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はじめに 

現在、ヘルスケア産業においては、多くの事業者が、多様な商品・サービスを開発し、

市場に提供しています。しかし、これらのサービスの多くは、大学医学部や医療機関と

の連携が薄く、医学的・科学的評価に基づき開発、提供されている商品・サービスは極

めて少ないのが現状です。 

医学的・科学的な評価が行われていない商品・サービスは、その効果、安全性を明確

にできないため、価格に見合った価値を提供できているかどうかを測れないばかりでな

く、消費者の健康を損なっている可能性さえあり、近年ますます高まってきている「安

心・安全」への社会からの要請に応えられているとは言えません。また、商品・サービ

スの効果を計測できないことには、新たな付加価値をつけることができず、消費者の潜

在需要を掘り起こすには力不足です。 

政府は、ヘルスケア産業を、日本の成長牽引産業のひとつとして位置付け、民間事業

者等の新たなサービス主体の参入を促進する一方で、安全の確保や質の向上を図りなが

ら、利用者を中心とする多様なサービスが提供できる体制の構築を目指しています。 

ヘルスケア産業の創出と健全な成長のためには、商品・サービスの科学的評価を、専

門的な知識を持ち、適切に実証データを取得、客観的な評価のできる、信頼のおける組

織が実施することが望まれます。 

また、政府の財政が逼迫している中、競争的資金や診療報酬以外の新たな収入構造の

構築や新しいヘルスケアサービスの創出と提供は、医学部を有する大学においての喫緊

の課題と言えます。 

慶應義塾大学医学部は、医学部・病院とヘルスケア企業の連携強化の仕組みとして、

慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム（K-PHI）を平成 25 年に立ち上げました。 

本マニュアルでは、社会からの信頼と研究評価能力がある大学や医療機関が、ヘルス

ケア産業の創出・成長を支える「ヘルスケア産業プラットフォーム」（PHI）として機

能するための業務フローの一案をご提案させて頂きます。本マニュアルは中平成23年度

並びに平成24年度の慶應義塾大学内でのモデル検証の結果に基づいて平成25年に作成

したものを、K-PHIの活動の中での気付きや、他大学他地域その他の多くの皆様方のご

意見を受けて改定したものです。 

本マニュアルがヘルスケア産業における産学連携を行う皆様のご活動の一助になれ

ば幸いです。 

 

 

平成 26 年 2 月 

慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム（K-PHI） 

  



2 

 

はじめに ................................................................... 1 

１．マニュアル概略 ......................................................... 5 

２．「ヘルスケア産業プラットフォーム」とは .................................. 5 

対象領域 ................................................................. 6 

組織構成 ................................................................. 7 

活動内容 ................................................................. 8 

PHI による品質の「見える化」について ...................................... 9 

３．業務フローの内容と留意点 .............................................. 11 

（A）情報収集・教育研修 ................................................... 11 

(1) 情報収集・情報交換 .................................................. 12 

(a) 情報収集・交換 .................................................... 12 

(b) 研究者からの相談受入 .............................................. 12 

(c) 企業等の調査 ...................................................... 13 

(d) 企業等からの相談受入 .............................................. 13 

(e) 相談内容初期調査 .................................................. 14 

(2) 教育研修 ............................................................ 14 

(a) 研修等協力要請 .................................................... 14 

(b) 企業等への教育研修実施・人材交流 .................................. 15 

(3) 業務展開 ............................................................ 15 

（B）共同研究創出・商品開発 ............................................... 16 

(1) 相談・初期調査 ...................................................... 18 

(a) 相談受入 .......................................................... 18 

(b) 依頼内容初期調査 .................................................. 18 

(c) 受入審査 .......................................................... 19 

(2) 実証研究・商品化計画 ................................................ 20 

(a) 研究者・企業等マッチング .......................................... 20 

(b) 実証研究・開発研究内容検討 ........................................ 22 

(c) 実証研究実施 ...................................................... 23 

(d) 事業化計画・調査 .................................................. 24 

(e) 知財化 ............................................................ 25 

(3) 試作品評価・事業化推進 .............................................. 26 

(a) 商品開発・事業化推進 .............................................. 26 

(b) 試作品評価研究設計・事業展開検討 .................................. 27 

(c) 開発・試作品評価研究実施 .......................................... 27 

(d) 試作品調査等 ...................................................... 28 

(e) 実証研究評価委員会（仮称） ........................................ 29 



3 

 

(4) 上市後 .............................................................. 31 

(a) 事業戦略検討 ...................................................... 31 

(b) 市販開始・初期導入支援 ............................................ 31 

(c) 市販後調査 ........................................................ 32 

(d) 表現等の確認 ...................................................... 32 

(e) 広報・販促・営業支援 .............................................. 32 

(f) 認証取得支援 ...................................................... 33 

(g) フォローアップ .................................................... 34 

（C）企業・自治体へのコンサルティングサービス ............................. 35 

(1) 相談・初期調査 ...................................................... 37 

(a) 企業からの相談受入 ................................................ 37 

(b) 初期調査 .......................................................... 37 

(c) 受入審査 .......................................................... 37 

(2) 実証研究・商品開発 .................................................. 38 

(a) 研究者・企業等マッチング .......................................... 38 

(b) 実証研究・コンサルティング内容検討 ................................ 38 

(c) 実証研究実施 ...................................................... 38 

(d) その他調査等実施 .................................................. 38 

(3) 試作品評価・事業化推進 .............................................. 39 

(a) 商品開発・事業化推進 .............................................. 39 

(b) 試作品評価研究設計・事業展開検討 .................................. 39 

(c) 試作品評価研究実施 ................................................ 39 

(d) 試作品調査等 ...................................................... 39 

(e) 実証研究評価委員会（仮称） ........................................ 39 

(4) 上市後 .............................................................. 40 

(a) 事業戦略検討支援 .................................................. 40 

(b) 市販開始・初期導入支援 ............................................ 40 

(c) 市販後調査 ........................................................ 40 

(d) 表現等の確認 ...................................................... 41 

(e) 広報・販促・営業支援 .............................................. 41 

(f) 認証取得支援 ...................................................... 41 

(g) フォローアップ .................................................... 41 

（D）学内シーズの事業化 ................................................... 42 

(1) 実証研究・商品化計画 ................................................ 44 

(a) 相談受入 .......................................................... 44 

(b) 初期調査 .......................................................... 44 



4 

 

(c) 受入審査 .......................................................... 44 

(2) 実証研究・商品化計画 ................................................ 44 

(a) 事業化企画検討 .................................................... 44 

(b) 研究実施 .......................................................... 45 

(c) 事業化計画・調査 .................................................. 45 

(d) 知財化 ............................................................ 45 

(e) 連携企業等発掘 .................................................... 45 

(3) 試作品評価・事業化推進 .............................................. 46 

(a) 商品開発・事業化推進 .............................................. 46 

(b) 試作品評価研究設計・事業展開検討 .................................. 46 

(c) 試作品評価研究実施 ................................................ 46 

(d) 試作品調査等 ...................................................... 46 

(e) 実証研究評価委員会（仮称） ........................................ 46 

(4) 大学発ベンチャーによる事業化 ........................................ 47 

(a) 法人化検討 ........................................................ 47 

(b) 法人化・経営支援 .................................................. 47 

(c) 市販開始・初期導入支援 ............................................ 47 

(d) 市販後調査 ........................................................ 48 

(e) 表現等の確認 ...................................................... 48 

(f) 広報・販促・営業支援 .............................................. 48 

(g) 認証取得支援 ...................................................... 48 

(h) フォローアップ .................................................... 48 

参考 ...................................................................... 49 

1. K-PHI事業における守秘義務に関する誓約書 .............................. 49 

2. K-PHI相談申込シート（学内研究者向け） ................................ 51 

3. K-PHI相談申込シート（企業向け） ...................................... 53 

4. コンサルティングサービス申込書 ....................................... 55 

5.「疫学研究に関する倫理指針」における倫理審査委員会に関する規程（一部） 56 

6. 慶應義塾大学受託研究等受入れ規程 ..................................... 57 

7. 東京大学における研究成果に係る出所由来表示及び推薦に関するガイドライン 60 

8. エビデンスレベルと推奨のグレード ..................................... 62 

 

  



5 

 

１．マニュアル概略 

本マニュアルは、医学部を有する大学、大学附属病院や国立高度専門医療研究センタ

ー等の医学的研究能力のある機関（以下「大学等」）が「ヘルスケア産業プラットフォ

ーム」（PHI）として機能するための、事務局の業務フロー案を示すものです。 

本マニュアルでは、まず慶應義塾大学医学部が提案する PHI のあり方についての概

略を示し、次にそのモデルとしての慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム（K-PHI）

の活動内容のフローをご紹介します。 

それぞれ慶應義塾大学医学部内において、本大学の実情に合わせて作成したものです

が、他の大学等においても参考にできるようなモデルとなるよう留意し、諸先生方から

ご意見を頂戴し、改定をいたしております。 

各大学等の状況に応じて、本マニュアルを有効にご活用頂ければ幸いです。 

 

２．「ヘルスケア産業プラットフォーム」とは 

慶應義塾大学医学部が考える「ヘルスケア産業プラットフォーム（PHI）」とは、人々

の生活の基盤である健康を維持・向上する役割に応える事業を創出する母体として、大

学等が機能するための「場」を指します。 

その基本的な思想として、下記の３つを行うことを目指します。 

 

1.大学医学部の知を活用 

 ・窓口を明確化し、大学等のリソース活用を促進 

 ・大学等のブランドを戦略的に活用 

・大学等発ベンチャー企業の積極的な支援 

 

2.品質の見える商品・サービスを提供 

 ・研究テーマやプロジェクトに応じた機動的な産学官連携促進 

 ・企業の研究段階に応じた見える化の仕組みによる高付加価値化 

 ・商品の科学的評価も含めた研究活動の推進 

 

3.国民の健康寿命延伸 

 ・現在の健康状態を適切な指標で評価 

・エビデンスの明確化により安心安全な商品を紹介 

 ・医療・介護との連携による、生まれてから死ぬまでの健康対策実施 
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対象領域 

疾病予防、リハビリ、健康増進などの医療・介護の周辺分野並びに、医療・介護現場

で病院・診療所や医師・患者等が必要とする商品・サービスも含めた領域を対象とし、

医療サービスおよび医薬品・医療機器といった診療報酬外の医学部発の新産業の創出を

支援する仕組みを目指します。 

商品・サービスの例としては下図のように、運動、情報、メンタルヘルス、計測・も

のづくり、摂取、場・環境と多岐にわたる領域で多様な商品・サービスが考えられます。 

最終的な健康へのインパクトや経済的なインパクトも考慮し、それぞれの大学等の研

究能力等から重点的に扱う分野を選ぶのがよいでしょう。 

特に、体内に取り入れるもしくは身体に塗布する、食・摂取分野に関しては、扱うに

あたって、安全性への十分な配慮を行う必要があります。 
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組織構成 

