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『効率アップお助け編』

改訂（Ver.4.0）によせて

統一書式に基づく文書を効率的に作成するために社団法人日本医師会

治験促進センターでは、統一書式入

力支援システムとして「カット･ドゥ･スクエア」を 2010 年 3 月に誕生させました。治験の実施には、数々の時
間が必要な業務がある中で、治験に係る記録については、できる限り無駄を削減され効率的に行われることが
私たち治験促進センターの願いです。
本マニュアル「効率アップお助け編」は、皆様の業務をより効率良く行っていただくためのカット・ドゥ・
スクエアの機能を説明しています。
「書式マスター編」に続き第 4 章より始まります。
第 4 章では、
「書式の引用コピー」と「書式 5 の一括作成」について、第 5 章では、
「知っている？」
：皆様に
知っていただきたいこと、
「困ったな・・・」
：皆様からのご質問、
「できたらいいな」：皆様のご要望 の 3 つ
に区別して効率アップお助け情報を集めました。第 6 章では、カット・ドゥ・スクエアだけではなく、治験に
係る統一書式に関しても皆様の理解を高めていただきたく、統一書式の誕生までの解説や長≠責・長＝責の宛
先・作成者の早見表を付けています。第 7 章では、IRB 議事概要（CSV ファイル）から公開可能な「IRB の会議
の記録の概要」を生成する方法を紹介しております。
なお、マニュアルの中ではクリックするボタンは[かっこ]をつけて表しています。
カット･ドゥ･スクエアのマニュアルは、
「書式マスター編」「効率アップお助け編」「管理者・サブ管理者編」
の 3 つがあります。
「書式マスター編」では、カット・ドゥ・スクエアを利用するにあたり、ログインするために必要な情報、カ
ット・ドゥ・スクエアの特徴を始めとし、各書式（書式 13～15 は除く）について「印刷した文書」及び「入力
画面」をご紹介している他、入力可能な文字数制限、エラーチェックについても説明しています。ぜひ、効率
アップ編と併せてご覧ください。
「管理者・サブ管理者編」では、カット・ドゥ・スクエア上の権限が管理者、管理者代理、サブ管理者にな
る方のための操作マニュアルです。
皆様が行う業務の内容に合わせ、広くご活用いただければ幸いです。
統一書式入力支援システムとして誕生したカット・ドゥ・スクエアですが、これからは統一書式以外に範囲
を拡げ、皆様の業務の効率化に貢献いたします。

日本医師会治験促進センター カット・ドゥ・スクエア担当
2012 年 7 月
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第4章

書式の一括作成について
この章は、
「書式 3 治験依頼書」、
「書式 10 治験に関する変更申請書」、
「書式 16 安全性情報等に関する報告書」
、
「書式 18 開発の中止等に関す
る報告書」作成画面にある機能：引用コピーと「書式 5 治験審査結果通
知書」作成画面にある機能：一括作成について利用していただくための
手順を紹介しています。
書式 3、10、16 および 18 は同じ内容を複数医療機関に作成すること
が多い文書の特徴を持ちます。また、書式 5 については、同じ治験審査
委員会において審査をした治験について共通する記載事項が多い特徴
を持ちます。
本機能は治験依頼者・CRO ならびに治験審査委員会事務局から必要性
が求められ開発された機能です。業務の効率化をお助けできるはず・・
と思っております。
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書式 3、書式 10、書式 16、書式 18 の引用コピー機能について
【機能概要】
治験依頼者が複数の医療機関に同じ文面の文書を配布する時に使う機能です。
1 つの医療機関の文書（引用元）を作成し、複数の医療機関の文書を引用元のコピーにより一度に作成
します。

【対応書式】
 書式 3

治験依頼書

 書式 10

治験に関する変更申請書

 書式 16

安全性情報等に関する報告書

 書式 18

開発の中止等に関する報告書

【権

限】

※下記の役割の権限保有者のみに限定される機能です。

役割

権限

治験依頼者
CRO

担当者
（以下、コピー担当者）とする

【必要な関連付け】
コピー担当者は引用元・コピー先の両方に自組織の担当者として関連づけられている事が必要です。

コピー先
引用元

B 医療機関

A 医療機関

C 医療機関
D 医療機関

このケースでは A・B・C・D 全ての医療機関の担当者であることを指示しています。
（関連付けについて
『書式マスター編第 1 章ログインをす
は、管理者・サブ管理者が操作を行います。関連付けについては、
る_ログインするために必要なこと、文書作成・閲覧の範囲と役割分担』でご紹介しています。
）

【引用コピーの方法】
＜Step1＞ 引用元となる文書の入力又は引用元となる作成済みの文書を開きます。
この文書は当該医療機関の文書として保存されます。

＜Step2＞ コピー先を選択します。（次ページで入力画面に合わせご紹介します）
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① [引用コピー]をクリックします

引用コピーが可能な実施医療機
関の一覧が、表示されます。
（ログイン中の担当者が関連付
けられている医療機関のみ）

②コピー先をクリックして
選択します。再度クリックす

ボタンの説明

ると選択が解除されます。
全選択

全解除
保存
（引用コピー

表示された全ての医療機関のチェックボックスを ☑（オン）
にする（全選択）
選択した全ての医療機関のチェックボックスを □（オフ）
にする（全解除）
選択した医療機関の当該治験に引用元となる文書の内容を
コピーした文書が保存されます。
※一度保存された文書を一括削除することはできません。削除は個々

の画面）
の文書の入力画面より行います。

選択された医療機関への文書を PDF ファイルで表示します。
表示された PDF ファイルを保存したり削除する事が可能で
一括印刷

す。 この機能により保存しなくても印刷イメージを確認で
きます。
※ここでの保存は PDF としての保存であり、カット・ドゥ・スクエア
上に保存されているわけではありません。

[一括印刷]ボタンをクリックすると PDF
ファイルの[開く][保存][キャンセル]
を選択するためのダイアログが示され
ます。
印刷する場合は、[開く]で開いて確認後
印刷します。
[保存]ボタンをクリックしコピーが終了すると自動的に引用元の入力画面に戻ります。
[一括印刷]の後は、引用コピーの画面（上記）に戻ります。
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コピーする（引用元から値が反映される）部分

反映しない箇所に記入
した内容は、実施医療機
関に特定した内容のた
めコピーされません。
各実施医療機関の情報
を改めて入力してくだ
さい。
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反映します
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書式 5 の一括作成について
【機能概要】
IRB 事務局が所属する IRB で審査された複数の治験の、
「書式 5 治験審査結果通知書」を一括作成する時に使
う機能です。
IRB 委員出欠リストを含む「IRB 開催情報」を作成し、複数の「書式 4 治験審査依頼書」を関連付けてから、
一括作成するものです。

【対応書式】
■

【権

書式 5

治験審査結果通知書

限】

※カット・ドゥ・スクエア上で下記の役割の権限保有者のみに限定される機能です。

役割

権限

治験審査委員会

担当者

【一括作成の方法】

Step1：IRB開催情報を入力
（開催日・審査区分・IRB委
員出欠リスト）

Step2：審査対象となる書式
4を選択

Step3：書式5の入力内容の
入力（審査結果・「承認」
以外の場合の理由等・備考

IRB
開催情報

書式4_A

書式4_B

書式4_C

書式4_D

書式5_A

書式5_B

書式5_C

書式5_D

内容を入力

内容を入力

内容を入力

内容を入力

Step4：Step1～3 の情報に基づき書式 5
を一括作成
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＜Step１＞

「IRB 開催情報」を入力する

① IRB 担当者の「治験一覧」にある
[IRB 開催情報一覧]ボタンを
クリック

「IRB 開催情報一覧」画面が表示されます。

過去に作成した IRB 開催情報がある場合には、一覧上に開催情報が表示されます。
新規作成したい場合は[新規作成]ボタンをクリックします。
作成済みの情報を編集したい場合は、[編集/削除]ボタンで情報を呼び出します。
② [新規作成]ボタンをクリック

「治験審査委員会開催情報入力」画面が表示されます。
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③画面上部の「治験審査委員会開催情報入力」に開催情報を入力
会議名は作成済みの IRB 開催情報一覧を
検索する際にも利用できます。
（入力可能文字は、全角 100 文字まで）

メモを入力することができます。
（全角 8000 文字まで）

書式 5 および議事概要にデータが反映される項目

議事概要に反映される項目

2012 年 2 月 1 日以前に IRB 開催情報を作成した場合は、「IRB 開催メモ」が「会議名」に開催日時は日付のみ、開催場所は
未入力となります。IRB 議事概要に反映する場合は、IRB 開催情報を編集して更新してください。

④画面中央部の「治験審査委員会出欠リスト」に出欠情報を入力
治験審査委員会委員リストはマス
タ情報から初期値が反映されます。
ここでの入力内容は一括作成する
すべての書式 5（2 枚目）へ反映さ
れます。
各治験において「○」を「－」や「×」
にする時は Step3 参照

出欠（○か×）を選択します。自動挿入された治験審査委員会の内
容を必要に応じて変更します。
＊IRB 委員出欠リストの入力方法は、単独で作成する書式 5 と同じです。
『書
式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう』書式 5 をご覧ください。

この段階で IRB 開催情報を登録したい場合
は、[登録]ボタンをクリックし保存します。
引き続き操作を続ける場合は、
へ進みます。
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＜Step2＞

＜Step2＞

審査対象となる「治験審査依頼書（書式 4）」を選択する

今回（上部に入力されている内容）の IRB 開催情報（開催日・審査区分・IRB 委員出欠リスト）に対する「書
式 5 治験審査結果通知書」の作成対象となる書式 4 を選択します。
① 画面下部の「治験審査依頼書（書式 4）選択」の[審査対象となる書式 4 を選択]ボタンをクリックしま
す。
※Step1 で一度 IRB 開催情報を登録した場合は、
「IRB 開催情報一覧」画面より該当する IRB 開催情報を
選択し[編集/削除]ボタンをクリックして呼び出します。

「書式選択」の画面が表示されます。
多くの書式 4 が表示される場合は、検索
機能を使って書式 4 を絞り込むことが
② 「書式選択」画面で審査対象となる書式 4 を選択します。

できます。
●実施医療機関
☆外部と院内の審査依頼をうけている IRB が
その IRB のみに絞り込むときに

●キーワード
☆書式 4 の作成時に予め同じ IRB の審査対象に
は共通単語を含んだキーワードを設定してお
いて、その IRB のみに絞り込む時に

●整理番号
☆入力した値を含んでいる文字列で検索した
い時に
☆入力した値を含んでいる文字列で検索した
表示件数を 10 件、20 件、50 件、100 件と
中から特定の明細を除外する時に、特定の文字

選ぶことができます。

列を「結果から除外」に入力して絞り込みたい
時に

●更新日
ワンポイント

☆最後に書式 4 を更新した日を範囲で選択し

キーワード複数語を入力すれば検索しやすくなります。その時は単
語間にスペースを入れてください。効率よく検索できます。
例）●●年●●月

たい時に（前回の IRB の資料締切日から今回の
締切日まで

××IRB △△△△

など）

●状態
☆作成中の明細と確定の明細を区別したい時
に

●更新者情報
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☆書式 4 の作成者を限定したい時に

対象とする書式 4 を☑選択します。解除したい時は再度☑をクリックし
ます。表示される中から対象を選択し、[選択]ボタンをクリックします。
※画面上に表示されている明細のチェックボックスを☑（オン）にした後に検索やページ移動等で画面を切り
替えるとチェックボックスの値が解除されますのでご注意ください。表示件数（10 件、20 件、50 件、100 件）
で調節するか、一度[選択]ボタンをクリックして対象を確定し、再度検索を行うかのどちらかの方法で対処し
てください。
IRB 開催情報に選択した書式 4 が表示されます。

