Ver.8.0.2（2019年5月7日）

担当者書式マスター編
【主な内容】
 資料のアップロード
 統一書式の作成
（書式共通機能・書式別機能）
 その他文書の作成方法
 安全性情報管理機能（企業治験）
の活用
<< お問い合わせ >>
公益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

公益社団法人日本医師会 治験促進センター
©2013‐2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

担当者マニュアルとして Ver.1.01 を 2010 年 3 月 26 日に初版発行
版数
Ver.2.0

発行年月日
2011 年 5 月 11 日

改訂履歴
統一書式に基づくカット・ドゥ・スクエアを利用した文書作
成手順の基礎に特化した編集を行い、マニュアルタイトル
を含め内容の一新

Ver.2.1

2011 年 11 月 18 日

メールアドレスの一意性制約の解除に伴う変更
・P.9 第 1 章ログインをする「ユーザー情報の確認・変更」
【ID・パスワードを忘れた場合】

Ver.3.0

2012 年 7 月 31 日

平成 24 年 3 月 7 日「新たな「治験の依頼等に係る統一書
式」について」（通知）に伴う変更

Ver.4.0

2013 年 8 月 22 日

添付資料保存に伴う変更
効率アップお助け情報編の引用コピーに関して集約

Ver.4.1

2013 年 10 月 30 日

平成 25 年 3 月 26 日「新たな「治験の依頼等に係る統一
書式」について」（通知）に伴う変更
日付の一部曖昧入力、終了治験設定、自己登録型の識
別の機能追加に伴う変更、一部誤記修正

Ver.5.0

2014 年 9 月 29 日

平成 26 年 7 月 1 日「新たな「治験の依頼等に係る統一書
式」について」（通知）に伴う変更
電子原本管理機能の追加に伴うシステム画面の変更
管理者（代理）の登録可能数の変更
記載整備

Ver.5.1

2014 年 10 月 28 日

審査資料等選択画面の変更、記載整備

Ver.6.0

2015 年 3 月 30 日

安全性情報管理機能の追加に伴う変更、記載整備

Ver.7.0

2016 年 5 月 16 日

その他文書の追加に伴う変更、記載整備

Ver.7.1

2016 年 10 月 3 日

パスワードロック、その他文書の追加、安全性情報管理
機能による書式メール送信時電子原本登録に伴う変更

Ver.8.0

2018 年 8 月 27 日

パスワード初回変更機能、平成 30 年 7 月 10 日「新たな
「治験の依頼等に係る統一書式」について」（通知）に伴う
変更、書式 3 資料添付に伴う変更及び安全性情報管理
機能（企業治験）の内容を追加、操作に重点をおいた内
容に全体を改編、記載整備

🄫2013-2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

版数
Ver.8.0.1

発行年月日
2019 年 2 月 4 日

改訂履歴
添付資料がある場合の表示、書式レイヤー全選択が可
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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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『担当者書式マスター編』について
本マニュアル「担当者書式マスター編」は、試験に関連付けられた担当者となる方が操作するためのマニュ
アルです。
組織管理者またはサブ管理者が特定の試験に関連付けをした担当者は、その試験について、書式の作成、資
料のアップロード、電子原本登録（ユーザー権限による）が可能となります。
本マニュアルでは、カット・ドゥ・スクエアを用いて統一書式に定められた
文書の作成方法やカット・ドゥ・スクエアの特徴を説明しています。
電子原本管理は、『担当者電子原本管理編』（2 種あり）をご覧ください。本
マニュアルには掲載しておりません。

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
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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
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。
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第1章

担当者が初めてログインをする

この章では、担当者が管理者よりカット・ドゥ・スクエアのアカウン
ト（ID とパスワード）を受け取り、初めてログインする操作を紹介し
ています。
お手元にメール「【カット・ドゥ・スクエア】ユーザー登録のお知ら
せ」または管理者より連絡のあった ID とパスワードをご用意のうえ、
ご対応ください。
また、ログインした際に担当する試験（実施医療機関）の確認方法を
紹介しています。
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担当者が初めてログインする

組織管理者が通知方法を
選択するため、右図の
メールがない場合も
あります。

https://ctdos.jmacct.med.or.jp/web/Login.aspx

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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組織管理者から受け取ったパスワードは、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。

【パスワードの変更（随時）】
「初回ユーザーパスワード変更」にて[更新]ボタンをクリックするとログインし、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、セキュリティを守るために非常に重要です。各自がしっかりと管理するようにしましょう。
パスワードは、半角英（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。

【パスワードの変更（有効期間設定によるもの）】
組織ごとにパスワードの有効期間を組織管理者が設定しています。最後にパスワードを更新してから設定さ
れた有効期間を経過すると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。
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パスワードを忘れた時：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

② 確認用パスワード表示
・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
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 ID・パスワード表示

⑥

・登録 ID と新しいパスワードが表示されます。
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担当する試験を確認する
担当者は、管理者またはサブ管理者により関連付けられた試験について、書式の作成、資料のアップロード、
電子原本登録（但し、ユーザー権限「保管文書使用可能」を登録）が可能です。

【治験内ファイル共有から確認】

治験内ファイル共有をクリックすると、「治験内ファイル共有」が表示されます。フォルダ名は、治験基本情報の登録
（治験依頼者か医師主導治験調整事務局の管理者が登録操作）の際に入力した「被験薬の化学名又は識別記号」̲
「治験の Phase」̲「治験フォルダ識別記号（任意 Max10 桁）」により構成されています。Phase は、医療機器は“D”、再生
医療等製品は“CGT”となります。
これにより、担当となっている試験を確認することができます。
次に、担当する実施医療機関を確認する場合は、フォルダの左＋をクリッ
クします。共有フォルダと実施医療機関名（略称）が表示されます。これ
により担当している実施医療機関を確認することができます。
左図は、同じ試験において複数の実施医療機関を担当する治験依頼者、
CRO、SMO、IRB（共同 IRB として利用）の場合を示しています。

【統一書式等作成から確認】
[統一書式等作成]または[書式作成]をクリックすると、「治
験一覧」が表示されます。

画面上部の検索を利用すれば、
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、
治験の期間で絞り込むことがで
きます。
すでに「治験の終了」とした
試験でもチェックボックスを☑
（オン）にすることで確認でき
ます。
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【担当する試験（実施医療機関）が確認できない】
治験内ファイル共有や治験一覧において、担当する試験（医療機関が）が確認できなかった場合は、管理者
（またはサブ管理者）が、関連付けていないことになります。組織内でご確認ください。
管理者がその試験を確認することができていなければ、組織として関連付けられていないことになります。
その場合は、SMO 及び IRB は実施医療機関に、CRO 及び実施医療機関は治験依頼者（または医師主導治験調整事
務局）にご確認いただくようお願いいたします。
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第２章

資料をアップロードする

この章では、担当者が治験内ファイル共有に資料をアップロードする
操作方法を紹介しています。
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資料アップロードの制限について
【ファイルサイズの制限】
アップロードできるファイルサイズの上限は、

50MB

です。

ファイル数の制限はありません。
※必要以上に大きいファイルはアップロードしないでください。
（例：審査の質に影響がないようなハイクオリ
ティなカラー画像、動画

など）

※ファイルサイズが小さくても、共有する必要がないファイルはアップロードしないでください。

【ファイル種類の制限】
実行形式等一部禁止しているファイル形式があります。

資料アップロードの制限について（共有フォルダ̲役割別）
共有フォルダ
担当者の役割

フォルダ作成

実施医療機関フォルダ

アップロード/削除

○

○

○

○

×

○

IRB

×

○

CRO

○

○

SMO

×

○

治験依頼者
医師主導治験調整事務局
（実施医療機関）
（関連付けられた）
実施医療機関

共有フォルダは、全実施医療機関に共通して利用するための資料を保存するところであるため、個々の実施
医療機関の担当者は、閲覧（ダウンロード、書式への添付は可）のみで、共有フォルダにフォルダを作成した
り、アップロード・削除をすることはできません。
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治験内ファイル共有にフォルダを作成する
治験内ファイル共有をクリックし、治験内ファイル共有画
面を表示させます。
フォルダを作成したい試験・フォルダ（共有フォルダ/医療
機関フォルダ）をクリックします。以下の操作でフォルダを
作成することができます。
（選択したフォルダ）
②
①