本マニュアルで提案する業務フローの実施主体としては、(a)大学医学部や医療機関

内部の新組織並びに（b）連携して活動する外部の法人を想定しています（下図参照）。 

コンプライアンスの観点や意思決定の迅速化や多様な契約の締結等のために独立し

た外部法人（株式会社等）を活用し、両者が密接に協議を行うことで大学として有効な

戦略立案を進めていきます。 

内部組織としては、既存の大学等の産学連携の部局や研究推進の部局、技術移転機関

（TLO）、広報、知的財産部門等と連携し、また大学病院や、他学部・研究科とも連携

を行います。各大学の実情に応じて、既存の部局、大学病院内の組織や大学に関連する

別法人等の効率的活用を行うことが望まれます。 

個別大学ごとに PHI を組織化し、PHI 同士で最低限度の基準の共有を図ります。 

外部法人に関しては、広域型 TLO と同様に複数大学で共通に利用することや、対象

分野単位での PHI の組織化も考えられます。 

 

後述の業務フローでは、両者の業務を分けて記載していますが、大学内部組織のみ、

もしくは外部法人が中心になって業務を行うことも考えられます。内部組織と外部法人

との役割分担に関しては、コンプライアンス等を考慮の上、業務内容から、適切な分担

を検討していただければと思います。 
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活動内容 

PHI の内部組織、外部法人が行う活動内容としては、下記のようなものが挙げられ

ます。 

内部組織が行う活動 

• 多様な研究領域の知識の融合活動（創発活動） 

• 研究活動活性化のための研究設備・研究情報の共有化活動 

• 事務手続きの簡素化等による研究者支援活動 

• 病院情報、医療情報等からのニーズ発掘活動 

• 人材育成、企業からの研修受け入れ等の教育活動 

• 大学（研究者・専門職・学生）・企業・国・自治体等の人材交流活動 

外部法人が行う活動 

• 企業・自治体からの相談を受け付ける窓口活動 

• 外部の組織との事業実施に関する契約締結 

• コンサルティング活動 

• 補助金申請（特にマッチングファンドの必要な申請）の際の管理法人活動 

• プロジェクトの運営、知財管理等のプロジェクト管理活動 

• 新商品・サービスの広報、セールス 

• 大学発ベンチャーに対する支援活動 

• 商品・人材等の認証取得支援活動 

内部組織と外部法人が協力して行う活動 

• 受託する研究や評価を実施する事業の選定 

• 推進する事業・ベンチャーの選定 

• 大学のブランドの戦略的展開活動 

活動内容に関して、大学による認証・認定事業を行うこともありえますが、その場合

は、利益相反（COI）の取り扱いに注意し、大学のブランド戦略として問題のない範囲

で行うべきでしょう。なお、本マニュアルにおいては、外部法人によるコンサルティン

グ活動の一環として、評価・認証事業を扱います。 

以下で提示する業務フローとしては、上記活動を 

（A） 情報収集・教育研修 

（B） 共同研究創出・商品開発 

（C） 企業・自治体へのコンサルティング 

（D） 学内シーズの事業化 

と大きく 4 つに分けて、各業務ステップの内容と必要な資料や人員、その他留意点に

ついて説明します。 

各大学の特性・実情に応じて、最適な範囲での業務の取捨選択をしていただければと

思います。 
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PHI による品質の「見える化」について 

 PHI の重要な機能として、ヘルスケア産業における商品・サービスの品質の「見え

る化」があります。品質の「見える化」とは、下図のように、ある特定の健康に関する

指標に関して、対象となる商品・サービスを用いた場合に、その指標を計測した値がど

う変化するか、というエビデンスを表現する、という全体的な仕組みを指します。 

 

 

PHI はヘルスケア企業・自治体・認証機関等と共に品質の見える化を行います。 

その表現の仕方に関しては、研究のレベル（エビデンスのレベル）に応じて、段階的

に表示を行います（次ページ上図）。 

 まだエビデンスが何もない商品・サービスに関して、PHI での受入を決めた段階（P.19、

P.37、P.44）で、受入を決めたこと、すなわち今後共同研究や有効性等に関するコンサ

ルティング等が行われるということを表示し（事実に対する認知のレベル）、研究を開

始し、少なくとも安全性が確認され、一定程度の有効性が示された段階（P.29、P.39、

P.46）で、Award の授与その他マークの付与等、PHI もしくは他機関による認定をし、

有効性に関する十分な有効性が示された段階（P.33、P.41、P.48）で、公的な制度での

広告表現も含めた認証を行う、もしくは認証取得の支援を行います。 
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最終的には、PHI を中心にエビデンスのデータベース化をし、大学・学会、企業・

業界団体、国・自治体、その他マルチステークホルダーによるガイドラインを作り、そ

れに基づく認証を行う、国際的な規格化が可能な仕組みを目指します（下図）。 
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３．業務フローの内容と留意点 

（A）情報収集・教育研修 

【概要】 

 大学内の研究シーズと企業側の開発シーズや自治体等におけるニーズを調査し、また

企業や自治体の職員に対して教育研修を行うことで、他の業務の推進に寄与する基盤を

作るのが、本業務フローです。 

 まず、全体の流れを下図に示します。 

（赤い破線で囲まれた範囲が PHI の業務） 

(1) 情報収集・情報交換 

(2) 教育研修 

(3) 業務展開 

の 3 つの段階に業務は分かれます。 

他の業務の基盤となる情報収集・人材交流をするとともに、ヘルスケア分野に関する教

育の推進を行います。 

以下それぞれの段階のステップごとに説明します。 
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(1) 情報収集・情報交換 

(a) 情報収集・交換 

【内容】 

他の業務フォロー（B～D）と共通の日常の業務として、大学内の研究者の情報（研

究シーズ）の調査と、ヘルスケアに関心がある企業や業界団体の技術等の開発シーズ、

政府や自治体における政策課題や住民ニーズの把握をします。 

シンポジウムの開催やホームページ等で広く情報発信を行いながら、情報収集を行う

ことが望ましいでしょう。また、大学内の研究者と企業等の交流状況の把握や情報交換

の支援等を行うことも有効です。 

 研究等に関する秘密情報に接することが想定されますので、守秘義務に関する誓約書

を事務局の人員は提出し、収集した情報の管理も問題の無いように行います。 

 

【必要な資料】 

・守秘義務に関する誓約書（参考：K-PHI における大学内様式は P.49 の参考資料 1） 

 

【事務局側の人員】 

企業並びに研究者との接点があり、可能な限りそれぞれの活動に関する知識がある者が

いることが望ましいです。また、以降の業務につながるようなビジネス的な視点も備え

ているといいでしょう。リサーチ・アドミニストレーター（URA）がいる場合はその

活用を行います。 

 

【その他留意点】 

・大学内での窓口の一本化を行うことが重要です。外部法人を活用する場合は、大学内

組織と外部法人の役割分担や、情報の共有方法、その後の契約主体等についての検討が

必要です。 

 

(b) 研究者からの相談受入 

【内容】 

 大学内の研究者からの相談を大学内部組織の窓口にて受け付け、それまでに収集した

情報と合わせて、教育研修やシーズ・ニーズマッチングの企画検討等を行います。大学

内の研究者の研究シーズ・開発アイディアの整理と、連携を希望する企業等に関する意

見をシートにまとめておくといいでしょう。 

 

【必要な資料】 

・研究者調査シート（研究シーズ集等） 
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・相談申込シート（研究者向け）（参考：K-PHI での様式 は P.51 の参考資料 2） 

・（あれば）研究者からシーズに関する資料・学術論文 

・（あれば）教育研修プログラム案 

 

【事務局側の人員】 

研究者側の意見を整理し、場合によっては共同研究・開発の企画検討を行えるような、

研究・ビジネスの両面の判断ができる人材が望ましいです。1 案件につき 1 名、なるべ

く専門の近い人間がいると良いです。 

 

【その他留意点】 

・教育研修プログラムとの連携のため、関連部局との連携をしっかり諮りましょう。 

・案件によって、後述の「(d) 企業等からの相談受入」が先行する場合もありえます。 

・相談内容によって、後述の共同研究の(a) 相談受入（P.18）もしくは学内シーズ事業

化の(a) 相談受入（P.44）としての業務フローに移行します。 

 

(c) 企業等の調査 

【内容】 

 検討した企画に沿って、協力・連携可能性がある企業の情報整理や調査（文献・ヒア

リング）を行います。調査の実施は外部法人が行うのが良いでしょう。 

 

【必要な資料】 

・企業調査シート 

 

【事務局側の人員】 

前段階と同様の人材に加えて、企業の調査ができる人員が必要です。調査の実施自体は、

外部法人の能力等によっては外部調査会社等の活用も可能です。 

 

(d) 企業等からの相談受入 

【内容】 

 企業・業界団体ないしは政府・自治体等から広く大学との連携や教育研修に関する依

頼や相談を受け入れます。基本的には無償での相談とします。 

 

【必要な資料】 

・企業調査シート 

・相談申込シート（企業向け）（参考：K-PHI での様式 は P.53 の参考資料 3） 

・（あれば）企業からサービスに関する資料・学術論文 
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・（あれば）希望する連携研究者/部局 

 

【事務局側の人員】 

前段と同様です。 

 

【その他留意点】 

・外部法人が窓口となるか、大学内組織が窓口となるか、両者が一体として窓口となる

かに関しては情報共有等も考えた上で検討を要しますが、本マニュアル上は企業からの

相談および大学内からの相談はともに両者が一体として窓口となる形態とします。 

・案件によってはこの段階から始まるものもあります。 

・相談内容によって、後述の P.18 の(a) 相談受入や P.37 の(a) 企業からの相談受入と

して、共同研究開発やコンサルティングの業務フローに移行します。 

 

(e) 相談内容初期調査 

【内容】 

 企業からの相談内容に関連する調査をします。調査の結果により、教育研修の実施内

容等を決定します。また、(c) 企業等の調査で調査してない企業に関しては、企業自体

に関する調査も行います。調査の実施は外部法人が行うのが良いでしょう。 

 

【必要な資料】 

・企業調査シート 

 

【事務局側の人員】 

企業の相談内容をもとに研究や市場、あるいは企業自体の調査ができる人員が必要です。

調査自体は必要に応じて外部調査会社等も活用可能です。 

 

