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旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
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旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程の一部を改正する規程 

 

 

旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程（平成19年旭医大達第68号）の一部について，下表右

欄（「現行」欄）を，同表左欄（「改正後」欄）のように改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

第1条（略） 第1条（略） 

（定義） （定義） 

第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号の定めるところによる。 

第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞ

れ当該各号の定めるところによる。 

(1)  （略） (1)  （略） 

(2) 不正行為 本学において研究に直接的及び間接的に関わる全

ての者（以下「研究者等」という。）が，故意に行った又は研究

者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこ

とによる，次に掲げる行為をいう。 

イ～ヘ（略） 

(2) 不正行為 本学において研究に直接的及び間接的に関わる全

ての者（以下「研究者等」という。）が行った次に掲げる行為を

いう。 

 

 イ～ヘ（略） 

(3)，(4) （略） (3)，(4) （略） 

第3条～第5条（略） 第3条～第5条（略） 

（構成員の責務） （構成員の責務） 

第6条 構成員は，次に掲げる責務を負う。 第6条 第2条第1項第4号に規定する構成員は，次に掲げる責務を負う。 



(1) 法令及び関係規則を遵守し不正行為を行わないこと。 (1) 法令及び関係規則を遵守し不正を行わないこと。 

(2) 学長に前号について約する誓約書を提出すること。 

(3) 不正行為防止のための，研究倫理教育及びコンプライアンス

教育を受講するとともに，本学における不正行為防止環境の醸成

に努めること。 

(2) 学長に前号について約する誓約書を提出すること。 

(3) 研究活動の不正行為防止及び公的研究費の不正使用防止のた

めの，研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受講するととも

に，本学における不正行為防止環境の醸成に努めること。 

第7条（略） 第7条（略） 

（告発等受付窓口） （告発等受付窓口） 

第8条 不正行為の告発，相談等（以下「告発等」という。）に対応す

るため，内部受付窓口（以下「内部窓口」という。）として事務局

研究支援課及び外部受付窓口（以下「外部窓口」という。）として

業務委託した法律事務所に不正行為の告発等受付窓口（以下「窓口」

という。）を設置する。 

第8条 不正行為の告発，相談等（以下「告発等」という。）に対応す

るため，事務局研究支援課に不正行為の告発等受付窓口（以下「窓

口」という。）を設置する。 

 2 （略）  2 （略） 

（不正行為の告発等） （不正行為の告発等） 

第9条 不正行為の告発等は，原則として告発者の氏名等を明らかにし

て行うものとし，不正行為を行ったとする研究者等の氏名又は研究

グループ名，不正行為の態様等，事案の内容を明示した上で，窓口

に対し書面，電話，ファクシミリ，電子メール，面談等で，直接行

わなければならない。 

第9条 不正行為の告発等は，窓口に対する書面，電話，ファクシミリ，

電子メール，面談等を通じて，直接行わなければならない。 

 2 前項による告発等があった場合，窓口は例外なく告発等を受け付

けるものとする。（新設） 

 

 3 匿名による告発等があった場合，告発等の内容に応じ，告発者の

氏名等を明らかにした告発等に準じた取扱いをすることができ

る。（新設） 

 