書式 5 の作成時に議事の
順番に揃えて操作を行い
たい場合は、表示したい順
に整数値（半角）で入力し
ておきます。

③ 内容に問題がなければ、[登録]ボタンをクリックします。
※登録をせずに[閉じる]ボタンをクリックすると選択し
た書式 4 の情報は保存されず消えてしまいます。
さらに書式 4 を追加したい場合は、再度[審査対象となる書式 4 を選択]ボタンをクリックし、＜Step2＞の操
作を繰り返します。また、誤って選択した書式 4 はこの段階で右にある[削除]ボタンで削除することも可能で
す。
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登録に問題がなければ、[OK]ボタンをクリックし
てください。

このまま書式 5 の一括作成の操作を続
ける場合は、[OK]ボタンをクリックし、
＜Step3＞

に進みます。

操作を中断する（書式 5 一括作成をしない）場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。上記の“登録し
てもよろしいですか？”の[キャンセル]と間違えないように気をつけてください。
操作を再開する時は、＜Step1＞の手順で作成済みの「IRB 開催情報一覧」より該当する IRB 情報を選択し、[編
集/削除]ボタンで呼び出すことで＜Step2＞③の操作より再開できます。

ワンポイント
IRB 開催情報を新規に登録する時は[登録]と表現しています。
確認メッセージも

となります。

＜Step1＞＜Step2＞＜Step3＞の各段階で IRB 開催情報を保存することができます。
その後当該情報を修正し保存するときは[更新]と表現しています。
確認メッセージも

となります。
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＜Step3＞

「書式 5 治験審査結果通知書」の内容を入力する

① Step2＞で登録した書式 4 が画面上部に順番に表示されます。
「審査結果」
・
「「承認」以外の場合の理由等」
・
「備考」欄の入力をします。

ここで一括作成する書式 5 の
キーワードは共通となります。

選択した行（オレンジ色）の
書式 5 の入力画面が下部に表
示されます。
一覧の行をクリックすること
で下部の表示を変更できます。

☑を要確認！

書式 5 の該当箇所にそのま

※限定した書式 5

ま情報が反映されます。

の作成をする場合
は、
“☑オン”をク
リックすれば“□
オフ”となり作成
されません。

採決不参加「－」、途中退席「×」はここで出欠
リストを変更することができます。
（説明は次頁）

メモを残すことができます。このメモは IRB 議事概要作成画面の「議論の概要」欄
に反映されます。
（IRB 議事概要作成画面でも修正可能です。
）

ここで入力した書式 5 のデータを保存する場合は、[保存し
て次へ]または[保存して前へ]のアイコンをクリックしま
す。
（上下とも同じです。
）
このアイコンをクリックせずに上部の一覧で表示する治験
を変更すると保存されませんのでご注意ください。
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【個別の治験における IRB 委員出欠リストの変更方法】
① この文書のみ出欠リストを「－」にしたい、
「×」にしたい委員がいる場合は、プルダウンをクリック
② 表示された「○」の委員の中から変更したい委員を選択
③ [採決不参加委員に追加]ボタンまたは[欠席委員に追加]ボタンをクリック
④ 採決不参加委員または欠席委員に正しく表示されたかを確認
① クリックしてプルダウンから選択
③ 確認！

② [採決不参加委員に追
加]または[欠席委員に追
加]ボタンをクリック

【ボタンの説明】

（新規の時）登録
（編集の時）保存

＜Step1＞IRB 開催情報＋＜Step2＞書式 4 の選択＋＜Step3＞書式 5 の入力内容
が関連付けられた状態を保存したことになります。
表示されている IRB 開催情報の状態で書式 5 を作成します。
作成した書式 5 は状態：作成中で各治験に保存されます。
[保存]をしていないと入力した書式 5 の情報が IRB 開催情報として保存されませ

一括作成

ん。一括作成前に[保存]しておくことをおすすめします。なお、一括削除はできま
せん。
[一括作成]をする都度、書式 5 が別文書として作成されます。なお IRB 開催情報を
更新しても[一括作成]により作成した文書へは反映されません。
表示されている IRB 開催情報の状態で一括印刷します。作成する書式 5 が一つの

一括印刷

PDF ファイルとなって確認・保存することができます。
[保存]していないと IRB 開催情報として保存されませんので、印刷前に[保存]し
ておくことをおすすめします。

閉じる

IRB 開催情報を閉じ、IRB 開催情報一覧に戻ります。保存していないとデータは失
われます。
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各ボタンをクリックすると確認メッセージが表示されます。再度確認してからクリックするようにしてくださ
い。
確認メッセージの例
[保存]ボタンをクリック

【一括作成】ボタンをクリック

[一括印刷]ボタンをクリック

【閉じる】ボタンをクリック

←インターネットエクスプローラーの環境により
画面に違いがあります。

Step1～Step3 の手順で保存した IRB 開催情報は議事概要欄が「―」
（未作成）の状態で開催日、会議名、最終更
新日および更新者が表示されます。
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IRB 議事概要（CSV ファイル）作成について
【機能概要】
IRB 議事概要作成機能とは、書式 5 の一括作成の際に作成した IRB 開催情報を利用して、IRB の会議の記録の
概要を作成し CSV ファイル出力を可能とする機能です。
IRB 開催情報に入力した情報に加え、治験基本情報で入力した治験のフェーズ、表示する治験課題名（議題）
、
対象疾患についてもデータを反映します。

【権

限】

※カット・ドゥ・スクエア上で下記の役割の権限保有者のみに限定される機能です。

役割

権限

治験審査委員会

担当者

IRB 開催情報
Step1：IRB開催情報を入力
（開催日・審査区分・IRB委
員出欠リスト）

Step2：審査対象となる書
式4を選択

Step3：書式5の入力内容の
入力（審査結果・「承認」
以外の場合の理由等・備考

IRB
開催情報

書式4_A

書式4_B

書式4_C

書式4_D

書式5_A

書式5_B

書式5_C

書式5_D

内容を入力

内容を入力

内容を入力

内容を入力

IRB 議事概要

1 つの IRB 開催情報から作
れる IRB 議事概要は 1 つ！

CSV ファイル

IRB 議事概要から出力した
い情報は CSV ファイルに
できます！
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「CSV ファイル」ってどんなファイル？
CSV ファイルとは、一般的に Excel などの表計算ソフトへの取り込みや加工する場面で
多く採用されているファイル形式です。
カット・ドゥ・スクエアでもこの形式を採用し、議事概要を CSV 形式で出力することで
各組織内でのデータの二次加工を容易にできるようにしました。
例えば…
同じデータから、テキスト保存した場合とエクセルに取り込んだ状態は以下のようになります。

【IRB 議事概要の作成方法】
＜Step1＞

IRB 議事概要を作成する IRB 開催情報を選択

IRB 開催情報一覧より IRB 議事概要を作成（編集・削除）したい場合は、作成したい IRB 開催情報の行の左端
のラジオボタンを選択し、[議事概要編集／削除]ボタンをクリックします。議事概要欄は、未作成は「－」
、作
成している議事概要がある場合は「作成中」
、作成完了した議事概要がある場合は「作成済」と表示されます。

初めて議事概要を作成する時は、
「治験審査委員会議事概要

新規作成（１）
」の画面が表示されます。

作成中は、
「治験審査委員会議事概要 編集（１）
」のタイトルです。
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＜Step２＞

IRB 議事概要の基本情報・委員出欠リスト・議題を確認

書式 5 の一括作成で IRB
開催情報として保存し
ている値が表示されま
す。
ここで、編集することは
可能ですが、ここでの更
新は、書式 5 の作成につ
ながる IRB 開催情報には
反映されません。

議事概要の表
示順序を変更
したい場合は、
表示順の数字
を変更するこ
とで入れ替え
ることができ
ます。

IRB 情報（会議名、開催日時、開催場所、委員出欠リスト、審議リスト）の
内容を確認したら「次へ」をクリックして
「治験審査委員会議事概要 新規作成（2）
」
（または編集（２））の画面に進みます。
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＜Step３＞

各議題の内容を修正・確認

選択した行（オレンジ色）の
議事概要に反映する情報が下
部に表示されます。
一覧の行をクリックすること
で下部の表示を変更できます。

議事概要に出力したくない
時は、ここを“□オフ”に

★
○
★
○

★ ：書式 5 一括作成
○

で見える画面と違う
ところ

★
○

【議論のメモ】より

ここで入力した治験審査委員会議事概要のデータを保存する場合は、[保
存して次へ]または[保存して前へ]のアイコンをクリックします。
（上下と
も同じです。）
このアイコンをクリックせずに上部の一覧で表示する治験を変更すると
保存されませんのでご注意ください。
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【IRB 開催情報と IRB 議事概要の関係】
IRB 開催情報

IRB 議事概要

「IRB 開催情報」は書式 5 の一括作成を、
「IRB
議事概要」は議事概要作成を目的とした機能
です。

登録（保存）

書式 5 の修正は「IRB 開催情報」
、議事概要
の修正は「IRB 議事概要」の情報を修正します。

議事概要を保存すると、

議事概要が作成可能になる

登録（保存）

更新（保存）

開催情報の削除はできません

議事概要を更新しても
開催情報の更新はされません

更新（保存）

互いに反映しません

開催情報の

議事概要

削除不可

作成可能

更新（保存）
作成完了！

議事概要に反映しませんが、
開催情報の更新は可能です。

＜Step４＞

IRB 議事概要の入力情報の保存

【ボタンの説明】
表示されている IRB 議事概要の情報を保存します。IRB 議事概要作成画面に
おいて修正後保存した場合、IRB 開催情報には反映されずに保存します。
保存

ここで保存すると IRB 開催情報では議事概要が「作成中」と表示されるよう
になります。
「議事概要作成完了」が“☑オン”の場合は新たに保存するこ
とはできません。

CSV 出力
削除
閉じる

IRB 議事概要に反映する情報を CSV ファイルで出力します。この CSV ファイ
ルは外部（社内 LAN 内、個人のデスクトップ）に保存することができます。
表示されている IRB 議事概要を削除します。IRB 開催情報では議事概要が
「－」と表示されるようになります。
画面を閉じ、IRB 開催情報の画面に戻ります。保存していない情報は失われ
ます。
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＜Step５＞CSV ファイルの確認
出力された CSV ファイルの内容の確認をします。

【出力される CSV ファイル】

出力されたファイルを利用し二次加工することで、各組織内の様式にあった議事概要の作成が行えます。
＜Step６＞確定保存
IRB 議事概要の内容を固定する場合は、議事概要作成完了を“☑オン”とします。IRB 開催情報一覧では、議
事概要が「作成済」と表示されます。☑にすることで、議事概要は削除することができなくなります。

作成が終了したら、ここを“☑オン”

