
学術総会等での発表時における COI の開示について 

日本癌学会の学術総会等（共催カンファレンス・シンポジウム・市民公開講座等を含む）

で口演発表もしくはポスター発表される方には、会員・非会員の別を問わず、発表の際に

「ご自身」および「研究責任者」の COI 事項を申告・開示していただきます（研究責任者

とは一般に、研究室の Principal Investigator（主任研究者）や、研究を原著論文として投稿

する場合の Corresponding Author（論文の責任著者）に相当するとお考えください）。『日

本癌学会 がん研究の利益相反に関する指針』に従い、以下の要領にて開示をお願いします。

発表時に COI 事項の開示がなかった場合、日本癌学会懲戒規定に基づきペナルティが科せ

られる場合がありますので、必ず開示してください。

申告・開示の基準額について

1. 企業や営利を目的とした団体（以下、企業等）の役員・顧問職（アドバイザー・コン

サルタント等も含む）への就任について、1 つの企業等からの報酬額が年間 100 万円

以上の場合はこれを申告する。申告者の親族等にあっては、企業等の従業員である場

合も、その旨を申告する。

2. エクイティ（株式・新株予約権等）の保有とそこから得られる利益について、1 つの企

業等についての 1 年間の株式による利益（配当・売却益の総和）が 100 万円以上の場

合、あるいは当該全株式の 5％以上を所有する場合はこれを申告する。新株予約権等に

ついては、含み益が 100 万円以上の場合、これを申告する。

3. 企業等からの特許権使用料・譲渡益について、1 つの企業等から年間合計 100 万円以

上の場合はこれを申告する。

4. 企業等から、会議の出席（講演・座長・アドホックな助言等）に対し、研究者を拘束

した時間・労力に対して支払われた講演料・謝金等について、１つの企業等から年間

合計 50 万円以上の場合はこれを申告する。

5. 企業等がパンフレット等の執筆に対して支払った原稿料について、1 つの企業等から年

間合計 50 万円以上の場合はこれを申告する。

6. 企業等および企業等を資金源とした非営利団体が契約に基づいて提供する研究費（受

託研究費・共同研究費・治験費等）について、１つの企業等および企業等を資金源と

した非営利団体から申告者に対して支払われた直接経費の総額が年間 100 万円以上の

場合はこれを申告する。申告者が当該企業等から個人的に受け取っている対価がある

場合には別途申告する。

7. 企業等が提供する奨学（奨励）寄附金または民間学術助成団体から助成される研究助

成金について、1 つの企業等または民間学術助成団体から支払われた直接経費で、申告

者個人または申告者が所属する部局（講座・分野等）もしくは研究室に対して、申告

者が実質的に使途を決定し得る割当額の総額が年間 100 万円以上の場合はこれを申告

する。

8. 企業等が提供する寄附講座等について、当該寄附講座等に申告者が所属している場合

はこれを申告する。企業等から派遣・提供される研究員等について、申告者が研究室

の代表者である場合、当該研究員等の雇用費の受け入れの有無にかかわらずこれを申

告する。

9. その他の報酬（研究とは直接無関係な旅行・贈答品等）について、1 つの企業等から受

けた報酬が年間 5 万円以上の場合はこれを申告する。

開示方法
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・ 口演発表者：発表スライドの 2 枚目（タイトルスライドの次）に筆頭発表者および研

究責任者の COI 開示スライドを 1 枚挿入してください。COI 開示スライドは下記「COI
開示スライドサンプル」に沿って作成して下さい。

・ ポスター発表者：上述の「COI 開示スライドサンプル」に沿ったかたちで、ポスター

の最下部に筆頭発表者及び研究責任者の COI 状態を記載してください。

・ 開示事項のある場合には、サンプルスライドを参照のうえ、企業名を含め英語にて作

成ください。

・ 開示事項のある内容についてのみ記載ください。

サンプルスライドの補足説明

筆頭発表者もしくは研究責任者が発表内容と関連して企業と以下の項目 1〜9 の関係にあ

る場合、当該項目について企業名を記載してください（該当しない項目はスライドから削

除していただいて結構です）。

1. Leadership position/advisory role for:
企業の役員、顧問職（アドバイザー・コンサルタント等も含む。配偶者等は従業員の

場合も含む）に就いている。
2. Stockholder in:

企業の株を所有している、もしくは新株予約権等の含み益がある。
3. Patent royalties/gain from patent right transfer from:

特許権使用料・譲渡益を受けている。
4. Honoraria (lecture fee) from:

講演料を受けている。
5. Honoraria (manuscript fee) from:

原稿料を受けている。
6. Research funds under contract from:

契約に基づく研究費（共同研究費・受託研究費・治験費等）を受けている。
7. Scholarship/research grants from:

奨学（奨励）寄付金または研究助成金を受けている。
8. Endowed chair funded by/accepted a researcher from:

企業が提供する寄附講座等に申告者が所属している、あるいは、申告者が研究室の代

表者である場合、企業から研究員等を受け入れている。
9. Other remuneration from:

その他の報酬（研究とは直接無関係な旅行、贈答品など）を受けている場合。
10. I have no financial relationships to disclose.