(2) 教育研修 

(a) 研修等協力要請 

【内容】 

 企業等からの相談内容をもとに、医学部・病院を活用した教育研修プログラム案の作

成をし、大学内の関連部局に協力要請を行います。教育研修プログラムとしては、企業

等の要望に応じて、セミナーの開催、研修生等としての受け入れ、e-ラーニング等々様々

なものが考えられます。また、医学部や大学病院における医学部生・研修医等向けの教

育研修プログラムの一環として企業との交流等を検討するのもいいでしょう。 
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【必要な資料】 

・教育研修プログラム案 

 

【事務局側の人員】 

教育研修プログラム案の作成ができ、関連する診療科等に協力を依頼できる人員がいる

ことが望ましいです。 

 

【その他留意点】 

・既存の教育研修プログラムが存在する場合はその活用を行います。 

・教育研修プログラムの内容に応じて、セミナー費・学費等という形で参加費を徴収す

ることになりますが、既存の教育研修プログラムを活用しない場合は、外部法人が主な

窓口となり、事務局機能を果たすのが良いでしょう。 

 

(b) 企業等への教育研修実施・人材交流 

【内容】 

 上述の教育研修プログラムの実施を行い、大学内の研究者と企業や自治体等の人材の

交流を図ります。物理的な交流のスペースとバーチャルな（ウェブ上の）交流の場があ

るといいでしょう。教育研修の実施は大学内の教職員が中心になるでしょうが、外部法

人のスタッフや外部講師も必要に応じて活用します。 

 

【事務局側の人員】 

 必要に応じて、教育研修が円滑に進行するための人員がいると良いでしょう。 

 

【その他留意点】 

・教育研修により研究上の秘密が流出することや、人材交流によるトラブル等が発生し

ないように気をつけましょう。 

 

(3) 業務展開 

【内容】 

情報収集・相談、教育研修・人材交流を経て、後述の（B）共同研究創出・商品開発

（P.16 以降）、（C）企業・自治体へのコンサルティングサービス（P.35 以降）、（D）学

内シーズの事業化（P.42 以降） という業務の展開に繋げます。 

なるべく、最初の相談や教育研修のプログラムの段階で、これらの事業を意識した設

計を行ないましょう。  
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（B）共同研究創出・商品開発 

【概要】 

 大学内の研究シーズと企業側の開発シーズや自治体等におけるニーズをマッチング

させ、大学と企業等との共同研究開発を促進・創出し、新たなヘルスケア商品やサービ

スを開発するのが、本業務フローです。 

 まず、全体の流れを下図（次ページ）に示します。 

（赤い破線で囲まれた範囲が「ヘルスケア産業プラットフォーム」の業務） 

 

(1) 相談・初期調査 

(2) 実証研究・商品化計画 

(3) 試作品評価・事業化推進 

(4) 上市後 

の４つの段階に業務は分かれます。 

 

企業からの共同研究の受入れから商品・サービスの開発や事業計画さらに実際の市販

開始後までの支援を行います。 

 

以下それぞれの段階のステップごとに説明します。 
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(1) 相談・初期調査 

(a) 相談受入 

【内容】 

 収集した情報や、大学内の研究者からの相談もしくは企業や自治体等からの相談をも

とに、「商品・サービス」の共同研究・開発の企画検討を行います。大学内の研究者の

研究シーズ・開発アイディアの整理と、連携を希望する企業等に関する意見、企業等の

側の要望等の整理をします。通常は無償での相談になるでしょうが、次段階での調査内

容の結果を企業等に返す場合はその費用分の負担につき考慮が必要です。また、研究者

の専門性に基づく相談を実施する場合は、有償での相談としてもよいでしょう。 

 

【必要な資料】 

（研究者から） 

・相談申込シート（研究者向け）（参考：K-PHI での様式 は P.51 の参考資料 2） 

・（あれば）研究者からシーズに関する資料・学術論文 

・（あれば）商品・サービス案 

（企業等から） 

・相談申込シート（企業向け）（参考：K-PHI での様式 は P.53 の参考資料 3） 

・（あれば）企業からシーズに関する資料・学術論文 

・（あれば）希望する連携研究者/部局 

 

【事務局側の人員】 

研究者側・企業側の双方の意見を整理し、共同研究・開発の企画検討を行えるような、

研究・ビジネスの両面の判断ができる人材が望ましいです。 

 

【その他留意点】 

・実現可能性や収益性のおおよその判断により以降の段階に進まない場合もありえます。 

・研究者からの相談、企業からの相談の双方どちらからも本業務は開始しえます。 

 

 (b) 依頼内容初期調査 

【内容】 

 前段階で依頼された内容に関する調査として、関連する研究や企業に関する調査等を

行います。ここでは、主に次段階での受入審査に必要な資料を集めます。 

 関連する研究に関しては、健康・体力づくりと運動に関するデータベース1のような

データベースも活用します。 

                            
1 http://exdb.health-net.or.jp/ 
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【事務局側の人員】 

前段階と同様の人材に加えて、企業の調査ができる人員が必要です。調査の実施自体は、

外部法人の能力等によっては外部調査会社等の活用も可能です。 

 

(c) 受入審査 

【内容】 

（a）で検討が開始された「商品・サービス」の共同研究案及び、共同開発企業を大

学として受け入れるための、受け入れ可否審査を受入審査委員会に依頼して行うのがこ

の段階です。大学内研究者発案の場合は、その研究・事業化計画の妥当性を判断し、共

同開発企業候補がすでに決まっている場合はその企業の適格を、共同開発企業候補が決

まっていない場合は、共同開発企業の募集の要件を決定します。 

共同開発企業発案の場合は、その企業の適格、研究・事業化計画の妥当性を判断し、企

業の要望に適した大学内研究者の選定を行います。 

 次ステップである(2)(a)研究者・企業等マッチングも同時に行っても良いです。 

受入審査委員会の構成は、大学内の疫学研究に対する倫理委員会と同様に、（なるべ

く該当研究・事業領域に近い）医学・医療の専門家、法律学の専門家等人文・社会科学

の有識者及び一般の立場を代表する者から構成し、外部委員を含むのが望ましいでしょ

う。さらに、大学のブランド戦略の面からの判断が必要となるので、大学の広報担当や

理事もしくは医学部長や付属病院長等の人間を入れるべきです。ただし、意思決定の迅

速さを考えて、大学内のブランドマネジメントや経営企画の部局（もしくは教授会）や、

外部法人の取締役会等での判断のみでも良いかもしれません。共同研究案の機密性や研

究協力者への侵襲性や倫理性等から考慮するのもいいかもしれません。 

受入審査基準に関しては、企業の理念や過去の実績、財務健全性等の対象企業の状況、

提案されている「商品・サービス」の倫理性、利益相反状況、実証研究実施中並びに科

学的評価付与後の商品・サービス展開の方法等の妥当性等から総合的に判断します。 

受入審査委員会での審査を受けたプロジェクトに対して、PHI 支援プロジェクトと

して明記し、以降のエビデンス取得状況を可能な限り公開します。ただし、知財戦略等

の企業側の要望および大学側の情報公開のルール等に従い、情報公開の範囲・具体的方

法に関しては個別の検討を受入審査委員会にて行います。 

 

【必要な資料】 

・受入審査依頼書：受入審査基準を満たしていると示すための必要書類2 

・（a）段階での提出書類 

・（b）段階での調査結果書類 

                            
2 K-PHIではコンサルティングサービスの申込書（P.55の参考資料 4と共通の様式としている） 
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また、受入審査委員会の組織規程および「受入審査基準」の制定が必要です。 

 

【事務局側の人員】 

研究計画も見越し、必要書類の作成支援が可能な人材。受入審査委員会を内在化する場

合はその人材も必要です。 

 

【その他留意点】 

・共同研究の受入基準・体制がすでにある場合は基本的にはそれを用いれば良いです。

ただし、研究後の知財の活用方法や事業展開についての判断までこの時点で行なってお

くことが望ましいでしょう。 

・受入審査委員会を新規の委員会として設立する代わりに便宜的に倫理委員会を活用す

る方法があります。その場合は、倫理審査申込書、研究計画書、説明文書、同意書、利

益相反状況申告書等の必要な書類を準備する必要があり、また、各種倫理指針等に従う

必要があり、多くの場合は「迅速審査手続」に該当する研究計画になると思われますが

審査も必ずしも簡便ではなく、時間的にも長くかかってしまうでしょう。 

・受入審査委員会のメンバーとして商品・サービス案に関連する研究科の研究者を入れ

ておく必要は必ずしもありませんが、特に企業発案の場合に当該研究科の研究者が協力

可能な体制や、研究者が複数研究科や他学部にまたがる場合の協力体制を大学内で作っ

ておく必要があります。受入審査委員会のメンバーの利益相反状況に関しても必ず配慮

しましょう。 

・委員会の構成等に関しては P.56 の参考資料「5.「疫学研究に関する倫理指針」にお

ける倫理審査委員会に関する規程（一部）」もご参照ください。 

・受入審査基準は大学の名称利用やユニバーシティー・アイデンティティー（UI）の

ようなブランドマネジメントの規程に配慮して策定することが望ましいです。 

 参考資料の P.57 の「6.慶應義塾大学受託研究受入れ規程」、P.60 の「7.東京大学にお

ける研究成果に係る出所由来表示及び推薦に関するガイドライン」もご参照ください。 

・研究上の秘密保持に関しては十分留意しましょう。 

 

 

(2) 実証研究・商品化計画 

(a) 研究者・企業等マッチング 

【内容】 

受入審査委員会の意見を踏まえて、研究者発案の場合は、受入審査基準適合関連企業

リストを利用し、受入審査委員会の受入審査基準に適合した企業を選定します。企業側

発案の場合は、企業側が共同開発したい具体的商品・サービスにおいて科学的評価を求
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める「具体的内容（健康指標）」（Ex.内臓脂肪が減少する、〇〇の筋肉の量が増加する）

と、事務局の持つ大学内の研究リソース（研究内容・人材・機器等）のリストと調整し、

適切な研究者とマッチさせます。また、実証研究のフィールドとなる自治体等の具体的

選定をした上で、大学・外部法人・企業・（場合によって）研究協力者プールの自治体

等の間で契約を交わし、共同研究・商品開発実施の協働体を形成します。 

契約に際しては、契約書内に、守秘義務、知財の取り扱い、学会発表の許諾、データ

収集の方法、市販後の扱いについての項目を盛り込みます。また、研究協力者保護のた

めの保険や、場合によっては研究実施スタッフの保護についても考慮します。 

市販後、共同開発企業において商品・サービスの提供がなされる際の体制についても

十分に確認しておきます。 

企業から受け入れる研究費に関しては、研究内容・機関等にもよります。 

 

