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はじめに：カット・ドゥ・スクエアとは・・・
カット・ドゥ・スクエアは、「新たな治験の依頼等に係る統一書式」の考えをベースに、治験業務全般に係わ
る手続き文書の作成および授受・保管することを可能としており、治験業務の効率化、電子化・電磁化の実現、
コスト削減、災害等リスクへの備え等、多くのメリットを提供できる仕組みです。
利用可能となる役割を“治験依頼者（治験国内管理人を含む）”“実施医療機関”
“CRO”“SMO”“IRB”としてい
ます。ネットワーク、ARO（アカデミック臨床研究機関）についても、ご相談に応じております。
[名前の由来]

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、できる限り無駄が削減さ
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。
カット・ドゥ・スクエアの主要な機能をご紹介します。
・治験情報管理：治験依頼者、実施医療機関のみ
・ユーザー管理：自組織のユーザー管理
・統一書式およびその他文書の作成：書式一括作成、自動フォントサイズ調節、別紙自動作成、版管理
・情報共有：組織内または治験内でのファイルの管理と共有
・IRB管理：IRBのみ、開催情報および委員の出欠、資料の配布、議事録・議事概要の作成
・安全性情報管理：企業治験、医師主導治験に係わる安全性情報管理（実施医療機関への情報展開と責任医師
見解の収集）
・電子署名機能：3 種類（カット・ドゥ・スクエア承認、日本医師会医師資格証、認証局発行電子証明書）の電
子署名を用いることができます。
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『管理者・サブ管理者編』について
本マニュアル「管理者・サブ管理者編」は、組織において「組織管理者およびサブ管理者」
（以下、「組織管
理者」という）となる方が操作するためのマニュアルです。
組織管理者は、各組織におけるユーザー情報の管理、組織情報の管理（マスタメンテナンス）、治験基本情報
の登録・修正を行います。統一書式を作成したり、承認文書を管理したりする担当者が、閲覧すべき治験への
関連付けは組織管理者の権限のみが可能なことです。
本マニュアルには、管理者のお悩み相談室を設けており、
組織管理者ならではの Q&A を紹介しておりますので、ぜひ、業
務の参考にしてください。

カット・ドゥ・スクエアの操作マニュアル
カット・ドゥ・スクエアのマニュアルは以下の内容があります。皆様が行う業務の内容に合わせ、ご活用く
ださい。
マニュアル名

対象権限

内容

管理者・サブ管理者編

治験依頼者・実施医療

ユーザーや組織情報の管理をする操作、治験の基本情報の入

機関・CRO・SMO の組織

力方法、関連付けに関する各組織の操作を紹介しています。

管理者・サブ管理者
担当者書式マスター編

治験依頼者・実施医療

管理者またはサブ管理者が治験情報に関連付けした担当者

機関・IRB・CRO・SMO

が統一書式を作成するためのマニュアル。統一書式の入力画

の担当者

面、入力方法、エラーチェック、入力文字数制限などを紹介
しています。

担当者電子原本管理編

治験依頼者・実施医療

電子原本管理のためのマニュアルです。電子原本の対象とな

（デジタル署名、カッ

機関・IRB・CRO・SMO

った承認文書の状況確認、保管文書閲覧、承認状況などを紹

ト・ドゥ・スクエア承

の担当者および監査

介しています。

認の 2 種）

者

※承認状況確認は全役割の担当者が行えますが、それ以外の
操作には役割・ユーザーの登録の権限があります。

IRB 完全マスター編

IRB の各ユーザー

IRB の管理者、サブ管理者、担当者、構成員（IRB 委員）の
操作を説明しています。

カット・ドゥ・スクエ

実 施 医 療 機 関 、 CRO

医師主導治験を実施するにあたり、基本情報の登録、資料の

ア操作マニュアル別冊

（ARO）、治験薬提供者

アップロード、資料保存事例、安全性情報管理、PMDA 報告

医師主導治験

（治験依頼者）、 SMO

様式（様式 7・8）の操作を説明しています。

の組織管理者および
担当者
ii
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カット・ドゥ・スクエアのユーザー権限
カット・ドゥ・スクエアを利用するためには、ユーザー登録が必要です。
ユーザー区分は 5 種（IRB は構成員を含め 6 種）あり、
利用可能な範囲が違います。

監査者

ここより下が特定の試験

担当者

担当者の中から、電子原本管理機能を利用できる人を選べます
カット・ドゥ・スクエア利用に関して当該組織における治験促進センター
組織管理者

との窓口となる実務的な管理を行う方。そのうちお一人は代表として組織
情報にも記載をしていただきます。
一組織において、必要に応じ組織において 10 名まで登録できます。
管理者により担当する治験に割り当てられ、担当する治験において担当者

サブ管理者

を割り当てられる方。担当者のユーザー登録をすることが可能です。
ユーザー登録数の制限はありません。
管理者またはサブ管理者により担当する治験に割り当てられ、カット・ド

担当者

ゥ・スクエア上で統一書式に基づく文書作成、内容の閲覧、治験関連文書
や情報の共有をする方。
ユーザー登録数の制限はありません。

担当者
☑保管文書使用可能

各組織の担当者で承認文書の登録操作や電子署名（カット・ドゥ・スクエ
ア承認等）を行う方。
（電子署名をするには、承認者毎に取得し、操作にあ
たっては組織内の運用ルールを定める必要があります。）
IRB の管理者により登録され、IRB の資料を電子的に配布する IRB 委員・IRB

IRB 構成員

オブザーバーの方の登録方法です。ユーザー登録数の制限はありません。
この区分があるのは IRB のみです。
文書作成・資料閲覧は行わず、保管文書の閲覧のみを行う方。ユーザー登

監査者

録数の制限はありません。監査や実地調査など一時的にアカウントを発行
したり、閲覧が必要な期間のみ関連付けることをお勧めします。
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カット・ドゥ・スクエアの利用環境・環境設定
カット・ドゥ・スクエアは、治験に関連する組織間での円滑な情報共有等を行うため必要な機能により構築
されています。システムを利用する環境にもいくつかの条件や設定を推奨させていただくことがあります。

【利用環境の条件】
インターネットに接続し、閲覧できる環境が実現できていることが必須条件です。
[推奨の利用環境]

OS
Windows

7, 8.1, 10

ブラウザ
Internet Explorer 11

PDF
Adobe Reader

XI-

※一部の機能は、iOS（ブラウザ：Safari、PDF）での利用が可能です。
・IRB 構成員等による資料閲覧
・担当者による書式 12～16、19～20 の CtDoS2 承認、確定保存およびメール送信
・安全性情報管理機能における治験責任医師等による見解の回答
※上記以外は動作保証をしておりません。
※各パソコンのセキュリティ設定によっては推奨環境であっても動作が異なる場合があります。
＜バージョンの確認の仕方＞
①

[ヘルプ]をクリックします。

②

[バージョン情報]をクリック
します。

【環境設定】
ご利用にあたり、組織管理者は、環境設定を行う必要があります。
マスタメンテナンスの「環境設定」より環境設定画面を表示させます。

※上記は初期設定です。組織の方針に合わせ、設定をしてください。
iv

🄫2013-2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

管理者・サブ管理者編
｜第 1 章｜
●

～

目

次

～

組織管理者が初めてログインをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

組織管理者が初めてログインする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

｜第２章｜

ユーザーメンテナンス（ユーザーを管理する）・・・・・・・・・・・・・

4

●

ユーザーを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

●

ユーザーを管理する（休止・削除・更新履歴・パスワードの更新）
・・・・・・・・・・・・・・ 7

●

ユーザーを管理する（CSV 出力データの利用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●

組織管理者の交代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

●

パスワードを忘れたユーザーへの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

●

パスワードロックとパスワードリマインダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

｜第３章｜

マスタメンテナンス（組織情報を管理する）
・・・・・・・・・・・・・・

9

12

●

マスタ入力を活用して業務の省力化（治験情報の自動挿入機能）
・・・・・・・・・・・・・・ 13

●

組織情報の確認と修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

●

実施医療機関管理者限定のマスタメンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

｜第４章｜

治験基本情報の登録・修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

●

治験基本情報の登録（治験依頼者）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

●

実施医療機関が入力する基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

●

CRO（一部業務委託）が入力する基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

●

SMO が入力する基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

●

IRB が入力する基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

●

サブ管理者ができること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

｜第５章｜

組織管理者・サブ管理者のお悩み相談室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

●

Ⅰ．
「ユーザー登録」に関するお悩みはこちら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

●

Ⅱ．
「組織情報」に関するお悩みはこちら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

●

Ⅲ．
「治験基本情報」に関するお悩みはこちら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

●

Ⅳ．
「情報共有する組織」に関するお悩みはこちら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

●

Ⅴ．ネットワーク接続やパソコンの設定に関するお悩みはこちら・・・・・・・・・・・・・ 52

v

🄫2013-2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

第1章

組織管理者が初めてログインをする
この章では、カット・ドゥ・スクエアについて日本医師会

治験促進

センターと契約締結後、初めて組織管理者がログインする時の操作を紹
介しています。
お手元にメール「【カット・ドゥ・スクエア】ID 発行のご連絡」及び
「【カット・ドゥ・スクエア】管理者仮パスワード発行のご連絡」
（又は
郵送された「カット・ドゥ・スクエア利用アカウントのご案内」）をご
用意のうえ、ご対応ください。

1
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組織管理者が初めてログインする
日本医師会

治験促進センターがオンライン申請および利用契約書を確認すると、組織管理者のアカウント

（ID、仮パスワード）発行の手続きをします。アカウント発行の連絡はオンライン申請時に登録された管理者
に郵送とメールにより行います。メールはカット・ドゥ・スクエアが、ID と仮パスワードのそれぞれをお知ら
せする合計 2 通のメールを送信します。

