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1. はじめに

厚生労働科学研究成果データベース（以下、本システム）は、厚生労働科学研究費補助金による

研究成果（概要版、研究報告書、行政効果報告、収支報告書）について、研究代表者が報告す

るシステムです。

●概要版の登録について

概要版については、平成15年度まで担当課へフロッピーディスクにてご提出いただき、厚生労働

科学研究成果データベースにて、広く国民へ公開しております。平成16年度から、研究代表者の

報告作業を軽減するため、概要版Web登録等のシステムを構築しました。

●研究報告書について

厚生労働省経由で到着した平成10年度以降の研究報告書(紙媒体)をPDF化して公開してまいり

ましたが、平成28年度以降に補助金の交付を受けて実施された研究成果報告から、研究者によ

る研究報告書のＷeb登録(アップロード)が必須となりました。Ｗeb登録されるすべての研究報告書

において全文検索が行えるようになるとともに、公開までのタイムラグが解消されます。

また、平成30年度以降に補助金の交付を受けて実施された研究課題より、年度終了ごとの研究

報告書の一部として「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関

する報告について(平成26年4月14日科発0414第5号)」(以下「倫理審査等報告書」という。)の写し

も、「厚生労働科学研究費補助金等取扱細則（平成10年4月9日厚科第256号厚生科学課長決

定）」に基づき公開されることとなります。

なお、本登録(アップロード)が行われない場合、研究報告書は公開されませんのでご留意くださ

い。

●行政効果報告(助成研究成果追跡資料)について

厚生労働科学研究事業について評価を行うための研究成果の行政効果報告（助成研究成果追

跡資料）は、平成23年度までのエクセルファイルでの提出から、厚生労働科学研究成果データ

ベースでのWeb登録になりました。 本報告は公開を前提としており、特に短期間で成果が現れに

くい研究等を継続的に評価することを目的にしております。取りまとめ結果は、厚生科学審議会科

学技術部会での評価資料とし、今後の研究事業のあり方や、採択方法の検討資料といたします。

※ 以下、「行政効果報告 (助成研究成果追跡資料)」 は、「行政効果報告」という。

●収支報告書について

平成22年度以降に厚生労働科学研究費補助金を交付された研究代表者の方には、「厚生労働

科学研究費補助金等取扱細則21に定める収支報告書の提出について（平成22年3月31日科発

0331第4号厚生科学課長決定）（平成29年3月31日一部改正）」に基づき、補助金額の確定通知
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後、収支報告書の提出をしていただくこととなりました。また、平成28年度以降に補助金の交付を

受けて実施された研究より、これまでの紙媒体の提出に加えて厚生労働科学研究成果データ

ベースからのWeb登録が必須となりました。

補助金額の確定通知を受けた日から30日以内に、本システムからインターネットによる収支報告

書のWeb登録をお願いいたします。

研究成果を迅速に公開し国民の理解の推進を図るため、ご協力をお願いいたします。

「厚生労働科学研究成果データベース」の運営は、厚生労働省大臣官房厚生科学課と調整の

上、国立保健医療科学院が行います。

1-1. システム動作環境

本システムの閲覧に推奨する端末のOS及びWebブラウザを表 1-1 に示します。

表 1-1 動作環境

OS ● Microsoft(R) Windows 8.1

● Microsoft(R) Windows 10

● Macintosh OS X(El Capitan)

Webブラウザ ● Google(R) Chrome 55.X以上

● Mozilla Firefox 55.X以上

1-2. システムを利用するにあたっての注意事項

1. 本システムでは、下記３つの旧システムが統一されました。旧報告システムをご利用いた

だくには、ホーム画面右上にある[研究者・管理者はこちら]ボタンよりログイン画面へお進

みください。

「厚生労働科学研究成果データベース　閲覧システム」

「厚生労働科学研究成果データベース　報告システム」

「厚生労働科学研究者データベース　登録システム」

2. 「利用規約」は必ずご一読ください。

3. 登録画面上に＊印のついている項目は必須項目ですので、必ず入力してください。

4. 1つ前の画面へ戻る際に、特に指示のない場合はブラウザの[←（戻る）]ボタンをご利用く

ださい。
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5. 表示されている研究代表者情報や研究課題情報が間違っている場合は、本システムの