【必要な資料】 

・共同研究・商品開発に関する契約書 

・大学内研究リソースリスト 

・受入審査基準適合関連企業リスト 

 

【事務局側の人員】 

大学内研究リソースリストおよび受入審査基準適合関連企業リストを作成管理し、企

業・研究者間の調整が行えるもの、すなわち、研究・ビジネスの両面の判断ができる人

材が必要です。また、契約に際しては法律家の協力が必要となりますが、外注で良いで

しょう。 

 

【その他留意点】 

・受入審査基準適合関連企業リストに載せる企業としては、これまで共同研究等によっ

て大学との連携がある企業が望ましいですが、利益相反の問題もあるため、受入審査委

員会での承認が得られるものに限定します。業界団体の活用や複数社との連携も有効な

方法です。 

・協働体として、特定目的会社（TMK）、技術研究組合その他法人を設立する方法もあ

り得ます。将来的な商品・サービスの展開方法に応じた形態を利用するべきでしょう。

また、協働体として実証研究を実施していくにあたり、情報公開等を通じて研究結果へ

の利益相反が極力起こらないように努力するべきです。 

・協働体形成をせず、通常形態で共同研究を推進していってももちろん構いません。 

・(d) 事業化計画・調査を共同開発企業が実施する場合等事業化計画に関しても契約内

に盛り込むのと良いでしょう。調査等に関する費用に関してもなるべく同時に決定しま

しょう。 
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・市販後の扱いに関する契約は別途でも構いませんが、大学のブランドが毀損されない

よう、また開発研究を行った研究者への配慮が最大限に行われるようにしましょう。 

 

(b) 実証研究・開発研究内容検討 

【内容】 

受入審査の段階で承認を得た「商品・サービス」案に関して、実証研究・開発研究を

企画検討します。 

具体的な研究計画を、予算・期間・人材等も考慮しながら決定していきます。 

このとき、自治体等との連携による研究協力者プールの確保ができているか、できてい

ないならいかに被験者を確保し、脱落させないか、についても検討します。確保するべ

き研究協力者数に関しては、研究設計・解析手法により異なりますが、なるべく多く確

保できるに越したことはないです。 

また、研究の設計とともに、事業化の計画を立てます。 

研究の成果の具体的な商品・サービスの開発への還元方法や、知財化の戦略も含め、

大学内の関連部局や共同開発企業と相談しながら計画します。 

この時点で消費者庁等の規制省庁に対して、開発を予定している「商品・サービス」

の広告等における表現等に関する事前相談を行なっておくと、研究設計・事業化計画に

も有益かもしれません。 

 

【必要な資料】 

・具体的評価項目案 

・事業化計画書 

・先行事例・研究調査シート 

・研究協力者プール資料 

 

【事務局側の人員】 

研究計画に際しては、大学内の研究者を支援する能力、特に研究協力者数の決定に際し

ては疫学に知識を有するものが必要です。また、事業化の計画に際しては、関連するビ

ジネスのスキルが求められます。  

また、商品・サービス展開に際して、薬事法・景品表示法等の表示の規制上問題のない

表記・コピーのアイディアが出せる人材がいるのが望ましいです。 

 

【その他留意点】 

・研究協力者数（サンプルサイズ）に関しては、評価をする具体的内容と、その分布や

標準偏差、介入を行なう場合はその介入の期待される効果サイズ等により、適切な量は

大幅に変わりえるため、何人いれば必ず OK ということはございません。参考まで、例
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えば、求める効果サイズが小さい（SD の 1/5）場合、有意水準 0.05、検出力 80％で必

要なサンプルサイズは 400人となります3。 

・先行研究等に関しては、(1)(b) 依頼内容初期調査の段階で確認をしておき、本段階以

降での追加の調査はなるべく少なくしておくといいでしょう。 

・事業化に関する詳細な検討は P.26の(3)(a) 商品開発・事業化推進の段階で行なえば良

いですが、商品・サービス案によってはこの段階で契約内容に盛り込んでも良いでしょ

う。 

 

(c) 実証研究実施 

【内容】 

企画された実証研究計画に基づいて、一般的な他の研究と同様に倫理審査委員会に実

証研究に関する倫理的な審査を行います。研究協力者保護ができているか、利益相反の

問題はどうかといったことに関して、通常の疫学研究等と同様の審査を行います。修

正・面接等の通常の手続きを経て、倫理審査委員会の承認を得た場合は研究の実施に進

みます。承認が得られなかった場合は、得られるような内容に企業・研究者と話し合い

ながら変更していくことが求められます。 

実証研究の実施は倫理審査委員会にて承認を得た研究計画に基づいて行われます。 

基本的には、研究計画書通りに研究が進んでいることが確認できれば良いです。 

個人情報保護等の観点から、事前に研究内容の説明会を行い、研究協力者からの研究協

力への同意を確認し、また事後には研究結果のフィードバックを行います。 

追加で実験が必要となる等、研究計画に変更が出た場合や、研究協力者に不利益事象が

起こった場合の対応は、通常の研究同様、倫理審査委員会への報告や研究の中断・中止

等適切に行う必要があります。また、特に、期間や予算の変更によって、企業との契約

を見直す必要が出る場合もありえます。その点もふまえて、倫理審査委員会の承認後に、

契約内容の確認修正を行うと良いでしょう。 

 

【必要な資料】 

・倫理審査委員会の所定の提出資料 

・事前・事後の説明会用資料 

・その他実証研究実施に必要な資料 

 

【事務局側の人員】 

研究者が研究計画書を書くサポートや事務作業等ができる人材、研究の調整を行うこと

ができる人材、契約内容の調整のための法的知識のある人材、トラブル対応ができる人

材等が必要です。大学内の関連する部局等を有効に活用しましょう。 

                            
3 J.Cohen『Statistical power analysis for behavioral sciences 』(1988) 
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【その他留意点】 

・倫理審査は最終的な科学的評価を担保するためには避けて通れない部分ですが、特に

承認までの期間の長さがネックとなりえます。そのため、できるだけ、迅速審査手続の

範疇の研究計画を立て、また承認がおり次第研究が開始できるよう、企業や研究協力者

プールの準備を並行して行うべきです。 

・研究内容によっては、臨床研究等に該当する場合も考えられ、その場合は臨床研究に

関する倫理指針等、適切なガイドラインに従うことが求められます。本マニュアルでは、

基本的に「疫学研究に関する倫理指針」に従えば良いという考えですが、どのガイドラ

インに従うべきか、「ヘルスケア」領域においては特に曖昧であり、よりヘルスケアに

適した倫理指針の策定も国・学会等で必要かもしれません。また、医療機関で利用する

機器や情報サービスの開発の場合等、被験者として人を用いないような研究の場合は先

立っての倫理審査は通常必要ありません。 

・事務局としては、企業・研究者・研究協力者間のコミュニケーションが円滑に進むよ

う配慮することが望ましいです。トラブルへの対応も事務局が専ら行います。 

 

(d) 事業化計画・調査 

【内容】 

 (b) 実証研究・開発研究内容検討で検討した商品化計画に即して、商品・サービスのニ

ーズ調査、市場規模調査、競合品・関連知財調査といった事業化に向けての調査を行い

ます。また、研究結果の随時フィードバックを受けつつ、商品・サービスの開発を共同

研究企業中心に行います。 

 

【必要な資料】 

・ニーズ調査票 

・市場規模調査票 

・競合品・関連知財調査票 

・その他ビジネスプランの作成上必要な書類 

 

【事務局側の人員】 

ビジネスに関する調査ができる人員が必要です。調査の実施自体は、外部法人の能力等

によっては外部調査会社等の活用や、共同開発企業が行うこととしても良いでしょう。 

 

【その他留意点】 

・共同開発企業との役割分担や情報共有の方法についての考慮が必要です。 
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(e) 知財化 

【内容】 

 研究成果の知財化の支援ならびに知財管理・活用を行います。知財の出願をする場合

の発明者や出願人を大学・研究者個人・共同研究企業のいずれが（あるいは共同で）担

うかに関しては、(b) 実証研究・開発研究内容検討で決定した契約内容に従います。 

 

【必要な資料】 

・特許出願書類等 

 

【事務局側の人員】 

知財に関する知識を有する人材 

 

【その他留意点】 

・以降の商品開発や上市後の事業が円滑に進むよう配慮しましょう。 

・通常は TLO を中心とした活動になります。 
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(3) 試作品評価・事業化推進 

(a) 商品開発・事業化推進 

【内容】 

 前の(d) 事業化計画・調査の段階から継続して商品開発を行い、試作品・モデルサービ

スを完成します。並行して研究の蓄積や知財化を十分にし、事業化計画が明確化し、料金

設定や事業資金等の確保を行います。 

研究内容によっては、単純な事業化だけでなく、規格化の検討も行います。 

事業化ではなく、規格化の方向に向かうか（あるいは並行して行うか）どうか等の決定

は、次ステップにて行います。 

（ⅰ）事業化もしくは（ⅱ）規格化 の方法に関しては下記の選択肢があります。 

 

（ⅰ）事業化 

・大学の事業として行う 

・大学病院の事業として行う 

・大学発ベンチャー等の大学関連法人を中心とした事業として行う 

・共同開発企業等の事業として行う 

 

（ⅱ）規格化 

・ISO 等の既存の標準化組織を利用する 

・関連する学術団体や業界団体において規格化案を提示しガイドライン等を作る 

・大学の自主的な規格を提示する（後述の「認定」含む） 

 

【必要な資料】 

・商品・サービスに関する資料・学術論文（これまでの研究成果） 

・商品・サービスの試作品 

・ビジネスプラン 

・規格化案 

 

【事務局側の人員】 

ビジネス的な判断とともに、社会的・政策的な側面や、大学のブランド面からの判断が

できることが望ましいです。また、共同開発企業以外による事業化に際しては法人化等

の具体的な組織形態の検討も要します。 
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 (b) 試作品評価研究設計・事業展開検討 

【内容】 

前段階での事務局を中心とした検討を踏まえて、具体的にどのように対象となる「商

品・サービス」を展開するか、もしくは規格化・標準化を進めるか、そのために必要な

試作品の評価研究や市場調査等の追加調査に関する検討を、大学・外部法人・共同開発

企業の協働で行います。 

規格化検討に際しては、関係する省庁や業界団体、学術団体等の意見聴取を行います。 

基本的に、(1)(c) 受入審査及び(2)(b) 実証研究・開発研究内容検討において決定した方

向にそって、研究結果や外部環境等を考慮の上（ⅰ）事業化、（ⅱ）規格化の案を、各

大学の状況に適した形で、より具体化します。 

 