 4 （略）  2 （略） 

（削除）  3 告発等は，原則として，告発者の氏名等を明らかにし，不正行為

を行ったとする研究者・グループ，不正行為の態様等，事案の内

容が明示され，かつ，特定不正行為においては，科学的合理的理



由が示されているものを受け付けるものとする。 

（削除）  4 匿名による告発等があった場合，告発等の内容に応じ，前項に準

じた取扱いをすることができる。 

5 告発の意思を明示しない相談については，その内容に応じ，告発

に準じてその内容を確認及び精査し，相当の理由があると認めた

場合には，相談者に対して告発の意思があるか否かを確認するも

のとする。確認の結果，告発の意思表示がなされない場合であっ

ても，不正行為の疑義がある場合は，匿名の告発があったものと

して，その事案の調査を開始するものとする。 

5 告発の意思を明示しない相談については，その内容に応じ，告発

に準じてその内容を確認及び精査し，相当の理由があると認めた

場合には，相談者に対して告発の意思があるか否かを確認するも

のとする。 

6 特定不正行為が行われようとしている場合又は特定不正行為を

求められているという告発等があった場合については，その内容

を確認及び精査し，相当の理由があると認めたときは，被告発者

に警告を行うものとする。ただし，本学に所属しない被告発者に

警告を行った場合は，被告発者の所属する研究機関に警告の内容

等について通知するものとする。 

6 特定不正行為が行われようとしている場合又は特定不正行為を

求められているという告発や相談があった場合については，その

内容を確認及び精査し，相当の理由があると認めたときは，被告

発者に警告を行うものとする。ただし，本学に所属しない被告発

者に警告を行った場合は，被告発者の所属する研究機関に警告の

内容等について通知するものとする。 

 7 （略）  7 （略） 

 8 窓口で受け付けた告発等の告発者及び被告発者の氏名等並びに

告発内容及び調査内容について，調査結果の公表まで，告発者及

び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう，関

係者の秘密保持を徹底するものとする。 

 8 受付窓口に寄せられた告発の告発者及び被告発者の氏名等並び

に告発内容及び調査内容について，調査結果の公表まで，告発者

及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう，

関係者の秘密保持を徹底するものとする。 

 9 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指

摘された場合は，匿名の告発があったものとして取り扱うものと

する。 

 9 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指

摘された場合は，匿名の告発等があったものとして取り扱うもの

とする。 

 10 不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている（不正行

為を行ったとする研究者等の氏名又は研究グループ名，不正行為

の態様等，事案の内容が明示されている場合に限る。）ことを確

認した場合には，匿名の告発があった場合に準じて取り扱うもの

とする。 

 10 特定不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている（特

定不正行為を行ったとする研究者・グループ，特定不正行為の態

様等，事案の内容が明示され，かつ不正とする科学的な合理性の

ある理由が示されている場合に限る。）ことを確認した場合には，

匿名の告発等があった場合に準じて取り扱うものとする。 



 11 外部窓口が受け付けた告発等は，内部窓口に回送するものとす

る。ただし，告発者が匿名を希望する場合は，匿名化した上で内

部窓口に回送するものとする。（新設） 

 

 12 内部窓口は，告発を受け付けたときは，速やかに学長に報告す

るとともに，その旨を当該告発者に通知するものとする。なお，

匿名化した上で内部窓口に回送された告発に関して告発者に通知

するときは，外部窓口を通して告発者へ通知するものとする。 

 11 窓口は，告発を受け付けたときは，速やかに学長に報告すると

ともに，告発を受け付けた旨を当該告発者に通知するものとする。 

第10条（略）  第10条（略） 

（事案関与の制限） （事案関与の制限） 

第11条 告発者及び被告発者を含む調査対象者は，予備調査，本調査，

その他当該事案の処理に関与することができない。 

第11条 不正行為の事案に関係すると認められる役職員等は，予備調

査，本調査，その他当該事案の処理に関与することができない。 

2 前項の者と直接の利害関係を有する者は，予備調査，本調査，そ

の他当該事案の処理に関与することができない。（新設） 

 

 3 学長が第1項及び第2項に該当する場合には，研究を担当する副学

長がその任務を代行する。（新設） 

 

 4 研究を担当する副学長が第1項及び第2項に該当する場合には，研

究を担当する副学長以外で学長が指名する副学長がその任務を代

行する。（新設） 

 

（予備調査） （予備調査） 

第12条 学長は，告発があった場合には，本格的な調査を実施すべき

か否かを判断するため，研究を担当する副学長に通知し，速やかに

不正行為予備調査委員会（以下「予備調査委員会」という。）を設

置して予備調査を実施させるものとする。 

第12条 学長は，第9条第3項から第10項までの告発等があった場合に

は，本格的な調査を実施すべきか否かを判断するため，副学長に通

知し，速やかに不正行為予備調査委員会（以下「予備調査委員会」

という。）を設置して予備調査を実施させるものとする。 

 2 予備調査委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。  2 予備調査委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 研究を担当する副学長  (1) 学長が指名する副学長 