「研究課題情報」画面のお問合せ先1までご連絡ください。

システムの操作方法等については、お問合せ先2までご連絡ください。
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2. 操作方法

2-1. ログインする

「https://mhlw-grants.niph.go.jp/」にアクセスすると、「厚生労働科学研究成果データベース」の

ホームが表示されます。

1. [研究者・管理者はこちら]ボタンをクリックします。

2. ログイン画面が表示されます。

「ログインID」、「パスワード」を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
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※1 入力に不備があると、メッセージが表示されます。メッセージに従って入力し直してく

ださい。

※2 研究代表者のログインID・パスワードでログインすると、研究課題情報にアクセスする

ことができます。

ログインID・パスワードが不明な場合は、「３－８．ログインID、パスワードがわからない」を

ご参照ください。

3. 入力が正しければ、「マイページTOP」画面が表示されます。

研究者情報と、研究代表者である研究課題が年度別に一覧表示されます。

報告対象の研究課題の「研究課題名」列に表示されている研究課題名のリンクをクリックし

ます。

※研究代表者で課題が表示されない場合は、仮登録者である可能性があります。先に研

究者情報の登録を完了してください。
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4. 選択した研究課題の研究課題情報画面が表示されます。

「研究課題情報」と「報告物一覧と進捗状況」が表示されます。
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2-2．報告物一覧を確認する

研究課題情報画面に、研究課題に対する報告物が表示されています。「報告物一覧と進捗状況」

に表示されている報告物を提出する必要があります。
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2-3．概要版のWeb登録をする

1. 「総括研究報告書（概要版）」または「総合研究報告書（概要版）」の右にある[登録・確認・

編集（一時保存を含む）]をクリックします。
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2. 概要版Web登録の編集画面が表示されます。

以下の情報を入力します。
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● 概要版（日本語）

○ 研究目的（必須）

○ 研究方法（必須）

○ 結果と考察（必須）

○ 結論（必須）

● 概要版（英語）

○ 研究目的（英字）

○ 研究方法（英字）

○ 結果と考察（英字）

○ 結論（英字）

● 概要版（繰越課題）

○ 研究年度終了報告（研究成果の概要）

● 研究者交代、所属機関変更

○ 研究者交替、所属機関変更情報

● 研究者情報

○ 研究代表者直接経費（必須）

○ 研究代表者エフォート（必須）

○ 研究分担者

※ 「研究目的」「研究方法」「結果と考察」「結論」を合わせて2000文字以内で入力してく

ださい。（改行コードも1文字としてカウントされますのでご注意ください。）

※「繰越課題」については、「繰越課題となる場合」より詳細をご確認ください。

※「研究者交代、所属機関変更」に関する入力については、「入力方法について」より詳

細をご確認ください。

3. 入力が終わったら、 [登録]ボタン（画面最下部）をクリックします。

※ この時点では、登録はまだ完了していません。

※登録完了後に加筆・修正することはできません。後で加筆・修正を行いたい場合は[一

時保存]をクリックしてください。但し、[一時保存]を選択した場合は、登録が完了していま

せんので、すべての内容を入力した後、再度登録操作を行ってください。
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4. 概要版Web登録の確認画面が表示されます。

内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。
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5. [適用]ボタンをクリックすると研究報告書（概要版）が更新された旨のメッセージが表示さ

れます。

以上で、登録完了です。

※ 「2-9．報告物の進捗状況を確認する」の手順に従って、概要版提出状況が「受領待

ち」になっていることを確認してください。

※ 登録が完了した概要版は本システムから修正することができません。修正が必要な場

合は各担当課（お問合せ先１）へお問合せください。
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2-4．研究報告書アップロードをする

1. 「総括研究報告書（PDF）」または「総合研究報告書（PDF）」の右にある[アップロード・確

認・変更（一時保存を含む）]をクリックします。
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2. 研究報告書（PDF）の編集画面が表示されます。