この ID、仮パスワードを受領後初めて管理者としてログインが可能になります。

さぁ、ログインをしてみましょう！！
ＵＲＬ：https://ctdos.jmacct.med.or.jp/WEB/Login.aspx
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治験促進センターからのパスワードは、仮パスワードです。初めてログインをするとパスワードの変更を求
められますので、新しいパスワードを設定してください。この操作をしないとログインすることはできません。

治験依頼者、CRO、SMO は、初回ユーザーパスワード変更にて更新するとログインし、HOME 画面になります。
パスワードは、HOME 画面右上の[ユーザー情報変更]より変更することができます。（全ユーザー共通）

※パスワードは、半角で英（大文字・小文字）、数字の組み合わせで 8 文字以上としてください。
【実施医療機関の管理者の方へ】
パスワード変更後、以下のメッセージが表示されます。

[今すぐ登録]ボタンをクリックすると「新規ユーザー登録」の画面が表示されます。新規ユーザー登録は、
本マニュアル『第 2 章

ユーザーメンテナンス（ユーザーを管理する）_ユーザーを登録する』をご覧ください。

実施医療機関の管理者は、ユーザー登録画面のシステム権限欄で「担当者」を選択し、
「実施医療機関の長で
ある」のチェックボックスを☑（オン）にします。（このユーザーが、治験責任（分担）医師をする場合には、
必ず「医師である」のチェックボックスも☑（オン）にしてください。保管文書を閲覧・承認する場合は、
「保
管文書使用可能」のチェックボックスも☑（オン）にしてください。
））承認状況の確認のみの場合は不要です。

※この登録を行わない場合は、次回以降のログイン時にも同じメッセージが表示されます。
その後、引き続き、マスタメンテナンス[組織情報確認・修正]にて更新操作を行います。この操作について
は、本マニュアル『第 3 章

マスタメンテナンス（組織情報を管理する）』をご覧ください。

【治験審査委員会の管理者の方へ】
パスワード変更後、以下のメッセージが表示されます。

操作については、IRB 完全マスター編『第 1 章

初めてのログイン_組織管理者が初めてログインする』をご

覧ください。
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第２章

ユーザーメンテナンス（ユーザーを管理する）

この章では、組織管理者が行うユーザーメンテナンス（ユーザーの
管理（新規、休止、削除等））について紹介しています。
ユーザーメンテナンスは、試験の実施の有無に関わらず必要なこと
です。各組織のポリシーのもと、ユーザー管理、パスワード設定を適
切に行ってください。
組織管理者の権限は、ユーザーメンテンナンス、マスタメンテナンス
（本マニュアル第 3 章）を行うと同じく、日本医師会

治験促進セン

ターから送信される「カット・ドゥ・スクエア通信」の内容について、
組織内に周知する役割があります。ご理解の程、ご対応ください。
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ユーザーを登録する

新しいユーザーを登録する
時は、上部メニューのユーザ
ーメンテナンス[新規ユーザ
ー登録]をクリックします。

上図：実施医療機関の「新規ユーザー登録」画面
治験依頼者、CRO、SMO の新規ユーザー登録のシステム権限

IRB の新規ユーザー登録のシステム権限（操作については、IRB 完全マスター編『第 2 章

IRB 組織管理者が行

うメンテナンス』をご覧ください。

【ユーザー登録の権限】
設定可能なユーザー権限
登録者の権限

組織管理者

組織サブ管理者

担当者

（上限 10 名）

（人数制限なし）

（人数制限なし）

組織管理者

○

○

○

サブ管理者

×

×

○

担当者

‐

×

×

組織管理者の登録内容は日本医師会

治験促進センターが把握しておりメールによる情報配信などに使わせ

ていただきます。組織管理者のうち、お一人を代表者として「組織情報・確認」画面に入力してください。初
期設定は、利用申請の際、組織管理者として登録された方となっております。
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本マニュアル冒頭『カット・ドゥ・スクエアのユーザー権限』でも権限の説明をしております。
① [新規ユーザー登録]をクリックします。
② 各項目の入力


ID（必須）


半角で英（大文字・小文字）・数字を使用します（20 文字以内）。全角文字や記号を使用した場合
にはエラーとなります。



入力された ID がすでに他の組織を含め利用している場合は、エラーとなります。



ID は、組織でルールを決定し付与することを推奨しています。ルールは、組織の記号等を用いる
と他の組織との重複は避けられることが多いです。
例） ABC 製薬→ABC と社員番号の組み合わせ→ABC12345、健康病院サブ管理者→kenkosub1



同一の人が、
管理者と担当者の両方の権限を用いる場合は、
異なる ID を付与する必要があります。



ID は、個々のユーザーは変更することはできません。組織管理者およびサブ管理者のみ ID を変更
できます。組織管理者は、他の組織管理者により変更できます。



氏名（必須）



所属部署


必須ではありませんが、検索に利用したり、書式 2「治験分担医師・治験協力者リスト」の「所属
又は職名」欄に反映させたりできますので、効率的です。



電話番号



メールアドレス（必須：フリーメールのご使用はご遠慮ください）


アドレスの一意性はありません。他の権限と同じアドレスを登録することができます。



新規ユーザーとしての送信先、安全性情報管理機能を利用した場合の送信先にここで登録したア
ドレスに送信されます。



院長のアドレスに治験事務局長のメールアドレスを入力する等、システム上は問題ありません。
各組織の運用で検討してください。

③ [パスワード生成]ボタンをクリック


生成時のみパスワードを閲覧することができます。仮パスワードとしてユーザーに渡します。

④ システム権限の選択


前頁【ユーザー登録の権限】を参照してください。



保管文書を閲覧・承認するユーザーは、
「保管文書使用可能」のチェックボックスも☑（オン）に
してください。承認状況の確認のみの場合は不要です。



実施医療機関において、治験責任医師又は治験分担医師になる可能性がある方は、必ず「医師で
ある」のチェックボックスも☑（オン）にしてください



「実施医療機関の長である」
（実施医療機関の場合）、
「IRB 委員長である」
（IRB の場合）は、最後
にチェックボックスも☑（オン）にして更新したユーザーに「組織情報確認・修正」画面は自動
更新されます。
（マスタメンテナンス「組織情報確認・修正」は、本マニュアル『第 3 章

マスタ

メンテナンス（組織情報を管理する）_組織情報の確認と修正』をご覧ください。
）
⑤ メール通知先の選択


新規ユーザー登録に限り、登録時にメールで通知することが可能です。通知先を適宜選択してく
ださい。


登録者：登録操作をしている管理者又はサブ管理者



新規ユーザー：新しく登録しているユーザー

⑥ [登録]ボタンをクリックします。
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ユーザーを管理する（休止・削除・更新履歴・パスワードの更新）

【アカウントの有効日の設定】（注１）
ユーザーが出向、育児休暇等長期に渡りカット・ドゥ・スクエアを利用しない状況が発生した場合、該当ア
カウントを休止することができます。退職日を終了日に設定することで退職日に利用権限を剥奪することが可
能になります。
（Ver8.0 機能追加について：Part11 において「使用しないユーザーのアカウントを無効にする手段をもってい
るか問う」件への対応）
① ユーザー一覧より設定するユーザーを選択します。
② 「有効日設定」の（開始日）に使用開始する/した日付（特に問題がなければ当日でも可）を入力する。
③ 「有効日設定」の（終了日）に無効となる前日の日付（例：産休に入る前日）を入力する。

※初期設定は、有効日設定が未入力となっております。
※未入力は、制限なく有効であることを示します。未入力であっても、ユーザー登録は可能です。
※組織の方針により、有効日を定期的に管理することを推奨いたします。
（注１）
【休止の設定】

有効期間内であっても、ユーザーのアカウントを休止することができます。休止設定となったユーザーは、
ログイン（ログイン中の場合はその後の更新作業）できなくなります。

注１：Part11 において「使用しないユーザーのアカウントを速やかに無効にする手段をもっているか問う」件
への対応

【ユーザーの削除】
ユーザーの退職、異動等今後カット・ドゥ・スクエアを利用しない場合は、ユーザーを速やかに削除します。
① ユーザー一覧より削除するユーザーを選択します。
② 付与している ID が今後利用する可能性がないかを確認する。可能性がある場合は、使用の可能性がない ID
に更新する。
例）ABC12345 →

ABC999999999999 [更新]

③ 改めて[削除]ボタンをクリックします。
※ユーザーを削除しても文書の最終更新者、電子署名承認者の記録は残ります。
※後任者のデータを上書きして利用した場合は、最終更新者、電子署名承認者等も後任者の氏名になります。
操作時点で不在であるユーザーが記録に残ります。ご注意ください。
※ユーザーデータの上書き保存はお勧めいたしません。
※削除したユーザーは、復活することはできません。
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【ユーザー一覧】
ステータス「休止ユーザー・削除ユーザーを含む」のチェックボックスも☑（オン）にすると休止ユーザー
は黄色、削除ユーザーは赤色で表示されます。

（全ユーザー共通）


前パスワードの有効期間が切れたユーザーは、ログイン時に変更するよう表示されます。



[後で変更]として操作をすることはできますが、ログインのたびにこのメッセージが表示されます。



[今すぐ変更]ボタンをクリックしてパスワードを変更します。

（Ver8.0 機能追加について：Part11 において「パスワードの有効期限を設定できる機能を有するか問う」件が
不足していたため）
※初期設定は、999 日となっております。最後にパスワードを更新してから起算されます。999 日以上経過して
いる場合は、バージョンアップ後初のログイン時点で有効期間が過ぎている扱いとなります。
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ユーザーを管理する（CSV 出力データの利用）
ユーザーメンテナンスには、3 種類の CSV 出力があります。

【ユーザー一覧】
＜ユーザー一覧 CSV 出力＞
組織の削除を含む（Ver8.0 以降）全ユーザーに関する情報を CSV 出力することができます。
エクセル等に読み込み、ソートを工夫することで組織のユーザーの登録状況を把握することができます。