① 選択したフォルダの中に
フォルダを作成できます。選んだフォルダは太字斜字で表示されます。
② [フォルダ作成]ボタンをクリックしま
す（上下の 2 か所にあります）。
③ 入力欄が表示されるので、フォルダの名
前を入力します。フォルダ名の前に数字
を付与すると番号順に並びます。

④

③

④ [作成]ボタンをクリックするとフォル
ダが作成されます。
⑤ フォルダ内は保存資料がない時は[削除]ボタンが表示され、フォルダを削除することができます。資料が保
存されていると削除できません。
【フォルダ名の変更】
フォルダ名の変更は、[フォルダ名変
更]ボタンをクリックし、新しいフォル

（作成したフォルダ）

ダの名前を入力し[変更]ボタンをクリ
ックします。
【フォルダの階層】

第 1 階層

第２階層

第３階層

第４階層

治験実施計画書
共有フォルダ

版管理等のためのフォルダ

・・・・・・・・

治験薬名̲Phase̲識別記号
（治験情報から自動生成）

・・・・・・・・

医療機関
フォルダ

説明同意文書
・・・・・・・・

版管理等のためのフォルダ

統一書式等

各書式フォルダ

基本情報を登録すると自動生成される既製フォルダ（名称変更はできません）
治験依頼者/CRO が作成するフォルダ（アップロードも治験依頼者/CRO のみ）、使用例示
関係者全員が作成可能なフォルダ、使用例示
9
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治験内ファイル共有に資料をアップロードする
治験内ファイル共有および組織内ファイル共有に資料をアップロードする場合は、以下の手順で操作を行い
ます。
① アップロードするフォルダの選択
（選択したフォルダ）

資料をアップロードできる時には、[資料アップロード]ボタンが表示されます。ボタンは上下の 2 か所にあ
ります。保存先を指定しないと[資料アップロード]ボタンは見えません。
② アップロードするファイルを選択
[参照]ボタンをクリックし、アップロ
ードする資料を選択します。

[行追加]ボタンをクリックすると次のファイル
を選択でき、1 度に最大 10 のファイルを登録（以
下「保存」という。）できます。
③ 資料の作成状態、キーワードの設定
作成状態は、
「作成中」と「確定」のど
ちらかを選択します。この段階では「作
成中」でも保存できます。
統一書式に添付し、その統一書式を確
定保存する時には、
「確定」していること
が必要です。
キーワードを入力しなくても保存でき
ます。キーワードは、保存した資料の一
覧にも表示され、降順・昇順の並び替えにも利用できますので設定することをお勧めします。
④ ファイルのアップロード
[登録]ボタンをクリックすると資料がカット・ドゥ・スクエア上にアップロードされます。
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組織内ファイル共有に資料をアップロードする
【組織内ファイル共有とは】
「組織内ファイル共有」とは、自組織の中だけで共有する資料がある場合に利用します。
資料のアップロード方法は、「治験内ファイル共有」と同じです。「治験内ファイル共有」は、書式の作成・
閲覧ができる担当者のみがアップロードできますが、
「組織内ファイル共有」は、当該組織のすべてのユーザー
がフォルダの作成や資料のアップロードができます。
組織内ファイル共有には、書式１で作
成した履歴書を XML 形式で保存管理する
機能として「履歴書管理」フォルダがあ
ります。本来は、実施医療機関のみが必
要とは考えますが、IRB、SMO 等の組織も
管理する可能性を想定しすべての組織へ提供しています（図は、組織ではフォルダを作成していない状態）。
他の組織には閲覧されたくない資料、組織内のみに限定した資料など皆様のアイデアで様々なシーンでご活
用ください。
＜使用例１＞
モニター用の資料や試験の進捗管
理などを組織内ファイル共有でし
ている例

＜使用例２＞
倫理委員会の資料を管理したり、
SOP の版管理などを組織内ファイ
ル共有でしている例

※同じ組織に登録しているすべてのユーザーが閲覧・アップロードが可能です。他の組織のユーザーを一時的
に自組織のユーザーとして登録している場合には、十分ご注意ください。
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第３章

マスタ入力を活用する

組織情報と治験基本情報のマスタ入力があり、各役割の組織管理者が
メンテナンスすることとなっています。カット・ドゥ・スクエアにおけ
る統一書式の作成では、マスタ入力をフルに活用し、二重入力を最小限
にするよう工夫がされています。
この章では、マスタ入力が統一書式のどの箇所に利用されるかを紹介
しています。
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マスタ入力内容の統一書式への挿入先
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

①組織正式名称

②治験審査委員会委員リスト ②住所

②所在地
③委員長名

①組織情報確認・修正

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

治験依頼者, CRO

・治験実施計画書番号

実施医療機関

・治験課題名

（※3）
の組織管理者または

【書式 3,11,17,18】

治験情報確認・修正

治験基本情報欄の各項
目に入力する。

サブ管理者

・治験の期間

（※2）

【書式 4,11,参考書式 2】
・治験依頼者

治験審査委員会委員リ

【書式 5】
・治験審査委員会委員出欠リスト
IRB の組織管理者

（右記に記載されている全てが
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

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。

ます）
（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】
治験情報確認・修正

・治験分担医師の氏名・所属又は
職名

実施医療機関の組織管
理者または

・治験協力者の氏名・所属又は職 サブ管理者（※2）
名

（治験情報共有型）
（「所属又は職名」欄は
ユ ーザ ー登録 時に 所属

“医師である”担当者
として登録された者か
ら治験分担医師を選択
する。

部 署欄 に入力 があ るこ “担当者”として登録
された者から治験協力
とが条件）
者を選択する。

【全書式】

実施医療機関の組織管

・整理番号

理者または
サブ管理者（※2）

治験情報確認・修正

実施医療機関の任意入

（治験情報共有型）

力

※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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マスタ内容が正しく統一書式に挿入されていない場合
【マスタ入力項目が統一書式に反映されていない場合】
本章にて紹介しているマスタ活用部分が書式に表示されていない場合は、各組織の管理者にお問合せくださ
い。マスタ入力を修正してから、改めて作業を行ってください。

【マスタ入力が挿入された内容の修正】
いずれの箇所も修正は可能です。但し、マスタ入力内容が修正されているわけではありませんので、次回作
成時等ご留意ください。一時的に修正することは推奨はできません。

【マスタ入力修正後の内容の反映】
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。
マスタ情報を修正したら、

組織管理者
基本情報入力

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

変更情報が反映さ

この疑問がでるのは以下の更新時に多いようです。

れていません。
● 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）
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新規文書作成

変更された基本
情報が反映され
ています。

第４章

統一書式等を作成する
（全書式共通機能）

この章では、統一書式等を作成するにあたって、全書式に共通する操
作を紹介しています。ここで紹介する機能を知ればカット・ドゥ・スク
エアで統一書式等が作成できるようになります。
第 6 章では、特定の書式のみの機能、役割により操作が異なる書式を
紹介しております。合わせてご覧ください。
統一書式の記載内容については、「新たな『治験の依頼等に係る統一
書式』の一部改正について」（通知）の「統一書式に関する記載上の注
意事項」をご覧ください。また、日本医師会

治験促進センターが編集

する「新たな「治験の依頼等に係る統一書式」」記載の手引きもご参照
ください。
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作成する書式の入力画面を表示する
【治験一覧を開く】

アイコン[統一書式等作成]または [書式作成]をクリックすると「治験一覧」画面が表示されます。
治験一覧に表示されている試験にログインしているユーザーが関連付いていることになります。統一書式を
作成する試験（実施医療機関）がない場合は、組織の管理者またはサブ管理者にお問合せください。
＜検索画面の使い方＞
関連付けられている治験が多い場合は当
該治験に関連する文字を入力すること
で、一覧に表示される治験を絞り込むこ
とが可能です。