・報告書本文アップロードの詳細操作については、「こちら」をクリックしてください。

・入力項目の詳細については、「各入力項目について」をクリックしてください。

画面の案内に沿って、以下のPDFファイルをアップロードしてください。

● 表紙（必須）

● 目次（必須）

● 総括研究報告書／総合研究報告書（必須）

● 分担研究報告書

● 研究成果の刊行に関する一覧表（必須）

● その他

● 倫理審査等報告書の写し（必須）

16



※上記のうち（必須）と記載のある項目は報告書への記載が必須とされている項目です。

3. 入力が終わったら、報告書の内容に個人情報保護法や著作権法などの法律に抵触する

内容が含まれていないかに関する事項への同意が可能な場合はボックスにチェックを入

れて、[登録]ボタンをクリックします。

※ この時点では、登録はまだ完了していません。

※登録完了後に加筆・修正することはできません。後で加筆・修正を行いたい場合は[一

時保存]をクリックしてください。但し、[一時保存]を選択した場合は、登録が完了していま

せんので、すべての内容を入力した後、再度登録操作を行ってください。

4. 報告書(PDF)の確認画面が表示されます。
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内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。

5. [適用]ボタンをクリックすると、研究報告書（PDF）が更新された旨のメッセージが表示され

ます。以上で、登録完了です。

※ 「2-9．報告物の進捗状況を確認する」の手順に従って、報告書PDF登録状況が「受領

待ち」になっていることを確認してください。

※ 登録が完了した研究報告書（PDF）は本システムから修正することができません。修正

が必要な場合は各担当課（お問合せ先１）へお問合せください。
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2-5．送付伝票を出力し、研究報告書を送付する

1. 「総括研究報告書（紙媒体）」または「総合研究報告書（紙媒体）」の右にある[送付伝票を

印刷]をクリックします。
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2. 研究報告書の送付伝票出力画面が表示されます。 送付日（送付予定日）を入力し、[送

付伝票出力]ボタンをクリックします。

[送付伝票出力]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。

[OK]ボタンをクリックすると研究報告書(送付)の進捗状況が「提出済み」に変わります。

キャンセルする場合は、 [キャンセル]ボタンをクリックします。

3. 「送付伝票」画面をブラウザの印刷機能で印刷します。

送付伝票（1部）と研究報告書（1部）を同梱し、各研究事業の担当課宛てに送付して

ください。
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2-6．行政効果報告書のWeb登録をする

新規に行政効果報告書をWeb登録する方法を説明します。行政効果報告書を更新する場合は、

「2-9．行政効果報告書を更新する」を参照してください。

1. 「行政効果報告」の右にある[登録・確認・編集]をクリックします。
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2. 行政効果報告（助成研究成果追跡資料）の編集画面が表示されます。
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以下の情報を入力します。

● 成果

○ 専門的・学術的観点からの成果（必須）

○ 臨床的観点からの成果（必須）

○ ガイドライン等の開発（必須）

○ その他行政的観点からの成果（必須）

○ その他のインパクト（必須）

● 発表件数

○ 原著論文（和文）（必須）

○ 原著論文（英文等）（必須）

○ その他論文(和文)（必須）

○ その他論文(英文等)（必須）

○ 学会発表(国内学会)（必須）

○ 学会発表(国際学会等)（必須）

○ その他成果(特許の出願)（必須）

○ その他成果(特許の取得)（必須）

○ その他成果(施策への反映)（必須）

○ その他成果(普及・啓発活動)（必須）

● 特許

● 主な原著論文20編

※ 成果（専門的・学術的観点からの成果、臨床的観点からの成果、ガイドライン等の開

発、その他行政的観点からの成果、その他のインパクト）については、それぞれ文字制限

がありますが、改行コードも1文字としてカウントされますのでご注意ください。

※ 原著論文は20編まで登録が可能です。20編以上ある場合は、優先順位の高いものか

ら順に選択して入力してください。

3. 入力が終わったら、 [登録]ボタンをクリックします。

※ この時点では、登録はまだ完了していません。
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※登録完了後に加筆・修正することはできません。後で加筆・修正を行いたい場合は[一

時保存]をクリックしてください。但し、[一時保存]を選択した場合は、登録が完了していま

せんので、すべての内容を入力した後、再度登録操作を行ってください。

4. 行政効果報告（助成研究成果追跡資料）の確認画面が表示されます。

内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。
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5. [適用]ボタンをクリックすると、行政効果報告が更新された旨のメッセージが表示されま