なお、IRB 議事概要を一度保存したのち編集する場合は、画面のタイトルは、
「編集」となります。

CSV ファイルから「IRB の会議の記録の概要」
の作り方は第 7 章で紹介しています。

上手に活用してね！
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第５章

効率アップお助け情報
この章では、カット・ドゥ・スクエアを利用するユーザーの皆様にぜ
ひ知っていただきたい情報や Q&A を「効率アップお助け情報」として紹
介しています。テーマごとにわけて掲載しておりますので、今の疑問の
答えが見つかることと思います。文書作成の効率アップにお役立てくだ
さい。
[ちけん君ボタンの見分け方]
「知ってる？」
治験促進センターがぜひ皆さんに知っていただきたいと
思っている情報です。

「困ったな・・・」
ユーザーの方々から治験促進センターに寄せられたご質問
を Q&A として掲載しています。

「できたらいいな」
ユーザーができたらいいなと思うことについて「できるこ
と」「できないこと」を理由とともにお答えしています。

＜お願い＞この章の中で、疑問の答えが見つからなかったユーザーの方は、
治験促進センター カット・ドゥ・スクエア担当までご質問をお寄せください。
また、「こんな使い方みつけた！」という方もぜひご意見をお寄せください。
Email：ctdos2@jmacct.med.or.jp

TEL：03-5319-3797
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Ⅰ．書式共通のお助け情報
[全体・書式共通]について
Ⅰ-1 医薬品・医療機器・治験・製造販売後の区分の選択により書式一覧が変わります。
治験基本情報の区分を選択することにより書式一覧の内容（作成できる書式・見える書式）が変
動します。
書式一覧で見える書式
作成できる書式

書式

書式

書式

書式

書式

書式

書式

1～6

8～11

12

13

14

15

16～18
参考書式 1･2

企業治験
医師主導

治験

医薬品・治験

○

○

○

―

―

―

○

医薬品・製造販売後

○

○

―

○

―

―

○

医療機器・治験

○

○

―

―

○

―

○

医療機器・製造販売後

○

○

―

―

―

○

○

医薬品かつ医療機器・治験

○

○

○

―

○

―

○

医薬品

○

○＊

○

―

―

―

○

医療機器

○

○＊

―

―

○

―

○

医薬品かつ医療機器

○

○＊

○

―

○

―

○

（＊医師主導治験において（医）書式 9 は欠番）

現在、発出されている統一書式に関する通知に従い、上表のとおり表示されます。
また、医薬品かつ医療機器である治験があるため、治験基本情報では、医薬品と医療機器の両方を選択する
ことができるようになっています。

Ⅰ-2 治験一覧・書式一覧（各書式）には検索機能があります。作りたい文書の入力画面
を少しでも早く開けるように工夫しています。
検索画面は全部で 3 種があります。
［治験一覧］の検索画面
「治験依頼者」、「治験実施計画書番号」、「治験課
題名」、「実施医療機関」は、含まれる文字の一部
を入力することで検索できます。検索に入力でき
る文言は一種類で複数語の組み合わせは出来ませ
ん。
「治験の期間」は、日付で検索します。
治験終了日

治験開始日
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たとえば・・・
○「治験依頼者名」に“ファーマ”を入力すると・・・
→日本ファーマ株式会社
株式会社 ABC ファーマ
XXYZ ファーマーズ株式会社
など、“ファーマ”を治験依頼者名のどこかに含む治験のみを治験一覧に表示します。
○「治験の期間の治験開始日」に“2010 年 12 月 1 日”と入力すると・・・
→治験の期間の開始日が 2010 年 12 月 1 日以降になっている治験のみが表示されます。
○「治験の期間の治験終了日」に“2012 年 12 月 12 日”と入力すると・・・
→治験の期間の終了日が 2012 年 12 月 12 日以前になっている治験のみが表示されます。
治験開始日のみ、治験終了日のみの入力でも、両方の年月日を入力でも使えます。
［書式１履歴書

一覧］の検索画面
書式１に入力されている「氏名」、
「所
属・職名」で検索できます。
一致する文字を探します。複数語で
での検索はできません。

［書式 1 以外の書式 一覧］に検索画面
「キーワード」、「更新日」（最後に
上書き保存した日）、
「状態」、
「作成
者情報」（新規で作成した担当者）
で検索できます。
「状態」は、両方オンあるいは両方オフ（☑作成中

☑確定

または

□作成中

□確定）は同じ検索条件（い

ずれも対象）となります。

Ⅰ-3 添付ファイルもカット・ドゥ・スクエア内に保存できたらいいのに。
カット・ドゥ・スクエア内には添付ファイルを保存することはできません。
現在は、保存文書と添付ファイルをともに保存しておくことは、そのファイルが有効である判断が難しく画面
上で入力した文書のみの保存としています。現在、添付ファイルの保存を可能にするため、サーバーの拡充な
らびに開発をしております。もうしばらくお待ちいただくようお願いいたします。
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Ⅰ-4 情報量が標準量を越えると自動フォント調節と自動別紙作成のどちらかの機能が働
きます。
統一書式の記入項目は 3 つの特徴に分かれます。
① 多くの情報量が想定されておらず、定位置に印刷する項目
② 備考や添付資料のように情報量が規則なく多くなることが予想される項目
③ 審査資料・審査事項・分担医師氏名欄など項目が行の単位で増える可能性がある項目
カット･ドゥ･スクエアでは、
“①”は、情報量が多い場合にフォントを自動調節して定位置に納まるように
調節します。入力できる文字数制限については、『書式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう！』各書
式の入力文字制限のページをご覧ください。
フォントサイズ

出力イメージ

10pt

治験促進センターJMACCT

9pt

治験促進センターJMACCT

8pt

治験促進センターJMACCT

7pt

治験促進センターJMACCT

6pt

治験促進センターJMACCT

5pt

治験促進センターJMACCT

“②”は、情報量が標準量の範囲は枠内に、越えた場合は書式を変更せずに自動的に別紙を作成します。別紙
作成のポイントは入力画面に見えるスライダーがポイントです。
スライダー表示（なし）

スライダー表示（あり）

別紙作成については、
『書式マスター第 2 章カット･ドゥ･スクエアの特徴_別紙の自動作成』をご覧ください。

Ⅰ-5 なるべくなら別紙は作りたくないけど、いい方法はない？

書式 1 の勤務歴、書式 2 の治験分担医師氏名、書式 4 の審査事項などは行単位で情報量が増えるので、情報
量を減らさずに別紙作成を避けることはできません。
しかし添付資料、備考などのスライダーがある欄は、標準の 10pt を 8pt にすると入力可能な文字数が増えま
す。
例
書式 5 治験審査結果通知書

「承認」以外の場合の理由等

備考

10pt で全角

8pt で全角

10pt を 8pt することで

入力した場合

入力した場合

入力可能になる文字数

2行

3行

72 文字

135 文字

3行

4行

108 文字

180 文字
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63 文字
アップ！
72 文字
アップ！

＊ただし、上記の文字数は標準的文字の大きさの場合の文字数です。文字幅の大きい漢字が含まれる時には、若干少ない文字数に
なってしまうことがあります。

詳しくは、
『書式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう！』各書式の入力文字制限のページをご覧くだ
さい。

[担当者のユーザー登録]について

Ⅰ-6 部内全員のユーザー登録が必要なの？

担当者としてユーザー登録が必要となるのは、文書を作成する方または閲覧する方です。社内の体制にもよ
りますが、通常は CRA、QC 担当者が登録することになります。文書作成（確認）に関与しないのであれば、ユ
ーザー登録をする必要はありません。
実施医療機関においても同様です。書式 2 治験分担医師・治験協力者リストに掲載する方であっても、文書
作成（確認）をしない方であれば、必ずしもユーザー登録し、自組織の担当者として関連付けをしておく必要
はありません。詳しくは、後述の書式別のお助け情報“[書式 2 治験分担医師・治験協力者]について”でも説
明しています。

Ⅰ-7 担当者を決めるのは支店の管轄。一人の管理者にいつも連絡しないといけないの？

カット･ドゥ･スクエアの利用申請は、一役割（治験依頼者・実施医療機関・IRB・CRO・SMO のいずれか）につ
き一社一利用申請となります。つまり支店単位では利用申請はできませんので、一社の中で管理者・管理者代
理・サブ管理者・担当者の権限を使用する工夫をお願いします。
※管理者代理の登録は 1 名のみです。

＜例＞

（本社）
管理者

サブ管理者
1

サブ管理者
2

担当者1
 管理者・管理者代理はサブ管理者の管理を
担当者2

します。
 管理者または管理者代理のどちらかが基

担当者3

本情報を登録します。
 基本情報の登録の際、医療機関の関連付け

報告・連絡・相談
サブ管理者
3
管理者代理
サブ管理者
4

担当者4

以降をサブ管理者が行うように設定しま
す。

担当者5

 サブ管理者は必要な人員をユーザー登録
し治験に関連付けします。

担当者6

上記の体制が組めれば、担当者はサブ管理者に連絡すればよく、管理者への連絡は不要となります。
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Ⅱ．書式別のお助け情報
[書式 1 履歴書]について

Ⅱ-1 書式１にのみある機能があります。

書式１履歴書の履歴情報を XML ファイルとしてカット･ドゥ･スクエアの外部に書き出すことができます。そ
のファイルを他の治験において読み込むことができます。
書式 1 以外の書式に関しては、治験課題名等の基本情報があることから、異なった治験間でのデータの書出
し・読込みは意味をなさないためこの機能はありません。
詳しくは、
『書式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう！』の書式１で紹介しています。

Ⅱ-2 医師の履歴書を治験間でコピーできたらいいのに。
コピーとは違いますが、書式 1 履歴書の情報だけをカット･ドゥ･スクエアの外部への書出すことができ、そ
の情報を他の治験の書式１の入力画面に読み込むことができますので、再度入力する手間が省けます。
なお複数の治験に一度に読み込むことはできません。
書式一覧画面の[XML データ書出]ボタンより出力した XML ファイルはデータの構造が違うため書式 1 のデータ
の読み込みでは利用できません。
詳しくは、『書式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう！』の書式１で紹介しています。

Ⅱ-3 医師の個人情報が守られればいいのに。
サーバー上に医師の履歴書を保管しておくことは、個人情報の取り扱い上心配される医療機関があります。
その場合は、書式 1 履歴書の作成時に[上書き保存]や[別文書として保存]をクリックせず、[ファイル書出]
ボタンをクリックしカット･ドゥ･スクエアの外部にデータを保存してください。その後 [閉じる]をクリックす
れば、データはカット･ドゥ･スクエア内には保存されません。
カット･ドゥ･スクエア上で情報共有ができないことにもなりますので、取り扱い方法は治験依頼者と実施医
療機関の間でご相談ください。
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Ⅱ-4 ここ 5 年の医師の勤務歴は 2 行でいいけど、どの行に入力すればいいの？

履歴書の勤務歴は、現在を最も下の行から入力していきます。行数は、4 行と現職欄の合計 5 行が書式内に入
ります。
［1 行使用（過去 5 年間はすべて現職）］

［2 行使用（過去 5 年間に現職と 1 か所）］

［6 行以上使用する場合］
（別紙になる時）
先に使用する行数を決定し、［行の追加］ボタンで行を追加し、内容を入力します。
追加行は入力画面で赤く表示されます。入力した上から 5 行までが書式内に印刷され、、それ以上が別紙に印
刷されます。