治験基本情報を入力した治験依頼者ある
いは実施医療機関の組織管理者が「治験
を終了する」と設定することができます。
この設定をされた治験は、治験一覧に非
表示となります。
終了設定された治験の書式を作成・閲
覧・編集したい場合は、
「終了治験を含む」

統一書式に基づく文書を作成する治験（治験依頼者、治験実施

のチェックボックスを☑（オン）とし、[検

計画書番号、治験課題名、実施医療機関）をクリックします。

索]ボタンをクリックすると治験一覧に

（治験の期間以外はクリックすることができます。）

表示され操作を進めることができます。
終了治験の設定については『管理者・サ
ブ管理者編̲第 4 章治験基本情報の登

＜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。

録・修正̲治験基本情報の登録（治験依

・[グレー色]治験依頼者権限で入力した治験情報

頼者）』をご覧ください。

・[桃

色]実施医療機関権限で入力した治験情報
（医師主導治験だけではなく、企業治験でも桃色（※）に表示されます。
）

※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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文書作成対象の治験であること
を確認します。

新しく文書を作成する場合は[新
規]ボタンをクリックします。
1 つでも作成した文書があると
[一覧]ボタンが表示されます。
作成中保存・確定保存した文書を
編集及び削除をする時は[一覧]
ボタンをクリックします。
書式 7 は新規に作成することは
できません。
区分により作成する必要がない書
式は文書作成することができない
ようになっています。
（本図の区分は「治験・医薬品」
であるため書式 13〜15、19〜20
が表示されません。
）
「詳細記載用書式」は、単独で使
用されることがないため、書式 12
〜15、19〜20 の入力画面に表示さ
れるようになっています。
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書式を新規作成する
作成する書式の

をクリックします。

この時点のマスタに入力されている情報（組織情報および治験基本情報）がデフォルト値（自動挿入される
初期値）として表示されます。

書式作成中に一時保存する
作成を中断する時や離席をする時は、

をクリックします。

クリックした際、更新日時、更新者情報が書式一覧に表示されるようになります。
※60 分以上、保存（上書き保存、別文書として保存、確定保存、修正して保存）の操作をしていないとセッシ
ョンエラーとなり、保存していないデータは失われます。こまめに保存するようにこころがけてください。

作成中の書式の作成を再開する
作成する書式の

をクリックします。

作成する書式の一覧が表示されます。
書式の作成が多い場合には、検索（キーワード、
更新日、状態、更新者情報）して絞り込むことが
できます。

作成する書式の左欄を選択（●）し、[編集]ボタンをクリックすると、作成中の画面が表示され、作業を再
開できます。
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印刷イメージを確認する
作成した文書の表示されている情報の印刷イメージを確認する時は、

をクリックします。

保存していない情報についても、イメージを確認することができます。別紙の作成状況、自動フォントサイ
ズ調節などを確認する時に便利です。
・PDF ファイルとして表示されます。
・PDF ファイルは、印刷、外部保存が可能です。

確定保存する
作成した文書の確認が済んだら

をクリックします。

確定保存時には、エラーチェックを行い、入力もれ、
記載内容と作成日付の整合性のチェックをします。
エラーチェック

[確定保存]ボタンをクリックしても、現在の状態が作
成中のままである場合は、エラーが発生しています。
エラー箇所は、赤く表示され、エラー内容は、書式名
と上部操作ボタンの間に表示されますので、対応後、再
度[確定保存]ボタンをクリックしてください。

例：書式 10「その他」に内容を入力しておきながらチェックするのを忘れた例

確定保存をすると版管理され、書式一覧では、連番、改訂数に数字が入り、状態が確定として表示されます。

※版管理については、本章『版管理（連番と改訂数）について』をご覧ください。
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確定保存した書式を修正する
作成する書式の

をクリックします。

書式一覧より修正したい確定保存した書式を選択し、[編集]ボタンをクリックして入力画面を表示させます。
作成中になれば、通常の作成と同じです。
修正して保存をした書式は、次に確定保存をすると連番は変わらず、
改訂数が１あがった版管理となります。
（どの書式を修正したか証跡
を残すようになっています。）
※版管理については、本章『版管理（連番と改訂数）について』を
ご覧ください。

過去に作成した書式を利用して作成する
作成する書式の

をクリックします。

書式一覧より修正したい書式（確定保存/作成中どちらも可）を選択し、[編集]ボタンをクリックして入力画
面を表示させます。
いずれも、利用する書式の作成時のマスタ入力を使用しており、マスタ入力が更新されていても、この方法
では、最新のマスタ情報にはなりませんのでご注意ください。
〔確定保存から別文書として保存〕
作成中になれば、通常の作成と同じです。
操作当日の日付で作成します（書式右上の日付が当日になる）。
別文書として保存をした書式は、次に確定保存をすると連番が１あ
がり、改訂数は０の版管理となります。

〔作成中から別文書として保存〕
通常の作成と同じです。
操作当日の日付で作成します。
通常の確定保存と同じ、版管理をします（作成順の連番）
。

※版管理については、本章『版管理（連番と改訂数）について』をご覧ください。
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別紙自動作成機能
「治験の依頼等に係る統一書式について」
（通知）及び「統一書式に関する記載上の注意事項」では、書式の
変更をすることなく使用し、記入欄が不足する場合には別紙として添付し対応する旨が記載されています。
カット・ドゥ・スクエアでは、情報量が統一書式で標準とされている量を超えた場合には、書式を変更する
ことなく、自動的に超えた内容を別紙として作成します。
【スライダー表示について】
印刷時の別紙作成の有無は、入力欄の右側のスライダー表示により判断できます。ブラウザー等によりスラ
イダーの色が違う場合があります。


スライダーが表示されていない場合
全ての情報が枠内に印刷されます。



スライダーが表示されている場合
入力した情報の一部は別紙に印刷されます。別紙印刷が始まる行は、次の行の入力を始める際、はじめて
スライダーが表示されたところです。 ブラウザ等によりスライダーの表示が本説明と異なることがありま
す。 [プレビュー]ボタンをクリックし、印刷イメージをご確認ください。

●ワンポイント●

●ワンポイント●

スライダーがない記入欄は情報量が多く

作成された別紙の左上に「書式番号別紙

ても別紙作成は行われません。カット・

yyyy/mm/dd 」 と 印 刷 さ れ ま す 。 こ の

ドゥ・スクエアでフォントサイズを自動

yyyy/mm/dd は書式文書上部に記載され

調整し定位置（枠内）に印刷をします。

る年月日です。

対応できるフォントサイズにより入力可

例：

能文字数を制限しています。

2018 年 4 月 15 日作成の書式 3 の別紙
↓

詳しくは本章『自動フォントサイズ調節』

書式 3 別紙 2018/4/15

をご覧ください。
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【入力欄に入力できない部分のみ別紙とする方法】
① スライダーが表示されるまで情報を入力します。入力する情報の切りのいいところで当該欄には別紙に記載
されている情報があることがわかる情報（例えば、“（別紙 yyyy/mm/dd のとおり）”を入力します。
(“yyyy/mm/dd”は書式文書上部に記載される年月日です。)

② 改行を入力後、別紙に印刷されることになる残りの情報を入力します。

（書式印刷イメージ）

（書式別紙印刷イメージ）

【すべての入力情報を別紙とする方法】
① 最初の行に、当該欄の情報が別紙に記載されていることがわかる情報（例えば、
“別紙

とおり”
）を入力し、スライダーが表示されるまで改行して空白を作ります。

② スライダーが表示された最初の行から、入力すべき情報を入力します。

（書式印刷イメージ）

（書式別紙印刷イメージ）

※別紙自動作成/自動フォントサイズ調節の別、入力文字の制限は付録をご覧ください。
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yyyy/mm/dd の