 (2)～(3) （略）  (2)～(3) （略） 

 3 委員会に委員長を置き，研究を担当する副学長をもって充てる。  3 委員会に委員長を置き，学長が指名する者をもって充てる。 

 4～6 （略）  4～6 （略） 



 7 予備調査委員会は，告発の内容の合理性及び調査可能性等につい

て調査するものとする。 

 7 予備調査委員会は，告発等の内容の合理性及び調査可能性等につ

いて調査するものとする。 

8 予備調査委員会は，告発を受けてから速やかに，前項に掲げた項

目についての調査を終了し，当該調査の結果を学長に報告しなけ

ればならない。 

8 予備調査委員会は，告発等を受けてから速やかに，前項に掲げた

項目についての調査を終了し，当該調査の結果を学長に報告しな

ければならない。 

 9 （略）  9 （略） 

 （本調査）  （本調査） 

第13条 学長は，前条の報告を受けた後，告発を受けてから30日以内

に本調査を行うか否かを決定するものとする。特定不正行為の本調

査を行うことが決定した場合は，特定不正行為の本調査の実施につ

いて配分機関及び文部科学省に報告するものとし，不正使用につい

ては，本調査の要否を配分機関及び文部科学省に報告するものとす

る。 

2～6（略） 

第13条 学長は，前条の報告を受けた後，告発等を受けてから30日以

内に本調査を行うか否かを決定し，配分機関及び文部科学省に報告

するものとする。 

 

 

 

2～6（略） 

（14条委員会） （調査委員会） 

第14条 不正行為（不正使用は除く。本条及び第16条で同じ。）にか

かる調査委員会（以下「14条委員会」という。）は，次に掲げる委

員をもって組織する。 

第14条 特定不正行為にかかる調査委員会（以下「14条委員会」とい

う。）は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 研究を担当する副学長 (1) 学長が指名する副学長 

 (2)～(5) （略）  (2)～(5) （略） 

2 前項第2号，第3号及び第5号の委員は，学長が委嘱する。 2 前項第1号，第2号，第3号及び第5号の委員は，学長が委嘱する。 

3 14条委員会に委員長を置き，研究を担当する副学長をもって充て

る。 

3 14条委員会に委員長を置き，学長が指名する者をもって充てる。 

4～9 （略） 4～9 （略） 

10 告発者及び被告発者は，前項の通知を受けてから7日以内に，学

長に対して窓口を通じて，14条委員会の構成等に関する異議を申

し立てることができる。なお，外部窓口に異議申立てがあった場

合は，内部窓口に回送するものとする。 

10 告発者及び被告発者は，前項の通知を受けてから7日以内に，学

長に対して窓口を通じて，委員に関する異議を申し立てることが

できる。 



11 学長は，告発者及び被告発者から前項の異議申立てがあった場

合には，内容を審査し，その内容が妥当であると判断したときは，

当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに，その旨を告発

者及び被告発者に通知するものとする。  

 11 学長は，告発者及び被告発者から前項の異議申し立てがあった

場合には，内容を審査し，その内容が妥当であると判断したとき

は，当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに，その旨を

告発者及び被告発者に通知するものとする。  

（15条委員会）（新設）  

第15条 不正使用に係る調査委員会（以下「15条委員会」という。）

は，次に掲げる委員をもって組織する。 

第15条 不正使用に係る調査委員会（以下「15条委員会」という。）

は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 研究を担当する副学長  (1) 学長が指名する副学長 