入力画面では追加分は赤く表示
別紙印刷されるのは、最終行

なお、不要と思う行であっても、統一書式では枠を削除して使うことはできませんので、カット・ドゥ・ス
クエアでも、元からある行の削除の機能はありません。
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[書式 2 治験分担医師・治験協力者リスト]について

Ⅱ-5 治験分担医師や治験協力者を全部ユーザー登録するのはたいへんだ～！！

治験に関係する治験分担医師や治験協力者をすべてユーザー登録しなくても大丈夫です。
でも登録しておくと・・・
① 治験分担医師も担当者と同じ権限なので、治験基本情報（情報共有型）で設定すれば、カット･ドゥ･スク
エアにログインすることができます。医師本人が履歴書を作成する時に便利です。
② ユーザー登録し、治験分担医師として治験基本情報に設定すれば、書式 2 を[新規]に作成した際に治験分
担医師欄に氏名・所属が自動挿入され記載が省けます。
③ 治験分担医師が追加となった場合、②と同様に設定すれば、[新規]作成では氏名・所属が反映されます。
（既存文書の[編集]では反映されませんので、ユーザー登録していても氏名・所属の手入力が必要です。）
多くの治験に関与し、治験責任医師になりうる医師は登録するメリットが大きいでしょう。
治験分担医師の変更があった場合については、
『書式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう！』の書式
2 で紹介しています。さらに、自動挿入については、『書式マスター編第 2 章カット・ドゥ・スクエアの特徴_
マスタ入力を活用して入力作業の省力化』でご紹介しています。

Ⅱ-6 治験分担医師や治験協力者の並び替えはドラッグ＆ドロップ

治験分担医師と治験協力者の欄は簡単に並び替えができます。
氏名の左の空欄にマウスを合わせると図のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックし、移動させ
たい行へドラッグすることで行全体を上下に動かすことができます。

Ⅱ-7 治験分担医師（治験協力者）が 13 名。なんとか 1 枚にまとめられないの？

治験分担医師と治験協力者の欄はそれぞれ 10 名まで書式 2 に記載ができます。
1 枚にまとめるためには、10 名分を空欄とし、行追加をして 11 行目より 13 名の入力をします。自動作成さ
れた別紙にすべてが印刷されます。
書式 2 には 1 名も記載されないので、1 行目に「別紙のとおり」と記載しておくのもよいでしょう。
詳しくは、
『書式マスター編第 3 章さぁ！文書を作ってみよう！』の書式 2 で別紙作成のワンポイントで紹介
しています。
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[書式 3 治験依頼書]について

Ⅱ-8 他の文書には自動挿入されていた整理番号が入らなかったのはなぜ？

書式 3 治験依頼書は、実施医療機関の選定後すぐに作成準備を始めることがある文書です。
実施医療機関では、治験依頼者が関連付けを行った後情報共有型で基本情報（IRB、担当者、整理番号）を入
力することになります。
整理番号が入らなかったのは、実施医療機関が基本情報を入力する前に治験依頼者が当該医療機関の文書を
作成したのが原因と考えられます。もし、同じ段階で書式 4 治験審査依頼書や書式 5 治験審査結果通知書を作
成しようとすると治験審査委員会の情報も反映されていないはずです。
スタート時は、基本情報の入力を確認してから作成を開始するとよいでしょう。
治験依頼者

医療機関の関連付け

実施医療機関

文書作成開始

基本情報の入力

[書式 3・10・16・18 の引用コピー機能]について
「引用コピー」機能の詳しくは、『効率アップお助け編第 4 章書式の一括作成_書式 3、書式 10、書式 16、書式
18 の引用コピー機能について』でご紹介しております。

Ⅱ-9 担当者連絡先にユーザー情報を自動挿入できたらいいのに。
治験依頼者の担当者連絡先欄は GCP で必要とされている事項ではないので、カット･ドゥ･スクエアではユー
ザー情報を自動挿入する機能は設計していません。確定保存の際、入力されていなくてもエラーチェックの対
象でもありません。
実際には、作成者と担当連絡先が同一ではなかったり、CRO が担当する場合に治験依頼者と 2 段で記入を求め
られていたりと担当者の中からシステムが選択して自動挿入するのは非常に困難でもあります。
繰り返し入力したくない場合の対策は・・・
① 入力した情報は入力画面上でコピーして他の書式にペーストする。
② 「引用コピー」機能を最大限利用する。

5-9

Ⅱ-10 引用元の担当者連絡先の値をコピー先にコピーせずには無理？

ポイントは、
「引用元に保存されていない情報であってもコピーできること！」です。
必要事項を入力し、[別文書として保存]や[上書き保存]をクリックすることなく[引用コピー]ボタンをクリ
ックします。その後、引用コピーの操作を続けてください。
今回のケースでは同じ担当者を小分けに作成すれば良いのです。
例えば・・・
リーダーの指示：
「ABC 病院に書式 16 を作っておいたから、それを引用して各自担当連絡先を入力して担当施
設分を作っておけよ！」
と、指示を出すのはいかがでしょう。
（さらに・・・文書を特定するキーワードも伝えておけば間違いがありません）

Ⅱ-11 引用元の担当者連絡先に記入を残さずコピーできたらいいのに。
上記Ⅱ-10 と同様です。手順をあらためてご紹介します。
① 引用元作成者は、担当者連絡先等を除く共通事項を入力して保存
（他の担当者がすぐに特定できるようにチームで取り決めたキーワードをつけるようにしましょう。）
② 引用元作成者は、引用元を作成したこと、データ特定して他の担当者に連絡
③ 担当者は②で特定された引用元の書式を[編集]で呼び出し
④ 担当者は担当者連絡先を入力
⑤ [引用コピー]をクリック
⑥ コピーする先の医療機関を選択
⑦ [保存]
⑧ 引用元の入力画面に戻ったら[閉じる]ボタンをクリック
入力画面は以下のとおりです。

担当者連絡先を
入力 してから、
［引用コピー］ボタンを
クリック
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Ⅱ-12

[全選択]でコピーしたのに「全部作ってないぞ」とリーダーに叱られたのはなぜ？

リーダーが担当者として関連付けられている実施医療機関の中であなたが関連付けられていない実施医療機
関があるためでしょう。
医療機関の役割のイメージ図
医療機関名

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

リーダーが担当者の医療機関

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

あなたが担当者の医療機関

○

○

―

○

○

―

○

―

○

○

医療機関 A に引用元となるデータを保存したとします。
もし、上図のような医療機関に担当者を設定しているとした場合、リーダーは[引用コピー]の[全選択]で
B～J の 9 つの医療機関に一度にコピーができます。
あなたは、医療機関 C、F、H の担当者ではないので、[全選択]をクリックしても、C、F、H を除いた 6 つの医
療機関の文書のみコピーが出来ます。
まずは、治験一覧で、作成すべき医療機関が閲覧可能な状態になっていることを十分確認しましょう。文書
を作成したいのに閲覧ができない医療機関があれば、速やかに管理者またはサブ管理者に連絡をして自組織の
担当者として設定をしてもらいましょう。

Ⅱ-13 引用コピーした際に一括印刷する機能があります。

印刷したもので確認するために設計された機能ですが、まとめて捺印決済をとる場合にも便利です。
引用コピー時にその内容が確実なものであれば、 [一括印刷]ボタンでコピーする文書がすべて統合された
PDF ファイルを表示できます。この状態で PDF 形式としてカット･ドゥ･スクエアの外部に保存することも可能で
す。
[一括印刷]はしても[保存]を
クリックしておかなければデ
ータは失われますのでご注意
ください。

詳しくは『効率アップお助け編第 4 章書式の一括作成_書式 3、書式 10、書式 16、書式 18 の引用コピー機能
について』＜Step2＞をご覧ください。
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[書式 4 治験審査依頼書・書式 5 治験審査結果通知書の IRB 情報]について

Ⅱ-14

IRB の正式名称が長いので 2 行にするにはどうしたらいいの？

改行（2 行にする）ことはできません。
統一書式では、IRB の名称は定位置印刷する項目（多くの情報量にならないと想定されている項目）と考えて
おり、印刷時に自動フォント調節をします。

フォントサイズ

入力文字（全角）

出力イメージ

10pt

1～13 文字

促進病院治験審査委員会

9pt

14～15 文字

あいう促進病院治験審査委員会

8pt

16～17 文字

ＡＢＣＤＥＦＧ促進病院治験審査員会

7pt

18～21 文字

医療法人治験会促進病院治験審査委員会

6pt

22～55 文字

あいうえお病院・かきくけこ病院・さしすせそ病院共同治験審査委員会

5pt

56～60 文字

医療法人治験会あいうえお総合病院・医療法人促進会かきくけこ医療センター・医療法人日医会さしすせ

そ病院共同治験審査委員会

＊ただし、上記の文字数は標準的文字の大きさの場合の文字数です。文字幅の大きい漢字が含まれる時には、若干少ない文字数に
なってしまうことがあります。

[書式 5 治験審査結果通知書の一括作成機能]について
「一括作成」機能の詳しくは、『効率アップお助け編第 4 章書式の一括作成_書式 5 の一括作成』でご紹介して
おります。

Ⅱ-15

IRB の委員出欠リストの並び替えはドラッグ＆ドロップ。

治験審査委員会出欠リストの欄は簡単に並び替えができます。
氏名の左の空欄にマウスを合わせると十字のアイコンが表示されます。この状態でクリックしている間、行
全体を上下に動かすことができます。
IRB 委員リストに変更があった場合、IRB の管理者が出欠リストのマスタメンテナンスをタイムリーに更新す
るべきですが、更新が間に合っていない場合には書式 5「治験審査委員会委員出欠リスト」の入力画面および一
括作成する場合の IRB 基本情報の入力画面でも、変更は可能です。
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Ⅱ-16 一括作成したのにリスト間違えを発見！どうやって直すの？

一度作成して各治験の文書として保存された文書は、それぞれの治験の「書式一覧」より[編集]で呼び出さ
なければ、修正や削除はできません。つまり、一括削除はできません。一括作成機能を利用する際は、十分に
お気をつけください。

Ⅱ-17

IRB 委員が治験責任医師に！出欠リストが違うと一括作成はできないの？

2012 年 2 月に公開した新機能により一つの IRB 開催情報の中で複数の IRB 委員出欠リストに対応した書式 5
の一括作成が可能になりました。詳しい手順は、『効率アップお助け編第 4 章書式の一括作成_書式 5 の一括作
成について』＜Step3＞に掲載しております。
＜使用例＞

IRB 委員の A 先生

IRB 委員の A 先生
★議題 No.1～4、6～8 には出席

★IRB 開催情報の出欠は「○」

★議題 No.5 は治験分担医師のため審議

★書式 5 一括作成画面より議題 No.5 を表

採決には参加しない

示し、[採決不参加委員]で追加すれば

★議題 No.9 は急患のため退席、戻らず

「－」
★書式 5 一括作成画面の議題 No.9 を表示
させ[欠席委員]で追加すれば「×」

Ⅱ-18 一括作成した文書を一括印刷できたらいいのに。

2012 年 2 月に公開した新機能により書式 5 の一括印刷が可能となりました。
書式 5 の一括作成の手順は、第 4 章書式の一括作成について「書式 5 の一括作成について」に掲載しており
ます。IRB 委員長の決裁等に活用してください。なお、他の書式と同様に一括印刷の状態を PDF 形式でカット・
ドゥ・スクエア外に保存することが可能です。