上図は、CSV をエクセル（幅調整あり）で読み込んだものです。
＜担当治験一覧 CSV 出力＞
担当者に関連付けられている治験があれば、その情報を CSV 出力することができます。
エクセル等に読み込み、ソートを工夫することでユーザーを関連付けしている治験の状況を把握することが
できます。

上図は、CSV をエクセル（設定による変更あり）で読み込んだものです。

【ユーザー情報確認・修正】
（ユーザーの個別情報）
各ユーザーの更新履歴を CSV 出力することができます。Ver8.0 以降削除したユーザーも含め更新日に誰（更
新者氏名と ID）が、誰のデータ（ID/PW、権限）を更新したかを出力することができます。

上図は、CSV をエクセル（幅調整あり）で読み込んだものです。
実施医療機関の場合のデータです。治験依頼者、CRO、SMO は「実施医療機関の長である」欄はなく、IRB は、
「IRB 委員長である」欄となります。
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組織管理者の交代
【組織管理者の交代】
組織管理者の交代があった場合、以下の手順に従い操作します。
在籍中に引継ぎをするようお願いいたします。
① 【現在の管理者】がログインし、後任者を【組織管理者】として登録する。（登録済みであれば省略）
② 後任の【組織管理者】がご自身のアカウントでログインし、「ユーザー一覧」画面から【現在の管理者】の
ID、所属部署または氏名をクリックします。その後、「ユーザー情報確認・修正」画面下の[削除]ボタンを
クリックします。
③ 「組織情報確認・修正」画面の管理者情報を新しい情報に変更（更新）します。
（マスタメンテナンス「組織情報確認・修正」は、本マニュアル『第 3 章

マスタメンテナンス_組織情報

の確認と修正』をご覧ください。）
複数の組織管理者がいる場合でも、組織管理者（代表者）が変更の際は、「組織情報確認・修正」の見直し
をお願いいたします。

【前任組織管理者が退職による交代（在籍中に引継ぎがなかった場合）】
退職後、組織管理者が不在となり、カット・ドゥ・スクエアの管理ができない場合は、治験促進センターま
でご相談ください。
新しい管理者の設定を希望する場合は、付与する ID（半角英数を組み合わせ、20 文字以内）、氏名、氏名（ふ
りがな）、電話番号、メールアドレスをお知らせください。その後、上記②からの手順になります。
※前任者の削除は、治験促進センターでは行いません。各組織で責任をもってご対応ください。

パスワードを忘れたユーザーへの対応
【登録しているメールアドレスが利用可能な場合】
パスワードリマインダー（次頁）を利用することを推奨します。

【登録しているメールアドレスが利用できない場合】
【パスワードリマインダーが利用できない場合】
①

ユーザー一覧より設定するユーザーを選択します。

②

[パスワードリセット]ボタンをクリックし、新しいパスワードを生成します。

③

このパスワードをユーザーに連絡してください。（生成時のみ閲覧可能です。）
※更新時には、メール通知機能はありません。

④

[更新]ボタンをクリックします。
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パスワードロックとパスワードリマインダー
ログイン時にパスワードの入力を 10 回連続して間違えるとアカウント（ID）がロックされます。
その場合、パスワードリマインダー機能を用いて新しいパスワードを取得し、
ロックを解除する必要があります。
ID/パスワードを忘れた場合は、早めにパスワードリマインダー機能を用
いることをおすすめいたします（パスワードは登録メールアドレスへ通知）。
組織管理者によりパスワードをリセットする方法もあります。

【パスワードリマインダーの使い方】
ID・パスワードを忘れてしまった場合にはパスワードリマインダー機能を使用して ID とパスワードを確認する
事ができます。
①
ログイン画面の[ID・パスワードを忘れた場合]を
クリック します。
① ID・パスワード通知申請
・メールアドレスの入力、システム権限を選択し、[送信]をクリック
② 確認用パスワード表示

②

・確認用パスワードをメモしてください。

●●●

・パスワードは発行より 24 時間有効です。
・[終了]をクリック
③
③ メール件名「ID・パスワード確認 URL のお知らせ」
・URL をクリックします。（URL が途中で切れないようご注意ください。）
・②の終了後送信までに 10 分程度かかることがあります。
④ 確認用パスワードの入力
・メールアドレス、②でメモした確認用パスワードを

④

入力します。

⑤ パスワード変更ユーザー選択
・パスワードを変更するユーザーを選択します。

⑤

（同一アドレスを複数の組織で使用している場合には
複数行表示されます）
・[パスワードを変更する]をクリック（=③メールの
URL 無効）
⑥

⑥ ID・パスワード表示
・登録 ID と新しいパスワードが表示されます。
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第３章

マスタメンテナンス（組織情報を管理する）

この章では、組織管理者が行うマスタメンテナンスについて紹介して
います。
マスタメンテナンスは、統一書式に自動挿入される項目があり、カッ
ト・ドゥ・スクエアを利用した文書作成を効率的にするために欠かせな
いです。
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マスタ入力を活用して業務の省力化（治験情報の自動挿入機能）
カット・ドゥ・スクエアにおいて事前にマスタへ必要な情報が入力されていると、書式の新規作成時にその
情報が該当箇所へ自動挿入されます。マスタとは、各役割の組織管理者またはサブ管理者が入力する共通情報
およびユーザー情報（組織マスタ、IRB 委員会マスタ、ユーザーマスタ、治験情報）などをさします。効率よく
カット・ドゥ・スクエアを利用していくために大変重要な入力作業です。組織管理者及びサブ管理者はマスタ
入力情報に変更があった際は速やかに更新をするよう心がけてください。
下表は統一書式の宛先及び差出人欄への自動挿入について、
「設定者」
・
「設定画面」
・
「元となるデータ」につ
いて紹介しています。
統一書式

[宛先・差出人について]

自動挿入される
項目名

設定者

設定画面

元となるデータ

治験依頼者
①名称（※1）
②代表者名

治験依頼者の
組織管理者

①組織正式名称
組織情報確認・修正

②代表者名

実施医療機関の長
①実施医療機関名
②長の職名

実施医療機関の
組織管理者

組織情報確認・修正

①組織正式名称
②医療機関の長の職名

治験審査委員会
①名称

IRB の組織管理者

②所在地
③委員長名

①組織情報確認・修正

①組織正式名称

②治験審査委員会委員リスト ②住所
③治験審査委員会委員長の氏名

（IRB の管理者の設定後）

実施医療機関の

治験情報確認・修正

組織管理者

（治験情報共有型）

治験責任医師
①実施医療機関名

① 実 施 医 療 機 関 の ①組織情報確認・修正

①組織正式名称

②氏名

組織管理者

②治験責任医師

②治験情報確認・修正

② 実 施 医 療 機 関 の （治験情報共有型）

（“医師である”担当者として登録

組織管理者または

された者から選択する。
）

サブ管理者（※2）
※1：治験国内管理人としての CRO や実施医療機関が治験を登録する際、「治験依頼者名」には自組織の組織情
報確認・修正画面の「組織正式名称」が引用されるため、表示された情報を本来の治験依頼者名に修正する必
要があります。
※2：当該治験に関連付けられているサブ管理者をさします。
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下表は統一書式の枠内にある項目のうち、宛先・差出人以外の項目への自動挿入について「設定者」・「設定
画面」の紹介をしています。設定の方法は「備考」を参考にしてください。
統一書式

[宛先・差出人以外の項目について]
該当書式及び

設定者

自動挿入される項目名

設定画面

備考

【書式 1 以外】
・被験薬の化学名又は識別記号
・治験実施計画書番号

治験依頼者, CRO

・治験課題名

実施医療機関

（適宜、医療機器や製造販売後臨床 （※3）
試験に係る読み替えを含む）

の組織管理者または

【書式 3,11,17,18】

サブ管理者

治験情報確認・修正

治験基本情報欄の各項
目に入力する。

（※2）

・治験の期間
【書式 4,11,参考書式 2】
・治験依頼者
【書式 5】

治験審査委員会委員リ

・治験審査委員会委員出欠リスト
（右記に記載されている全てが

IRB の組織管理者

設定済みの場合に自動挿入され

治験審査委員会
委員リスト

ます）

ストを作成し、かつ「こ
の委員リストを使用す
る」にチェックを入れ
る。

（IRB の管理者の設定後）

審査を依頼する IRB を

実施医療機関の組織管 マスタメンテナンス

予め治験審査委員会委

理者

員リストで選択する。

（実施医療機関のマスタメン
テナンス設定後）

実施医療機関の組織管
理者または

治験情報確認・修正
（治験情報共有型）

治験審査委員会設定の
リストボックスから対
象の IRB を選択する。

サブ管理者（※2）
【書式 2】

“医師である”担当者

・治験分担医師の氏名・所属

として登録された者か
実施医療機関の組織管
理者または

・治験協力者の氏名・所属

サブ管理者（※2）

治験情報確認・修正
（治験情報共有型）

ら治験分担医師を選択
する。
“担当者”として登録
された者から治験協力
者を選択する。

※2：当該治験に関連付けられているサブ管理者をさします。
※3：治験依頼者に当該治験業務を全部受託された CRO や、実施医療機関で治験を立ち上げた（自己登録型）場
合は、治験基本情報を設定することができます。
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組織情報の確認と修正
※組織情報確認アイコン（全役割共通。「組織情
報確認・修正」画面に遷移します。）
※中央：実施医療機関のメニューバー
※右：治験審査委員会のメニューバー

【「組織情報確認・修正」画面の情報について】
管理者は、
「組織情報確認・修正」の画面に入力されている内容に変更があった場合は、メンテナンスをする
必要があります。初めてのログイン時に入力されている内容は、利用申請時に登録した情報になっています。
以下に「組織情報確認・修正」の情報を表記します。
●

“○”