自動フォントサイズ調節
所定の位置に表示をする必要がある項目（別紙を作成しない箇所）では、フォントサイズの調節が行われ、
書式に文字を入力します。
フォント

印刷イメージ

サイズ
10pt

公益社団法人日本医師会 治験促進センター

9pt

公益社団法人日本医師会

8pt

公益社団法人日本医師会

7pt

公益社団法人日本医師会 治験促進センター こうえきしゃだんほうじんにほんいしかい ちけんそく

6pt

公益社団法人日本医師会

5pt

公益社団法人日本医師会

治験促進センター

治験促進センター

治験促進センター

治験促進センター

こうえきしゃだんほうじ

こうえきしゃだんほうじんにほ

こうえきしゃだんほうじんにほんいしかい

こうえきしゃだんほうじんにほんいしかい

こうえきしゃだんほうじんにほんいしかい

ちけんそくしんせんたー

ちけんそくしんせんたー

※別紙自動作成/自動フォントサイズ調節の別、入力文字の制限は付録をご覧ください。

書式の状態
書式の状態は、4 種の状態で区別します。
書式一覧の初期値は、すべての状態を含んでいます。

状態

状態の説明

入力画面での取り扱い

作成中

作成中で保存している書式

確

確定保存した書式

確定

確定保存した後、電子原本登録をして、最終承認ま

確定

定

承認中

作成中

で進んでいない書式
承認完了

電子原本登録後、最終承認まで完了している書式
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確定

版管理（連番と改訂数）について[書式 12〜15･19･20 を除く]
カット・ドゥ・スクエアでは、確定時のファイル名を「「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基
本的考え方」の一部改正について」（平成26年7月1日厚生労働省医薬食品局審査管理課

事務連絡）に基づき、

「統一書式番号」̲「同一統一書式の連番」̲「同一統一書式の版数」̲「作成年月日」
と付与され、これにより容易に文書管理を行うことができます。
電子原本登録する前の確定保存したファイルは削除することができますが、連番や版数(改訂数)が欠番になり
ますのでご注意ください。
書式の確定保存・修正の例示
ユーザーの操作

カット・ドゥ・スクエア内の処理

初回
２回目
３回目

① 統一書式を入力

−

② 統一書式を確定
[確定保存]ボタンをクリック

PDFの作成・治験内ファイル共有への保

③ 統一書式を入力

−

④ 統一書式を確定
[確定保存]ボタンをクリック

PDFの作成・治験内ファイル共有への保

⑤ 統一書式を修正

−

⑥ 統一書式の修正版を確定
[修正して保存]ボタンをクリック

PDFの作成・治験内ファイル共有への保

⑦ 再度、統一書式を修正

−

⑧ 統一書式の2回目の修正版を確定
[修正して保存]ボタンをクリック

PDFの作成・治験内ファイル共有への保

⑨ 統一書式を入力

−

⑩ 統一書式を確定
[確定保存]ボタンをクリック

PDFの作成・治験内ファイル共有への保

存・ファイル名称の付与

存・ファイル名称の付与

存・ファイル名称の付与

存・ファイル名称の付与

存・ファイル名称の付与

連番

版数
（改訂数）

001

000

002

000

002

001

002

002

003

000

書式1：治験責任医師はP、治験分担医師はSで分けます。
「統一書式番号」̲P「同一統一書式の連番の2ケタ」̲「同一統一書式の版数」̲「作成年月日」

例：F01̲P01̲002̲20170911、F01̲S03̲001̲20170911（PとSはそれぞれ連番を付与します）
書式2〜書式11、書式16〜書式18、参考書式1：上記の原則ルールで名称が付与されます。
「統一書式番号」̲「同一統一書式の連番」̲「同一統一書式の版数」̲「作成年月日」

例：F03̲001̲000̲20170912
その他文書：統一書式と同様に付与されます。
＜治験関連文書の提出届＞

＜治験関連文書の電磁的記録の登録＞

・依⇒責 ：CDS̲StoD̲連番̲版数̲作成年月日

・責のみ：CDS̲DandH̲連番̲版数̲D̲作成年月日

・責⇒依 ：CDS̲DtoS̲連番̲版数̲作成年月日

・病のみ：CDS̲DandH̲連番̲版数̲H̲作成年月日

・依⇒病 ：CDS̲StoH̲連番̲版数̲作成年月日

・責・病：CDS̲DandH̲連番̲版数̲DH̲作成年月日
・自ら ：CDS̲D̲連番̲版数̲DH̲作成年月日
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版管理について[書式下部に日付のある書式]
書式下部に日付（承認日）がある書式の場合、第二承認者（書式6は第三承認者の場合あり）が電子原本登録
時に日付を入力できます。
該当書式は、書式 2・5・6・17・18、（医）書式 2・5・6・17・18 となります。
確定保存時のファイル名：F02̲001̲000̲20180515
例１：作成者が確定保存した翌日以降に、第二承認者まで承認フローがまわった場合：F02̲001̲000̲20180516
書式下部に日付が入り、連番・版数が変わりなく確定保存日が更新したファイルを保存する。
例２：作成者が確定保存した日に、第二承認者まで承認フローがまわった場合：F02̲001̲000̲20180515̲1
書式下部に日付が入り、連番・版数・確定保存日が変わりなく、末尾に「1」が追加したファイルを保存
する。
※操作方法の詳細は、『担当者電子原本管理編』をご覧ください。

版管理（連番と改訂数）について[書式 12〜15･19･20]
前述の事務連絡に従いファイル名を付与した場合、書式 12〜15、19〜20 について、被験者識別コードと報告
数が加わります。
「統一書式番号」̲「同一統一書式の連番」̲「同一統一書式の版数」̲「被験者識別コード」̲「報告数」̲「作成年
月日」

（例：F12̲001̲000̲ABCD123̲001̲20180910）

番号の付与方法を理解し、あらかじめ作成方法を関係者で共通認識をもって対応してください。
例：初回の SAE 報告の場合
F12̲001̲000̲ABC12̲001̲20180401
＜解説＞ある医療機関において初めての SAE 報告。被験者 No.ABC12 において第 1 報を 2018 年 4 月 1 日に固定
した。
同事象の第 2 報を報告

ファイル名称

【別文書として保存】

F12̲002̲000̲ABC12̲002̲20180403

例：報告数が違えば、別の連番で管理
【修正して保存】

F12̲001̲001̲ABC12̲002̲20180403

例：同一事象は、同じ連番で管理
連番と被験者識別コード・報告数は連動しません。

なお、改訂版（版数が上がったもの）の電子原本登録については、『担当者電子原本管理編̲改訂版を登録す
る（誤って登録した文書への対応）
』をご覧ください。
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全書式共通のボタンのまとめ
全書式共通のボタンの一覧です。これらは、常に表示があるものではなく、状況に合わせて有効/無効がありま
す。

例：確定保存した書式→[上書き保存]が無効

当該画面に表示されているデータを保存する際に使用します。新規に作成した文書を保存す

上書き保存

る場合にも使います。 書式の状態が確定されている場合は、クリックすることができません
（ボタンが見えません）。 上書き保存した場合は、元のデータが失われ復元できません。
すでに作成済みの文書データに修正等を行った際、修正前データとは別に保存（コピー）し
ておきたい場合に使用します。 作成日は、自動的に別文書保存した日が入力されます。

別文書として保存

保存の際は“キーワード”を変更しておくと判別がしやすくなります。
確定保存したデータを利用し、別文書保存した後確定保存すると連番（※）に+１したファイ
ル名が付与されます。
作成中の文書を確定する場合に使用します。同時に治験内ファイル共有の統一書式フォルダ

確定保存

に PDF が保存されます。連番、改訂数の版管理（※）をします。同じ医療機関の当該治験に
おいて最も新しい連番に+１、改訂数は 0 回としてファイル名が付与されます。
すでに確定保存（版管理）をしている文書について修正が発生した場合に使用します。改訂

修正して保存

版として一度作成中保存され、更に確定保存をすると改訂数にが+１したファイル名が付与さ
れます。
作成した文書の表示される情報をＰＤＦファイルで確認する場合に使用します。