す。

以上で、登録完了です。

※ 「2-9．報告物の進捗状況を確認する」の手順に従って、行政効果登録状況が「受領待

ち」になっていることを確認してください。

※ 行政効果は研究終了予定年度から5年間、定期的にデータ保存されます。

新たに登録すべき成果がある場合は、その都度データを更新してください。

※ 登録状況が「受領待ち」の行政効果報告書は報告システムから修正することができま

せん。修正が必要な場合は各担当課（お問合せ先１）へお問合せください。
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2-7．収支報告書のWeb登録をする

1. 「収支報告書」の右にある[登録・確認・編集]をクリックします。
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2. 収支報告書の編集画面が表示されます。

以下の情報を入力します。

● 報告年月日

● 収入
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○ (1)補助金交付額（必須）

○ (2)補助金確定額（必須）

● 支出

○ 研究費 (内訳)

■ 直接研究費（必須）

■ 間接経費（必須）

● 備考（収入の「(2)補助金確定額」と、支出の「合計」に差異がある場合）

なお、収入の「差引額」及び支出の「合計」欄は手入力できません。数値を入力すると自

動計算して設定されます。

3. 入力が終わったら、 [登録]ボタン（画面最下部）をクリックします。

※ この時点では、登録はまだ完了していません。

※登録完了後に加筆・修正することはできません。後で加筆・修正を行いたい場合は[一

時保存]をクリックしてください。但し、[一時保存]を選択した場合は、登録が完了していま

せんので、すべての内容を入力した後、再度登録操作を行ってください。

　　　

4. 収支報告書の確認画面が表示されます。
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内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。

5. [適用]ボタンをクリックすると、収支報告書が更新された旨のメッセージが表示されます。

以上で、登録完了です。

※ 「2-9．報告物の進捗状況を確認する」の手順に従って、収支報告書登録状況が「受領

待ち」になっていることを確認してください。

※ 登録が完了した収支報告書は本システムから修正することができません。修正が必要

な場合は各担当課（お問合せ先１）へお問合せください。

2-8．行政効果報告書を更新する

登録済みの行政効果報告書の更新を行うことができます。行政効果報告の現在の登録状況によ

り操作が異なります。現在の登録状況は「研究課題情報」画面の「報告物一覧と進捗状況」をご覧

ください。各登録状況の操作については、以下１～2をご確認ください。

1. 登録状況が「受領待ち」の場合

登録内容を更新することはできません。更新が必要な場合は各担当課（お問合せ先１）へ

連絡をして、「受領」もしくは「差戻し」を行っていただくようご依頼ください。

※ 「行政効果報告」の右にある「登録・確認・編集」をクリックして登録内容を確認すること

はできます。

2. 登録状況が「受領済み公開」または「差戻し」の場合

「行政効果報告」の右にある「登録・確認・編集」をクリックして修正を行ってください。
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１． 登録状況が「承認済み公開」の場合と、3．登録状況が「差戻し」の場合は

「行政効果報告（助成研究成果追跡資料）編集」画面が表示されます。
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現在登録されている行政効果報告の内容が表示されます。

必要に応じて内容を修正し、入力が終わったら、 [登録]ボタンをクリックします。

※ 内容を更新する必要がない場合でも、[確認へ進む]ボタンをクリックし、一旦確認画面

へお進みいただき、現在の登録内容をご確認ください。
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行政効果報告（助成研究成果追跡資料）の確認画面が表示されます。

内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。

行政効果報告が更新された旨のメッセージが表示されます。
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内容の修正が完了すると、最終更新日が更新されます。研究課題情報画面で最終更新

日が確認できます。
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2-9．報告物の進捗状況を確認する

概要版、PDFアップロード、行政効果、収支報告書の登録状況、および研究報告書の提出状況を

確認することができます。

1. 研究課題情報画面で、各報告物の登録状況、研究報告書の提出状況を確認することが

できます。「進捗状況」については以下を参照してください。
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進捗状況 説明