は、登録内容があります。適宜修正してください。

●

は、登録内容がありません。

●

は、治験促進センターの Web サイトに公開している情報に修正が必要になります。
カット・ドゥ・スクエア担当までご連絡ください。

【組織情報】
組織正式名称

組織正式名称

組織略式名

組織略式名称

（漢字）

（ふりがな）

称（漢字）

（ふりがな）

治験依頼者

○

○

○

実施医療機関

○

○

IRB

○

CRO
SMO

住所

電話番号

FAX 番号

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

医療機関の長/代表者/治験審査委員会委員長

「契約者の変更」

氏名
ID

氏名

所属部署

職名

（ふりがな）
治験依頼者

○

は、速やかに日本医師会

○

ユーザー情報を更新すると自動的に更新されます。

IRB

ユーザー情報を更新すると自動的に更新されます。

○

○

SMO

○

○

治

験促進センターへご連絡を

実施医療機関

CRO

契約者の変更があった場合

○

お願いします。
医療機関の長、代表者（治験
依頼者、CRO、SMO）
、IRB 設置
者（または IRB 委員長）が契
約者の場合は情報の修正と

※実施医療機関の長と IRB 委員長は担当者としてのユーザー登録を更新すると組織情報は自動的

合わせてご連絡をお願いし

に更新されます。ユーザー登録の更新後は組織情報の更新を確認するようにしてください。

ます。
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【組織情報（IRB 限定）】
設置者情報
設置組織の

設置組織の代表者氏名

代表者氏名

（ふりがな）

○

○

設置組織の名称

○

住所

電話番号

FAX 番号

○

○

○

治験審査委員会ホームページアドレスもしくは閲覧場所
ホームページアドレス

閲覧場所

【組織情報（実施医療機関限定）】
実施医療機関ホームページ情報
実施医療機関ホームページアドレス

治験管理室ホームページアドレス

【管理者情報（代表者）
】※組織管理者のうち代表 1 名をご登録ください。
管理者氏名
管理者氏名

職名

所属部署

住所

電話番号

FAX 番号

（ふりがな）

メールア

電話番号

ドレス

（夜間直通）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

IRB※

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CRO

○

○

○

○

○

○

○

○

○

SMO

○

○

○

○

○

○

○

○

○

治験依頼者
実施医療機関
※

※【委受託契約に基づく医療機関の代理登録用紙（SMO 用）
】を提出することで SMO が情報を入力することが可能です。



実施医療機関の管理者が行うマスタメンテナンスは、次頁より紹介しております。



治験審査委員会の管理者が行うマスタメンテナンスは、IRB 完全マスター編『第 2 章

IRB 組織管理者が行

うメンテナンス』をご覧ください。


治験依頼者、CRO、SMO については、マスタメンテナンス[組織情報確認・修正]と[パスワード有効期間設定]
のみになります。
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実施医療機関管理者限定のマスタメンテナンス
【治験審査委員会リストの追加】
基本情報を入力する前に審査を依頼する治験審査委員会を選択する必要があります。
治験により審査を依頼する治験審査委員会が異なることがあるため複数の治験審査
委員会リストを追加できるようになっています。

① マスタメンテナンス[治験審査委員会リスト]ボタンをクリックします。
② 「治験審査委員会リスト」画面には、追加した治験審査委員会名が表示されます。治験審査委員会を追加す
る場合は[治験審査委員会選択]ボタンをクリックします。

③ 「組織選択」画面が表示されます。
審査を依頼する治験審査委員会の左のチェックボックスをクリックして[選択]ボタンをクリックします。
「組織選択」画面にはカット・ドゥ・スクエアを利用している、すべての治験審査委員会が表示されます。
カット・ドゥ・スクエアを利用していない治験審査委員会とはシステム上で情報を共有することはできませ
ん。
（検索方法・並び替えに関しては、本マニュアル『第 4 章

治験基本情報の登録・修正』をご覧ください。）

なお、治験審査委員会リストの登録については、IRB 完全マスター編『第 2 章
テナンス_治験審査委員会委員リスト』で紹介しています。
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IRB 組織管理者が行うメン

④ 「組織選択」画面の[選択]ボタンをクリック
「治験審査委員会リスト」画面に選択した治験審査委員会が追加されていることを確認します。

新たに追加した IRB

ワンポイント
選択した治験審査委員会は、IRB 管理者が設定した IRB 委員リストを表示いた
します。書式 5 の治験審査委員会出欠リストに反映されない場合は、IRB 管理
者にリストの状態を確認してください。

【治験審査委員会リストの削除】
① 【治験審査委員会リストの選択】と同じ手順で「治験審査委員会リスト」を表示させ、削除する治験審査委
員会名をクリックします。

② 「治験審査委員会情報確認・修正」画面が表示されますので、削除する治験審査委員会であることを確認の
うえ、[委員会リストから削除]ボタンをクリックします。
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③ 削除を確認するメッセージが 2 回表示されますので、削除に問題がなければ[OK]ボタンをクリックします。
一回目

二回目

【医療機関の長の職名】

組織情報の「医療機関の長」欄に登録したユーザー名が入力されていることを確認し、職名を入力します。
他に更新する事項があれば合わせて修正し、画面下部の[更新]ボタンをクリックします。
※ここで入力する職名は、各書式の実施医療機関欄の長の職名に反映されるものです。
※医療機関の長の変更は、交代後の医療機関の長をユーザー登録する際、
「実施医療機関の長である」のチェッ
クボックスを☑（オン）にすることで自動的に ID・氏名は入れ替わります。

【アクセスキー】
アクセスキーとは、実施医療機関のみに発行させる英数字からなる文字列のことです。カ
ット・ドゥ・スクエア上に公開不可としている医療機関を試験に関連付ける際に利用しま
す。
2016 年 2 月以降の利用申請より公開不可を認めておりません。お使いになる場合には、日
本医師会

治験促進センターまで操作方法をお問合せください。
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第４章

治験基本情報の登録・修正
治験依頼者（医師主導治験における治験調整事務局を担う実施医療機関）・実施医療機関・IRB・CRO・SMO
の担当者が書式やファイルを共通するためには、各役割が関連付けられていることが必要です。関連付ける操
作は、組織管理者が行います。
各役割を関連付けるためには、「治験基本情報」を登録する必要があります。治験依頼者・実施医療機関（医
師主導治験の治験調整事務局）の権限の組織管理者のみが「治験基本情報」を登録することが可能です。
ここでは、各役割の管理者が行う基本情報の入力について紹介いたします。

各組織の関連付けの全体像
【

SMO

】

【

IRB

】

【実施医療機関】

【治験依頼者】

【 CRO

】

【治験調整事務局】
●基本情報の登録
●実施医療機関の
※管理者が基本情

選択（関連付け）

報を閲覧可能
基本情報の登録
IRB の選択
※管理者が基本情

（関連付け）

●CRO の選択
（関連付け）
●医療機関別に
CRO を設定

報を閲覧可能

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録

基本情報の登録
SMO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録
自組織の担当者を

自組織の担当者を

自組織の担当者を

●自組織の担当者を

自組織の担当者を

設定

設定

設定

設定

設定

※医師主導治験を実施する方へ
医師主導治験については、カット・ドゥ・スクエア操作マニュアル別冊『医師主導治験』で紹介しております。
本マニュアルでは、企業治験としてご紹介しておりますが、考え方は同じですので、参照してください。
※サブ管理者は、管理者により試験に関連付けられた場合に治験基本情報の修正等が可能になります。詳しく
は、本マニュアル『第 4 章

治験基本情報の登録・修正_サブ管理者ができること』をご覧ください。
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治験基本情報の登録（治験依頼者）

【

SMO

】

【

IRB

】

【実施医療機関】

【治験依頼者】

【 CRO

】

【治験調整事務局】
●.基本情報の登録
●実施医療機関の
※管理者が基本情

選択（関連付け）

報を閲覧可能
基本情報の登録
IRB の選択
※管理者が基本情

（関連付け）

●CRO の選択
（関連付け）
●医療機関別に
CRO を設定

報を閲覧可能

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録

基本情報の登録
SMO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録
自組織の担当者を

自組織の担当者を

自組織の担当者を

設定

設定

設定

●自組織の担当者を
設定

自組織の担当者を
設定

ここでは、治験依頼者が治験基本情報を登録する方法を紹介します。
CRO が全部業務委託で関連付けられた場合は、STEP2 以降の登録や全範囲において登録後の修正が可能です。
ここでの説明をご参照ください。
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【新規治験登録

STEP1

STEP１
入力/設定内容
区分１

区分１（治験の場合のPhase）

区分２
治験フォルダ識別記号

入力内容と文字数制限】
必須

IRB議事
概要への
反映

必須

＊

説明

文字数制限

治験・製造販売後臨床試験 から選択

－

－

第0相・第I相・第Ⅱ相・第Ⅲ相・第I/Ⅱ相・第Ⅱ/Ⅲ
相・医療機器・再生医療等製品 から選択（コンビ
ネーション製品の場合でもいずれか一つです。）
治験内容ファイル共有のフォルダ名の構成に利用
します。

－

必須

医薬品・医療機器・再生医療等製品 からの選択
（複数可）

－

－

治験内容ファイル共有のフォルダ名の構成に利用
します。

半角10文字

＊

治験内容ファイル共有のフォルダ名の構成に利用 全角66文字
します。
半角132文字

被験薬の化学名又は識別記号

必須

治験実施計画書番号

必須

全角66文字
半角132文字

治験課題名

必須

全角264文字
半角528文字

（状況による）

＊

「治験審査委員会の会議の記録の概要に上記治
験課題名を使用可」のチェックボックスを☑（オン）
とした場合は記載不要
□（オフ）の場合は、記入必須

必須

＊

自動挿入されます

対象疾患名

－

＊

治験の期間

必須

表示する治験課題名（議題）

治験依頼者名

全角264文字
半角528文字
全角60文字
半角120文字
全角80文字
半角160文字

カレンダーで入力
年のみ年月のみでも可

－

治験を終了する

－

治験内ファイル、治験一覧で当該治験を非表示に
する場合に「終了治験を含む」を☑（オン）にしま
す。

－

サブ管理者の設定

－

ユーザー登録より選択
STEP２以降の入力を委任することができる
治験基本情報の修正をすることができる

－

－

治験委託先企業選択
ここで選択したCROは、STEP２以降の入力、治験
基本情報の修正をすることができる
治験依頼者が利用しない等の事由により医療機
関が治験を登録する場合は選択しないでくださ
い。