プレビュー

保存していない情報についてもイメージを確認することができます。別紙の作成状況などを
確認する時に便利です。ここで表示されるＰＤＦファイルは印刷や外部保存が可能です。

印刷

確定保存したファイルを印刷する場合に使用します。作成中のファイルでは表示されません。
文書を削除する場合に使用します。保存されていない状態では見えません。削除されたデー
タは復元できません。保存のステータス（作成中・確定）や作成者を問わず文書を削除する

文書の削除

ことができますのでご注意ください。
その文書を他の書式に連携している場合、安全性情報管理機能によるメール送信済みの場合、
電子原本管理に登録済みの場合は削除することができません。

閉じる

入力画面を閉じる場合に保存します。文書を保存せずに入力画面を閉じることができます。

※：連番、改訂数、版管理については、本章『版管理（連番と改訂数）について[書式 12〜15・19・20 を除く]』
および『版管理（連番と改訂数）について[書式 12〜15・19・20]』をご覧ください。
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第５章

書式に資料を添付する

この章では、書式に資料を添付する方法を紹介しています。
資料のアップロードについては、本マニュアル『第 2 章

資料をアッ

プロードする』を参照してください。
なお、書式 3「治験依頼書」については、資料の添付方法が特別であ
るため、本マニュアル『第 6 章

統一書式等を作成する（書式固有の機

能の紹介）
』をご覧ください。
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アップロード済みの資料を添付する
① 資料を添付したい書式の入力画面を表示させ、タブ[添付資料]
をクリックします。
統一書式に添付資料欄の有無に関係なく、タブ[添付資料]があります。

② [添付資料を選択]ボタンをクリック
③ ファイル選択より、添付する資料を選択
（共有フォルダ、医療機関フォルダ（統一
書式等含む）から選択可）
同じフォルダにあるものは、
［全選択］ボタ
ンをクリックすることで、一度に選択する
ことができます。
④ [選択確定]ボタンをクリック
⑤ 添付完了です。

統一書式に添付資料欄がある場合（書式 6、10、12～16、19、20）は、「添付資料参照」が自動挿入され
ます（プレビューで確認）。
他の文章に変更したい場合は、添付資料欄にその旨を入力すると入力データが優先されます。

添付資料参照
添付資料

添付があると“ちけん君”が出現！！
書式連携で資料を添付した際も同様です。
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アップロードしてない資料を添付する
①

資料を添付したい書式の入力画面を表示させ、タブ[添付資料]

をクリックします。
統一書式に添付資料欄の有無に関係なく、タブ[添付資料]があります。

② [添付資料をアップロード]ボタ
ンをクリック
③ [参照]ボタンをクリック
④ 添付する資料を選択
⑤ 保存先を決定（[登録]ボタンが有
効になる）
⑥ 必要であれば、作成状態の選択、
キーワードの入力
⑦ [登録]ボタンをクリック

※保存先は、共有フォルダ、医療機関フォルダ（統一書式等は除く）を指定できますが、共有フォルダに
おいては、役割による制限があります。本マニュアル『第 2 章

資料をアップロードする_資料アップロ

ードの制限について（共有フォルダ_役割別）
』をご覧ください。
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第６章

統一書式等を作成する
（書式固有の機能の紹介）

この章では、書式固有の操作方法、入力機能をもつ組織について紹介
しています。
利用することが必須ではありませんが、利用することで書式は大きく
効率的に作成することができます。
各説明は、書式の入力画面をも用いて紹介しています。作成したい書
式の入力画面の表示方法は、本マニュアル『第 4 章

統一書式等を作成

する（全書式共通機能）̲作成する書式の入力画面を表示する』をご覧
ください。
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書式１「履歴書」
履歴書データは、治験横断使用で効率 UP
書式１は、治験責任医師・治験分担医師の履歴書情報を取り扱う文書です。個人情報の取扱いに関する組織
のポリシーがある場合は対応する必要があります。一方で、治験情報（治験依頼者、治験課題名等）に係る入
力内容がなく、治験を横断して情報を活用する一面もあります。この背景から、書式１には、他の書式にはな
い 4 つのボタンを表示しています。

他の書式にはないボタンの種類
各ボタンの操作・特徴をご理解いただき、組織にあった対応をしてください。
[ポータルへ書出]ボタン
書式１の入力画面に表示されている情報を、当該画面を表示している状態を組織内ファイル共有「履歴書管
理」フォルダに XML 形式で保存します。なお、1 回に書出せるファイルは 1 つです。
① 書出すデータの入力画面を表示します。この場合、保存状態は問いません（入力のみで保存していなくても
操作は行えます）。
② [ポータルへ書出]ボタンをクリックします。
③ 保存を確認するメッセージが表示されたら[OK]ボタンをクリックします。
[ポータルから読込]ボタン
組織内ファイル共有「履歴書管理」フォル
ダに保存している書式１のデータ（XML 形式
のファイル）を読込んで繰り返し利用します。
なお、一度に読込めるファイルは１つです。
① 書式１の新規作成画面において、[ポータ
ルからの読込] ボタンをクリックします。
② 組織内ファイル共有「履歴書管理」フォ
ルダからファイルを選択します。
③

[選択確定]ボタンをクリックするとフ
ァイルが読込まれ、履歴書情報が画面に
表示されます。読込むデータは、キーワードと履歴書データとなります。

[ファイル書出]ボタン
表示されている情報をカット・ドゥ・スクエアの外部に XML 形式で保存する方法です。ファイル名称は、
「書
式 1̲氏名̲yyyymmddhhmmss」（yyyymmddhhmmss は作成時刻）となります。
[ファイル読込]ボタン
「ファイル書出」で外部に出力した履歴書データを読込む時にクリックします。参照より外部に保存してい
るファイルを読込んでください。
32
🄫2013-2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

書式２「治験分担医師・治験協力者リスト」

氏名の順番変えは Drag＆Drop！
【担当者の自動挿入】
管理者またはサブ管理者が、当該試験に関連付けをした担当者（CRC や治験事務局）及び治験分担医師は、書
式２の新規入力画面において自動挿入されています。
ユーザー登録の情報として、「所属部署」を入力していると「所属又は職名」に反映されます。

【担当者を書式２からは削除したい】
治験事務局など、書式２に表記する必要がないが、当該試験において、書式作成、電子原本登録、資料閲覧
をする必要がある担当者は、操作の[削除]ボタンをクリックすることで削除されます。試験への関連付けは維
持されます。

【担当者の氏名の順を変更したい】
画面上でポインター（マウス）を氏名の左に置くと左図
のように移動するためのマークが表示されます。
クリックしたまま Drag し、変更したい箇所でクリックを
放し Drop します。
自動挿入は医療機関の担当者のみです。SMO の CRC の追
加やメイン担当の並び順は、この方法で修正してください。

【SMO の CRC の入力をしたい】
SMO の CRC は、試験に関連付けがあっても、自動挿入されません。手入力をお願いいたします。
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書式３「治験依頼書」

 電子ファイルの添付なら
資料選択・資料種類選択・日付・版表示で即完成
 引用コピーで電子ファイルもコピーして
複数施設の資料作成が効率 UP
【電子ファイル資料を添付する】
入力画面を表示させ、タブ[添付資料]をクリックします。
＜添付ファイル選択の方法は 3 種＞
① アップロード済みの資料を添付する場合

⇒[添付資料を選択]から

② アップロードしていない資料を添付する場合

⇒[添付資料をアップロード]

③ 作成した書式１または書式２を資料とする場合 ⇒[書式 1・書式 2 を選択]
※①②については、本マニュアル『第 5 章

書式に資料を添付する』をご覧ください。

①

②

③

書式 1・書式 2 の選択（③）する画面は以下のとおりです。

この試験において作成した書式１および書式２が表示されます。初期値としては、過去 2 ヶ月、確定状態、
最新版が表示されるよう設定しています。適宜変更して検索することができます。
左のチェックボックスを☑（オン）にして[選択]ボタンをクリックします。
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【添付資料の資料名を決定する】