研究報告書（概要

版）の進捗状況

未登録（一時保存を

含む）

概要版の登録が完了していません。概要版Web登録を行ってください。

受領待ち 概要版の登録は終了しています。担当課の受領待ちです。

受領済み公開 担当課で受領され、閲覧システムで公開されます。

差戻し（一時保存を

含む）

登録した概要版が差戻されました。概要版を修正し、登録し直してください。

※差戻し理由は各担当課に確認してください。

代行登録公開 担当課が代理で登録し、閲覧システムで公開されます。

研究報告書（紙媒

体）の進捗状況

未提出 研究報告書が未提出です。研究報告書を送付してください。

提出済み 送付伝票を出力すると「提出済み」に変わります。

※研究報告書を各担当課まで送付してください。

担当課受領 研究報告書が担当課で受領されました。

科学院受領 研究報告書が国立保健医療科学院で受領されました。

公開 研究報告書が電子（PDF）化され、閲覧システムで公開されます。

※平成28年度研究報告より紙媒体の電子（PDF）化はされません。

研究報告書（PDF

）の登録状況

未登録（一時保存を

含む）

研究報告書のWeb登録が完了していません。研究報告書Web登録を行って

ください。

受領待ち 研究報告書Web登録は終了しています。担当課の受領待ちです。

受領済み公開 担当課で受領され、閲覧システムで公開されます。

差戻し（一時保存を

含む）

Web登録した研究報告書が差戻されました。内容を修正し、登録し直してく

ださい。　

※差戻し理由は各担当課に確認してください。

代行登録公開 担当課が代理で登録し、閲覧システムで公開されます。

行政効果報告の

登録状況

未登録（一時保存を

含む）

行政効果報告の登録が完了していません。行政効果報告のWeb登録を行っ

てください。

受領待ち 行政効果報告の登録は終了しています。担当課の受領待ちです。

受領済み公開 担当課で承認され、閲覧システムで公開されます。

差戻し（一時保存を

含む）

登録した行政効果報告が差戻されました。行政効果報告を修正し、登録し

直してください。

※差戻し理由は各担当課に確認してください。

代行登録公開 担当課が代理で登録し、閲覧システムで公開されます。

収支報告書の登

録状況

未登録（一時保存を

含む）

収支報告書の登録が完了していません。収支報告書のWeb登録を行ってく

ださい。

受領待ち 収支報告書の登録は終了しています。担当課の受領待ちです。

受領済み公開 担当課で受領され、閲覧システムで公開されます。

差戻し（一時保存を

含む）

登録した収支報告書が差戻されました。収支報告書を修正し、登録し直して

ください。

※差戻し理由は各担当課に確認してください。

代行登録済公開 担当課が代理で登録し、閲覧システムで公開されます。
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2-10．行政効果報告の最終更新日、保存された行政効果報告を確

認する

行政効果報告の最終更新日、保存されたデータを確認することができます。

1. 研究課題情報画面で、行政効果報告の最終更新日を確認することができます。

2. 行政効果報告の保存データがある場合、保存された日付がリンク付きで表示されます。

日付をクリックすると、データ保存された行政効果報告の内容を確認することができます。

※ 行政効果は研究終了予定年度から5年間、定期的にデータ保存されます。
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2-11．概要版・行政効果報告・収支報告書を確認する

登録した概要版、行政効果報告、収支報告書を確認します。

1. 研究課題情報画面の「総括研究報告書（概要版）」「総合研究報告書（概要版）」「行政効

果報告」「収支報告書」の右にある[登録・確認・編集（一時保存を含む）]をクリックします。

2. 該当報告物の登録確認画面が表示されます。

各確認画面から、研究課題情報画面へ戻る場合は、ブラウザの[戻る]をご利用ください。

＜概要版Web登録確認画面＞
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＜行政効果報告確認画面＞
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＜収支報告書確認画面＞
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2-12．研究報告書（PDF）を確認する

登録した研究報告書（PDF）を確認します。

1. 研究課題情報画面の「総括研究報告書（PDF）」「総合研究報告書（PDF）」の右にある

[アップロード・確認・変更（一時保存を含む）]をクリックします。

2. 研究報告書（PDF）アップロード登録確認画面が表示されます。

各確認画面から、研究課題情報画面へ戻る場合は、ブラウザの[←（戻る）]をご利用くださ

い。
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2-13．差戻された報告物を修正する

提出した報告物については、内容の不備等により担当課から差戻される場合があります。差戻さ

れた場合は、該当報告物を修正して登録し直してください。

1. 研究課題情報画面の「報告物一覧と進捗状況」が「差戻し」となっている報告物につい

て、[登録・確認・編集（一時保存を含む）][アップロード・確認・変更（一時保存を含む）]の

いずれかをクリックします。

2. 該当報告物の修正画面が表示されます。
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＜概要版Web修正画面＞
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＜行政効果報告修正画面＞
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＜収支報告書修正画面＞