－

CRO（全部業務委託）設定
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【STEP1

基本情報入力（新規）
】
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【STEP2

実施医療機関、CRO、担当者の選択】
STEP2
設定内容

項目

説明

選択可能医療機関リスト

治験依頼者が過去に入力した治験基本情報にお
いて、選択したことがある医療機関がリストに表示
されています。
初めてカット・ドゥ・スクエアを利用する場合は、1施
設も表示されていません。
当該試験において情報を共有する医療機関の左
側のチェックボックスを☑（オン）にします。
☑（オン）にした医療機関のみの表示にしたい場
合は、「チェックされている医療機関のみ表示す
る」のチェックボックスを☑（オン）にします。
企業治験において医療機関が自己登録する場合
は、他の医療機関は選択しないようにしてくださ
い。

公開医療機関リストからの選択

選択可能医療機関リストに不足がある場合には、
ここより医療機関を選択し、選択可能医療機関リ
ストに揚げます。

医療機関アクセスキー

公開医療機関リストに公開不可としている施設
は、医療機関アクセスキーを入力することで、選択
可能医療機関リストに揚げることができます。

安全性情報_送付しない

カット・ドゥ・スクエアでは、安全性情報管理機能を
使用することを初期設定としています。
利用しない場合は、チェックボックスを☑（オン）に
します。この場合は、「同時に原本登録しない」の
チェックボックスが自動的に☑（オン）となります。

安全性情報_同時に原本登録しない

カット・ドゥ・スクエアでは、安全性情報管理機能を
使用し、同時に原本登録することを初期設定とし
ています。
利用しない場合は、チェックボックスを☑（オン）に
します。

－

CRO（＊）一覧より選択します。複数企業選択する
ことができます。
（＊）あらかじめカット・ドゥ・スクエアの利用契約を
締結している必要があります。

－

ログイン中の管理者の組織の担当者で、当該試
験において情報を共有する担当者を担当者一覧
（＊）から選択します。
（＊）あらかじめ担当者としてユーザー登録してい
ることが必要です。表示したユーザーを[全選択]で
きます。所属部署にチーム等を入力しておくと担当
者選択が効率的です。

－

当該試験において電子原本登録している電子ファ
イルを閲覧する監査者を監査者一覧（＊）から選
択します。
（＊）あらかじめ監査者としてユーザー登録してい
ることが必要です。

実施医療機関の選択

CRO（一部業務委託）の選択

自組織の担当者の選択

自組織の監査者の選択
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【STEP2

実施医療機関、CRO、担当者の選択】
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【STEP3

CRO と実施医療機関の関連付け】

STEP2 で CRO（一部業務委託）において、CRO を選択している場合は、この STEP で情報を共有する医療機関の
関連付けをします。STEP2 で CRO の選択していなければ、ここでの操作はないため STEP4 に進みます。

【STEP4

担当者と実施医療機関の関連付け】

STEP2「自組織の担当者の選択」で選択した担当者に文書作成・閲覧を行う実施医療機関を関連付けます。
安全性情報管理機能の新規作成をする方は、全医療機関に関連付けが必要です。

問題がなければ[登録]ボタンをクリックします。
STEP5 として完了の確認
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【治験基本情報の登録

補足】

＜担当者の選択＞
担当者の選択で［選択］ボタンをクリックすると「ユーザー選択」画面が表示されます。表示されているユ
ーザーは[全選択]が可能です。ユーザー登録の所属部署の入力によって効率をあげることができます。

＜治験内ファイル共有のフォルダ名＞
治験内ファイル共有では、試験ごとにフォルダが作られます。
治験基本情報に入力した以下より構成されます。

被験薬の化学名又は識別記号 _ 区分１（治験の場合の Phase） _ 治験フォルダ識別記号
Phase では、医療機器は“D”、再生医療等製品は“CGT”と表示されます。
＜安全性情報の送付と同時原本登録について＞
初期設定は、安全性情報は送付する・同時に原本登録するとなっています。


安全性情報を送る


書式 12～15、19～20 を確定保存すると実施医療機関及び SMO が、書式
16 を確定保存すると治験依頼者及び CRO が書式入力画面において[メ
ール送信]が可能になります。



[メール送信]ボタンをクリックすると、関係者に資料が作成された旨
のメールが送信されます。メールの内容は、担当者書式マスター編『第
7章

安全性情報管理機能を活用する（企業治験）』およびカット・ド

ゥ・スクエア操作マニュアル別冊

医師主導治験『第 3 章

安全性情報管理機能の利用』をご覧

ください。


同時に原本登録をする


安全性情報を送る際、その書式を電子原本登録
することができます。



操作する担当者が、ユーザー登録時に「保管文書使用可能」のチェックボックスが☑（オン）となっ
ている必要があります。

＜治験基本情報の修正＞
治験一覧より該当試験を選択し、STEP1 から順に修正するこ
とができます。
自組織のサブ管理者、全部委託の CRO の担当者であれば、
可能です。
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＜エラーチェック＞
次の STEP に進む時、エラーチェックをします。
入力もれ、文字数の制限オーバーが対象となり
ます。
左図のように上部にエラー内容、該当部分を赤
く表示します。対応してから次の STEP に進ん
でください。
＜入力した文字の自動フォントサイズ調節＞
治験基本情報に入力した内容が書式に挿入された例
●印刷イメージ（通常フォント）

●最大文字数を入力した場合の印刷イメージ

＜治験基本情報における医療機関の削除＞
当該治験に関する文書が保存されていない場合は、削除が可能です。STEP2 で医療機関のチェックボックスを
□（オフ）とし更新します。文書が残っていると STEP4 で更新できません。
＜治験基本情報の削除＞
関連付けをしている全ての実施医療機関に当該治験に関する文書が保存されていない場合は、STEP4 で削除が
可能です。文書が残っていると STEP4 で[削除]ボタンが無効になっています。
＜治験基本情報の修正＞
●治験依頼者の場合：登録した基本情報を修正する場合は、アイコン「治験情報
管理」をクリックし、
「治験一覧」を表示させ、該当する治験を選択して修正しま
す。

●全部業務委託の CRO の場合：CRO の組織管理者は、アイコン「治験情報（全
部委託）管理」をクリックし、
「治験一覧」を表示させ、該当する治験を選択し
て修正します。
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実施医療機関が入力する基本情報

【

SMO

】

【

IRB

】

【実施医療機関】

【治験依頼者】

【 CRO

】

【治験調整事務局】
基本情報の登録
実施医療機関の
※管理者が基本情

選択（関連付け）

報を閲覧可能
●基本情報の登録
●IRB の選択
※管理者が基本情

CRO の選択
（関連付け）

（関連付け）

報を閲覧可能
医療機関別に

報を閲覧可能

※管理者が基本情

基本情報の登録

CRO を設定

基本情報の登録
●SMO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録
自組織の担当者を

自組織の担当者を

●自組織の担当者

設定

設定

を設定＊

自組織の担当者を
自組織の担当者を

設定

設定

医師主導治験の調整事務局がある実施医療機関が治験基本情報を登録する場合は、本マニュアル『第４章治
験基本情報の登録・修正』またはカット・ドゥ・スクエア操作マニュアル別冊『医師主導治験』をご覧くださ
い。
ここでは、治験依頼者または実施医療機関が自己登録型で登録された治験について情報共有型として、実施
医療機関の情報の入力方法を紹介します。
＊：実施医療機関における“自組織の担当者”とは、治験責任医師・治験分担医師・治験協力者（CRC および
文書作成者）をさします。
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【情報共有型での実施医療機関の治験基本情報の設定（入力）】
すべての項目において未記入であっても情報の更新は可能です。設定が必要な場合とその条件について説明しま
す。皆様の運用方法に合わせ各項目の設定をご検討ください。
設定する項目

どんな時に必要？設定するのに必要な条件は？
管理者に代わりサブ管理者が特定の試験の情報の設定・更新を行う場合

サブ管理者
管理者によりサブ管理者としてユーザー登録されていること

文書の作成、閲覧、ファイル共有を行う担当者がいる場合
治験協力者として書式 2 に自動挿入する担当者がいる場合
担当者

条

件

ぜったい

件

いるね！

条

管理者またはサブ管理者により担当者としてユーザー登録されていること

＊承認文書の登録や承認（電子署名）操作を行う場合はユーザー登録において「保管文書使用可能」を☑（オン）に
する必要があります。院内の運用上本操作を行えるユーザーは最小限を設定するようにしてください。

治験責任医師名を各書式に自動挿入する場合
条
治験責任医師

件

管理者またはサブ管理者により担当者（医師である）としてユーザー登録されてい

ること
＊承認文書の登録や承認（電子署名）操作を行う場合はユーザー登録において「保管文書使用可能」を☑（オン）に
する必要があります。院内の運用上本操作を行えるユーザーは最小限を設定するようにしてください。

治験分担医師名として書式 2 に自動挿入する場合
治験分担医師

条

件

管理者またはサブ管理者により担当者（医師である）としてユーザー登録されてい

ること
文書作成等は行わず、監査や実地調査のため保管文書の閲覧のみを行う場合
監査者

閲覧が必要な期間のみ一時的に設定することをお勧めします
条

件

管理者またはサブ管理者により監査者としてユーザー登録されていること

IRB 名を書式 4、IRB 名・所在地・委員長名を書式 5 に自動挿入する場合
治験審査委員会
（ＩＲＢ）

条

件

IRB がカット･ドゥ･スクエアを利用していること

IRB リストを書式 5 の IRB 出欠リストに自動挿入する場合
条

件

IRB が作成した IRB 委員リストを使用する状態にしておくこと

当該治験において文書ファイルの共有をする SMO がある場合
SMO
条
統一書式
タイプ選択

整理番号設定

件

SMO がカット・ドゥ・スクエアを利用していること

企業治験の場合は、
「実施医療機関の長≠治験責任医師」または「実施医療機関の長＝治験責
任医師」のどちらかを選択してください。
（医師主導治験の場合は、
「実施医療機関の長＝治験責任医師」が選択できません）。
治験ごとに統一した整理番号を付与して運用している場合