※書式 3 は、添付箇所が複数あるため添付した資料がどの資料
名に該当するかを明確にする必要があります。
※ファイル名の下の表示は、治験内ファイル共有の保管してい
るフォルダを示しています。
※ファイルを添付した場合は、入力画面（書式 3 のタブ内）に
ある資料名やチェックボックスに記入しないでください。
（添付資料のほかにも資料があると認識します。）
① プルダウンをクリックし、資料の添付先を選択します。
② 資料の作成年月日を入力します。
③ 版表示（必要時）を入力します。

入力画面には、何も入力しなくても、印
刷には、チェックボックスを☑（オン）、
資料名、作成年月日、版表示が入ります。
[プレビュー]でも確認できます。
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＜参照＞
資料添付の順序が順不同であっても、保存後に読み直すと書式の欄の順に並びます。また、書式 4 に添付し
た場合も、書式の欄の順になります。

←
↓

↑

添付した時（順不同）
保存後、編集で表示させた時

書式４に添付した時

※ファイル名は、「「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方」の一部改正について」で推奨され
ているファイル名としています。
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【引用コピーをする】
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のために書式 3、10、16、18 の 4 種の書式につ
いて、治験依頼者または CRO の担当者では、一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
書を引用コピーすることにより一度に作成することができます。ただし、引用元もコピー先も担当者として関
連付けられている組織のみ対象となります。
＜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

担当者
（以下、コピー担当者）とする

CRO
＜必要な関連付け＞

操作者は引用元・コピー先の両方に自組織の担当者として関連付けられている事が必要です。
B 医療機関

引用元

A 医療機関

C 医療機関

コピー先

D 医療機関

このケースでは A・B・C・D 全ての医療機関に関連付けられている担当者であることをさしています。
＜引用コピーの方法＞
① 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。作成中・確定のどちらでもコピーできます。
（下図は、作成中保存の場合のボタンを示しています。）

[引用コピー]ボタンをクリックします。
②

コピー先を選択し、保存します。
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、同じ治験のみ） 。

コピー先をクリックして選択。再度クリックすると

[保存]ボタンをクリックすると、引用元と同じ情

選択が解除されます。

報が選択した医療機関に保存それます。

[全選択]ボタンで表示されているすべての選択、[全

※一度保存された文書を一括削除することはできません。

解除]ボタンで選択したものをリセットできます。

削除は個々の文書の入力画面より行います。

[一括プレビュー]ボタンは、コピーした文書をまとめてプレビューすることができます。
引用元に添付されている添付資料は、治験内ファイル共有「共有フォルダ」に保存されているファイルのみが
コピー対象となります。
書式 3 は、医療機関固有のデータがあるため、確定保存していても、確定としてコピーはできません。
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コピーする（引用元から値がコピーされる部分）

コピーします。

コピーしません。
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。

コピーしません。
※各医療機関の基本情報を反映しま
す。

治験基本情報をコピーし反映し
ます。

※治験内ファイル共有の「共有フォル
ダ」に保存したファイルに限りコピー
されます。
※「各医療機関フォルダ」に保存した
ファイルはコピーされません。
コピー対象箇所に添付したファ
イルがコピーされていない場合は、フ
ァイルの保存場所をご確認ください。

38
🄫2013-2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

書式４「治験審査依頼書」

カット・ドゥ・スクエア内で作成した審査対象資料なら
書式連携で手間いらず
①

[審査資料を選択]ボタンをクリックし、「書式選択」画面を表示させます。

② 「書式選択」画面より、審査対象資料を
選択し、[選択]ボタンをクリックします。
「書式選択」画面の初期値は、過去 2 ヶ月、
確定状態、最新版が表示されるよう設定し
ています。対象書式、キーワードで絞り込
むことができます。
※同じ IRB において審査する書式に共通する
キーワードを入力するようにすると効率よく
審査対象資料を選択することができます。

39
🄫2013-2019 公益社団法人日本医師会 治験促進センター

③ 選択した審査資料が選択されていることを確認します。（前述②の選択とは無関係です）

※統一書式の項目数より多くの資料を選択した場合（例：書式 12 を 2 つ選択する）、追加行がピンク色の行と
して表示され、別紙として印刷されます。手入力でも行を追加することができます。
④ 添付資料に選択した審査資料（統一書式＋添付資料）が選択されていることを確認します。再度、資料を選
択する必要はありません。

※カット・ドゥ・スクエアで作成していない資料を審査資料としたい場合は、本マニュアル『第 5 章

書式に

資料を添付する』をご覧ください。
※手入力の場合であり、行追加をしたい場合は、[入力行追加]ボタンをクリックし、追加した項目を選択する
と該当行が増えます。追加した行は別紙が自動作成されます。
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書式５「治験審査結果通知書」
クリックだけで完成！
（審査結果承認、付帯意見がない場合）
ここでは、1 件の書式 4 から書式 5 を作成する操作を紹介しています。この操作方法は役割による制限はありま
せん。IRB の担当者は、複数の書式 4 から書式 5 を一括作成することができます。※マニュアル『IRB 完全マス
ター編』では、書式 5 の一括作成の方法を紹介しています。
① [審査対象となった書式 4 を選択]ボタンをクリックし、「書式選択」画面を表示させます。

② 「書式選択」画面より、書式４を選択
し、[選択]ボタンをクリックします。
「書式選択」画面の初期値は、過去 2
ヶ月、確定状態、最新版が表示される
よう設定しています。対象書式、キー
ワードで絞り込むことができます。
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③ 選択した書式４の内容
であることを確認しま
す。
④ 審査区分をチェックし
ます。
委員会審査の時は、審
査日、迅速審査の時は、
審査終了日をカレンダ
ーで入力します。
⑤ 審査結果をチェックし
ます。
⑥ 必要があれば、
「「承認」
以外の場合の理由等」、
「備考」に入力します。
⑦ 上部のタブ[書式 5（2）]をクリックするか、下部の NEXT 書式 5（2）をクリックして２枚目に移動します。
⑧ 治験審査委員会委員出欠リストの出欠を入力します。

出欠プルダウンをクリックすると
[○,-,×]が表示されます。

●ワンポイント●
治験審査委員会名簿に変更があり、IRB
委員リストが更新されていない場合な
どは、この画面でリストを変更するこ
とが可能です。ただし、今後の文書作
成のために、マスタ情報を更新するこ
とをお勧めします。IRB 管理者にマス
タ情報の IRB 委員リストを最新の情報
に更新するよう連絡してください。

※リストが表示されない場合は、医療機関の組織管理者へマスタメンテナンスについてお問合せください。
※リストが誤っている場合は、IRB の組織管理者へ IRB 委員リストについてお問合せください。
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書式６「治験実施計画書等修正報告書」
書式９「緊急の危険を回避するための治験実施計画書からの逸脱に関する通知書」

書式連携を利用しよう

【書式６】

① [対象となる書式 5 を選択]をクリックし、「書式選択」画面を表示させます。
② 「書式選択」画面より、書式５を選択し、[選択]ボタンをクリックします。
③ 入力画面には、選択した書式５の下部日付が挿入されます。下部日付に入力のない書式５を選択した場合は、
何も入力されません。

【書式９】

① [対象となる書式 8 を選択]をクリックし、「書式選択」画面を表示させます。
② 「書式選択」画面より、書式 8 を選択し、[選択]ボタンをクリックします。
③ 入力画面には、選択した書式 8 の作成日が挿入されます。
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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」

引用コピーで一括確定も OK！
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のために書式 3、10、16、18 の 4 種の書式につい
て、治験依頼者または CRO の担当者では、一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
を引用コピーすることにより一度に作成することができます。ただし、引用元もコピー先も担当者として関連
付けられている組織のみ対象となります。
＜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