Ⅱ-19

IRB 委員リストの更新があったけど、出欠リストは未更新。どうしよう？

IRB の管理者に IRB 委員リストのマスタメンテナンスをしていただくよう速やかに連絡をしましょう。更新を
待ってから書式 5 を[新規]作成することが望ましいです。作成中の文書を呼び出して編集しようとしても、既
存の文書にはマスタ入力は反映されませんので、お気をつけください。
後述の『Ⅳ.自動挿入されるデータ（デフォルト値）のお助け情報』でご紹介しています。
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Ⅱ-20 一括作成を IRB の議題順に作業をしたい時には並び替えを利用して。

IRB 基本情報には、審査対象となった書式 4 の表示順を変えることができます。議事次第に合わせて作成で
きるので、作成漏れを防ぐことができます。
一括作成した治験審査依頼書を選択
後、入力処理をする順序を決めることが
できます。
入力可能な文字は、半角整数で
“1～999”です。
“0”を入力した場合は、
次の入力画面で先頭になります。
表示順を指定しなければ、表示のまま
になります。

Ⅱ-21 検索上手はお仕事上手！審査対象の書式 4 を上手に検索しましょう。

審査対象の書式 4 を選択する際には、書式選択の機能を上手に利用して絞り込みましょう。
検索の要素になるものは、実施医療機関
名・書式 4 のキーワード、整理番号、状態
（作成中・確定）、更新日時、更新者情報
です。
例えば・・・こんなアイデアは？
○書式 4 を作成する際、審査をする IRB
の情報をキーワードとする
→キーワードで検索 OK
○書式 4 の文書作成日を前回の IRB 資料
締め切り日から今回の IRB 資料締め切り日を入力
○整理番号が手掛かりに！
検索した中で書式 4 を選択し登録、再度検索・選択して登録・・と、作業を繰り返し行うことができます。
詳しくは『効率アップお助け編第 4 章書式の一括作成_書式 5 の一括作成について』＜Step2＞をご覧くださ
い。
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Ⅱ-22 実施医療機関の担当者も書式 5 の一括作成ができたらいいのに。
「IRB の設置者＝実施医療機関の長」の場合には IRB の担当者と実施医療機関の担当者を区別する必要がない
と思うかもしれません。
でも、IRB は実施医療機関の長だけでなく、他の医療機関の長、共同 IRB の複数の医療機関の長、公益法人、
NPO などによっても設置されます。つまり「IRB の設置者≠実施医療機関の長」の場合にも、医療機関の担当者
が自由に IRB 作成の書式を取り扱えることは問題であろうと判断いたしました。
そこで、カット・ドゥ・スクエアでは、役割分担を意識していただくことも踏まえ、書式 5 の一括作成は IRB
の担当者のみが使える機能といたしました。

Ⅱ-23 一括作成後、備考欄に追記した治験があったらどうすればいいの？

次のうちのどちらかの方法をとってください。
① 該当文書を書式一覧より[編集]で呼び出して追記する。
② 訂正したい文書を作成した時の IRB 開催情報を呼び出す。「IRB 審査結果入力」画面において「□書式 5 一
括作成」のチェックボックスを当該治験以外は“□（オフ）”、当該治験は“☑（オン）”として一括作成す
る。（作成する文書が一つであっても一括作成機能を使えます）
＊この場合は、前段階で保存した文書は残っています。また、キーワードが重複した 2 種類の文書が保存さ
れますので更新日等で区別し、不要であれば削除をしてください。

[書式 10 治験変更依頼書]について

Ⅱ-24 変更内容が複数の時、線が引けたらいいのに。

カット・ドゥ・スクエアには線を引く機能はありません。
「線を引く」＝「枠を作る」ということでもあり、カット・ドゥ・スクエアでは、この機能は不要と考えて
おります。
複数項目を 1 枚の書式 10 にまとめたい場合は、空の行を入れたり、-----(ハイフン)を連続して入力するな
どの工夫をしてみてください。
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[書式 12 重篤な有害事象に関する報告書]について

Ⅱ-25 第 1 報と第 2 報、上手に区別できたらいいのに。

キーワードを上手に作成しましょう。
例えば・・・
・第 1 報のキーワードには「NO.A-23 SAE 第 1 報

2011/4/20IRB」

・第 2 報のキーワードには「NO.A-23 SAE 第 2 報

2011/5/18IRB」

としておけば、被験者番号の何報目で、いつの IRB の審議予定かがわかります。
また、書式一覧に表示されるキーワード覧により次に第何報を作成すれば良いかが分かります。

Ⅱ-26 入力ページが変わってもシステム側では認識していません。

書式 12 は、全部で 5 ページ（書式 12-1、12-2（1）～（4））になっています。統一書式のページの配置と同
じになっています。
インデックスの部分をクリックすれば、入力画面の表示を変更することができます。
これは画面表示を速くするために、一度に読み込んでページを 5 ページに分けて表示しています。

また、情報量が多く入力に時間がかかる書式 12 で特にご注意いただきたいのが、セッションタイムアウトで
す。セッションタイムとは、保存（又は検索）から保存（又は検索）までの時間のことで設定は 60 分です。保
存することなく 60 分以上経過すると、サーバー上では自動的にログアウトしてしまうので、次の操作を行った
段階で保存前の状態に戻ります。
ページが変更する毎に保存をする、項目を入れたら保存するなど間隔をあけずに保存（「上書き保存」または
「別文書として保存」）するよう心がけましょう。

セッションタイムの
開始

入力開始

保存（又は検索）

保存（又は検索）

アウト！！
60 分
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Ⅲ．ネットワーク接続やパソコンの設定に関するお助け情報

Ⅲ-1

カット・ドゥ・スクエアのセキュリティは皆さんを含めての 7 層構造

（パスワードは安全のために定期的に変更しましょう）
。

カット･ドゥ･スクエアのセキュリティ構造について図示します。ユーザーの皆さんもセキュリティを守る一
員です。

Ⅲ-2 パスワードを忘れちゃった。誰にいえばいいの？

カット･ドゥ･スクエアには、パスワードリマインダーの機能があります。この機能の使用方法は、
『書式マ
スター編第 1 章ログインをする_ユーザー情報の確認・修正』で紹介しています。
パスワードリマインダー機能はユーザー登録に使用されているメールアドレスを用いて行いますので、ユー
ザー登録に利用したメールアドレスがダミーである場合や登録したメールアドレスも忘れてしまった場合に
は、この機能はご利用いただくことができません。
パスワードリマインダーの機能が使えない場合は、管理者・管理者（代理）
・サブ管理者のいずれかの方に
連絡し、登録したメールアドレスを確認するとともにパスワードの再生成をお願いしてください。
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Ⅲ-3 もうちょっと動作が速くなればいいのに。

カット・ドゥ・スクエアの動作が遅い、画面の表示速度が非常に遅い・・と感じられる現象が起きる場合、
以下の手順で Internet Explorer の設定を確認してください。
尚、設定を変更される場合は組織のセキュリティポリシーを事前にご確認の上行ってください。
① [ツール]をクリック
② [インターネットオプション]を選択
③ [詳細設定]タブをクリック
④ HTTP1.1 設定内の[プロキシ接続で HTTP1.1 を使用する]にチェックを入れる
⑤ [OK]ボタンをクリック

※以上の方法で改善しない場合は
自組織の IT 担当へ一度相談ください
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Ⅲ-4 ［印刷］ボタンをクリックしても、PDF の画面に切り換わらないのはなぜ？

次の手順でインターネットオプションの[レベルのカスタマイズ]の設定を確認してください。
① [ツール]をクリック
②

[インターネットオプション]を選択

③

[セキュリティ]タブをクリック

④ [レベルのカスタマイズ]をクリック
⑤ [ファイルのダウンロード]と[ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示]を有効に設定す
る
⑥ [OK]ボタンをクリック

※以上の方法で改善しない場合は自組織の IT 担当へ一度相談ください

Ⅲ-5

カット･ドゥ･スクエアは特別な設定をせずに利用できると言われていたのに動作

が思ったようにいかないのはなぜ？

あなたの施設のインターネットの接続が、標準より高いセキュリティに設定されている可能性があります。
標準的設定であれば特別な設定は不要ですが、施設側で特別な設定をしている場合は確認する必要があります。
例えば・・・
・社内で許可されている信頼済サイトに含まれていない。
・セキュリティレベルを“高”にしている。
・社内ネットワークのセキュリティ設定により通信が遮断されている。
・電子カルテを利用するパソコンのため、外部との通信が制限されている。
・特別なセキュリティのソフトウェアを導入している
組織の IT 担当の方とご相談ください。状況によっては、治験促進センターの情報システム部と直接ご相談
いただいくこともございますので、ご相談後カット･ドゥ･スクエア担当までお問い合わせください。
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Ⅲ-6 同じ治験を複数の人が閲覧しているとどうなるの？

さまざまな利用状況に対応するため、カット･ドゥ･スクエア上の役割や組織によって文書の作成権限を制限
していないこと、同一の文書に対して複数のユーザーがアクセスし、当該文書の修正等を同時に行うことは想
定しにくいことなどから、可能となっています。
複数のユーザーが書式情報を編集している場合、先に[上書き保存]をクリックした人のデータが保存されま
す。次の人が編集しているデータを[上書き保存]しようとしても保存することはできず、[閉じる]をクリック
するしかありません。
想定しにくい操作状況ですので、もし、発生しうるのであれば当該担当者間で一定のルールを設定するなど
工夫をお願いいたします。

Ⅲ-7 カット・ドゥ・スクエアが使えない時間はあるの？

カット･ドゥ･スクエアでは、システムメンテナンスを行うためシステムを休止することがあります。その場
合、カット･ドゥ･スクエア通信によって、管理者にメールで事前にお知らせをいたします。
現在のところ、予告されたメンテナンス以外でシステムを休止したことはありません（2012 年 7 月現在）。

Ⅲ-8 離席中にセッションタイムアウト！もうちょっと長くなればいいのに。
セッションがタイムアウトするまでの時間は 60 分です。セッションタイムとは、保存から保存の時間のこ
とであり、入力作業が行われない時間のことではありません。

作業開始

30 分

保存せずに離席

30 分

アウト！！
機密書類を扱うシステムです、離席する時には保存だけでなくログアウトしておくこともお勧めいたします。
前述の『Ⅱ.書式別のお助け情報』
（Ⅱ-26）でも説明しています。
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Ⅳ．自動挿入されるデータ（デフォルト値）のお助け情報

Ⅳ-1 カット・ドゥ・スクエアはマスタ入力を最大限利用することで文書作成の効率アッ
プを図っています。

繰り返し記載が必要になる個所はマスタ入力のデータをフルに利用できるよう設計しています。所定の項目
にマスタ情報又は治験基本情報から値が自動挿入され、入力の手間を大幅に省くことができます。
自動挿入に関しては、
『書式マスター編第 2 章カット･ドゥ･スクエアの特徴_自動挿入について』で一覧表
にまとめていますので、参考にご覧ください。

Ⅳ-2 自動挿入されたデータが間違っていたら直していいの？

入力画面で修正することは可能です。しかし、マスタ情報が誤っていることにもなりますので、今後の業務
の効率化的に進めるためにも、文書ごとの修正ではなく、速やかに管理者に連絡し、治験基本情報の更新やマ
スタメンテナンスをしておくことをお勧めします。