（半角 56 文字まで）

（共通の文言のみ設定し、枝番号等を入力画面で手入力することも可能。
）

入力画面に[選択]ボタンがある場合は、あらかじめユーザー登録、当該役割のカット・ドゥ・スクエアが利用可能
な状況等を確認してください。登録がない場合は、[選択]ボタンをクリックしても一覧に表示されません。
なお、実施医療機関の長の職名は「組織情報確認・修正」画面に入力してください。
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① アイコン[治験情報（情報共有型）管理]または治験情報[治験一覧（情報共有型）]ボタンをクリック

② 情報の入力を行う治験をクリック
治験一覧の中から対象となる治験をクリックしてください。
＜検索画面の使い方＞
 「治験依頼者」、「治験実施計画書番号」、「治験課題名」には、含まれる文字を入力することで表示す
る治験を絞り込むことができます。入力した値と一致する情報を検索するため、検索に使用する文言
は一種類で複数語の組み合わせはできません。
 「治験の期間」は、日付で検索します。治験開始日、治験終了日のいずれかまたは両方を入力し、検
索できます。
 治験情報設定状況は、プルダウンの中の「すべて」、「未設定」、「設定済」から選ぶことができます。
「未設定」は、治験依頼者または実施医療機関（自己登録型）が治験の基本情報を入力し、且つ実施
医療機関（情報共有型）が何ら設定を行っていない状態の治験のみ表示するので、初めて入力する時
には有効な検索です。「設定済」は、実施医療機関の情報を入力した治験をさします。
 すでに終了設定された治験を検索したい時は「終了治験を含む」のチェックボックスを☑（オン）に
します。

入力する治験を
クリック

＜治験一覧の色わけ＞
・グレー色または桃色の濃淡で表示されます。
・[グレー色]治験依頼者権限で入力した治験情報
・[桃

色]実施医療機関権限で入力した治験情報

※治験依頼者と情報共有できず実施医療機関が自己登録型で治験を開始し、途中から治験依頼者が情報共有できるようになった
場合は、新たに治験基本情報を治験依頼者は入力する必要があります。表示される情報が同じため区別がつけられるようになっ
ています。
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③ 「治験情報確認・修正」画面が表示されたら、赤枠の治験基本情報を確認
30 ページの表を参考に各項目を設定します。現時点で登録できない情報があっても、治験情報は変更が可
能です。可能な限り入力し更新することをお勧めします。

ここで選択する
ユーザーは、あら
かじめユーザー
登録が必要です。
担当者（医師を含む）を[選
択]すると「ユーザー選択」
画面が表示され、所属部署で
検索後[全選択]ができます。
ユーザー登録時に診療科を
所属部署に入力しておくと
治験分担医師を選択する時
に便利です。

「実施医療機関の長＝治験責任医師」を選択する場合
治験責任医師（実施医療機関の長）のユーザー登録が、システム権
限は「担当者」
、さらに「医師である」および「実施医療機関の長
である」の両方のチェックボックスを☑（オン）としていることが
必要です。
実施医療機関の長をユーザー登録する場合は、本マニュアル『第 1
章

組織管理者が初めてログインをする』をご覧ください。
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CRO（一部業務委託）が入力する基本情報

【

SMO

】

【

IRB

】

【実施医療機関】

【 CRO

【治験依頼者】

】

【治験調整事務局】
基本情報の登録
実施医療機関の
※管理者が基本情

選択（関連付け）

報を閲覧可能
基本情報の登録
IRB の選択
※管理者が基本情

（関連付け）

CRO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情

医療機関別に
CRO を設定

報を閲覧可能

報を閲覧可能
●基本情報の登録

基本情報の登録
SMO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録
自組織の担当者を

自組織の担当者を

自組織の担当者を

.自組織の担当者を

●自組織の担当者

設定

設定

設定＊

設定

を設定

ここでは、治験依頼者または実施医療機関から関連付けられた治験について、CRO の管理者が閲覧可能にな
った後の、CRO（一部業務委託）の情報入力について紹介します。
全部業務委託の CRO として設定された場合は、治験依頼者に代わって「治験基本情報」の変更・更新が可能
であり、その手順については、本マニュアル『第４章

設定する項目

治験基本情報の登録・修正』で説明しています。

どんな時に必要？設定するのに必要な条件は？
管理者に代わりサブ管理者が特定の試験の情報の設定・更新を行う場合

サブ管理者
管理者によりサブ管理者としてユーザー登録されていること

文書の作成、閲覧、ファイルの共有を行う担当者がいる場合

担当者
条

件

管理者またはサブ管理者により担当者としてユーザー登録されていること

文書作成等は行わず、監査や実地調査のため保管文書の閲覧のみを行う場合
監査者

閲覧が必要な期間のみ一時的に設定することをお勧めします
条

件管理者またはサブ管理者により監査者としてユーザー登録されていること
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ぜったい

件

いるね！

条

【CRO の治験基本情報の設定（入力）】
① アイコン[治験情報（一部受託）管理]または治験情報[治験情報（一部受託治験一覧）]ボタンをクリック

② 情報の入力を行いたい治験をクリック
治験一覧の中から対象となる治験をクリッしてください。
＜検索画面の使い方＞
 「治験依頼者」、「治験実施計画書番号」、「治験課題名」には、含まれる文字を入力することで表示す
る治験を絞り込むことができます。入力した値と一致する情報を検索するため、検索に使用する文言
は一種類で複数語の組み合わせはできません。
 「治験の期間」は、日付で検索します。治験開始日のみ・治験終了日のみでも検索できます。
 担当者設定状態は、プルダウンの中の「すべて」、
「未設定」、
「設定済」から選ぶことができます。
「未
設定」は、治験依頼者または実施医療機関が自己登録型で治験の基本情報を入力し、且つ CRO（一部
受託）では何ら設定を行っていない治験のみ表示するので、初めて入力する時には有効な検索です。
「設定済」は、CRO の情報を入力した治験をさします。
 すでに終了設定された治験を検索したい時は「終了治験を含む」のチェックボックスを☑（オン）に
します。

実施医療機関の権限で治験基本情報を入力した場合は、
入力する治験をクリック

桃色で示されます。医師主導治験・企業治験の区別では
ありません。
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③ 「担当者情報確認・修正」画面が表示されたら、画面上部の赤枠の治験基本情報を確認し、
サブ管理者、担当者（文書の作成、閲覧、ファイルの共有、承認文書の確認）、監査者を選択します。

ここで選択する
ユーザーは、あら
かじめユーザー
登録が必要です。

担当者を[選択]すると「ユー
ザー選択」画面が表示され、
所属部署で検索後[全選択]
ができます。ユーザー登録時
に所属部署（グループ名な
ど）に入力しておくと担当者
を選択する時に便利です。
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SMO が入力する基本情報

【

SMO

】

IRB

【

】

【実施医療機関】

【 CRO

【治験依頼者】

】

【治験調整事務局】

基本情報の登録
※管理者が基本情
報を閲覧可能

実施医療機関の
選択（関連付け）

基本情報の登録
IRB の選択
※管理者が基本情

（関連付け）

CRO の選択
（関連付け）
医療機関別に CRO

報を閲覧可能

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録

を設定

基本情報の登録
SMO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情
報を閲覧可能
●基本情報の登録
●自組織の担当者

自組織の担当者を

自組織の担当者を

を設定

設定

設定＊

自組織の担当者を
自組織の担当者を

設定

設定

ここでは、実施医療機関から関連付けられた治験について、SMO の管理者が閲覧可能になった後の、SMO の
情報入力について紹介します。

設定する項目

どんな時に必要？設定するのに必要な条件は？
管理者に代わりサブ管理者が特定の試験情報の設定・更新を行う場合

サブ管理者
管理者によりサブ管理者としてユーザー登録されていること

文書の作成、閲覧、ファイルの共有を行う担当者がいる場合

ぜったい

件

いるね！

条

担当者
条

件

管理者またはサブ管理者により担当者としてユーザー登録されていること

文書作成等は行わず、監査や実地調査のため保管文書の閲覧のみを行う場合
監査者

閲覧が必要な期間のみ一時的に設定することをお勧めします
条

件管理者またはサブ管理者により監査者としてユーザー登録されていること

なお、SMO と実施医療機関（または IRB）との情報共有の方法については、本マニュアル『第 5 章

組織管

理者・サブ管理者のお悩み相談室Ⅳ．
「情報共有する組織」に関するお悩みはこちら・・・』をご覧ください。
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【SMO の治験基本情報の設定（入力）】
① アイコン[治験情報管理]または治験情報[治験一覧]ボタンをクリック

② 情報の入力を行いたい治験をクリック
治験一覧の中から対象となる治験をクリックしてください。
＜検索画面の使い方＞
 「治験依頼者」、「治験実施計画書番号」、「治験課題名」には、含まれる文字を入力することで表示す
る治験を絞り込むことができます。入力した値と一致する情報を検索するため、検索に使用する文言
は一種類で複数語の組み合わせはできません。
 「治験の期間」は、日付で検索します。治験開始のみ・治験終了日のみでも検索できます。
 担当者設定状態は、プルダウンの中の「すべて」、
「未設定」、
「設定済」から選ぶことができます。
「未
設定」は、治験依頼者または実施医療機関が自己登録型で治験の基本情報を入力し SMO では何ら設定
を行っていない治験のみ表示するので、初めて入力する時には有効な検索です。
「設定済」は、SMO の
情報を入力した治験をさします。
 すでに終了設定された治験を検索したい時は「終了治験を含む」のチェックボックスを☑（オン）に
します。