担当者
（以下、コピー担当者）とする

CRO
＜必要な関連付け＞

操作者は引用元・コピー先の両方に自組織の担当者として関連付けられている事が必要です。
B 医療機関

引用元

A 医療機関

C 医療機関

コピー先

D 医療機関
このケースでは A・B・C・D 全ての医療機関に関連付けられている担当者であることをさしています。

[引用コピー（作成中）]

[引用コピー（確定）]

引用元が作成中

○

×

引用元が確定保存

○

○

① [引用コピー（作成中）]または[引用コピー（確定）]のどちらかのボタンをクリックし、コピー先の医療機
関の選択する画面を表示させます。
② チェックボックスを☑（オン）にし、保存のためのボタンが有効になります。
③ 必要であれば [一括プレビュー]ボタンをクリックして確認します。
④

[保存（作成中）]または[保存（確定）]ボタンをクリックします。

⑤ コピー先では、書式一覧で確認することができます。

※ファイルのコピーは、共有ファイルに保存していたものに限定されます。
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重篤な有害事象に関する報告書について
書式 12「重篤な有害事象に関する報告書」（医薬品治験）
書式 13「重篤な有害事象に関する報告書」（医薬品製造販売後臨床試験）
詳細記載用書式

詳細記載用書式
詳細記載用書式（4）は初期値としては、
「印刷しない」設定になっています

詳細情報の有無

書式 12/13
の作成

詳細記載用書式の作成

●あり（統一書式）

有

有

●あり（別様式）

有

無（別様式を添付）

●なし

有

無

※プレビューでは、上表の“有”が一つのＰＤＦとして作成されます。
※確定保存時には、上表の“有”が一つのＰＤＦとして作成されます。一つのファイルとして版管理します。
※説明には、書式 12 を利用していますが、書式 13 も同様です。
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重篤な有害事象に関する報告書について
書式 14「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（医療機器治験）
書式 15「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（医療機器製造販売後臨床試験）
書式 19「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（再生医療等製品治験）
書式 20「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（再生医療等製品製造販売後臨床試験）
詳細記載用書式

詳細記載用書式
詳細記載用書式（4）は初期値としては、
「印刷しない」設定になっています

＜冒頭文＞
該当するチェックボックスを☑（オン）にします。

PDF の出力
冒頭文の選択

詳細情報の有無

書式
14/15/19/20

詳細記載用書式

☑重篤と判断される有害事象

●あり（統一書式）

有

有

☑重篤な有害事象を引き起こすおそれ

●あり（別様式）

有

無（別様式を添付）

があると認められる不具合

●なし

有

無

☑重篤と判断される有害事象

●あり（統一書式）

有

有

□重篤な有害事象を引き起こすおそれ

●あり（別様式）

有

有

があると認められる不具合

●なし

有

有

●該当せず

有

無

□重篤と判断される有害事象
☑重篤な有害事象を引き起こすおそれ
があると認められる不具合
※プレビューでは、上表の“有”が一つのＰＤＦとして作成されます。
※確定保存時には、上表の“有”が一つのＰＤＦとして作成されます。一つのファイルとして版管理します。
※説明には、書式 14 を利用していますが、書式 15/19/20 も同様です。
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安全性情報管理機能を使用する場合のメール送信について
書式 12「重篤な有害事象に関する報告書」（医薬品治験）
書式 13「重篤な有害事象に関する報告書」（医薬品製造販売後臨床試験）
書式 14「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（医療機器治験）
書式 15「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（医療機器製造販売後臨床試験）
書式 16「安全性情報等に関する報告書」
書式 19「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（再生医療等製品治験）
書式 20「重篤な有害事象及び不具合に関する報告書」（再生医療等製品製造販売後臨床試験）

【治験基本情報の設定】
治験基本情報において実施医療機関に安全性情報の設定をしています。
（治験依頼者の管理者またはサブ管理
者、全部業務委託のＣＲＯの管理者またはサブ管理者が確認可能です。）

←①安全性情報管理機能を利用し、送付と同時に電子原本登録をする設定（推奨）
←②全性情報管理機能を利用し、送付のみで電子原本登録はしない設定
←③安全性情報管理機能を利用しない設定

【電子原本登録をする条件】
（設定①の場合）
ユーザー登録のシステム権限に「保管文書使用可能」のチェ
ックボックスが☑（オン）になっている必要があります。
（各
組織管理者またはサブ管理者が確認可能です。）

【書式別の権限と送付先】
書式

メール送信が可能な権限

メール送信先
該当する試験の実施医療機関

書式 16

治験依頼者または CRO の担当者

に関連付けられているすべて
の担当者
該当する試験の実施医療機関

書式 12/13/14/15/19/20

実施医療機関または SMO の担当者

に関連付けられているすべて
の担当者（IRB を除く）

※電子原本登録の詳細は、
『担当者電子原本登録～カット・ドゥ・スクエア承認～編』または『担当者電子原本
登録～カット・ドゥ・スクエア承認～デジタル署名～編』をご覧ください。
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【設定①・②の場合のメール送信】
書式の状態；作成中（[メール送信]が無効になっている。設定③の場合はボタンがない。
）

書式の状態；確定（[メール送信]が有効になっている）

【設定①の場合】
メール送信を[OK]とすると、電子原本登録をする画面が表示されます。
※左図は、環境選定で、承認可能方式で両方（電
子原本登録後承認・CtDoS2 承認）可能としてい
る場合
※左図は、環境設定で、承認可能方式で CtDoS2
承認のみ可能としている場合
登録方法（承認方法）をクリックします。以下は、CtDoS2 承認後電子原本登録の説明をします。
ID・パスワードを入力し、[CtDoS2 承認]ボタンをクリックし、送信お
よび電子原本登録が完了します。

操作するユーザーが「保管文書使用可能」ではない場合（前ページ参
照）は、登録できず、送信操作も完了しません。
この場合は、組織管理者にユーザー登録のシステム権限についてお問
合せください。初めて「保管文書使用可能」を権限追加した場合は、1
時間程度経過してから再操作をしてください。

【設定②の場合】
メール送信を[OK]とすると、
処理を終了した旨が表示されます。
【メール送信の完了】
書式 12/13/14/15/19/20 の場合は、送信が完了すると治験依頼者および CRO の担当者の安全性情報管理画面
に表示されるようになります。
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参照：関係者に送られるメール例
＜書式 12/13/14/15/19/20＞

組織名
試験名

医療機関名

送信操作をした方の組織名

送信先：該当する試験に関連付けられている以下の担当者


治験依頼者



CRO



当該実施医療機関（実施医療機関の長を含む）



SMO の担当者
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参照：関係者に送られるメール例
＜書式 16＞

組織名
試験名

医療機関名

送信操作をした方の組織名

送信先：該当する試験に関連付けられている以下の担当者


治験依頼者



CRO



当該実施医療機関（実施医療機関の長を含む）



SMO



治験審査委員会
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詳細記載用書式（検査値の入力）

表示順について…
同日に複数回の検査値を入力する際に使用
します。
同日を 2 回登録すると、当日日付の後ろに枝番が
自動的に割り振られます。
[1]は表示順 1 のことをさします。
[2]は表示順 2 のことをさします。
表示順を変更する場合は、検査日を選択し[修正]ボタンをクリックし、表示順に適切
となる順番を入力します。

臨床検査結果について…
検査伝票（写）等を別紙として添付可能ですが、入力す
る場合は以下のとおりです。
[検査日追加]
① [追加]ボタンをクリックします。

②

年月日を入力し[に追加]ボタンをクリックしま
す。

③

検査日が追加され、
「2013/8/4」の検査値が入力可
能になります。

[書式印刷イメージ]

↑印刷すると検査値は日付順に左から右へと出
力されます。検査日が 4 つを越えると 5 つ目から
自動的に別紙へ出力されます。
☆補足☆
プルダウンにおける検査日は、自動的に日付の昇順で並
べ替えられます。
☆注意☆
入力した検査値を保存する場合は、[上書き保存]・[別
文書として保存]ボタンでデータを保存してください。
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検査日を選択しておか
ないと、検査値を入力す
ることはできません。