 (2)～(5)（略）  (2)～(5)（略） 

2 前項第2号，第3号及び第5号の委員は，学長が委嘱する。 2 前項第1号，第2号，第3号及び第5号の委員は，学長が委嘱する。 

3 14条委員会に委員長を置き，研究を担当する副学長をもって充て

る。 

3 14条委員会に委員長を置き，学長が指名する者をもって充てる。 

 4～7 略  4～7 略 

（14条委員会による調査及び報告） （調査委員会による調査） 

第16条 14条委員会は，被告発者が行う説明を受けるとともに，調査

によって得られた，物的・科学的証拠，証言，被告発者の自認等の

諸証拠を総合的に判断して，不正行為が行われたか否か，不正行為

の内容，関与した者とその関与の度合い，不正行為と認定された研

究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動におけ

る役割の認定を行うものとする。 

第16条 14条委員会は，被告発者が行う説明を受けるとともに，調査

によって得られた，物的・科学的証拠，証言，被告発者の自認等の

諸証拠を総合的に判断して，特定不正行為が行われたか否か，特定

不正行為の内容，関与した者とその関与の度合い，特定不正行為と

認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研

究活動における役割の認定を行うものとする。 

2 14条委員会は，被告発者の研究に係る論文や生データ，実験・観

察ノート，実験試料・試薬等及び各種資料について保全する措置

を講ずることができる。また，当該資料の精査や，関係者のヒア

リング及び第三者の立ち合いの下での再実験の要請を行うことが

できる。（新設） 

 

3 14条委員会は，旭川医科大学における研究データ等の保存期間等

に関する細則（平成28年3月学長裁定）第5条で定める本来保存す

べき期間内の実験ノート，データその他の資料が存在しないこと

 



その他これに類する理由により，被告発者が不正行為の疑いを覆

すことができない場合についても，不正行為が行われたと認定す

ることができる。ただし，被告発者が善良な管理者の注意義務を

履行していたにもかかわらず，その責によらない理由により，十

分な証拠を示すことができなくなった場合であって，調査委員会

が相当な理由があると認めた場合は，この限りでない。（新設） 

4 14条委員会は，告発された事案に係る研究活動が行われた研究機

関が本学でないときは，当該研究機関に証拠資料等を保全する措

置を講ずるよう依頼するものとする。また，学長は，本学が依頼

を受けた場合には，証拠資料等を保全する措置を講ずるものとす

る。（新設） 

 

5 学長は，第2項及び第4項の措置に影響しない範囲内であれば被告

発者の研究活動を制限してはならない。（新設） 

 

6 不正行為が行われなかったと認定される場合であって，調査を通

じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは，14条

委員会は，併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行

うに当たっては，告発者に弁明の機会を与えなければならない。

（新設） 

 

7 14条委員会は，調査開始後，概ね150日以内に調査した内容をと

りまとめ，当該調査の結果を学長に報告しなければならない。（新

設） 

 

 8 学長は，前項の報告を受けた後，調査結果を速やかに告発者及び

被告発者に通知するとともに，その事案に係る配分機関及び文部

科学省に通知するものとする。（新設） 

 

9 前項の通知は，被告発者が本学以外の機関に所属している場合

は，その所属機関に通知するものとする。（新設） 

 

10 学長は，期限までに14条委員会の調査が完了しない場合であっ

ても，配分機関の求めに応じ，調査の進捗状況報告及び調査の中

間報告を配分機関に提出するものとする。（新設） 

 



