要があります。 
出張命令伺は、原則として出発日の 14 日前（受付日）までに必ずご提出ください。 
出張命令伺は、［学校法人川崎学園 イントラネット+Port@l ］から作成できます。 

 
【出張命令伺 記入例】   
 

   
※出張内容がわかる書類を添付して提出してください。 

※学会参加費（経費費目：その他）の請求に必要な『出張に伴う諸経費請求書』も、［学校法人川崎学園 イン

トラネット+Port@l ］で作成します。 

 
【注意事項】 
 公的研究費での出張の場合、業務内容には「成果発表」「情報収集」「研究打合せ」など支出する費用との

関連がわかるように記載してください。 
また、二重支払いが発生しないために、公的研究費の用務から引き続き別用務に参加する場合や別用務

から公的研究費の用務に参加する場合等、備考欄に必ず記載してください。 
その場合は、用務内容で切り分けて旅費計算し、支払いさせていただきます。 

 

 

 

 

〇〇学会にて成果発表 

〇〇大学 〇〇教授と研究打ち合わせ 

〇〇学会で科研費研究課題の情報収集 

引き続きの出張の場合 

旅費の一部が不要の場合 等 

特記事項を記載 

科研費 基盤研究（C) 
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【提出書類】 

（国内） 
出張後  
①出張報告書 

（成果発表の場合は、抄録もご提出ください） 
②宿泊施設の領収書または宿泊証明書 
③学会参加証・学会で配布された名札 

（学会参加の場合、参加費を請求される場合は原本および出張に伴う諸経費請求書） 
④出張証明書 

（研究打ち合わせ等の場合、客観的確認を行うため、相手方のサインをいただいてください。） 
 
（国外） 

出張前  
①旅行日程表 ※旅行会社から発行されたもの 

（旅行会社を介していない場合は、航空機予約の搭乗スケジュール） 
②航空代金の領収書（原本） 

（運賃や税金等の明細がわかるもの。原則 エコノミークラス ※ビジネスクラス 職指定） 
（カード支払の場合は、利用カード会社の該当月のご利用（支払）明細の写し 

‥‥お名前、該当する明細（利用日、利用店名、金額）、引き落とし日、カード会社名等が 
わかるもの） 

 
出張後  
①航空チケットの半券 
②宿泊施設の領収書または宿泊証明書 

     （現地発行の宿泊されたことが確認できるもの） 
③学会参加証・学会で配布された名札 

（学会参加の場合、参加費をご請求される場合は、原本および出張に伴う諸経費請求書） 
※学会との参加費についてのやり取りのメールがあればそちらもご提出ください。 
カード支払の場合は、航空代金と同様。 

④出張報告書 
（成果発表の場合、抄録もご提出ください） 

⑤出張証明書（英文版） 
（研究打ち合わせ等の場合、客観的確認を行うため、相手方のサインをいただいてください。） 

 
 

旅行日程表・航空代金の領収書は、旅費の算定のために必要となりますので、確定次第早めに 
ご提出ください。 
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【人件費・謝金】の執行手順  

研究への協力（資料整理、実験補助、専門的知識の提供、講演、アンケートの配布・回収、研究資料の収

集、翻訳・校閲（個人）等）をする者に対し、人件費（資料整理、実験補助等の反復継続労務）及び謝金（講

演、アンケート等の単純労務）等を支出することができます。 
 
〈人件費〉 
 公的研究費で実験補助者を採用したい場合、法人の大学事務局人事課にご相談ください。 
実験補助者の採用は、原則として学園が契約している労働者派遣業者から派遣を受けることとしていま 
す。 
受け入れる人材が決定しましたら、研究支援係へ「実験補助者採用願」をご提出ください。 
また、実験補助者を受け入れ後、支出費用が変更となる場合（公的研究費から奨学寄附金に変更等） 

再度「実験補助者採用願」を提出する必要があります。その際は、研究支援係・人事課・労働者派遣業者に 
それぞれ連絡してください。 
 
【実験補助者採用後の流れ】 
 
 
 

 
 
 
〈謝金〉 
  謝金の支出を依頼する場合は、「現金支払依頼」の用紙に、用務の内容・実施日等を詳細に明記し、当該

用務を実施したことを証明する書類、謝金を受ける者の口座情報、マイナンバーカードの写しを提出してくだ

さい。 
  謝金の単価は、原則として本学規程の単価表によりお支払いをします。 

 
 
 
 

研究支援係 

採用後 
毎月の提出書類 

・業務日誌 

・タイムシート 

人事課 

実験補助者 

提出 

提出 

就業台帳とタイムシー

トの確認 

労働者派遣業者 

支払い 

業務日誌と請求書

の確認 
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【その他】の執行手順  

  その他の支出費目には、研究を遂行するために必要な印刷費、機器修理代、業務委託、リース・レンタル

料、通信運搬費、論文費用、会議費、学会参加費等他の支出費目に入らないものが対象となります。 
購買部での取り扱いが可能な場合（印刷費、機器修理代、業務委託、リース・レンタル等）は、原則として

物品請求システムで請求票を作成し提出してください。 
通信運搬費、論文費用、会議費等の価格の変更がないものは、「現金支払依頼」の様式に必要事項を記

載し、納品検収部署（中央教員秘書室）で納品検収を受け、研究支援係に提出してください。 
 
〈通信運搬費〉 
 切手類、宅急便代等の支出の際には、「現金支払依頼」の様式に、使途目的等を明記し、支払い額が分か

る領収書と送付先一覧を添付してください。 
 
〈論文費用〉 
  論文投稿料、論文掲載料、英文校正料等は、購買部を通さずに研究者から直接発注することが可能で

す。発注時等のやり取りを電子メールで行う場合は、納品検収専用のメールアドレスを CC:に入れるとともに

納品検収専用のメールアドレスも納品先として指定してください。 
支出の際には、「現金支払依頼」の様式に、研究課題名、論文タイトル等を明記し、請求書、成果物を添付

してください。 
 
〈会議費〉 
 会議費の支出の際には、「現金支払依頼」の様式に、開催日、会場名、出席者名、人数、会議の内容を明

記した議事録と出席者名簿を添付してください。 
 
〈キャンセル料〉 
 キャンセル料の支出は、原則として認めていません。 
天災等やむを得ない理由によりキャンセルした場合は、研究支援係にご相談ください。 

 