【必要な資料】 

・商品・サービスに関する資料・学術論文 

・試作品評価研究計画書 

・ビジネスプラン 

・（必要に応じて）規格化案 

 

【事務局側の人員】 

前ステップと同様。以降の商品・サービス展開を踏まえて、事業化を実際に推進・支援

できる人材の確保も必要です。 

 

【その他留意点】 

・事業化の結果、大学/病院、外部法人、共同研究企業が得る利益をどのようにするか

の検討も必要です。 

・規格化/標準化に関しては、ISO 等の既存の標準化団体を活用する場合は、具体的な

手続き等はその標準化の手順に従います。 

 

 

(c) 開発・試作品評価研究実施 

【内容】 

企画された試作品評価研究計画に基づいて、まず倫理審査委員会によって試作品に関

する実証研究に関する倫理的な審査を行います。基本的には P.23 の(2)(c) 実証研究実

施と同様の業務を行います。 

その後、倫理審査委員会にて承認を得た研究計画に基づき、試作品評価研究の実施をし

ます。試作品評価研究は、評価の客観性を担保するため、他施設を利用するのが望まし

いでしょう。 
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試作品の評価研究に引き続き、大学病院や関連病院を利用しての試作品導入研究を行い

ます。試作品評価研究と試作品導入研究はまとめて行っても良いですが、商品・サービ

スの侵襲性等によっては、上市前に安全性・有効性の双方向からの検証を慎重に行うべ

きでしょう。 

 

【必要な資料】 

・倫理審査委員会の所定の提出資料 

・事前・事後の説明会用資料 

・その他試作品評価・導入研究実施に必要な資料 

 

【事務局側の人員】 

P.23 の(2)(c) 実証研究実施と同様の人材。 

 

【その他留意点】 

・試作品導入試験に際して、大学病院や関連病院との別途の契約等が必要となることが

あります。 

・試作品導入研究は、引き続き試用を続けて(4)(b) 市販開始・初期導入支援につなげる

のが良いでしょう。 

  

(d) 試作品調査等 

【内容】 

 試作品に関して、市場調査その他(2)(d) 事業化計画・調査において実施した事業化に

関する調査を補完する調査を行います。 

 また、商品・サービスの広告等における表現方法につき、消費者庁等の規制省庁に相

談を行い、相談結果を必要に応じて試作品評価研究等に反映します。 

 この調査等によって、次の(e) 実証研究評価委員会（仮称）で使用する、商品・サー

ビスの実施計画書を企業とともに完成させます。 

 

【必要な資料】 

・表現内容相談に関する資料 

・商品・サービス実施計画書 

 

【事務局側の人員】 

P.24 の(d) 事業化計画・調査と同様の人材 
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【その他留意点】 

・商品・サービスの性質によって表現方法の相談は必ずしも必要ありません。 

・特定保健用食品（トクホ）と同様の制度が将来的に作られれば、その制度に沿っての

許可申請等を行うため、この時点での相談は必ずしも必要ではありません。 

 

(e) 実証研究評価委員会（仮称） 

【内容】 

試作品評価研究の結果を受けて、実証研究評価委員会（仮）において評価/審査を行

います。便宜的に 2 つの委員会に分けて記載しましたが、運用上は P.19 の受入審査委

員会と同じ構成によっても構いません。また、倫理審査委員会等の既存の組織の活用で

もいいかもしれません。 

実証研究評価委員会（仮）においては、試作品評価・導入研究の結果の科学的評価の

みならず、それ以前の実証研究の結果や知財、研究結果を企業が商品・サービスの展開

においてどのように活用可能かという事業に関する審査も行います。後者に関しては、

(2)(d) 事業化計画・調査及び(3)(d) 試作品調査等の調査結果を用いての審査を行います。

ここでの審査結果によって、ヘルスケア産業プラットフォームとしての上市後の商品・

サービスへの関与方法を最終的に決定します。 

実証研究評価委員会（仮）の構成は、受入審査委員会と同じく、医学部長、病院長を

はじめ、医学・医療の専門家、法律学の専門家等人文・社会科学の有識者、大学の広報

担当や理事等及び一般の立場を代表する者から構成し、外部委員を含むのが望ましいで

しょう。また、可能であれば、受入審査委員会のメンバーに加えて、より実証研究参加

研究者と専門領域が近い人間によるピアレビューが行われると良いでしょう。ただし、

これは、実証研究の評価をどのレベルで行うか、評価基準をどうするかによって大きく

変わります。 

審査は、書面に加えて面談もなるべく実施します。開催頻度は、案件の量にもよりま

すが、実証研究の成果が出次第随時開催を目標に、少なくとも月一回開催できるように

するのが望ましいでしょう。 

評価基準に関しては、科学的根拠として、実証研究報告書と（可能な限り）学術論文

を通じて、「妥当性/信用性、信頼性/一貫性、客観性/確証性、一般化可能性/転用可能性」

が一定程度以上示されているもので、さらに、サービス実施計画書等から適切な「商品・

サービス」であり、広報上の表記方法等にも問題がないと考えられるか、に関して総合

的に判断します。大学のブランド戦略上の適切性の判断は全くせず、次ステップにおい

て大学内部組織で判断してもいいですし、本委員会でまとめて判断しても良いでしょう。

ブランド戦略上の適切性を判断する場合は、大学の名称利用の規程に準じたブランドマ

ネジメントポリシーを定め、それを参照します。 

同委員会により award の授与（認定）も行うことも可能です。 
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【必要な資料】 

・実証研究評価申込書 

・実証研究報告書 

・（あれば）学術論文4 

・（あれば）知財に関する資料 

・商品・サービス実施計画書 

・事業化に関する調査結果報告書 

・技術的説明補足資料 

 

定めておくべき規程は以下のもの。 

・実証研究評価委員会（仮）の規程、手続規程 

・実証研究評価基準 

・（必要に応じて）ブランドマネジメントポリシー（名称利用の規則に準じる5） 

 

【事務局側の人員】 

実証研究評価委員会（仮）との調整が可能な程度の研究・ブランド・ビジネス的判断が

できる人材 

 

【その他留意点】 

・名称利用の規程がない場合、大学のロゴマークの規定や、共同研究受入の規程等を参

照し、大学のブランドマネジメントポリシーを制定し、受入審査から一貫した基準での

ブランド戦略を実施できるようにするのが望まれます。 

・外部法人を活用する場合は、大学のブランド戦略等との整合性のある意思決定が可能

な体制を作るか、全く独立の判断・審査として次ステップにおいて大学内で調整を行う

かのいずれかになります。意思決定の迅速さを重視する場合は前者の方法がいいでしょ

うが、利益相反等のリスクマネジメントの観点からは後者が良いかもしれません。 

・実証研究評価の基準は他の業務（特に企業に対するコンサルティング）と共通のもの

にするのが良いです。ただし、評価の客観性や事後のリスク等の観点からは、共同研究

開発および学内シーズの事業化の場合の実証研究評価は他大学の同種の組織が行うか、

外部法人や委員会の構成等により大学からの独立性を担保した仕組みを用いるよう気

をつけるべきです。 

・評価基準に関しては P.62 の参考資料「8. エビデンスレベルと推奨のグレード」もご

参照ください。Award の授与も行う場合は、安全性の担保と、一定程度の有効性、公

                            
4 日本学術会議の日本学術会議協力学術研究団体である学会誌に掲載された論文 
5 参考資料「7. 東京大学における研究成果に係る出所由来表示及び推薦に関するガイドライン」参照 
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益性といったことを通常考慮します。共同研究を元にした商品・サービスですので、利

益相反の表示等については十分気をつけましょう。 

 

 

(4) 上市後 

(a) 事業戦略検討 

【内容】 

(3)(e) 実証研究評価委員会（仮称）における審査結果が大学及び共同開発企業等にフ

ィードバックされ、事務局を中心に事業化／規格化に関する最終的な具体的方針が決定

されます。知財等の関係から、大学と共同開発企業とが設立する新法人による事業展開

を行うことになるかもしれません。 

 

【必要な資料】 

・(3)(e) 実証研究評価委員会（仮称）による実証研究評価書 

・（必要に応じて）ブランドマネジメントポリシー（名称利用の規則に準じる） 

 

【事務局側の人員】 

ブランド・ビジネス的判断が出来る人材 

 

(b) 市販開始・初期導入支援 

【内容】 

(e) 実証研究評価委員会（仮称）で決定した事業化/規格化に関する具体的方針に従っ

て、事業化/規格化を推進できるような組織等の事業体制の整備を行い、商品・サービ

スの市販を開始します。以降の業務に関しては、(a) 事業戦略検討での検討結果に即し

て、必要・可能な範囲で実施します。また順序も同時並行的に行います。 

 (3)(c) 開発・試作品評価研究実施において大学病院や関連病院等で試作品導入研究を

行なっていれば引き続き、そうでなければ改めて大学病院や関連病院等での初期導入を

事務局の支援のもと行います。 

 

【必要な資料】 

・（必要に応じて）初期導入依頼書 

 

【事務局側の人員】 

事業実施主体と初期導入先の病院等との間でコミュニケーションが出来る人材 
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(c) 市販後調査 

【内容】 

 市販後の売れ行き、市場の状況 etc に関する調査を行います。 

 

【必要な資料】 

・市販後調査票 

 

【事務局側の人員】 

P.24 の(2)(d) 事業化計画・調査等と同様ビジネスに関する調査ができる人員が必要で

す。調査の実施自体は、外部法人の能力等によっては外部調査会社等の活用や、共同開

発企業が行うこととしても良いでしょう。 

 

(d) 表現等の確認 

【内容】 

 消費者庁等の規制省庁に対して、広告上での表現等が、 (2)(b) 実証研究・開発研究

内容検討および (3)(d) 試作品調査等においてすでに関連省庁に相談した内容に沿って

の表現として、薬事法・景表法等上適法であるという確認をします。 

 

【必要な資料】 

・広告等表現内容の適法性確認請求書 

 

【事務局側の人員】 

P.22 の(2)(b) 実証研究・開発研究内容検討、P.28 の (3)(d) 試作品調査等と同様の人材 

 

【その他留意点】 

・商品・サービスの性質によって表現等の確認は必ずしも必要ありません。 

・食品以外のヘルスケア商品・サービスに対する特定保健用食品（トクホ）と同様の制

度が将来的に作られれば、その制度に沿っての許可申請等を行います（(f) 認証取得支

援 の業務の一環となります）。 

 

(e) 広報・販促・営業支援 

【内容】 

前ステップで適法性が確認された表現方法を用いての広告等の実施を事業実施主体

が行い、それに対する支援を事務局側で行います。大学を中心とした事業実施の支援の

可能な範囲には限界がありますが、下記のようなものが考えられます。 

広報に関しては、大学の広報や病院の広報の中で行う他、独自にホームページを開く、
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シンポジウム等を開催する、記者会見を開く、広告を出す等様々な方法があります。開