Ⅳ-3 自動挿入されるデータはどこで入力されているの？

自動挿入されるデータは、管理者・管理者（代理）のいずれかが入力しています。担当者の権限では、入力・
修正することはできません。
管理者が入力する内容を下表に示します。
さらに詳しくは、
『書式マスター編第 2 章カット･ドゥ･スクエアの特徴_自動挿入について』をご覧くださ
い。
管理者の所属する
カット･ドゥ･スクエア上の役割

管理者が入力する項目（デフォルトされる項目）
組織情報（代表者名、名称）

治験依頼者

基本治験情報（被験薬の識別記号、治験期間、治験実施計画書、
治験実施計画書番号、表示する治験課題名）

実施医療機関
IRB

組織情報（実施医療機関の長の氏名・職名）
※基本治験情報（治験責任医師、その他担当者、IRB 情報）
組織情報（IRB 委員長の氏名）
IRB 委員リスト（IRB 委員出欠リスト）

CRO

組織情報

SMO

組織情報

※サブ管理者に委譲することが可能
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Ⅳ-4 担当者でもマスタ情報入力が訂正できたらいいのに。

カット･ドゥ･スクエアでは、効率的作業のためにすべて組織の担当者が同様に書式にアクセスし作業ができ
るようにしていますが、その一方でセキュリティ上の権限も重要であると考えています。
治験依頼者、CRO および SMO では、将来的に数十名の担当者がカット･ドゥ･スクエアを利用することになっ
た場合、自由にマスタ入力ができてしまうことは、管理の不十分を生みかねません。そのため同一の方であっ
ても、権限別の ID・パスワードを付与していただき、権限を意識した業務を行っていただきたいと願ってお
ります。

Ⅳ-5 マスタ情報入力を更新したのに書式入力画面に反映されていないのはなぜ？

基本情報の入力と文書作成との関係を時系列を図で表すと次のようになります。

この疑問がでるのは以下の更新時に多いようです。
● 医療機関の基本情報入力前に作成した文書の編集時（整理番号等）
● IRB 委員リスト更新後の既存文書（書式 5）の編集時
● 治験分担医師の追加後の既存文書（書式 2）の編集時
● 治験基本情報の更新後の既存文書の編集時（治験の期間等）
マスタを修正したら、
次の新規作成から反映されます。
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Ⅳ-6

外国人の社長名がフルネーム（カタカナ）で書式に納まらない。いい方法はない

の？
組織情報で登録されている代表者名（全角で姓・名それぞれ 12 文字以内）が入力画面に自動挿入されます。
組織情報での登録は 12 文字までとなっておりますので、これを上回ると反映できません。
文書作成画面では、半角文字も入力可能となっており、入力上限は 50 バイト（全角 25 文字、半角 50 文字）
となっています。
一旦マスタ上は初期値となる短い氏名を入力し、姓・名がそれぞれ 12 文字を上回る場合は、文書作成の際
に半角で代表者名を手入力で変更していただくと長い氏名でも欄内に入ります。

Ⅳ-7 IRB 委員リストが変更された時の手順はどうするの？

IRB の委員リストを作成・更新できるのは、IRB の管理者の権限をもつ方のみです。担当者が未更新に気が
ついた時は、IRB の管理者に速やかに連絡し、更新をしていただくのがよいでしょう。
ちなみに、IRB の管理者は、[マスタメンテナンス]から[治験審査委員会委員リスト]をクリックし、「治験
審査委員会委員リスト」を編集・更新します。実施医療機関の管理者は、改めて関連付けをする必要はありま
せん。
管理者が更新後、担当者が新規作成する文書から、IRB 委員リストは更新内容を反映しています。
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Ⅴ．データの保存・出力のお助け情報

Ⅴ-1 カット・ドゥ・スクエアでは、安全が確保されたサーバー上へデータを保存して
いますが、各組織においても PDF 形式または XML 形式でデータを保存することができる
ように設計されています。

PDF 形式のファイルは、次の 3 か所で確認、出力ができます。
① 各書式の一覧の[印刷]ボタンをクリック
（作成中保存・確定保存 どちらも出力可）
② 各書式の入力画面の[印刷]ボタンをクリック
（保存されている情報ではなく、入力画面の情報を出力可）
③ 書式 3、10、16、18 の引用コピー時の[一括印刷]ボタンをクリック
(保存されている情報ではなく、入力画面の情報をコピー分まとめて出力可)
④ 書式 5 の一括作成時の[一括印刷]ボタンをクリック
（保存されている情報ではなく、IRB 開催情報で入力した情報をまとめて出力可）
XML 形式のファイルは、次の 2 か所で確認・出力ができます。
① 書式一覧の[XML 出力]ボタンをクリック
（確定保存した書式について ZIP ファイルとして出力可）
② 書式１の[ファイル書出]ボタンをクリック
（入力画面の情報を出力可）

Ⅴ-2 確定保存してしまったけど誤字を見つけてしまいました。訂正できるの？？

確定保存した文書は[上書き保存]ができなくなり、直接訂正することができません。
① 確定した文書の入力画面で修正
② [別文書として保存]ボタンをクリック（今後の編集の可能性があれば、●作成中 で保存）
誤りのある確定保存の文書は削除したり、別文書として保存する際のキーワードを変更したり、配慮するこ
とが必要です。
詳しくは『書式マスター編第 2 章カット・ドゥ・スクエアの特徴_データの保存（作成中・確定）とバック
アップ』をご覧ください。
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Ⅴ-3 作成日未記入で確定できたらいいのに。
文書は作成日が入力されて初めて正式な文書であるとの考え方をしています。将来的に電子署名機能が導入
される時のためにも、カット・ドゥ・スクエア上で作成日を入力できるような運用を検討しましょう。
日付を入れずに印刷したい場合は、表示されている日付欄を空欄にしてから[印刷]ボタンをクリックすれば
可能です。

Ⅴ-4 [印刷]ボタンをクリックして PDF を出力したいのに無反応。何が起きた？

ファイルのダウンロードを行う際のセキュリティ設定を変更する必要があるかもしれません。前述の『Ⅲ.
ネットワーク接続やシステム設定に関するお助け情報』
（Ⅲ-4）をご覧ください。

Ⅴ-5 XML ファイルのファイル名の構成は何を表しているの？

書式一覧の[XML データ書出]をクリックすることで、確定保存した文書を XML 形式で一括ダウンロードする
ことができますが、ファイル名には一定のルールを設けています。
○自動的に作成される ZIP ファイルの名前 ：
“export_書出年月日日時分秒.zip”
例：
“export_20110221185631.zip” は、
2011 年 2 月 21 日 18 時 56 分 31 秒 に書出したファイル
○自動的に作成される各書式のファイル名 ：
“書式 No._最終更新年月日時分秒_連番.xml”
例：
“書式 05_20110127201800_4.xml”は、
当該治験で確定保存された書式 5 の「うち、2011 年 1 月 27 日 20 時 18 分 00 秒に確定したファイル
で、書式 5 の中で 4 番目に確定されたファイル

Ⅴ-6 XML ファイルはカット・ドゥ・スクエア以外にも利用していいの？

どんどん活用していただくことを願っています。そのためにも、カット・ドゥ・スクエアの Web サイトでは
「XML タグ一覧」を公開しています。
XML ファイルの情報を院内・社内のシステム等と連携し、効率化を図ってください。
差支えなければ、皆さんの活用方法をお知らせください。治験促進センターでも連携に向けた支援をさせて
いただきます。
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Ⅴ-7 Word や Excel のデータが読み込めたらいいのに。

カット・ドゥ・スクエアでは、Word や Excel ファイルのデータの取り込みやファイルのアップロードをす
ることはできません。マスタ入力された様々な値を取得し文書作成をするシステムのため、カット・ドゥ・ス
クエアでは不要と考えております。これはミスを防ぐという考え方から成り立っています。
入力画面に Word 等にある文字情報をコピー＆ペーストすることは可能です。
また、カット・ドゥ・スクエア上で Word や Excel のファイルを添付資料として保存することはできません。

V－8 IRB 議事概要作成中に書式 5 の入力間違いに気がついた！作りなおさなきゃいけな
いの？

IRB 議事概要を作成し一度でも保存すると該当する IRB 開催情報は削除できなくなります。また、IRB 開催
情報を更新しても、議事概要の内容に反映されません。
（第 4 章書式の一括作成について「IRB 議事概要作成
について」P4-19 の【IRB 開催情報と IRB 議事概要の関係】をご参照ください。）
次のいずれかの方法で訂正してください。


間違いのあった書式 5 を書式一覧より呼び出し編集して訂正する。議事概要の訂正は IRB 議事概要作
成編集画面において修正する。
※この場合は、IRB 開催情報・議事概要・書式 5 の情報に違いが発生したままになります。最終的に
作成される文書が正しければ問題ないと考える場合はこの方法がおすすめです。



議事概要の作成完了の☑を□へ変更し、議事概要を削除できるようになります。議事概要の削除後
IRB 開催情報において書式 5 を訂正し、議事概要を再度作成する。
※この場合は、訂正した書式 5 が再度作成されていますので、書式一覧より誤りのある文書を削除し
ておくことをおすすめします。

V－9 IRB 議事概要作成機能だけ使えたらいいのに。

カット・ドゥ・スクエアでは、一度入力した情報をフル活用することをコンセプトにしており、結果として
より多くの治験にカット・ドゥ・スクエアを利用されることをもって効率化を図っています。
IRB 開催に伴う審査結果通知書の作成を行い、その議事概要を作成するのが IRB 議事概要作成機能です。
審査対象となる文書→書式４の情報→書式５の情報

に引き続き、議事概要を作成することでカット・ド

ゥ・スクエアのメリットが現れます。メリットを最大に活用した利用方法をお考えください。
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第６章

統一書式に詳しくなろう
統一書式を導入していなくても、罰則があるわけではありません。し
かし、統一書式が誕生するまでには、治験に係る多くの関係者から意見
を集め、十分な検討がなされました。今ある統一書式の必要性や削除さ
れた書式の理由を改めて考えていただく機会になればとこの章を設けま
した。
また、
「
“統一書式に関する記載上の注意事項“では、記載方法が不十
分」
「作成のポイントが知りたい」の声に対し記載の手引きを作成しまし
た。記載の手引きは、
URL：http://www.jmacct.med.or.jp/plan/format.html#reference
からもダウンロードできます。
カット･ドゥ･スクエアを利用している方も、まだご利用になっていな
い方も、本章および記載の手引きをお読みいただき、より統一書式に関
する理解を深めていただければ幸いです。
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統一書式が誕生するまで
1997 年に“新 GCP”が誕生とともに日本の治験実施は大きく変化しました。実施

1997 年
GCP の大幅改訂

医療機関の長は、治験事務局を組織として設け、治験に係る業務を行う者を選任し、
治験の実施に必要な手続きについて文書（「治験に係る業務の手順書」、以下「手順
書」という）により定めることが明確になったのです。
手順書は、実施医療機関ごとに定めるものであり治験に係る業務が恒常的に又は
均質にかつ適正に実施されるよう標準的な手順を定めておくことになっています。
当時の GCP には必ず一緒に綴られていた通称“答申 GCP”1)に掲載されている必須
文書一覧を見ながら必要と考えられる様式を組み込んで手順書を作成したのです。
手順書やこれに伴う様式は、当然実施医療機関が違えば、様式も違うし、取り扱
い方法も違っていました。その結果として、治験依頼者は実施する医療機関の数だ
け対応する様式が発生し、同じ情報を提供するにしても記載項目や記載方法を個々
の医療機関用に作成しなくてはいけませんでした。さらに、実施医療機関が記載す
べき書類についても、治験依頼者が作成をする日本の悪い風潮もあり、治験依頼者
の負担が増大してしまうことが起こってしまったのです。

