利益相反に関する開示文書
（2016 年 10 月 1 日改訂）

日本小児保健協会の定める利 益相 反に関 する 開示す べき 事項

（項目 １）産 学連 携活 動にか かわ る受け 入れ 額が、1 企 業あた り年間 200 万円以 上（ 所属機 関か らの 間接経 費が 差し
引かれる前の金額）の場合
（項目 2） コンサ ルタ ント 、指導 、講 演等と して の個人 収益 が、1 企 業あた り年間 100 万円 以上 （税金 や源 泉徴 収額
を引く前の金額）の場合
（項 目 3）産 学連 携活 動にか かわ る個 人収 益（公 開・ 未公 開を 問わず 、当 該企 業の 株式 等の出 資・ 取得 ・保 有お よび
売却・ 譲渡、 スト ック オプシ ョンの権利 譲受 、もし くは 役員報 酬、 特許 権使用 料等）が 1 企業あ たり年 間
100 万円以上 あっ た場合 （た だし 、投資 信託 、も しくは 当該 個人 によっ て管 理・ 制御で きな い多 角的な フ
ァンドにおいて資金運用され る場 合を除 く）
（項目 4）上記項目 1～3 のいずれかに該当 する企 業に 一親等 の親 族が現 在勤 務し ている 場合

・ 該当し ない場 合は 「利 益相反 に関 する開 示事 項は ありま せん。」
、該 当す る場 合は、「日本 小児 保健 協会の 定め る利
益相反に関する開示事項に則 り開 示しま す。
（ 企業 名）か ら○ ○円。」と 論文の 末尾 に記述 して くださ い。
・ 下段の 著者サ イン の欄 に自筆 で記 入し、 項目 1～4 につい て「 該当す る・該 当し ない」 を丸 で囲み 、該当 する 場合
は企業名と金額を記入してく ださ い。
・ 共著者も含めて全員の開示文 書を 個人ご とに 作成し 提出 してく ださ い。
・ 開示文書の閲覧は編集委員会 委員 長、編 集担 当理事 、な らびに 当協 会会 長に限 りま す。

・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・ ・ ・ ・

日本小児保健協会編集委員会委員長殿
「小児 保健 研究 」へ の投 稿に あた り、 投稿 内容 に関連 する 関連 企業 から の利 益に つい て日本小 児保健 協会 が定 め る利
益相反に関する開示事項に則 り、投稿時 から 遡って 過去 1 年以内 の利 益を 報告い たし ます。
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