検収について  

検収とは、購入申請した物品等と実際に納品された物品等が相違ないかどうかを確認する作業です。 
本学では、公的研究費で購入する物品等は以下の納品検収部署に納品され、検収後に研究者へお渡しして

います。検収を受けた書類は、支払いの根拠となります。直接研究者に納品されたものも、必ず納品検収部

署の検収を受けて使用してください。 
 
〈納品検収部署〉 

 

倉敷  中央教員秘書室（6 階）（E-mail:kmskenkyu@med.kawasaki-m.ac.jp） ⇒ 物品全般 

中央研究センター 医用生物研究ユニット ⇒ 実験動物 

中央研究センター RI ユニット ⇒ 研究用アイソトープ 

医大図書館 ⇒ 書籍 

 

岡山   中央教員秘書室（5 階）（E-mail:kmskenkyu2@med.kawasaki-m.ac.jp） ⇒ 物品全般 

          中央研究センター 岡山研究ユニット ⇒ 実験動物 
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公的研究費の執行状況確認 

公的研究費の予算残高は、物品請求システムで確認できます。 
研究支援係で処理（受付・支払い等）された内容は、翌日にはシステムに反映されますので、予算の執行

状況をリアルタイムに確認することが可能です。 
 
研究者本人以外の方に執行状況を閲覧させたい場合、物品請求システムの「個人設定」で閲覧権限付与

の登録をお願いします。（物品等の代理請求の権限付与も「個人設定」で登録できます。） 
詳細は、物品請求システムのマニュアルをご確認ください。 

 

公的研究費の最終執行について 

 公的研究費の最終執行は、学内の教員研究費との合算使用により使い切りが可能です。 
ただし、補填可能な費目は、「物品費（消耗品費）」または「その他」に限ります。 

「物品費（設備備品費）」や「旅費」、「人件費・謝金」には、不足額を教員研究費で補填することができませ

んので最終執行にあたっては、ご注意ください。 
 

公的研究費執行に必要な研修会等 

 １．研究活動適正化研修会 （年 1 回） 
   内  容：コンプライアンス教育 

   対象者：研究代表者、研究分担者、研究協力者、その他関係者（研究・実験補助員等） 
 
 ２．APRIN （5 年に 1 回受講） 

   内 容：研究倫理教育 

   対象者：教員全員 

 

 ３．eL CoRE（5 年に 1 回受講） 

内 容：研究倫理教育 

   対象者：研究・実験補助員、研究部門事務職員等 

 

 〈その他関連委員会等〉 

・倫理委員会 

・臨床研究審査委員会 

・組換え DNA 安全委員会 

・動物実験委員会 

・バイオセイフティ委員会 

・研究 RA 室 

 
研究を実施するにあたって関係する委員会に申請書を提出し、承認を受けた後に研究を開始してください。 
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研究・研究費不正に関する通報窓口 

川崎医科大学 HP（https://m.kawasaki-m.ac.jp/kenkyu/madoguchi/） 
 

〈通報（告発）管理者〉 

   川崎医科大学 研究活動適正化推進委員会 委員長 松田 純子（内線：44229） 

   川崎医科大学 研究活動適正化推進委員会 副委員長 山内 明（内線：26520） 

   川崎医科大学 事務部庶務課研究支援係 係長 大森 義治（内線：26046） 

 

 〈通報窓口専用 E-mail〉 

   kmscall@med.kawasaki-m.ac.jp 

  

〈通報時記載事項〉 

  ①氏名（所属先含む） 

  ②連絡先 

  ③通報概要 

     ・おおよその時期も含めて具体的な内容を記載してください。  

その他 

【川崎医科大学 公的研究費 専用ページ】 

   川崎医科大学 HP＞研究＞公的研究費専用ページ〔学内〕（https://m.kawasaki-m.ac.jp/kenkyu/prf/） 

 

※公的研究費の各種情報を公開しています。 

本学所定様式は上記ページからダウンロードしてください。 

 
【出張命令伺・出張に伴う諸経費請求書 作成】 
   学校法人川崎学園 イントラネット+Port@l（https://kwweb.kawasaki-m.ac.jp/） 

 

   ※学園共通の ID/パスワードでログインしてください。  

 

【物品請求システム（物品等請求・公的研究費執行状況閲覧）】 

   学校法人川崎学園 物品請求システム（https://koubai.kawasaki-m.ac.jp/login.php） 

 

   ※学園共通の ID/パスワードでログインしてください。 

 

 

公的研究費の執行で困ったことがあれば、研究支援係にご相談ください。 

研究・研究費の適正な執行をお願いいたします。 

内線：26039、26040、26046 E-mail：kenkyu-idai1@med.kawasaki-m.ac.jp 

 

https://m.kawasaki-m.ac.jp/kenkyu/madoguchi/
mailto:kmscall@med.kawasaki-m.ac.jp
https://m.kawasaki-m.ac.jp/
mailto:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88+Port@l%EF%BC%88https://kwweb.kawasaki-m.ac.jp/
https://koubai.kawasaki-m.ac.jp/login.php
mailto:kenkyu-idai1@med.kawasaki-m.ac.jp
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