発に協力した研究者の協力を得ましょう。 

営業に関しては、従来から大学医学部・付属病院と関わりのある企業や自治体・保険

者等を中心に展開することや、大学病院・関連病院内での活用等がありえます。 

 

【必要な資料】 

・販促用パンフレット等 

 

【事務局側の人員】 

営業や広報を行える人材 

 

【その他留意点】 

・利益相反や競業避止等に十分注意しましょう。 

・病院等の広告に関する規制にも気をつけます。 

 

(f) 認証取得支援 

【内容】 

 (a) 事業戦略検討で決定した方針で、トクホ等の認証取得を行う場合、その取得支援

を事務局が行います。 

規格化/標準化を行う場合は、関連する機関（公的機関、業界団体、学会等）等との連

携を行い、あるいは独自での規格化/標準化を行います。 

 

【必要な資料】 

・認証取得申請書類 

・（必要に応じて）規格化/標準化に必要な基準等に関する資料 

 

【事務局側の人員】 

認証機関との連携が可能な人材 

 

【その他留意点】 

・食品以外のヘルスケア商品・サービスに対する特定保健用食品（トクホ）と同様の認

証制度が将来的に作られれば、その制度に沿っての許可申請等を行います。 
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(g) フォローアップ 

【内容】 

「商品・サービス」提供等の実施状況を事務局がモニターする段階です。 

(c) 市販後調査と合わせて、当該「商品・サービス」に関連するさらなる研究等の結

果や社会的状況等にも十分に配慮をしてフォローアップをします。 

 

【必要な資料】 

・「商品・サービス」提供事業体からの報告書 

 

【事務局側の人員】 

実施状況の監視をし、必要に応じてブランド面やビジネス面での判断、知財の侵害や有

害事象への対応などを臨機応変に行える人材 

 

【その他留意点】 

・事業化の方法や規格化の方法により、事務局がどの程度関与すべきか変わります。大

学のブランド戦略に沿った関与の仕方をしましょう。 
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（C）企業・自治体へのコンサルティングサービス 

【概要】 

企業や自治体等のヘルスケア関連の商品・サービスに対するコンサルティングサービ

スを行い、対象となる商品・サービスの高付加価値化に大学が寄与し、また消費者にと

っても安全で有効な商品が分かりやすくするための業務フローです。 

まず、全体の流れを下図（次ページ）に示します。 

（赤い破線で囲まれた範囲が PHI の業務） 

大きく分けて 

(1) 相談・初期調査 

(2) 実証研究・商品開発 

(3) 試作品評価・事業化推進 

(4) 上市後 

の４つの段階に業務は分かれます。 

以下それぞれの段階のステップごとに説明します。 

（業務の多くは(B)の業務フローで説明したものと共通のためそちらもご参照ください） 
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(1) 相談・初期調査 

(a) 企業からの相談受入 

【内容】 

 P.18 の(B)(1)相談・初期調査 

(a) 相談受入と同様です。必要な資料・人員・その他留意点も含め、そちらをご覧くだ

さい。 

 

(b) 初期調査 

【内容】 

 P.18 の(B)(1)(b) 依頼内容初期調査と同様です。必要な資料・人員・その他留意点も

含め、そちらをご覧ください。 

 

 (c) 受入審査 

【内容】 

P.19 の(B)(1)(c) 受入審査と基本的に同様です。具体的な商品・サービス、以降の業

務フローで示すコンサルティング内容（結果の事業での活用方法も含む）と受入条件（金

額・期間・人員等）に関しての審査を中心に行います。コンサルティングの料金等の条

件に関しては様々な考え方がございますが、コンサルティング結果による付加価値が非

常に高いと期待される場合以外は、実証研究等の実費程度の金額を基準に考えるのが良

いでしょう。PHI を中心とした認定・認証制度が確立した場合は、利益相反を考慮の

上、認証に向けた相談の実施をしてもよいでしょう。必要な資料・人員に関しては P.19

をご参照ください。 

 

【その他留意点】 

・最終的な評価のフィードバックをどの程度まで行なうか、いい結果が返せない場合は

どうするのか、追加での研究が必要で再契約が必要と考えられた場合にどうするのか、

といった問題に関しては十分な検討が必要です。次の企業マッチングの際の条件として

受入審査の段階から検討をしておきましょう。 

・受入段階での表示（認知）や以降のマッチング等に関して、大企業と中小企業とで、

それぞれの事情を勘案して、扱いを区別してもよいでしょう。 
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(2) 実証研究・商品開発 

(a) 研究者・企業等マッチング 

【内容】 

 (1)(c) 受入審査で承認を得た「商品・サービス」ならびにコンサルティングメニュー

に関して、企業と研究者とのマッチングを行い、企業との間にコンサルティング契約を

結びます。P.20 の(B)(2)(a) 研究者・企業等マッチングと基本的に同様です。必要な資

料・人員・その他留意点も含め、そちらもご参照ください。 

 

(b) 実証研究・コンサルティング内容検討 

【内容】 

具体的な実証研究内容ならびにコンサルティング内容を検討します。基本的には P.22

の(B)(2)(b) 実証研究・開発研究内容検討と同様の業務です。必要な資料・人員・その

他留意点も含め、そちらもご参照ください。 

実証研究に関しては必ずしも必要はなく、（基本的には有償での）技術相談や技術指

導のみで十分な場合も多いでしょう。 

 

(c) 実証研究実施 

【内容】 

 P.23 の(B)(2)(c) 実証研究実施と同様の業務です。必要な資料・人員・その他留意点

も含め、そちらをご覧ください。 

 

(d) その他調査等実施 

【内容】 

 企業からコンサルティング依頼を受けた項目に関し調査等を実施します。依頼企業に

よる知財化の支援や商品開発に関するアドバイスも行う点以外は、基本的に P.24 の

(B)(2)(d) 事業化計画・調査と同様の業務です。必要な資料・人員・その他留意点は、

そちらをご覧ください。 
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(3) 試作品評価・事業化推進 

(a) 商品開発・事業化推進 

【内容】 

 依頼企業の商品開発や事業化推進に関する支援業務を行います。必要な資料・人員は、

P.26 の(B)(3)(a) 商品開発・事業化推進をご覧ください。 

 

(b) 試作品評価研究設計・事業展開検討 

【内容】 

 P.27 の(B)(3)(b) 試作品評価研究設計・事業展開とほぼ同様の業務です。以下の(c) 試

作品評価研究実施及び(d) 試作品調査等の計画を立てます。必要な資料等は P.27 をご

覧ください。 

 

(c) 試作品評価研究実施 

【内容】 

 P.27 の(B)(3)(c) 開発・試作品評価研究実施と同様の業務です。必要な資料・人員につ

いてはそちらをご覧ください。 

 

【その他留意点】 

・企業向けのコンサルティングとして行うので、大学病院や関連病院の利用に際して等

大学発の商品・評価と比べて一層の注意を払うべきです。 

 

(d) 試作品調査等 

【内容】 

 コンサルティング依頼があったその他項目に関する調査や消費者庁等に対する相談

等を行います。内容としては P.28 の(B)(3)(d) 試作品調査等と同様です。必要な資料等

に関してもそちらをご覧ください。 

 

(e) 実証研究評価委員会（仮称） 

【内容】 

 企業に対するコンサルティングを行うにあたって最も重要な業務の一つです。 

 P.29 の実証研究評価委員会(仮称)と同一の組織、評価基準により、企業から依頼され

た実証研究の結果等の評価を行います。 

 (B)の共同研究開発の場合との違いとしては、企業向けのサービスとして、評価のラ

ンク付けや、大学による認証マークや推奨マーク等の付与、Award の授与を行う場合

です。 



40 

 

一般に企業への評価のフィードバックの方法としては、 

（ⅰ）実証研究評価委員会（仮）による評価報告書の提出 

（ⅱ）評価結果の HP 等での情報公開 

（ⅲ）学術誌等への論文掲載・学会発表等を通じた情報公開 

（ⅳ）Award や評価マーク等の付与 

の４つが考えられます。 

このうちのどれをどのような形で行うかに関しては、大学ごとの判断によるでしょう。 

これらの評価方法と、事後の広告等における支援の方法とを合わせて、P.37 の(c) 受入

審査の段階で定めておく必要があります。 

 必要な資料や人員に関しては(B)の共同研究開発の場合と同様ですので、そちらをご

覧ください。 

 

 

(4) 上市後 

(a) 事業戦略検討支援 

【内容】 

(3)(e) 実証研究評価委員会（仮称）における審査結果を企業にフィードバックし、そ

れをもとに企業内で事業計画を立てます。 

その際に、今後の事業展開のサポートを企業側が希望した場合もしくは(2) (a) 研究

者・企業等マッチングの段階から企業側からの要望があった場合、以下の支援業務を行

います。場合によっては追加での企業との契約が必要となるかもしれません。内容や値

段に関しては、企業側の要望に即して取捨選択しながら決定します。 

必要な資料等は P. 31 の共同研究開発の場合と同様です。 

 

(b) 市販開始・初期導入支援 

【内容】 

 P.31 の(B)(4)(b) 市販開始・初期導入支援と同様です。必要な資料等に関してもそち

らをご覧ください。 

  

(c) 市販後調査 

【内容】 

 P.32 の(B)(4)(c) 市販後調査と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧くだ

さい。 
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(d) 表現等の確認 

【内容】 

 P.32 の(B)(4)(d) 表現等の確認と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧く

ださい。 

 

(e) 広報・販促・営業支援 

【内容】 

 P.32 の(B)(4)(e) 広報・販促・営業支援と同様です。必要な資料等に関してもそちら

をご覧ください。 

 

(f) 認証取得支援 

【内容】 

 P.33 の(B)(4)(f) 認証取得支援と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧く

ださい。 

 

(g) フォローアップ 

【内容】 

P.34 の(B)(4)(g) フォローアップと同様の活動を行います。必要な資料等に関しても

そちらをご覧ください。 
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（D）学内シーズの事業化 

【概要】 

学内研究シーズから具体的な商品・サービスを開発し、大学発ベンチャー等での事業

化を行うのが本業務フローです。 

まず、全体の流れを下図（次ページ）に示します。 

（赤い破線で囲まれた範囲が PHI の業務） 

 

大きく分けて 

(1) 相談・初期調査 

(2) 実証研究・商品化計画 

(3) 試作品評価・事業化推進 

(4) 大学発ベンチャーによる事業化 

の 4 つの段階に業務は分かれます。 

 