全国の治験を活性化するための計画が策定されました。その中の『企業における

2003 年
全国治験活性化 3

治験負担の軽減』では・・・、施設間で契約書等の様式が異なっているため、事務

カ年計画 2)

手続きが煩雑になるなど治験依頼者の負担となっていることから、「国立病院等治
験推進検討会報告書」において提示された統一様式試案や国立大学で開発している
治験実施管理システム、治験契約システムを参考とし、施設間での様式の統一化を
推進するとともに、契約書、治験実施計画書、症例報告書などの治験に関する情報
の電子化についても、汎用的なものを検討し、施設や企業の負担軽減を図っていく。
と記載されました。統一した様式の必要性は十分に認識され、各団体では統一しよ
うとする動きはありました。しかし、各団体で統一化を図ろうとしても各医療機関
で少しずつ改変する事例が続出し、結果として「統一書式（様式）
」が作成されるま
でにいたりませんでした。

3 カ年計画に引き続き新たな治験活性化 5 カ年計画が策定されました。重点的取組事

2007 年
新たな治験活性
化 5 カ年計画

3)

項の一つとして『治験の効率的実施及び企業負担の軽減』があげられ、そこには・・・、

治験のスピードアップとコスト低減を図るため、医療機関と企業の役割分担を明
確にし、治験関係書式の共通化や、治験データのIT 化による効率化を一層推進
する。と記載されました。そこで、書式統一作業班が構成され、統一書式の作成に
取り組んだのです。

6-2

「治験の契約や申請等に必要な関連書式統一作業班」の検討*4)
基本方針

治験の効率的な実施に資する統一書式とする！！
①一部の医療機関等のみが必要とする事項の除外
②項目の追加、削除、順番の入れ替え等改変の禁止

検討メンバー

日本医師会治験促進センターが事務局を担い、治験依頼者、実施医療機関、CRO、SMO
などすべての関係者が協力して取り組みました。
作業班のメンバーの所属：（独）国立病院機構、日本 CRO 協会、国立大学病院、（社）
日本私立医科大学協会、（社）日本病院会、日本製薬団体連合会、日本 SMO 協会、
国立病院、（社）日本医師会
オブザーバー：厚生労働省，文部科学省

検討結果

● 治験実施計画書（プロトコール）など添付された資料から読み取れる情報は記載
不要（GCPで求められる必要最低限の情報に限定）
● 統一書式の対象範囲は医療機関が主体となって作成する書式も含む
● 治験を実施するすべての医療機関で使用可能
● 医療機器治験、医師主導治験にも対応
● 統一書式に基づく文書を電子的に作成するソフトを開発し作成負担を軽減
● 書式上部に設けられた区分欄による読み替え（医薬品・医療機器、治験・製造販
売後）ただし、重篤な有害事象等の治験責任医師から治験依頼者（および実施医
療機関の長）への報告については、GCP遵守等の観点からこの方式は採らず、各
区分で独立した書式とする

除外された様式や
記入欄の例

○診療科長への確認の様式
理由：GCP 上の規定がない。必要な医療機関は、治験事務局が診療科長に回付する
こと等で対応可能
○治験契約書・手順書
理由：さまざまな意見から詳細が異なるのは当然であり、統一書式としての作成
は困難
○安全性情報に対する治験責任医師のコメント欄
理由：GCP 上の規定がない。治験責任医師の治験継続の意思確認は、治験依頼者が
新たな書面を設定し、治験責任医師の署名等を入手することまでは過剰で
あり、モニタリング報告書等に記録すれば十分
○直接閲覧の申込書
理由：契約等で直接閲覧が実施されることが明確であるから、その都度の申し込
みは不要（しかし、実務者間で実施日時の確認等を文書で行う必要がある
ことを踏まえ参考書式として残す）
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○直接閲覧の結果を伝える様式
理由：GCP 上では、直接閲覧結果、治験実施計画書からの逸脱等の事項があれば、治
験責任医師等に適切に伝えることとされ、直接閲覧実施者がその閲覧結果を
その都度医療機関に対して書面で報告することは求められていない。
○直接閲覧時の未指名モニターの取り扱いに関する欄
理由：治験依頼者は、必ずあらかじめ医療機関に事前に連絡をとり、その取り扱い
について確認すること。全医療機関共通の書式は不要。
この他にも
○契約等で実施することが明らかであることから除外と判断
（検査・画像診断の申込書、治験薬管理申請書、直接閲覧受諾通知書、異議申立書な
ど）
○治験依頼書が治験依頼者と治験責任医師からそれぞれ提出されていた文書の統合
（治験依頼書）
○審査結果と実施医療機関の長からの実施通知書の意見が同じ場合に写しを添付する
作業を削減のため統合
（審査結果通知書）
必ずしも必要としない書式の削除・統合により、検討の元とした28書式を18書式に削
減し作成したのが「治験の依頼等に係る統一書式」なのです。
「治験の依頼等に係る統一書式について」
通知

・平成 19 年 12 月 21 日付医政研発第 1221002 号
厚生労働省医政局研究開発振興課長通知
・平成 20 年 1 月 16 日付高医教第 17 号
文部科学省高等教育局医学教育課長通知
「「治験の依頼等に係る統一書式について」の一部改正について」
・平成 21 年 2 月 6 日付医政研発第 0206001 号
厚生労働省医政局研究開発振興課長通知
・平成 21 年 2 月 6 日付 20 高医教第 29 号
文部科学省高等教育局医学教育課長通知
「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」について」
・平成 24 年 3 月 7 日付医政研発 0307 第 1 号、薬食審査発 0307 第 2 号
厚生労働省医政局研究開発振興課長および厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知
・平成 24 年 3 月 7 日付
文部科学省高等教育局医学教育課 事務連絡
通知に関しては、厚生労働省「治験」ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/chiken/11.html）または
日本医師会治験促進センターホームページ
（http://www.jmacct.med.or.jp/index.html）をご覧ください。
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（長≠責）と（長＝責）の宛先・作成者（差出人）

早見表

統一書式では、各書式の脚注に実施医療機関の長が責任医師ではない（長≠責）場合と実施医療機関の長が治験責任医師である（長≠責）場合の必要部数と宛
先・作成者（差出人）の記載の方法について各書式の脚注で説明しています。
また、カット･ドゥ･スクエアでは、実施医療機関の基本情報内で統一書式のタイプ選択で
○実施医療機関の長≠治験責任医師

○実施医療機関の長＝治験責任医師

のどちらかを選択することで、下表のとおりデータが自動

挿入されるようになっています。

長

責

なお、
「治験の依頼等に係る統一書式について」（通知）では、「実施医療機関の長＝治験責任医師」用の統一書式も合わせて掲載して
おりますが、
「実施医療機関の長≠治験責任医師」用で代用が可能なことから、カット･ドゥ･スクエアでは対応しておりません。

（
[

）内： 当該治験に関わる組織名、氏名等を記載する。
]内：

書式 No

記載事項以外の対応の違い

記載欄
宛先（左側）

書式 1
書式 2
上部
書式 2
下部

水色表示は、長≠責と長＝責の記載が同じ、ピンク表示は記載に違いあり

－

実施医療機関の長

－

記載事項
長 ≠ 責
[2 部作成]

（実施医療機関名）（長の職名）

－

記載欄
長 ＝ 責
[1 部作成]

記載事項

差出人（右側）

長 ≠ 責

長 ＝ 責

－

－

－

同

治験責任医師

（氏名）

同

－

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

書式 3

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

治験依頼者

書式 4

治験審査委員会

（治験審査委員会名）委員長

同

実施医療機関の長
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（名称）
（代表者）

（実施医療機関名）（長の職名）

同

同

（
[

）内： 当該治験に関わる組織名、氏名等を記載する。
]内：

記載事項以外の対応の違い

記載欄

書式 No

水色表示は、長≠責と長＝責の記載が同じ、ピンク表示は記載に違いあり

記載事項
長 ≠ 責

宛先（左側）

記載欄
長 ＝ 責

実施医療機関の長

上部

（実施医療機関名）（長の職名）

同

治験審査委員会

治験依頼者

（名称）

同

下部

実施医療機関の長

参考書式 1

書式 6
下部

治験責任医師

（氏名）

該当せず

治験依頼者
実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

－
実施医療機関の長

－
（実施医療機関名）（長の職名）

同

－

（所在地）

同

（名称）

同

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

[写を利用し 2 部作成]

（名称）

同
[写を利用し 1 部作成]

同

（代表者）

（※1 注釈参照）

（氏名）

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

（氏名）

同

治験責任医師
治験依頼者

（実施医療機関名）（長の職名）

治験責任医師

同

書式 8

書式 9

長 ＝ 責

（委員長名）

書式 5

上部

長 ≠ 責

差出人（右側）
（名称）

書式 5

書式 6

記載事項

治験依頼者

該当せず （※1 注釈参照）

[2 部作成]
（名称）
（代表者）

[1 部作成]

同

※1 カット・ドゥ・スクエアでは長＝責の場合、書式 6 および書式 10 の上部差出元は治験依頼者欄：名称・代表者、治験責任医師欄は“該当せず”が初期値
になります。報告内容に説明・同意文書が含まれるか否かにより修正してください。
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（

）内： 当該治験に関わる組織名、氏名等を記載する。

[

]内：

書式 No

水色表示は、長≠責と長＝責の記載が同じ、ピンク表示は記載に違いあり

記載事項以外の対応の違い

記載欄

記載事項
長 ≠ 責

宛先（左側）

記載欄
長 ＝ 責

書式 11

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

書式 12/14

書式 13/15

（名称）

同

実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

験依頼者
実施医療機関の長

（名称）

同

（実施医療機関名）（長の職名）

同

書式 17
上部

実施医療機関の長

書式 17

治験審査委員会

下部

治験依頼者

同

（実施医療機関名）（長の職名）

同

[1 部作成]
（治験審査委員会名）委員長

治験責任医師

（氏名）

同

（氏名）

同
[2 部作成]

（氏名）
[2 部作成]

治験責任医師
同

同
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[1 部作成]

同
（代表者）
[2 部作成]

[2 部作成]

[1 部作成]

同

（名称）

実施医療機関の長

（名称）

（※1 注釈参照）
該当せず （※1 注釈参照）

治験依頼者
（氏名）

（代表者）

験責任医師

書式 16
治験責任医師

同

（氏名）

製造販売後臨床試
製造販売後臨床試

（名称）

長 ＝ 責

治験責任医師

治験責任医師
治験依頼者

長 ≠ 責

差出人（右側）
治験依頼者

書式 10

記載事項

[1 部作成]

（氏名）

同

（実施医療機関名）（長の職名）

同

[写を利用し 2 部作成]

[正本を利用し 2 部作成]

