
川崎医科大学 利益相反自己申告書 

 
川崎医科大学 利益相反委員会委員長 殿 
 
  下記の理由により、ここに申告いたします。 

Ａ）私の行う産学連携活動・治験・臨床研究等（以下「活動」と呼ぶ）が、企業あるいは営利団体

（以下「相手先」と呼ぶ）にかかわるものであるため。 

Ｂ）厚労科研、臨床研究、論文投稿規程等での必要性のため。 

 

※記入上の注意：該当項目の□をチェックし、必要事項を記入する。 

１)活動の種類 

□治験   □受託研究  □共同研究  □臨床研究  □特許実施権許諾  □厚労科研  □ＡＭＥＤ研究費 
□その他（              ） 

２)□ 相手先において、指導的立場あるいは職を持っているが、学園へは届け済みである。 

３)□ 相手先から報酬・謝礼・原稿料等を年50万円以上受領した、または受領予定。 

    相手先名                年間の金額    万円 内容           

４)□ 相手先の株式・ストックオプション・ワラントを活動の期間中に売買や授受をした、あるいはする。 

５)□ 相手先の株式（公開あるいは未公開）を、私または同一生計の親族がその発行済株式の5％（公開）

 あるいは30％（未公開）以上を保有している。 

６)□ 過去１年以内に、同一の相手先から、50万円以上の設備・試料・人材派遣等の供与を受けたあるいは 

    受けているが、所属機関名で契約をしていない。 

    相手先名                年間の金額    万円 品名           

７)□ 個人発明による特許権の使用に関して、相手先から年間 50万円以上を受領している。 

    相手先等                年間の金額    万円 名称           

８)□ 相手先は研究成果活用型ベンチャ－であり、その設立発起人や役員等をしており、上場あるいは 

    治験いずれかの手続きが半年以内に開始される予定である。   □上場   □治験 

９)□ 相手先からの受益権や無償での研修指導受入、贈答品（年間 5万円以上）その他で利益相反の懸念がある。 

   （具体的問題：                                    ） 

10)□ 同一の相手先から年間 50万円以上の奨学寄附金・研究助成（受託研究・共同研究・臨床研究における

 研究費提供を含む）を受け取っているが、全額使途が学園で管理されている。 

11)□ 治験や製造販売後調査を行うにあたり、依頼元の相手先から研究費等の提供を受けている、あるいは受け

る予定。 

 

上記 4) 5)に該当する場合：相手先名               株式数     株 続柄      

 

活動の種類が 治験や臨床研究ではなく 、また上記の ３)〜９)のどこにもチェックが無い場合には、自己申告

の必要はありません。状況に変化があったとき、あるいは毎年４月には再度ご確認ください。 

 

活動の種類が治験または臨床研究であり、上記の２)〜１１)のいずれかにチェックがあれば、別紙を記入し、

利益相反委員会に提出してください。必要に応じて、書類審査またはヒアリングを行います。 

 

      申告日：平成    年    月   日   

 

申告者自署：         所属名        内線/PHS     e-mail              

 

同所属 研究者：                                              

(大学院生を含む) 
                                                  

 

利益相反の疑義が発生しうる相手先名：  別紙へその内容を記載ください 

受付番号  

審査結果区分  
 



別紙：利益相反の疑義が発生しうる相手先  

下記の該当する受入種別についてチェックをし、その内容を記載ください 

受入の種別 相手先名 受入額  (円) 担当者名 ・ 電話 
申告者に相手先において、何らかの立場・役割がある場合、

その具体的な内容（活動）を記載して下さい 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ 奨学寄附金 □ 研究助成 等  

□ 治験       □ 個人的収入 等 

□ その他 (               ) 
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