以下それぞれの段階のステップごとに説明します。 

（業務の多くは(B)の業務フローで説明したものと共通のためそちらもご参照ください） 
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(1) 実証研究・商品化計画 

(a) 相談受入 

【内容】 

 研究者からの相談を事務局で受けます。P.18 の(B)(1)相談・初期調査 

(a) 相談受入と同様です。相談内容によっては、以降すべて（B）の業務フローとして

処理します。必要な資料・人員・その他留意点も含め、P.18 をご覧ください。 

 

(b) 初期調査 

【内容】 

 P.18 の(B)(1)(b) 依頼内容初期調査と同様です。必要な資料・人員・その他留意点も

含め、そちらをご覧ください。 

 

(c) 受入審査 

【内容】 

相談内容および初期調査の結果をもとに、大学内のシーズの事業化を進めるかどうか

の審査を行います。P.19 の(B)(1)(c) 受入審査での業務と基本的に同様です。商品・サ

ービスの内容にもよりますが、シーズは研究者のものを活用するので、通常この段階で

は他の企業の協力は必ずしも必要ありません。ただし、場合によっては商品・サービス

の開発を行う企業を探す必要が出るかもしれません（(e) 連携企業等発掘の業務）。そ

の場合の連携企業の条件を受入審査の段階である程度決めておくのも良いでしょう。必

要な資料・人員については、そちらもご参照ください。 

 

【その他留意点】 

・事務局側の人員・体制にもよりますが、大学外の企業等との関わりが生じない間は、

受入審査は全くせず次のステップに進んでも良いかもしれません。 

・対外的に PHI が支援するプロジェクトであることを表示する場合は、受入審査の過

程でその表示および利益相反状況等を確認します。 

 

 

(2) 実証研究・商品化計画 

(a) 事業化企画検討 

【内容】 

 事業化に繋がるような追加の研究の計画及び事業化計画を大学内研究者と事務局と

で検討します。P.22 の(B)(2)(b) 実証研究・開発研究内容検討とほぼ同様の業務です。
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必要な資料・人員・その他留意点含め、そちらもご覧ください。 

 

(b) 研究実施 

【内容】 

 P.23 の(B)(2)(c) 実証研究実施と同様の業務です。必要な資料・人員・その他留意点

も含め、そちらをご覧ください。 

 

(c) 事業化計画・調査 

【内容】 

 事業化に向けての調査を行います。P.24 の(B)(2)(d) 事業化計画・調査と同様です。

必要な資料・人員・その他留意点含め、そちらもご覧ください。 

 

(d) 知財化 

【内容】 

研究者による研究成果の知財化とその支援をします。大学内の知財関連の部局（TLO

等）がある場合はそちらの活動となります。必要な資料・人員・その他留意点に関して

は P.25 の(B)(2)(e) 知財化もご参照ください。 

 

(e) 連携企業等発掘 

【内容】 

 連携して商品・サービスの開発を行う企業や、その後の開発段階のモニターになる協

力者等を探す業務です。 

 

【必要な資料】 

・企業・協力者向け開発・研究協力依頼文書 

・上記に関連する資料 

 

【事務局側の人員】 

 企業への営業や自治体等にて被験者確保を行えるような人材 

 

【その他留意点】 

・研究に関する秘密等が流出しないように気をつけましょう。 
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(3) 試作品評価・事業化推進 

(a) 商品開発・事業化推進 

【内容】 

商品開発や事業化推進に関する支援業務を行います。必要な資料・人員は、P.26 の

(B)(3)(a) 商品開発・事業化推進をご覧ください。 

 

(b) 試作品評価研究設計・事業展開検討 

【内容】 

 P.27 の(B)(3)(b) 試作品評価研究設計・事業展開と同様の業務です。以下の(c) 試作

品評価研究実施及び(d) 試作品調査等の計画を立てます。必要な資料等は P.27 をご覧

ください。 

 

(c) 試作品評価研究実施 

【内容】 

P.27 の(B)(3)(c) 開発・試作品評価研究実施と同様の業務です。必要な資料・人員につ

いてはそちらをご覧ください。 

 

(d) 試作品調査等 

【内容】 

 P.28 の(B)(3)(d) 試作品調査等と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧く

ださい。 

 

(e) 実証研究評価委員会（仮称） 

【内容】 

 完成した商品・サービスに関して、その安全性・有効性と事業性に関する評価・審査

を行います。基本的に P.29 の(B)(3)(e) 実証研究評価委員会（仮称）と同様の業務にな

ります。必要な資料等に関してもそちらをご覧ください。 
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(4) 大学発ベンチャーによる事業化 

(a) 法人化検討 

【内容】 

 (3)(e) 実証研究評価委員会（仮称）での審査結果をもとに、事業実施・規格化/標準

化を行う主体となる組織および事業展開に関する検討を行います。法人化を行うとして、

営利法人、非営利法人、中間法人、具体的な法人形態をどのようにするかを検討します。 

 

【必要な資料】 

・(3)(e) 実証研究評価委員会（仮称）による実証研究評価書 

・ビジネスプランに関連する資料 

・（必要に応じて）ブランドマネジメントポリシー（名称利用の規則に準じる） 

 

【事務局側の人員】 

 事業化を中心とした経営等の知識・経験がある人材。また、法律や税その他の観点か

ら事業実施主体として最適の形態を選べる人材。総合大学であれば、他学部の専門家も

有効に活用しつつ、外部の専門家にも相談をしましょう。 

 

(b) 法人化・経営支援 

【内容】 

 前ステップで決まった法人化計画、事業展開にそって、大学発ベンチャー等の設立を

行います。経営を行う人材等に関する支援等、大学発のシーズをもとに起業する場合の

支援する制度・体制が大学内にある場合はその活用も十分に行いましょう。 

 

【必要な資料】 

・定款等の法人化に必要な書類 

 

【事務局側の人員】 

 事務局による具体的支援内容にもよりますが、起業の支援ができる人材がいるといい

です。 

 

(c) 市販開始・初期導入支援 

【内容】 

P.31 の(B)(4)(b) 市販開始・初期導入支援と同様です。必要な資料等に関してもそち

らをご覧ください。 
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(d) 市販後調査 

【内容】 

 P.32 の(B)(4)(c) 市販後調査と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧くだ

さい。 

 

(e) 表現等の確認 

【内容】 

P.32 の(B)(4)(d) 表現等の確認と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧く

ださい。 

 

(f) 広報・販促・営業支援 

【内容】 

 P.32 の(B)(4)(e) 広報・販促・営業支援と同様です。必要な資料等に関してもそちら

をご覧ください。 

 

(g) 認証取得支援 

【内容】 

 P.33 の(B)(4)(f) 認証取得支援と同様です。必要な資料等に関してもそちらをご覧く

ださい。 

 

(h) フォローアップ 

【内容】 

P.34 の(B)(4)(g) フォローアップと同様の活動を行います。必要な資料等に関してもそ

ちらをご覧ください。 
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参考 

1. K-PHI 事業における守秘義務に関する誓約書 

K-PHI 事業における守秘義務に関する誓約書 

 

慶應義塾大学 医学部長 

○○ ○○ 殿 

 

私は、慶應義塾における慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム（K-PHI）事業にお

けるプロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）に参加するにあたり、以下の条

項を厳守することをここに誓約し、もしこの一つにでも違背したときには、慶應義塾の

諸規程等に従って行ういかなる処分にも従います。 

 

第 1条（秘密保持の誓約） 

 私は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30日法律第 57号）、関係する法令・

通達・ガイドラインその他社会規範をはじめとして、慶應義塾の諸規程等を遵守し、誠

実に職務を遂行することを誓約するとともに、以下に示される慶應義塾の研究上、医療

上、その他慶應義塾および第三者に関する情報（以下「秘密情報」という）について、

厳格かつ細心な注意を尽くし責任をもって取り扱い、慶應義塾の許可なく、如何なる方

法をもってしても、開示、漏洩もしくは使用しないことを約束致します。 

 ①業務で取扱う個人情報 

 ②業務上知り得た研究、医療に関する情報 

 ③財務、人事、組織等に関する情報 

 ④他との業務提携および業務取引に関する情報 

 ⑤その他、慶應義塾が秘密保持対象として取扱う一切の情報 

 

第 2条（秘密の報告および帰属） 

 私は、秘密情報は慶應義塾の業務上作成または入手したものであることを確認し、当

該秘密の帰属が慶應義塾にあることを確認致します。また当該秘密情報について、私に

帰属する一切の権利を慶應義塾に譲渡し、その権利が私に帰属する旨の主張を致しませ

ん。 

 

第 3条（秘密情報の複製等の禁止） 

 秘密情報が記載・記録されている媒体については、職務執行以外の目的で複製・謄写

しないこと、および職務執行以外の目的で慶應義塾の施設外に持ち出しをしないことを
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約束致します。 

 

第 4条（事後の秘密保持） 

 秘密情報については、本プロジェクトを離脱もしくは本プロジェクトが終了した後に

おいても、開示、漏洩もしくは使用しないことを約束致します。また秘密情報が記載・

記録されている媒体の複製物および関係資料等がある場合には、離脱時もしくは終了時

にこれを慶應義塾にすべて返還もしくは廃棄し、自ら保有致しません。 

 

第 5条（名誉・信用の保護） 

私は、K-PHI事業のという高い公共性及び公益性を強く自覚し、本プロジェクト参加

期間中はもとより離脱後もしくは終了後においても、慶應義塾の内外において、慶應義

塾の名誉や社会的信用を傷つけるような行為を一切致しません。 

 

第 6条（損害賠償） 

 私の故意又は重過失により前各条に違反して慶應義塾に損害(対応や解決に要した弁

護土等の第三者専門家費用を含む)を与えたときは、たとえ本プロジェクト離脱後もし

くは終了後に当該損害の発生が発覚した場合であっても、法的な責任を負担するもので

あることを認識し、慶應義塾が求める場合、その損害を賠償致します。 

 

 

     平成   年   月   日 

                     （誓約者）  住所：                          

 

                             氏名：                       印 
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2. K-PHI 相談申込シート（学内研究者向け） 

K-PHI相談申込シート（学内研究者向け） 

※太枠内をご記入ください。青文字は削除してください。 

 

記入日 平成  年  月  日 

申請者 ご所属  

職名・役職名  

ご専門 資料等があれば添付してください。 

ご氏名  個人番号  

ご連絡先 
内線：             居室： 

Email： 

希望する 

サービスが

あれば選択

してくださ

い（複数可） 

1. 共同研究に向けた企業等の紹介           2. 研究の事業化支援 

3. K-PHI によるコンサルティング事業への協力     4. K-PHIによる教育研修事業への協力 

5. その他( 具体的にお書きください                ) 