入力する治験をクリック

実施医療機関の権限で治験基本情報を入力した場合は、
桃色で示されます。医師主導治験・企業治験の区別では
ありません。
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③ 「担当者情報確認・修正」画面が表示されたら、画面上部の赤枠の治験基本情報を確認し、
サブ管理者、担当者（文書の作成、閲覧、ファイルの共有、承認文書の確認）、監査者を選択
します。

ここで選択する
ユーザーは、あら
かじめユーザー
登録が必要です。

担当者を[選択]すると「ユー
ザー選択」画面が表示され、
所属部署で検索後[全選択]
ができます。ユーザー登録時
に所属部署（グループ名な
ど）に入力しておくと担当者
を選択する時に便利です。
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IRB が入力する基本情報

【

SMO

】

IRB

【

】

【実施医療機関】

【 CRO

【治験依頼者】

】

【治験調整事務局】

基本情報の登録
※管理者が基本情
報を閲覧可能

実施医療機関の
選択（関連付け）

基本情報の登録
IRB の選択
※管理者が基本情

（関連付け）

CRO の選択
（関連付け）
医療機関別に CRO

報を閲覧可能

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録

を設定

●基本情報の登録
SMO の選択
（関連付け）

※管理者が基本情
報を閲覧可能
基本情報の登録
自組織の担当者を

●自組織の担当者

自組織の担当者を

.自組織の担当者を

自組織の担当者を

設定

を設定

設定＊

設定

設定

ここでは、実施医療機関から関連付けられた治験について、IRB の管理者が閲覧可能になった後の、IRB の
情報入力について紹介します。

設定する項目

どんな時に必要？設定するのに必要な条件は？
管理者に代わりサブ管理者が特定の試験情報の設定・更新を行う場合

サブ管理者
管理者によりサブ管理者としてユーザー登録されていること

文書の作成、閲覧、ファイルの共有を行う担当者がいる場合

ぜったい

件

いるね！

条

担当者
条

件

管理者またはサブ管理者により担当者としてユーザー登録されていること

文書作成等は行わず、監査や実地調査のため保管文書の閲覧のみを行う場合
監査者

閲覧が必要な期間のみ一時的に設定することをお勧めします
条

件管理者またはサブ管理者により監査者としてユーザー登録されていること

なお、SMO と実施医療機関（または IRB）との情報共有の方法については、本マニュアル『第 5 章

組織管

理者・サブ管理者のお悩み相談室Ⅳ．
「情報共有する組織」に関するお悩みはこちら・・・』を参照してくだ
さい。
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【IRB の治験基本情報の設定（入力）】
① アイコン[治験情報管理]または治験情報[治験一覧]ボタンをクリック

② 情報の入力を行いたい治験をクリック
治験一覧の中から対象となる治験をクリックしてください。
③ 「担当者情報確認・修正」画面が表示されたら、画面上部の赤枠の治験基本情報を確認し、
サブ管理者、担当者（文書の作成、閲覧、ファイルの共有、承認文書の確認）、監査者を選択
します。
「治験一覧」
「担当者情報確認・修正」画面は、CRO、SMO と同様です。
IRB の開催情報管理を操作する担当者は、すべての治験に関連付けられていることが必要です。
詳しくは、操作マニュアル『IRB 完全マスター編』をご覧ください。

サブ管理者ができること


サブ管理者は、管理者により特定の治験に関連付けられた後、その治験に限り基本情報の修正ができます。



ユーザー登録をすることができます。

サブ管理者の設定は、必須ではなく、組織の規模や管理状況により、必要であればユーザー登録し、活用して
ください。管理者のアカウントを持っている人は、サブ管理者になる必要はありません。
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第５章

組織管理者・サブ管理者のお悩み相談室

この章では、組織管理者・サブ管理者が操作をする際に直面する可能
性がある内容について、解決方法や考え方についての情報を集めました。
効率的にカット･ドゥ･スクエアをご利用いただくにあたりお役立てくだ
さい。
本マニュアル第 1 章～第 5 章の中で、疑問や悩みごとの回答が見つか
らなかった管理者・サブ管理者の方は、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．「ユーザー登録」に関するお悩みはこちら・・・
Ⅰ－1

実施医療機関におけるユーザー登録は、誰を担当者にしておけばいいの？悩んでしまう！

ⅰ）統一書式に基づく文書作成（閲覧）をするから考えて・・・
● 文書を作成する人は、必ず担当者としてのユーザー登録が必要です。ユーザー登録後、文書作成の可
能性がある治験に設定をします。
● 書式 2 の「治験協力者の氏名」欄に自動挿入されますが、文書に反映したくない場合は、入力画面の
[削除]ボタンで簡単に削除ができます。担当者書式マスター編『第 6 章

統一書式を作成する（書

式固有の機能の説明）_書式 2「治験分担医師・治験協力者リスト」』をご覧ください。
ⅱ）マスタ入力（組織情報）の活用から考えて・・・
● 実施医療機関の長は、必ず担当者（実施医療機関の長である）としてのユーザー登録が必要です。ユ
ーザー登録をしないと組織情報のマスタメンテナンスができません。本マニュアル『第 3 章

マスタ

メンテナンス_組織情報の確認と修正』をご覧ください。実施医療機関の長として登録したメールア
ドレスは安全性情報管理機能を利用した場合の送信先になります。
ⅲ）マスタ入力（治験情報）の活用から考えて・・・
● 治験責任医師について
治験責任医師をユーザー登録し、治験情報に選定しておくと、書式 2、4、5、6、8、10～18、参考書
式 1 の治験責任医師の氏名箇所に自動挿入されます。このことから、治責任医師を治験情報において
設定しないので、カット・ドゥ・スクエアの効率を著しく下げるものであるため、治験責任医師は、
担当者としてユーザー登録（医師である）することを強くお勧めします。
● 治験分担医師について
治験責任医師と比較すると、自動挿入される箇所は、書式 2 の「治験分担医師の氏名」欄のみです。
書式 2 の作成頻度により運用をご検討ください。
なお、書式 2 は当該治験に係る業務を誰が従事しているかを確認するものです。書式 2 の変更があっ
た場合、［編集］→［別文書として保存］をする場合、新しく治験への関連付けをした治験分担医師
は反映されませんので、ご注意ください。
ⅳ）安全性情報の共有から考えて・・・
●安全性情報を共有する人（医師を含む）は、必ず担当者としてユーザー登録が必要です。
書式 12～16、19～20 その他の安全性情報の報告を行う場合はメール送信機能を使用し、該当治験の
担当者に連絡することができます。
安全性情報管理に関する詳細は、担当者書式マスター編『第 7 章
業治験）』およびカット・ドゥ・スクエア操作マニュアル別冊

安全性情報管理機能を活用する（企
医師主導治験『第 3 章

管理機能の利用』をご覧ください。
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安全性情報

Ⅰ-2

誰を保管文書使用可能な担当者として登録すればいいの？

カット・ドゥ・スクエアで作成した統一書式（添付資料を含む）を承認文書として登録する担当者、電子署
名（カット・ドゥ・スクエア承認等）をする担当者、承認文書を閲覧する担当者は、保管文書使用可能な担当
者としてユーザー登録が必要です。
保管文書の閲覧、電子署名等の操作は全て証跡が残ります。「保管文書使用可能」が□（オフ）であっても
全ての担当者は承認文書登録状況を承認フローで確認することができますので、組織の運用により許可された
最小限の方に限定することを強くおすすめいたします。
なお、監査者として登録することで監査や実地調査など一時的に保管文書の閲覧を行うことが可能となりま
す。セキュリティの観点から閲覧が必要な期間のみ該当試験との関連付けを行い、終了後はユーザーの削除等
行うことをお勧めします。

Ⅰ-3

担当者を一人の組織管理者が登録したり管理したりはたいへん！

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。一つの組織の中で組織管理者・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。組織管理者は 1 組織につき 10 名まで、サブ管理者は特に制限は設けていません。
組織管理者は全体を管理・サブ管理者は試験別に管理

＜例＞
サブ管理者1

担当者1

 組織管理者はサブ管理者の管理をします。
 組織管理者が基本情報を登録します。

担当者2

になります。

サブ管理者2
担当者3

組織管理者

 サブ管理者は試験別に管理者をすること
 基本情報の登録の際、医療機関の関連付け
以降をサブ管理者が行うように設定しま

（最大10名）

担当者4

 サブ管理者は必要な人員をユーザー登録

サブ管理者3
担当者5
サブ管理者4

す。
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ることで、組織管理者への連絡は不要となります。
サブ管理者の登録には制限数を設けておりません。プロジェクトごとにサブ管理者を設定したり、グループ
リーダーはサブ管理者としたりなど、組織の規模に応じて設定をしてください。
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Ⅱ．「組織情報」に関するお悩みはこちら・・・

Ⅱ-1

マスタ情報入力を更新したのに担当者から書式入力画面に反映されていないと言われてしまった！

基本情報の入力と文書作成との関係を時系列で表すと次のようになります。
組織管理者

マスタ情報を修正したら、

基本情報入力

次の新規作成から反映されます。

修正（更新）

基本情報入力

基本情報更新者と担当者との連絡を上手に
とってね！

担当者
文書編集

新規文書作成

新規文書作成

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既存文書（書式 2）の編集時
● 治験基本情報の更新後既存文書の編集時（治験の期間等）

Ⅱ-2

代表者のフルネーム（カタカナ）は、
“パブロ・ディエゴ・ヨハネス・マルティニウス・デ・トリニ

ダード・ファン・ニステルローイ”で 42 文字。
「組織情報確認・修正」画面では、姓名合わせても 24 文字
までしか入力できないから、書式に正確に反映できない！

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。
管理者の方は、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、
担当者の方に文書作成の際は半角で代表者名を手入力で変更していただくようお伝えください。
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Ⅱ-3