（15条委員会による調査及び報告）（新設）  

第17条 （略） 第17条 （略） 

（削除） 2 14条委員会は，被告発者の研究に係る論文や生データ，実験・観

察ノート，実験試料・試薬等及び各種資料について保全する措置

を講ずることができる。また，当該資料の精査や，関係者のヒア

リング，再実験の要請を行うことができる。 

2 15条委員会は，告発された事案に係る研究活動が行われた研究機

関が本学でないときは，当該研究機関に証拠資料等を保全する措

置を講ずるよう依頼するものとする。また，学長は，本学が依頼

を受けた場合には，証拠資料等を保全する措置を講ずるものとす

る。 

3 15条委員会は，告発された事案に係る研究活動が行われた研究機

関が本学でないときは，当該研究機関に証拠資料等を保全する措

置を講ずるよう依頼するものとする。また，学長は，本学が依頼

を受けた場合には，証拠資料等を保全する措置を講ずるものとす

る。 

3 学長は，前項の措置に影響しない範囲内であれば被告発者の研究

活動を制限してはならない。 

4 学長は，前2項の措置に影響しない範囲内であれば被告発者の研

究活動を制限してはならない。 

4 不正行為が行われなかったと認定される場合であって，調査を通

じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは，15条

委員会は，併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行

うに当たっては，告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

5 不正行為が行われなかったと認定される場合であって，調査を通

じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは，調査

委員会は，併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行

うに当たっては，告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

（削除） 6 14条委員会は，調査開始後，概ね150日以内に調査した内容をと

りまとめ，当該調査の結果を学長に報告しなければならない。 

（削除） 7 学長は，前項の報告を受けた後，調査結果を速やかに告発者及び

被告発者に通知するとともに，その事案に係る配分機関及び文部

科学省に通知するものとする。 

（削除） 8 前項の通知は，被告発者が本学以外の機関に所属している場合

は，その所属機関に通知するものとする。 

5 学長は，告発の受付から210日以内に，15条委員会で審議した調

査結果，不正発生要因，不正に関与した者が関わる他の公的研究

費等における管理・監査体制の状況，再発防止計画等を含む最終

報告書を配分機関に提出するものとする。 

 9 学長は，告発等の受付から210日以内に，15条委員会で審議した

調査結果，不正発生要因，不正に関与した者が関わる他の公的研

究費等における管理・監査体制の状況，再発防止計画等を含む最

終報告書を配分機関に提出するものとする。 



 6 学長は，前項の報告を受けた後，調査結果を速やかに告発者及び  

被告発者に通知するとともに，その事案に係る配分機関及び文部

科学省に通知するものとする。（新設） 

 

7 前項の通知を行う場合で，被告発者への通知については，被告発

者が本学以外の機関に所属している場合は，その所属機関に通知

するものとする。（新設） 

 