担当課からの指摘事項を修正します。

※ 担当課から指摘事項の連絡は、本システムには表示されません。別途連絡を受けてく

ださい。

※ 指摘事項以外の修正は原則として認められませんが、必要な場合は担当課の許可を

得てから行ってください。

3. 修正が終わったら [登録]ボタン（画面最下部）をクリックします。

※ この時点では、登録はまだ完了していません。

※登録完了後に加筆・修正することはできません。後で加筆・修正を行いたい場合は[一

時保存]をクリックしてください。但し、[一時保存]を選択した場合は、登録が完了していま

せんので、すべての内容を入力した後、再度登録操作を行ってください。

4. 各報告書の確認画面が表示されます。
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内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。

5. [適用]ボタンをクリックすると更新された旨のメッセージが表示されます。

以上で、修正登録が完了です。

※ 「2-9．報告物の進捗状況を確認する」の手順に従って、登録状況が「受領待ち」に

なっていることを確認してください。

※ 一度登録した報告物は本システムからは修正することができません。修正が必要な場

合は各担当課（お問合せ先１）へお問合せください。

2-14．差戻された研究報告書（PDF）を修正する

アップロードした研究報告書（PDF）については、内容の不備等により担当課から差戻される場合

があります。差戻された場合は、内容を修正して登録し直してください。
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1. 研究課題情報画面の「報告物一覧と進捗状況」が「差戻し」となっている報告物につい

て、「総括研究報告書（PDF）」または「総合研究報告書（PDF）」の右にある[アップロード・

確認・変更 （一時保存を含む） ]をクリックします。

2. 研究報告書（PDF）編集画面が表示されます。

担当課からの指摘事項を修正します。

※ 担当課から指摘事項の連絡は、本システムには表示されません。別途連絡を受けてく

ださい。
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※ 指摘事項以外の修正は原則として認められませんが、必要な場合は担当課の許可を

得てから行ってください。

※ 登録済みのファイルを削除する場合はファイル名の横の[削除]ボタンを利用すると削

除することができます。取込ファイルを差し替えたい場合は、削除後に改めてファイルを

アップロードしてください。

3. 修正が終わったら、報告書の内容に個人情報保護法や著作権法などの法律に抵触する

内容が含まれていないかに関する事項への同意が可能な場合はボックスにチェックを入

れて、[登録]ボタン（画面最下部）をクリックします。

4. 研究報告書（PDF）の確認画面が表示されます。

　　　　　※ この時点では、登録はまだ完了していません。

※登録完了後に加筆・修正することはできません。後で加筆・修正を行いたい場合は[一

時保存]をクリックしてください。但し、[一時保存]を選択した場合は、登録が完了していま

せんので、すべての内容を入力した後、再度登録操作を行ってください。
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内容を確認し、問題なければ”次に変更”が「受領待ち」になっていることを確認し、[適用]

ボタンをクリックしてください。変更がある場合は [編集画面に戻る]ボタンをクリックして編

集画面に戻り、再度編集を行ってください。

5. [登録]ボタンをクリックすると更新された旨のメッセージが表示されます。

以上で、修正登録が完了です。

※ 「2-9．報告物の進捗状況を確認する」の手順に従って、登録状況が「受領待ち」に

なっていることを確認してください。

※ 登録が完了した報告物は本システムからは修正することができません。修正が必要な

場合は各担当課（お問合せ先１）へお問合せください。
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3. こんなときどうする

3-1．Web報告を登録途中で一時保存をしたい

概要版、研究報告書（PDF）、行政効果報告、収支報告書は一時保存が可能です。途中まで入

力して、残りは後日入力する時などは一時保存で保存しておけば、次回続きからの入力が可能で

す。

例．概要版のWeb登録画面

3-2．一時保存した報告物の続きを入力したい

研究課題情報画面の「報告物一覧と進捗状況」が「未登録（一時保存を含む）」「差戻し（一時保

存を含む）」となっている報告物について、[登録・確認・編集（一時保存を含む）][アップロード・確

認・変更（一時保存を含む）]のいずれかをクリックします。各編集画面が表示され、入力した情報

が表示されます。続きを入力してください。

● 総括研究報告書（概要版）

● 総括研究報告書（PDF）

● 総合研究報告書（概要版）

● 総合研究報告書（PDF）

● 行政効果報告

● 収支報告書
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3-3．報告物が登録できたのか確認したい