IRB の委員長が交代した！

IRB の組織管理者が操作をする必要があります。IRB の組織管理者にご連絡ください。
IRB 完全マスター編『第 2 章

IRB 組織管理者が行うメンテナンス_マスタメンテナンス：治験審査委員会リ

スト』をご覧ください。

Ⅱ-4

管理者が異動（退職）で交代することになった！

各組織の組織管理者が操作をする必要があります。
本マニュアル『第 2 章

ユーザーメンテナンス（ユーザーを管理する）_組織管理者の交代』をご覧くださ

い。
引継ぎがされぬまま管理者が異動（退職）され、組織管理者が不在の場合は、日本医師会
ーまでお問い合わせください。
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治験促進センタ

Ⅲ．「治験基本情報」に関するお悩みはこちら・・・

Ⅲ-1

治験の期間は年月日まで入力しないといけないの？

統一書式の治験の期間欄は、年月日を記入することになっています。また、「統一書式に関
する記載上の注意事項」では、治験の期間には治験実施計画書に記載された治験の期間を記載
するとあります。治験実施計画書には、年月のみ記載されていることも多く、カット・ドゥ・
スクエアは、治験の期間は、曖昧入力が可能な日付入力欄（上が青色のカレンダー）としてお
ります。
＜入力方法＞
4 ケタ入力 （例）2018

⇒

2018 年--月--日

6 ケタ入力 （例）201805

⇒

2018 年 5 月--日

また、治験の終了が製造販売後で特定できないような場合は、8 ケタのハイフンを入力することも可能です。
未記入では、エラーとなります。（ -------- ⇒

Ⅲ-2

----年--月--日

）

ネットワーク事務局です。自己登録型で治験基本情報を入力しますが、管理する実施医療機関の文

書情報を共有するにはどうすればいいの？

以下、二通り考えられます。
①

ネットワーク事務局は、実施医療機関との業務の委受託契約に基づき、当該医療機関の組織管理者からカッ
ト・ドゥ・スクエアの担当者のログイン ID とパスワードを貸与され入力をする（治験情報が登録されている
ことが前提）
。

②

自己登録型で治験情報を登録し、治験基本情報の入力方法＜STEP2＞自組織の担当者の選択および＜STEP4＞で
の担当者と実施医療機関の関連付けを行う。詳しくは本マニュアル『第 4 章

治験基本情報の登録・修正_治

験基本情報の登録（治験依頼者）』をご覧ください。
お問い合わせのネットワーク事務局にとっては、②の自己登録型で”自組織の担当者”に設定することが効果的で
す。
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Ⅲ-3

比較試験（第Ⅲ相）と長期試験（第Ⅲ相）の 2 つの治験を実施中。担当者から治験内ファイル共有

にある治験フォルダの見分けがつかないと問い合わせが！どうすればいいの？

治験内ファイル共有の治験フォルダ名は「治験薬の化学名または識別記号」_「Phase」で自動生成されます。

したがって、
「被験薬の化学名または識別記号」と「区分 1」が同じ場合は、その他の基本情報が異なっていて
もフォルダ名は同じになります。

このような場合は、治験フォルダ識別記号を入力 （プロトコル番号等）することで治験フォルダに枝番を付与す
ることができます。
フォルダ名は「治験薬の化学名または識別記号」_「Phase」_「治験フォルダ識別記号」で自動生成されます。
「治験フォルダ識別記号」は半角英数 10 文字が使えます。

【治験内ファイル共有画面での治験フォルダの見え方】
識別記号の区別方法は、治験基本情報を入力した組織の方が実施
医療機関等に連絡してください。
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Ⅳ．「情報共有する組織」に関するお悩みはこちら・・・

Ⅳ-1

実施医療機関と SMO にはどのような情報共有が効果的なんだろう？

組織として了解していれば、他の会社の社員をユーザー登録することは可能です。
実施医療機関と SMO の場合のユーザー登録の例を示します。
実施医療機関

SMO

組織管理者

サブ管理者

担当者

サブ管理者

担当者

○

○

○

―

―

◎＃

●

●

実施医療機関の
職員

包括的に治験業
務を委託してい
る場合
SMO の社員

当該治験におい
て担当者設定を

◎※
他の SMO にも委
託している場合

委任する場合
◎＃

×
◎は、実施医療機関の職員と同じ取り扱いになりますので、ログインした時の組織名は実施医療機関になりま
す。
●は、SMO の社員としてのユーザー登録なので実施医療機関が SMO を関連付けした後、設定が可能になります。
※利用申請の手続きを SMO が代行しない場合は実施医療機関の職員が管理者となっているので SMO の社員は管
理者（代理）に登録することになります。
＃SMO と契約が終了する場合は速やかに実施医療機関側の SMO 社員のユーザー登録を削除することをお勧めい
たします。
実施医療機関（または IRB）と SMO は、1：1 や 1：N もあり契約形態が多様化しています。委託の方法や範
囲など充分に双方で相談されますようお願いします。
実施医療機関
（または IRB）

SMO（1：1）

実施医療機関
（または IRB）

SMO
SMO（1：N）
SMO
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Ⅳ-2

SMO の社員のユーザー登録は実施医療機関と SMO のどちらが便利？

＜SMO の社員を SMO のユーザーとする場合＞
SMO の管理者が自社の担当者を関連付ける事により、SMO の担当者は一度のログインで複数の実施医療機関
の書式作成が行えます。
SMO（自社）の管理者で担当を関連付け、
書式を入力する場合
SMO（自社）の担当者 ID・パスワードでログイン

一度のログインで担当する実施医療機関の書式作成が可能！！
今後、様々なシーンで証跡がのこることも考慮し、SMO の担当者は SMO のユーザーとして操作することをおす
すめします。
＜SMO の社員を実施医療機関のユーザーとする場合＞
複数の医療機関の業務を受託していると、各実施医療機関に SMO のメールアドレスを用いてユーザーを登録
する必要があります。SMO 担当者は、各実施医療機関用のアカウントを持つことになります。システム上は可
能ですが、オススメはできません。

警告！！

A 病院の担当者 ID・パスワードでログイン

他組織の職員をユーザ
ーにすることは、組織内
ファイル共有の利用が
できなくなるだけでな

B 病院の担当者 ID・パスワードでログイン

く、ユーザー管理の観点
からもオススメできま
せん。
組織としての関連付け

C 病院の担当者 ID・パスワードでログイン

をするようにしてくだ
さい。
治験依頼者が CRO 職員
を自組織のユーザーに
することも同様です。
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Ⅳ-3

SMO と実施医療機関はどのような関連付けが可能？その方法は？

複数の SMO と委受託契約を締結している場合の例

どうやって担当者
を設定しよう・・・

担当する治験を

SMO になるべくま

割り当てよう！！

かせたい。

治験
ｃ
治験
ｂ

治験
ｄ

治験
a

実施医療機関の管理者は SMO の社

実施医療機関

員をサブ管理者としてユーザー登
録します。基本情報を入力する際、

治験
e

SMO のサブ管理者を選択し[以降の
業務をサブ管理者に委任する]を

各 SMO のサブ管理者
あとは宜しく！

クリックします。
警告！！

治験
a

治験
b

治験
ｃ

治験
ｄ

治験
e

他組織の職員をユーザ
ーにすることは、組織内
ファイル共有の利用が
できなくなるだけでな
く、ユーザー管理の観点
からもオススメできま

●●
SMO

◆◆
SMO

★★
SMO

せん。極力、組織として
の関連付けをするよう
にしてください。

うちは、自社を SMO として関連付けて SMO の担当者ユーザーで
文書をつくるぞ

治験
b

治験
ｃ

まれなケースかもしれない
けれど・・・
一つの治験を複数の SMO で

治験
a

共有することも可能です。

●●
SMO

◆◆
SMO
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Ⅳ-4

CRO と治験依頼者はどのような関連付けが可能？

治験依頼者と CRO の親子関係図
基本情報を治験依頼者が入力（親）

基本情報を治験依頼者が入力（親）

全部委託の CRO が設定あり（子）

全部委託の CRO 設定なし

（一社のみ）

一部業務委託の CRO（子）

一部業務委託の CRO を関連付け（孫）

（複数社可）

（複数社可）
複数社の CRO の関与がある場合でも関連付けが可能です。

＜例＞
文書管理や QC は治験依頼者が担当し、CRO の 2 社が実施医療機関を分担する場合は、CRO と担当者の関連付
けを下記のようにすれば可能です。
①

治験依頼者の担当者には ABCDEFGH の 8 つの実施医療機関を関連付ける。

②

Z-CRO には ABEF、X-CRO には CDGH を関連付ける。

③

Z-CRO と X-CRO は各組織の基本情報の入力で自社の担当者を設定します。

は実施医療機関

治験依頼者

A

B

C

D
X－CRO

Z-CRO
E

F

G

H
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Ⅴ．ネットワーク接続やパソコンの設定に関するお悩みはこちら・・・

Ⅴ-1

カット・ドゥ・スクエアのセキュリティはどうなっているの？

カット・ドゥ・スクエアは、物理的・システム的そして運用面でも十分に対応しています。
ここでは、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。パスワードは安全のために定期的に変更しましょう。
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Ⅴ-2

カット・ドゥ・スクエアはどんな時間でも使えるの？

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、組織管理者にメールで事前にお知らせをいたします。組織管理者は、
組織内への周知をお願いします。
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（2018 年 8 月現在）。
ただし、電子原本管理機能は、毎日、システムメンテナンスを行うため、24:00～7:00 の間は、承認文書の
登録、保管文書の承認（電子署名）や閲覧が行えません。電子原本管理機能については『担当者電子原本管理
編』をご覧ください。

Ⅴ-3

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、本マニュ
アル『第 2 章

ユーザーメンテナンス（ユーザーを管理する）_パスワードロックとパスワードリマインダー』

をご覧ください。
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を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、組織管理者・サブ管理者の方は管理者に連絡し、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。
組織管理者の方は、別の組織管理者の方に確認することも可能です。別の組織管理者の登録がない場合は、
日本医師会

治験促進センターまでご連絡をお願いいたします。新しいパスワードを生成いたします。
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