
 

注）申告書の提出は熊本大学統合認証システムにある全学 LMS(e-Learning System) Moodleを

利用して行ってください。URL：https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=71088 

利益相反に関する自己申告書（第１次） 

Conflict of Interest Disclosure Statement (PartⅠ) 

 

項目 0: 平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、産学官連携活動※を行なったことがある。 

Q0: Did you perform industry-academia-government collaborative activities any time between January 1st, 

2019 and December 31st, 2019 ?* 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

※産学官連携活動とは以下を指します。 

・企業から研究費を受入れた共同研究および受託研究（治験等を含む） 

・学術コンサルティング（熊本大学学術コンサルティング規則に基づくものです） 

・特許等の技術移転 

・寄附金の受入 1) 

・寄附講座等への所属 2) 

・講演会の講師、ベンチャー企業経営、コンサルティング活動、学外医療機関等での医師としての兼業等 

・その他の上記に掲げる活動に準じる活動 

1)寄附金の帰属の考え方は、寄附金を受ける主体となった個人とします。ただし、研究室等で受入れているなど個人が特定できない

ときは、寄附目的の対象となっている研究室等の代表者を自己申告の対象とします。なお、財団法人等からの研究助成金受入はこ

の寄附金として含めていません。 

2)寄附講座等とは寄附講座、寄附研究部門、及び寄附研究分野を指します。 

 

*”Industry-academia-government collaborative activities" in this COI Disclosure Statement refers to: 

- Joint research programs and/or contract research programs that received research funding from a company 

(including clinical trials) 

-Academic consulting (under Kumamoto University Academic Consulting Rules) 

-Technology transfer of any intellectual property rights 

-Acceptance of any research grants or donations3) 

-Staff members of a course or a research lab4) funded through donations from a company 

-Outside employment, such as invited lecture, venture business management, consulting activities, and medical 

activities as a doctor at outside medical institutions etc. 

-Other activities similar to those listed above. 

3)Donations mentioned in this Disclosure Statement shall be attributed to an individual who received it mainly. When the individual 

cannot be specified, the principal researcher in the laboratory shall be applicable for this. Note that the research grants from 

foundations does not apply to the donations. 

4)A research lab refers to chair courses, chair research divisions and chair research fields. 

https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=71088


  

 

調査項目で「該当しない」と回答頂いた方におかれましてはここで終了です。ご協力ありがとうございました。 

調査項目で「該当する」と回答頂いた方におかれましては、引き続き web による利益相反に関する自己申告書を

お願いいたします。 

If you answered ‘No’ to the preceding question, your statement is complete. Thank you for your cooperation. 

If you answered 'Yes' to the preceding question, please complete and submit the electronic "COI Disclosure 

Statement" 

 

 

項目１：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、企業から共同研究費を受入れた共同研究の研究

担当者となっている（共同研究講座、共同研究部門、若しくは共同研究分野の教員、兼任教員も含まれる）。 

Q1: Were you affiliated with a research program that received joint research funding from a company at any 

time between January 1st, 2019 and December 31st, 2019? 

(Including faculty and staff members or external staff of joint research courses, joint research divisions, or joint 

research fields.) 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目２：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、企業から受託研究費（治験を含む）を受入れた受

託研究の研究担当者となっている。（＊国内外の公的研究機関からの受け入れは含まない） 

Q2: Were you affiliated with a research program that was supported by contracted research funding (including 

clinical trials) from a company at any time between January 1st, 2019 and December 31st, 2019?*  

*Not including support from domestic or overseas public research institutions. 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 3：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、熊本大学学術コンサルティング規則に基づく学術

コンサルティングを行っている。 

Q3: Did you provide any technical consultation services for a company under Kumamoto University Academic 

Consulting Rules at any time between January 1st, 2019 and December 31st, 2019? 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 4：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、産学官連携活動の相手方から、ロイヤリティ等収入

を得たことがある、又は今後得る予定がある。 

（＊ロイヤリティ収入の例：特許等の運用等により本学が得た収入から発明者である職員へ配分された実施補償

金、研究成果有体物の有償提供により職員へ配分された成果有体物提供補償金） 

Q4: Did you receive income (e.g., royalties*) from another party in an industry-academia-government 

collaboration at any time between January 1st, 2019 and December 31st, 2019, or are you planning to do so in 

the future?  