研究課題情報画面の進捗状況が以下のいずれかになっていれば正しく登録されています。

「総括研究報告書（概要版）」「総括研究報告書（PDF）」「総合研究報告書（概要版）」「総合研究

報告書（PDF）」「行政効果報告」「収支報告書」の場合

● 受領待ち

● 受領済み公開

「総括研究報告書（紙媒体）」「総合研究報告書（紙媒体）」の場合

● 提出済み
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※ 登録した内容を確認する場合は、「2-12．概要版・行政効果報告・収支報告書を確認する」「

2-13．研究報告書（PDF）を確認する」の手順に従って確認してください。

3-4．研究課題情報を修正したい

研究課題情報画面に表示されている研究課題情報を修正したい場合は、担当課（お問合せ先１）

へご連絡ください。

3-5．ご自身が「厚生労働科学研究成果データベース」に登録されて

いるか確認したい

「厚生労働科学研究成果データベース」に登録されている研究者の方には、「厚生労働科学研究

成果データベース（旧研究者データベース）　登録通知書」を郵送しています。

●画面で確認する場合

・登録済みの方

「マイページTOP」画面の「研究者ID」欄に研究者IDが表示されています。
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・仮登録、承認待ちの方

「マイページTOP」画面の「研究者ID」欄が空欄となっています。

3-6．研究分担者が「厚生労働科学研究成果データベース」に登録さ

れているか確認したい

1. 研究分担者を追加したい研究報告書（概要版）の編集画面を表示します。

2. 「研究分担者」の入力欄に登録したい研究分担者の以下のいずれかを入力してください。

● 研究者ID

● 研究者氏名:姓(漢字)

● 研究者氏名:名（漢字）

● 所属機関名

3. 本システムに研究分担者の情報が登録されていれば候補が表示されるので、登録したい

研究分担者を選択し登録を行ってください。

該当する分担者の情報が表示されない場合は研究分担者の情報が未登録のため、研究

分担者にアカウント登録を依頼してください。
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3-7．ログインパスワードを変更したい
研究者パスワードは本システムで変更ができます。

1. マイページTOPの[研究者情報の確認・修正・パスワード変更]ボタンをクリックしてくださ

い。

2. 「ユーザ情報編集」画面が表示されます。

現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを2回入力し、「利用規約に同意する」に

チェックを入れて、[登録]ボタンをクリックしてください。

※ パスワードの長さは 10 文字以上である必要があります。
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※ パスワードは「英字」「数字」「特殊記号(例: @やハイフン、アンダースコア)」の 3 種類が

利用されている必要があります。

3-8．パスワードが不明で、ログインができない

本システムへログインするためのログインIDとパスワードが不明な場合は、パスワードの再発行を

することができます。

1. 「2-1．ログインする」の手順２で表示されるログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこ

ちら」リンクをクリックしてください。

2. 「パスワードを再設定」画面が表示されます。

ログインIDもしくはご登録メールアドレスを入力し、[送信]ボタンをクリックしてください。

ご登録メールアドレス宛にパスワードの再設定のご案内メールが送信されます。
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※ 登録メールアドレス宛にメールが送信できない場合、エラーメッセージが表示されま

す。

その場合は、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

お問合せ先

国立保健医療科学院　図書館サービス室

厚労省Grants System 担当
TEL：048-458-6210　FAX：048-469-0326　
E-mail：mhlw-grants@niph.go.jp

3. 送信されたメール本文に記載されたURLをクリックしてください。

4. 「パスワードのリセット」画面が表示されます。[ログイン]ボタンをクリックします。
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5. 「ユーザ情報編集」画面が表示されます。

新しいパスワードを2回入力し、「利用規約に同意する」にチェックを入れて、[登録]ボタン

をクリックしてください。

※ パスワードの長さは 10 文字以上である必要があります。

※ パスワードは「英字」「数字」「特殊記号(例: @やハイフン、アンダースコア)」の 3 種類が

利用されている必要があります。
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