8 （略） 10 （略） 

（削除） 11 学長は，期限までに14条委員会及び15条委員会の調査が完了し

ない場合であっても，配分機関の求めに応じ，調査の進捗状況報

告及び調査の中間報告を配分機関に提出するものとする。 

9～10 （略）  12～13 （略）  

第18条（略） 第18条（略） 

（不服申立て） （不服申立て） 

第19条 第13条第2項の調査の結果，不正行為が行われたと認定された

被告発者（以下「不正認定者」という。）又は，悪意に基づく告発

と認定された告発者（以下「悪意告発認定者」という。）は，調査

の結果に不服がある場合は，第16条第8項及び第17条第6項に定める

通知を受けた日から起算して14日以内に，学長に対して窓口を通じ

て不服を申立てることができる。なお，外部窓口に不服申立てがあ

った場合は，内部窓口に回送するものとする。 

第19条 第13条第2項の調査の結果，不正行為が行われたと認定された

被告発者（以下「不正認定者」という。）又は，悪意に基づく告発

と認定された告発者（以下「悪意告発認定者」という。）は，調査

の結果に不服がある場合は，第17条第7項に定める通知を受けた日か

ら起算して14日以内に，学長に対して窓口を通じて不服を申立てる

ことができる。 

 2 学長は，不正行為について被告発者から前項の不服申立てがあっ

たときは，告発者に通知するものとする。また，悪意告発認定者

からの不服申立てがあった場合には，被告発者に通知するととも

に，悪意告発認定者が学外者の場合には，当該者の所属する機関

に通知するものとする。この場合において，学長は，特定不正行

為又は不正使用にあっては配分機関及び文部科学省に報告するも

のとし，不服申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同

様とする。 

 2 学長は，不正行為について被告発者から前項の不服申立てがあっ

たときは，告発者に通知するものとする。また，悪意告発認定者

からの不服申立てがあった場合には，被告発者に通知するととも

に，悪意告発認定者が学外者の場合には，当該者の所属する機関

に通知するものとする。この場合において，学長は，特定不正行

為にあっては配分機関及び文部科学省に報告するものとし，不服

申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。 



第20条 1～3（略） 第20条 1～3（略） 

4 学長は，前項の報告を受けた後，調査結果を不正認定者からの不

服申立ての場合は告発者，被告発者及び被告発者が学外者の場合

には，所属する機関に，悪意告発認定者からの不服申立ての場合

は，告発者，被告発者及び告発者が学外者の場合には，所属する

機関に速やかに通知するものとする。また，学長は特定不正行為

又は不正使用にあっては配分機関及び文部科学省に調査結果を報

告するものとする。 

5 （略） 

4 学長は，前項の報告を受けた後，調査結果を不正認定者からの不

服申立ての場合は告発者，被告発者及び被告発者が学外者の場合

には，所属する機関に，悪意告発認定者からの不服申し立ての場

合は，告発者，被告発者及び告発者が学外者の場合には，所属す

る機関に速やかにに通知するものとする。また，学長は特定不正

行為にあっては配分機関及び文部科学省に調査結果を報告するも

のとする。 

5 （略） 

（調査結果の公表） （調査結果の公表） 

第21条 学長は，調査委員会において特定不正行為又は不正使用が行

われたと認定したときは，速やかに調査結果について次の各号に掲

げる事項を公表する。ただし，告発等がなされる前に取り下げられ

た論文等において不正行為があったと認定されたときは，不正行為

に係る者の氏名・所属を公表しないことができる。 

第21条 学長は，調査委員会において不正行為が行われたと認定した

ときは，速やかに調査結果について次の各号に掲げる事項を公表す

る。ただし，告発等がなされる前に取り下げられた論文等において

不正行為があったと認定されたときは，不正行為に係る者の氏名・

所属を公表しないことができる。 

 （1）～（7） （略）  （1）～（7） （略） 

 2～3 （略）  2～3 （略） 

（不正認定者の処分） （不正認定者の処分） 

第22条 学長は，本学職員である不正認定者及び関与したとまでは認

定されないが，不正行為が認定された論文等の内容について責任を

負う者（以下「責任を負う者」という。）として認定された著者に

対し，当該職員に適用される就業規則に基づき，懲戒処分等を課す

とともに，不正行為と認定された論文の取下げ等の適切な対応を勧

告するものとする。 

第22条 学長は，本学職員である不正認定者及び関与したとまでは認

定されないが，特定不正行為が認定された論文等の内容について責

任を負う者として認定された著者に対し，当該職員に適用される就

業規則に基づき，懲戒処分等を課すとともに，特定不正行為と認定

された論文等の取下げを勧告するものとする。 

 2 研究を担当する副学長は，学長が不正認定者及び責任を負う者と

して認定された場合には，学長選考会議に報告し，学長選考会議は，

その処遇について検討するものとし，学長以外の役員が不正認定者

及び責任を負う者として認定された場合には，学長に報告し，学長

 



はその処遇について検討するものとする。この場合において，不正

行為と認定された論文の取扱いについては，前項の規定を準用する。

（新設） 

第23条～第25条 （略） 第23条～第25条 （略） 

第26条 研究者等は，不正行為に関する告発者又は告発に基づいて行

われる予備調査及び本調査に協力した者に対して，不利益な取扱い

をしてはならない。 

第26条 研究者等は，不正行為に関する告発者又は告発等に基づいて

行われる予備調査及び本調査に協力した者に対して，不利益な取扱

いをしてはならない。 

第27条～第29条 （略） 第27条～第29条 （略） 

  

附 則  

この規程は，令和3年12月8日から施行する。  

  

【改正理由】  

本学の研究活動における不正行為防止体制の整備を行うため所要

の改正を行うとともに，規定の整備を図るものである。 

 

 