相談対象研

究内容 

 

別紙に具体的にお書きください。その他資料等あれば添付お願いします。 

【研究概要（特徴・独自性についても記載してください。）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究の背景（先行研究等もあれば記載してください。）】 
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【研究による効果（本研究によって実現可能になること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究の活用案・希望する産学連携の方向性】 

例）○○の開発をめざす企業に対して技術（学術）指導を行うことが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、下記についてあれば記載してください。 

・共同研究者 

・特許 

・関連論文 

 

 

企業（自治体）

との連携、外部

資金獲得実績 

1. 有（ 具体的にお書き下さい。 足りない場合には別紙にて。) 

 

 

 

2. 無 
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3. K-PHI 相談申込シート（企業向け） 

K-PHI 相談申込シート（企業向け） 

※太枠内を全てご記入ください。青文字は削除してください。 

 

記入日 平成  年  月  日 

申込者 

 

貴社名  

業種 

事業内容 
パンフレット等、事業内容がわかる資料があれば添付してください。 

資本金（○で囲

んでください） 

50,000,000未満、 50,000,000～100,000,000、 

100,000,000～200,000,000、 200,000,000 以上 

業績 
連結売上高： 

単体売上高： 

従業員数           （内研究/品質評価担当者数：     ） 

部署名・役職 

ご氏名 
 

貴社所在地 
〒 

 

ご連絡先 
電話：             FAX： 

Email： 

社内での 

研究評価体制 
設備も含め、具体的にお書きください 

ご相談 

対象領域 

A. 医療サービス支援領域  B. 医療・介護周辺領域 

パンフレットをご参照ください 

ご相談 

対象分野 

（複数可） 

1. 運動分野 2. 計測・ものづくり分野 3. 食・摂取分野 4. 場・環境分野   

5. メンタルヘルス分野  6. 情報分野  

7.  その他( 具体的にお書き下さい                     ) 

希望する 

サービス 

（複数可） 

1. 技術相談 

2. 技術指導 

3. 共同研究                         4. 教育研修（研修、見学、講演依頼、その他） 

5. その他( 具体的にお書きください                ) 

ご相談案件に

関する第三者

機関による評

価の状況 

 

評価報告や論文について詳細を記載してください 
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ご相談事項 

 

別紙に記載頂いても結構です。その他資料等あれば添付お願いします 

【相談内容】 

具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在の取り組み状況】 

特許等の取得や公的資金等の獲得状況も含め、具体的にお書きください。 

医学部との 

連携実績 

具体的にお書きください 

連携希望先 

(あればお書きくだ

さい。複数可) 

教室 /診療科： 

研究者（氏名）： 
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4. コンサルティングサービス申込書 

コンサルティングサービス申込書 

 
 

申込年月日： 平成  年  月  日 

 

 

 

慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム（K-PHI）御中 

 

 

 

企業名 

代表者氏名       

印 

 

 

 

下記の商品・サービスについて、慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム

（K-PHI）のコンサルティングサービスを受けたいので、関係書類を提出します。 

 

記 

 

1. 商品・サービスの名称 

 

2. 商品・サービスの特徴（メカニズムなど） 

 

3. 商品・サービスに表示を希望する訴求内容 

 （既存品については、現在の訴求内容も、併せて記載） 

 

4. 関係資料 

・会社情報 

・商品・サービスに関する論文など研究情報 

 
【担当者の連絡先情報】 

     住所：        

部署：        

氏名：        

電話：        

e-mail：        
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5.「疫学研究に関する倫理指針」における倫理審査委員会に関する規程（一部） 

  (1)  倫理審査委員会の責務及び構成 

   [1]  倫理審査委員会は、研究機関の長から研究計画がこの指針に適合しているか否かそ

の他疫学研究に関し必要な事項について意見を求められた場合には、倫理的観点及び

科学的観点から審査し、文書により意見を述べなければならない。 

   [2]  倫理審査委員会は、学際的かつ多元的な視点から、様々な立場からの委員によって、

公正かつ中立的な審査を行えるよう、適切に構成されなければならない。 

    ＜ 倫理審査委員会の構成に関する細則＞ 

 倫理審査委員会は、医学・医療の専門家、法律学の専門家等人文・社会科学の有識者及び一般の立場を代表する

者から構成され、外部委員を含まなければならない。 

 また、男女両性で構成されなければならない。 

   [3]  倫理審査委員会の委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならな

い。その職を退いた後も同様とする。 

  (2)  倫理審査委員会の運営 

   [1]  審査対象となる研究計画に関係する委員は、当該研究計画の審査に関与してはなら

ない。ただし、倫理審査委員会の求めに応じて、その会議に出席し、説明することを

妨げない。 

   [2]  倫理審査委員会の運営に関する規則、委員の氏名、委員の構成及び議事要旨は公開

されなければならない。ただし、議事要旨のうち研究対象者の人権、研究の独創性、

知的財産権の保護又は競争上の地位の保全のため非公開とすることが必要な部分につ

いては、この限りでない。 

   [4]  倫理審査委員会は、軽微な事項の審査について、委員長が指名する委員による迅速

審査に付すことその他必要な事項を定めることができる。迅速審査の結果については、

その審査を行った委員以外のすべての委員に報告されなければならない。 

    ＜ 迅速審査手続に関する細則＞ 

 迅速審査手続による審査に委ねることができる事項は、一般的に以下のとおりである。 

     [1]   研究計画の軽微な変更の審査 

     [2]   共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承認を受けた研究計画を他の分担研究機関が

実施しようとする場合の研究計画の審査 

     [3]   研究対象者に対して最小限の危険（日常生活や日常的な医学的検査で被る身体的、心理的、社会的危害の可能性

の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものをいう。以下同じ。）を超える危険を含まない

研究計画の審査 
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6. 慶應義塾大学受託研究等受入れ規程 
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7. 東京大学における研究成果に係る出所由来表示及び推薦に関するガイドライン 
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8. エビデンスレベルと推奨のグレード 

 

エビデンスレベルの分類 

Ia システマティックレビュー/メタアナリシス 

Ib ランダム化比較試験 

IIa 非ランダム化比較試験 

IIb その他の準実験的研究 

III 非実験的記述的研究（比較研究、相関研究、症例対照研究など） 

IV 専門科委員会や権威者の意見 

AHCPR* (Agency for Health Care Policy and Research) 1993 

*現在の AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) 

勧告(お勧め度)の強さの分類 

A 行うよう強く勧められる 

B 行うよう勧められる 

C 行うよう勧められるだけの根拠が明確でない 

D 行わないよう勧められる 

厚生科学研究費診療ガイドラインの作成の手順 4.3 2001 

＊勧告の強さは以下の要素を勘案して総合的に判断する 

1. エビデンスレベル 

2. エビデンスの数と、結論のばらつき 

3. 臨床的有効性の大きさ 

4. 臨床上の適応性 

5. 害やコストに関するエビデンス 

厚生科学研究費診療ガイドラインの作成の手順 4.3 2001 

検査の有用度(efficacy)の階層分類 

E1 Technical efficacy 

E2 Diagnostic accuracy efficacy 

E3 Diagnostic thinking efficacy 

E4 Therapeutic efficacy 

E5 Patient outcome efficacy 

E6 Societal efficacy 

RSNA evidenced-based radiology working group (Radiology 2001;220:566-575) 
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科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン(2005)におけるエビデンスレベル 

表 1-a エビデンスレベル分類  

Level 内容 

1a  ランダム化比較試験のメタアナリシス 

1b 少なくとも一つのランダム化比較試験 

2a  
ランダム割付を伴わない同時コントロールを伴うコホート研究（前向き研究，

prospective study，concurrent cohort study など） 

2b 
ランダム割付を伴わない過去のコントロールを伴うコホート研究（historical 

cohort study，retrospective cohort study など） 

3 ケース・コントロール研究（後ろ向き研究） 

4 処置前後の比較などの前後比較，対照群を伴わない研究 

5  症例報告，ケースシリーズ 

6 専門家個人の意見（専門家委員会報告を含む） 

 

表 1-b 診断検査を扱った論文の亜分類  

Level 内容 

1 
新しい診断検査と gold standard とされる検査とを同時に行い，ブラインド（他

方の検査結果を知らせない）で検査の特性（感度と特異度，ROC 曲線）を評価 

2a 
新しい検査法と gold standard の両方を同時に行うのではなく，2 つの異なるグ

ループにそれぞれの方法を施行して比較 

2b 
新しい検査法と gold standard の両方を同時に行うのではなく，全員に新しい検

査法を施行し，過去のデータと比較 

3 新しい検査法のみを全員に施行し，比較はなし 

 

表 1-c 治療法を扱った論文におけるレベル 1 と 2,あるいはレベル 4 の亜分類  

Level 内容 

（1） 
対象者数が 200 人以上，平均（あるいはメディアン）追跡期間が 5 年以上，脱

落率 10％未満 

（2） 
対象者数が中程度（100 人以上 200 人未満），平均（あるいはメディアン）追跡

期間が 5 年以上，脱落率 10％未満 

（3） 対象者数が 200 人以上，平均（あるいはメディアン）追跡期間が 5 年未満，脱
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落率 10％未満 

（4） 
対象者数が中程度（100 人以上 200 人未満），平均（あるいはメディアン）追跡

期間が 5 年未満，脱落率 10％未満 

（5） 
対象者数が 100 人未満，平均（あるいはメディアン）追跡期間が 5 年以上，脱

落率 10％未満 

（6） 
対象者数が 100 人未満，平均（あるいはメディアン）追跡期間が 5 年未満，脱

落率 10％未満 

（7） 対象者数，追跡期間によらず，脱落率が 10％以上 

 

推奨のグレード分類 

表 2-a「推奨の強さ」の分類と表示  

グレード A ： 行うよう強く勧められる 

グレード B ： 行うよう勧められる 

グレード

C1 ： 
行うことを考慮してもよいが，十分な科学的根拠がない 

グレード

C2 ： 
科学的根拠がないので，勧められない 

グレード D ： 行わないよう勧められる 

 

表 2─b ｢根拠の強さ」の分類と表示  

グレード A ： 言いきれる強い根拠がある 

グレード B ： グレード B：言いきれる根拠がある 

グレード C ： グレード C：言いきれる根拠がない 

 

注：グレーディングの根拠  

グレード A ： 少なくとも 1 つのレベル 1（1a/1b）の研究がある 

グレード B ： 少なくとも 1 つのレベル 2（2a/2b）の研究がある 
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（編集）慶應義塾ヘルスケア産業プラットフォーム（K-PHI） 

 