  

(*Including inventor compensations received from Kumamoto University, such as benefit-sharing of patent 

income obtained by the manufacture, operation, or use of an invention.) 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 5：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、企業から寄附金を受入れている注。 

注寄附金の帰属の考え方は、寄附金を受ける主体となった個人とします。ただし、研究室等で受入れているな

ど個人が特定できないときは、寄附目的の対象となっている研究室等の代表者を自己申告の対象とします。な

お、財団等からの研究助成金の受入はこの寄附金として含めていません。 

 

Q5: Did you receive any donations* from a company at any time between January 1st, 2019 and December 

31st, 2019? 

*In this disclosure statement, donations are attributed to the individual who received the majority of the 

donation. When an individual cannot be specified, the principal researcher of the laboratory becomes 

responsible. The research grants from foundations does not fall under the preceding donations.  

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 5-2：項目 5 で“Yes”の場合に回答ください。If you answered “Yes” in Q5, please answer the following: 

寄附金を提供した企業と、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、共同研究を行っている。 

Q5-2: Did you have any joint research programs with a company made donations to you between January 1st, 

2019 and December 31st, 2019? 

 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 6：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、企業から寄附を受けて設置された寄附講座、寄附

研究部門若しくは寄附研究分野の教員または兼任教員として従事している。 

Q6: Were you a lecturer, faculty member, or research staff or external staff of a course or a research lab that 

was funded through donations from a company at any time between January 1st, 2019 and December 31st, 

2019? 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 7：平成３１年１月１日以降において、産学官連携活動の相手企業の公開株式の５％以上を保有したことが

ある、或いは現在５％以上を保有している。 

Q7: At any time between January 1st, 2019 and now, have you held 5% or more listed stocks of partner 

companies in an industry-academia-government collaboration? 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 8：平成３１年１月１日以降において、産学官連携活動の相手企業の未公開株（ストックオプションを含む。）

を保有したことがある、或いは現在保有している。 



  

Q8: At any time between January 1st, 2019 and now, have you held unlisted stocks (including stock options) 

of partner companies in an industry-academia-government collaboration? 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 9：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、同一企業（又は法人・団体）から、年間合計 100 万

円以上の兼業報酬を得たことがある、又は今後得る予定がある。（ここでは学外医療機関等での医師として得た

兼業報酬を含みます。） 

Q9: Have you receive \1,000,000 or more in compensation for outside employment from a single company 

(including corporate bodies or groups not organized as a company) at any time between January 1st, 2019 

and December 31st, 2019, or are you planning to do so in the future?(including compensation received as a 

doctor from outside medical institutions.) 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 10：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、営利企業役員等兼業（研究成果活用兼業、監査

役兼業若しくは技術移転兼業）または勤務時間内非役員兼業に従事したことがある。（＊例えばベンチャー企業

の取締役や代表取締役等が含まれます。国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業および勤務時間内非役

員兼業規則を参照ください） 

 

Q10: Have you engaged in outside employment as an employee (including side-work related to the utilization of 

research results, technology transfer, or as an auditor) of a for profit organization, or have you worked for other 

businesses during your regular working hours as a non-employee at any time between January 1st, 2019 and 

December 31st, 2019?  

(including directors and representative directors etc. of venture companies. For details, refer to the Rules for "

営利企業役員等兼業および勤務時間内非役員兼業" in the National University Corporation Kumamoto 

University.) 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

項目 11：平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの間、上記項目１～１０のいずれかに該当した相手方企

業（又は法人・団体）から、設備・物品の購入又は役務サービスを受けたことがある、又は今後その予定がある。 

Q11: Did you purchase any equipment or products, or receive any services from a company you referenced in 

any of the above questions 1-10 at any time between January 1st, 2019 and December 31st, 2019, or are you 

planning to do so in the future? 

□ 該当する/Yes    □ 該当しない/No 

 

以上のとおり相違ないことを申告します。 

I hereby affirm that my responses to the above questions are complete and correct to the best of my knowledge. 

□ 同意する/Yes   □ 同意しない/No 

 

以上 