（

）内： 当該治験に関わる組織名、氏名等を記載する。

[

]内：

記載事項以外の対応の違い

記載欄

書式 No

記載事項
長 ≠ 責

宛先（左側）
書式 18

実施医療機関の長

上段

水色表示は、長≠責と長＝責の記載が同じ、ピンク表示は記載に違いあり

（実施医療機関名）（長の職名）

記載欄
長 ＝ 責

記載事項
長 ≠ 責

差出人（右側）

同

治験依頼者

（名称）
（代表者）

長 ＝ 責
同

（治験審査委員会名）委員長
治験審査委員会

書式 18
下段

治験責任医師

参考書式 2

（※2 注釈参照）
（氏名）
（実施医療機関名）
治験事務局 御中

同
実施医療機関の長

（実施医療機関名）（長の職名）

同

[写を利用し 2 部作成]

[写を利用し 1 部作成]

該当せず

同

直接閲覧申込者

（名称・所属）
（氏名）

同
（※3 注釈参照）

※2 カット・ドゥ・スクエアでは、書式 18 下部には治験審査委員会名が初期値として入ります。
「製造販売承認の取得」または「再審査、再評価結果の通知」
の場合は、
“該当せず”と修正してください。
※3 カット・ドゥ・スクエアでは、ログイン中の担当者の情報が初期値として入ります。
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第７章

CSV ファイルから
「IRB の会議の記録の概要」の作り方
治験促進センターでは、カット・ドゥ・スクエアで出力される CSV フ
ァイルを利用し、公開用の治験審査委員会（IRB）議事概要を効率よく
作成する方法を提案しています。
この章でご紹介する「IRB の会議の記録の概要」の生成方法は、
「治験
審査委員会に関する情報の登録に関する留意事項について」（厚生労働
省医薬食品局審査管理課 平成 21 年 4 月 2 日事務連絡）の「IRB の会
議の記録の概要モデル」を参考にし、関係者の意見に基づいています。
「IRB の会議の記録の概要」を生成するためには、Excel の準備とマク
ロ機能を有効にすることと、
「議事概要生成ツール」のダウンロードが
必要になり、本章では順次必要な手順を紹介していますので、効率アッ
プにお役立てください。
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カット・ドゥ・スクエアが出力する CSV ファイルついて
本マニュアル『第 4 章書式の一括作成_IRB 議事概要（CSV ファイル）作成について』で説明していますが、
再度詳しく説明します。

CSV ファイルの 1 行目～2 行目
A
１行
２行

会議名

B

C

D

E

F

開催日時 開催場所 出席委員 欠席委員 特記事項

●

●

●

●

●

●

CSV ファイルの 2 行目には、治験審査委員会議事概要集画面で入力した内容が出力されています。
（P4-17 参
照）
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A
３行

B

C

議題

治験実施

No.

計画書番号 医療機関

4行以降

●

実施

●

D
議題

E

F

審査事項

CSV ファイルの 4 行目以降には、

整理番号

治験審査委員会審議リストの一
部が入力されています。

●

●

●

●

続き

G
３行

治験依頼者または

H
開発の相

I
成分記号

自ら治験を実施する者
4行以降

●

J
対象

K
審査結果

疾患名
●

●

Ｍ
議論の概要

●
Ｎ
採決
不参加委員
●
Ｏ
欠席委員
●

7-3

●

L
「承認」以外の
場合の理由等

●

●

参考
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7-6

マクロの“有効”について
【はじめに】
『議事概要生成ツール』は、Microsoft 社の Excel を利用しているため、ご利用になられるパソコンには Excel
がインストールされている必要があります。
推奨環境：Microsoft Office 2003/2007/2010
※なお、Microsoft Office 2000/2002/2011 for Mac に本システムは仕様上対応しておりますが、治験促進
センターにおける動作確認を実施していないため、動作保証は致しかねます。
【マクロ機能の“有効“について】
ご利用のパソコンで Excel を用いて、
『議事概要生成ツール』を利用するためにマクロの設定を“有効”にす
る必要があります。
“有効”にする際は、所属組織のセキュリティポリシーを事前にご確認ください。
＜Office 2000 / Office 2002 / Office 2003 をご利用の場合＞
１．Excel を起動します。画面上部のツールバーから「ツール(T)」 をクリックし、表示されたメニューか
ら「マクロ(M)」をクリックし、さらに「セキュリティ(S)」をクリックします。
２．セキュリティレベル設定画面が表示されます。右図のように
「中(M)」を選択します。
「ＯＫ」ボタンを押します。
３．Excel を再起動してください。
注）Excel を再起動しないと設定が反映されません。
４．再度議事概要生成ツールを起動すると「セキュリティ警告」が
表示されます。

下図のように「マクロを有効にする」ボタンを押します。
以上で完了となります。
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＜Office 2007/ Office 2010 をご利用の場合＞
１．Office 2007 の場合、画面左上の「Office ボタン」

をクリックしてください。

メニューが表示されます。画面下の「Excel オプション(I)」をクリックしてください。

Office 2010 の場合、左上のメニューバーの「ファイル」から「オプション」をクリックしてください。

２．“Excel のオプション”画面が表示されます。画面左下の「セキュリティセンター」をクリックし、
「セ
キュリティセンターの設定(T) 」クリックしてください。

３．“セキュリティセンター”画面が表示されます。画面左の「マクロの設定」をクリックし、“マクロの
設定”の「すべてのマクロを有効にする」を選択し、「OK」ボタンをクリックし終了してください。

４．Excel を再起動してください。 注）Excel を再起動しないと設定が反映されません。
５．再度議事概要生成ツールを起動することで操作が可能となります。
以上で完了となります。
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『議事概要生成ツール』のダウンロード
カット・ドゥ・スクエアの治験審査委員会議事概要編集画面より出力された CSV ファイルから効率的に「IRB
の会議の記録の概要」を生成するために、治験促進センターは「議事概要生成ツール」を無償で提供していま
す。カット・ドゥ・スクエアから出力した IRB 議事概要用 CSV ファイルを利用し二次加工する方法の一つとし
て提案いたします。
【『議事概要生成ツール』のダウンロード】
＜事前準備＞

ツールのダウンロードとマクロ機能を“有効”にする必要があります

Web サイト（http://www.jmacct.med.or.jp/plan/files/giji.ZIP）から「議事概要生成ツール」をダウンロー
ドしてください。
「議事概要生成ツール」をお使いいただくには Excel のマクロ機能が“有効”になっている必要があります。
“有効”になっていない場合はツール起動時にセキュリティー警告が表示され、ツールが動作しません。
“有効”にする方法については（P7-7 マクロの“有効”について）をご確認ください。

CSV ファイルに出力される内容の中には、
『議事概要生成ツール』を用いた場合、生成結果に
反映しないデータがあります。議事概要に以下のデータを反
映したい場合は、治験促進センターが作成したツールでは自
動的には活用できません。議事概要生成後に手入力で追記す
るか、独自に二次加工のツールを作成し対応してください。
＜反映しないデータ＞


特記事項



治験実施計画書番号



実施医療機関



審査事項



対象疾患名
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『議事概要生成ツール』の使い方
＜「議事概要生成ツール」を使用して議事概要を生成する＞
IRB 議事概要の作成によって出力された CSV ファイル（P4-15 の IRB 議事概要作成について＜Step4＞で出力
された CSV ファイル）を読込み、IRB の会議の記録の概要を生成します。
① 「議事概要生成ツール」を起動します。
② Sheet“はじめに”が表示されます。マクロが“有効”になっている場合は③へ、
お済みでない場合は Sheet“はじめに”の手順、または（P7-7 マクロの“有効”について）の
手順に沿って“有効”にしてください。※有効にした場合は議事概要生成ツールを再起動してください。
③ Sheet“TOP”をクリックして TOP 画面を表示してください。
④ 「議事概要生成」ボタンをクリックしてください。

④ボタンクリックで
議事概要生成を
③ TOP をクリック

開始します。

してください。

7-10

⑤ CSV ファイルを選択する画面が表示されます。
⑥ 治験審査委員会議事概要編集画面より出力した CSV ファイ
ルを選択し、
「開く」をクリックしてください。
⑥

⑦ 【議事概要の作成が完了しました。
「議事概要」Sheet をご
確認ください。】のメッセージが表示されると、完了です。
「OK」をクリックしてください。
⑧ 追加された Sheet“議事概要”をクリックしてください。
⑨ 内容の確認と体裁を整え保存してください。

⑦
⑧

＜補足＞

追加で異なる議事概要 CSV ファイルから生成をする場合

議事概要を生成し、続けて別のデータを用いて「議事概要生成ツール」内で生成した場合、初めに生成した
議事概要シートに上書きされます。
前回の議事概要の内容を保持したい場合は、生成された議事概要の Sheet 名を変更することで、新たに生成す
る議事概要と区別して生成することができます。
※Sheet 名を変更せずに議事概要の生成を行った場合は、既存のデータに上書きされます。ご注意ください。

① 別の CSV ファイルを用いて議事概要を生
② 追加分 CSV ファイルの議事概要が

成する前にダブルクリックまたは右クリ

新規で作成されます。

ックでシート名を変更してください。
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＜生成された「会議の記録の概要」＞
＜CSV ファイルの内容と実際表示について＞
『議事概要生成ツール』では、CSV ファイルの内容に文言を自動的に補って文章を作成します。
例１（1 行目は CSV ファイルの Excel の縦セルの記号）

A
B
議題
治験実施
計画書番号
No.
議題１ CHIKENKUBUN2010-001

G
治験依頼者または
自ら治験を実施する者
株式会社ｘｘファーマ
ホールディングス

C
実施
医療機関
江東大学付属病院

H
開発の相
1

I
成分記号

反映される内容
D
議題

E
審査事項

過活動膀胱に対する 治験の実施の適否、治
CtDoS2-001 徐放錠の用
験の継続の適否
量設定試験
J
対象
疾患名

CtDoS2-001

K
審査結果
修正の上で承認

CTD-2010

L
「承認」以外の
場合の理由等
説明資料の修正

Ｍ

Ｎ

Ｏ

議論の概要

採決
不参加委員
山田義郎

欠席委員

治験実施体制、治験分担医師の変更に基
づき、引き続き治験を実施することの妥
当性について審議した。

F
整理番号

※補われた文言・データ反映による文言
A

G

D

議題１．株式会社ｘｘファーマ ホールディングスの依頼による過活動膀胱に対する CtDoS2-001 徐放錠
F

の用量設定試験 (整理番号：CTD-2010)
M

治験実施体制、治験分担医師の変更に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。
K

審査結果：修正の上で承認
L

説明資料の修正
N

山田義郎委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加
生成された「会議の記録の概要」は、通常の Excel のデータとして加工が可能です。組織の方針に合わせ、
内容の過不足を修正してください。
CSV ファイルはカット・ドゥ・スクエア外にデータを保存するため、上書きしても IRB 議事概要・IRB 開催情
『第
報（書式 5 一括作成）のデータには反映されません。なお、IRB 議事概要と IRB 開催情報のデータの関係は、
4 章書式の一括作成について_IRB 議事概要作成について』をご参照ください。
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<<お問い合わせ>>
社団法人日本医師会 治験促進センター
カット･ドゥ･スクエア担当
ＴＥＬ：０３－５３１９－３７９７
ＦＡＸ：０３－５３１９－３７９０
ＭＡＩＬ：ctdos2@jmacct.med.or.jp