上記 1〜9 のいずれの利益相反状態もない場合、10 の一文のみを記載してください。

本件に関するお問合せ先

日本癌学会事務局

【企業に所属の方】スライド 1 枚目に所属先企業名を明記してください。別途 COI 状態
の開示は不要です。ただし、別企業との COI 状態がある場合は、スライド 2 枚目に開示

ください。

COI 開示スライドサンプル 
筆頭発表者と研究責任者が同じ場合

COI_Sample_2.pptx 

筆頭発表者と研究責任者が異なる場合

COI_Sample_1.pptx 

http://www.jca.gr.jp/member/files/COI_sample_1.pptx
http://www.jca.gr.jp/member/files/COI_Sample_2.pptx


E-mail: jca.office@imic.or.jp 

利益相反事項の届出・開示について
http://www.jca.gr.jp/member/coi.html 

利益相反に関する Q&A 
http://www.jca.gr.jp/member/files/coi_bylaws_qa_2018.pdf 
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Instruction of Disclosure of COI at JCA Meetings/Conferences 

At JCA Meetings/Conferences, the lead presenter and the responsible researcher, their 
spouse, family related in the first degree, or people who share income/property with them 
must declare and disclose their COIs (the “responsible researcher” in general denotes 
persons such as the Principle Investigator of the research laboratory or the Corresponding 
Author in the case of submission of an original research paper to a journal). In accordance 
with “JCA Conflict of Interest Policy in Cancer Research”, please disclose COIs. JCA may 
penalize the presenters in the event of failure to disclose COI, in accordance with its 
disciplinary code. 

Standards of Declaration and Disclosure 
1. Existence or otherwise of position as an officer of or an advisor (including

consultant, etc.) to companies or for-profit organizations (hereinafter the “Companies,
etc.”) shall be declared if the annual value of remuneration from a single Company etc.
is 1 million yen or more. If any of the declarer’s Relatives, etc. is an employee of the
Companies, etc., this shall also be declared.

2. Ownership of equities (such as shares and stock options) and profit obtained from
those equities shall be declared if the annual value of profit on shares of a single
Company, etc. (total sum of dividends and proceeds from the sale of shares) is 1 million
yen or more, or the proportion of shares owned in the Company, etc. is 5% or more.
Ownership of stock options and so on shall be declared if latent profit from them is 1
million yen or more.

3. Patent royalties or transfer gains by the Companies, etc. shall be declared if the
annual total value received from a single Company, etc. is 1 million yen or more.

4. Lecture fees, honoraria, or other fees paid by the Companies, etc. for the time or labor
of a researcher engaged for conference attendance (as a lecturer, chairperson, ad
hoc advisor, etc.) shall be declared if the annual total value received from a single
Company, etc. is 500,000 yen or more.

5. Manuscript fees paid by the Companies etc. for the writing of pamphlets, etc. shall be
declared if the annual total value received from a single Company, etc. is 500,000 yen
or more.

6. Research funds (such as contracted research funds, joint research funds, and
clinical trial funds) provided under contract by the Companies, etc. or by non-profit
organizations funded by the Companies, etc. shall be declared if annual total amounts
of direct cost paid from a single Company, etc. or organization to the declarer is 1
million yen or more. If the declarer personally receives any consideration from the
Companies, etc., it shall be declared separately.

7. Scholarship (incentive) endowments provided from the Companies, etc. or research
grants provided from a private academic support organization shall be declared if
a total of 1 million yen or more per year is allocated as direct cost from such funds from
a single Company, etc. or organization to an individual declarer or the department
(lecture/area of specialization etc.) or research facility an individual declarer belongs to,
with substantial control over its use given to that individual.

8. An endowed chair etc. funded by the Companies, etc. shall be declared if the declarer
is affiliated with the chair. A researcher, etc. sent or provided by the Companies, etc.
shall be declared if the declarer is the representative of the research facility with which
the researcher, etc. is affiliated, regardless of whether or not employment costs for the
researcher, etc. have been accepted.

9. Any other remuneration (travel expenses, gifts, etc., that are not directly related
to research) shall be declared if the annual value of such remuneration received from a
single Company, etc. is 50,000 yen or more.

http://www.jca.gr.jp/english/files/JCA_COI_Policy_in_Cancer_Research.pdf


How to disclose your COI 
・ Oral presentation: If there is any COI, the oral presenter should use the disclosure slide

to present COI after the title slide, in order to clarify the names of companies and/or
associations in question. If there is no COI, the presenter should indicate ‘I/We have no
financial relationships to disclose.' as such on the sample slide.

・ Poster presentation: If there is any COI, the poster presenter should disclose the
names of companies and/or associations in question at the bottom area of the poster. If
there is no COI, the presenter should indicate ‘I/We have no financial relationships to
disclose.’ as such on the sample slide.

(Officers/employees of companies) 
Please indicate the name of the company in the presentation documents. You do not need 
to disclose COI (however, if there is any COI with companies other than your own company, 
please declare it). 

COI disclosure slide samples 
If the lead presenter is the responsible researcher, choose the sample slide 1. If the lead 
presenter is NOT the responsible researcher, choose the sample slide 2 and prepare each 
COI disclosure slide on behalf of the responsible researcher. 

1) Lead presenter is the responsible researcher

2) Lead presenter is NOT the responsible researcher

For inquiries concerning COI 
Japanese Cancer Association Executive Office 
E-mail: jca.office@imic.or.jp 

COI declaration and disclosure  
http://www.jca.gr.jp/english/coi.html 

COI_Sample_1.pptx

COI_Sample_2.pptx
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