その他文書の作成
カット・ドゥ・スクエアには統一書式とは別に「その他文書」を用意しています。審査対象資料ではないが、
電子原本登録する際に用いる統一書式と同様に操作する（承認フローを動かす）ことができます。
電子原本登録についてはマニュアル『担当者電子原本～カット・ドゥ・スクエア承認～編』または『担当者
電子原本～デジタル署名～編』をご参照ください。
＜企業治験用は 4 種＞

＜医師主導治験用は 1 種＞

・治験依頼者 ⇒ 治験責任医師

・治験責任医師

・治験依頼者 ⇒ 実施医療機関の長

（自ら治験を実施する者が自施設の保管のために使用）

・治験責任医師 ⇒ 治験依頼者
・治験責任医師・実施医療機関の長（いずれか、両方）
（医療機関が自施設の保管のために使用）
その他文書は、書式一覧の「その他文書」のタブをクリックします。

（医師主導治験の場合は、その他文書（責）として、自ら治験を実施する者が電子原本管理をするための文書のみです）

治験依頼者が治験責任医師に提出する資料がある時は、
「その他文書（依-責）
」の[新規]ボタンをクリックし
ます。治験責任医師から治験依頼者に提出する資料がある時は、
「その他文書（責-依）
」の[新規]ボタンをクリ
ックします。
」※「その他文書（依-責）」の画面で説明します。
備考・連絡事項を記載します。入力内容
の規定はありません。
「添付資料」のタブをクリックし、提出
する資料を選択します。資料の添付方法は、
本マニュアル『第 5 章 書式に資料を添付
する』をご覧ください。
添付資料には、作成年月日、版表示を入
力します。
添付資料名、作成年月日及び版表示は、
自動的に印刷画面に表示されます。添付資料
は、一つの文書に対し上限 5 件です。別紙自
動作成機能はありません。

その他文書（依⇒責、依⇒病）については、
「引用コピー（作成中）」があります。本マニュアル『第 6 章統
一書式を作成する（書式固有の機能の紹介）_書式 3「治験依頼書」_引用コピーをする』をご覧ください。
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＜治験関連文書の電磁的記録の登録について（企業治験）＞
新規作成時に発行者を決定します。

発行者設定

書式入力画面
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第７章

安全性情報管理機能を活用する
（企業治験）

この章では、担当者による安全性情報管理機能の活用について、企業
治験における場合を例にあげて紹介しています。医師主導治験に関して
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』をご
参照ください。
安全性情報管理機能を利用するにあたっては、本マニュアル『第 6 章
統一書式等を作成する（書式固有の機能の紹介）̲安全性情報管理機能
を使用する場合のメール送信について』の説明にある治験基本情報の設
定が、①および②の場合に利用できます。
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治験依頼者・CRO の担当者による情報の発信

① 「安全性情報管理」をクリックし、
「安全性情報管理

治験一覧」を表示させます。

② 該当する試験を選択し、
「安全性情報管理一覧」を表示させます。

カット・ドゥ・スクエアで安全性情報を送付する全ての医療機関に関連付けしているユーザーは、[新規作成]
ボタンがあります。一方、一部の医療機関にのみ関連付けしているユーザーは、[CSV 出力]ボタンのみとなり、
情報を発信することはできません。
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③ 新しい情報を発信する時は、[新規作成]ボタンをクリックし、「安全性情報」を表示させます。
④ 資料を選択します。


治験内ファイル共有の共有フォルダに資料のアップロードが済んでいる場合は、[資料を選択]ボタ
ンをクリックしファイルを選択します（複数可）。



まだアップロードしていない資料の場合は、[資料をアップロード]ボタンをクリックし、保存先を
共有フォルダ内のフォルダを選択して登録します（複数可）。

⑤ 基本情報の区分、治験依頼者の見解を入力します。必要であればコメントを入力します。「治験依頼者の
見解」は、メールの送信内容に含まれます。治験責任医師に回答を求めず、情報提供のみに利用する場合
は、「治験責任医師回答不要」のチェックボックスを☑（オン）にします。

⑥ 入力が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。
⑦ [閉じる]ボタンをクリックし閉じます。保存内容の更新の有無に係らず、以下の内容が表示されるように
なっています。

⑧ 「安全性情報管理一覧」に戻ると、新しい管理コードで情報が作成されていることを確認します。
管理コードは、自動的に付与されます。

安全性情報を確認したい場合は[表示]、修正したい場合は左欄のチェックをして[編集]ボタンをクリックす
ると修正が可能です。
⑨ ［送信］ボタンをクリックし、関係者にメール送信します。
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⑩ 情報の送信日時と送付先（医療機関）の入手日時が記録されます。送付後の修正は可能ですが、送信した
事実は残り、同じ管理コードではありますが、新たな情報として取り扱われます。

参照：関係者に送られるメール例

組織名
試験名

情報を特定する内容
管理コードは、検索に
も利用できます

治験依頼者の見解

送信先：当該試験に関連付けられている以下の担当者


治験依頼者



CRO



全ての実施医療機関



SMO
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治験依頼者・CRO の担当者による見解の収集

①

「安全性情報管理」をクリックし、
「安全性情報管理

治験一覧」を表示させます。

②

該当する試験を選択し、「安全性情報管理一覧」を表示させます。閲覧したいデータの管理コードを絞り
込むことができます。
※重篤な有害事象の報告書の例：全施設をこのサイトで確認することができます。

※治験依頼者からの情報の例：回答済み施設には、送信日時と送信者情報が入力されています。

③

治験依頼者からの情報の場合は、[表示]ボタンで治験責任医師の見解を確認することができます。

④

[CSV 出力]ボタンをクリックすると、画面の内容を CSV 形式でダウンロードできます。CSV では、治験依
頼者および治験責任医師の見解も確認することができます。

※見解の収集が終了した管理コードについては、ステータス「協議終了」のチェックボックスを☑（オン）と
すれば、
「安全性情報管理一覧」では、ステータス「協議終了を含む」のチェックボックスが□（オフ）では表
示されません。
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実施医療機関・SMO の担当者による回答方法

① 「安全性情報回答」をクリックし、
「安全性情報回答

治験一覧」を表示させます。

② 回答する試験を選択します。回答が保存されていない場合は、[送信]ボタンが有効になっていません。

③ 見解の[回答]ボタンをクリックし、「安全性情報」を表示させます。
④ 情報（資料）
、治験依頼者の見解を確認し、治験責任医師の見解を入力します。
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⑤ 入力が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。
⑥ [閉じる]ボタンをクリックし閉じます。保存内容の更新の有無に係らず、以下の内容が表示されるように
なっています。
⑦ 「安全性情報回答一覧」に戻ると[送信]ボタンが有効になっています。送信前は、[回答]ボタンをクリッ
クすれば、回答内容を修正することができます。
⑧ ［送信］ボタンをクリックし、関係者にメール送信します。

⑨ 送信日時、送信者が記録されます。
（CRC や SMO の担当者が送信操作を行う旨は各組織の運用に従ってく
ださい。）

⑩ 送信後回答の修正をしたい場合は、[表示]ボタンをクリックし「安全性情報」を表示させ、修正すること
ができます。[新しい見解記録として保存]し、再度、送信します。一度送信した情報を削除することはで
きません。[新しい見解記録として保存]した回答は、送信前であれば削除は可能です。
参照：関係者に送られるメール例

組織名
試験名

送信操作をした組織名

送信先：該当する試験に関連付けられている以下の担当者


治験依頼者

●

CRO



当該実施医療機関

●

SMO
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|付録｜
自動フォントサイズ調節：別紙が作成されていない項目です。自動でフォントを調節し（5～10フォントの6段階）、定位置に文字を印刷します。文字数は全角で示してい
ます。半角でも入力可能ですが、半角文字入力不可の項目もあります。
別紙自動作成：10フォントと8フォントの入力を選択できます。枠内に入る行数と文字数を示しています。これを越える文字は別紙が自動的に作成されるようになりま
す。
※医師主導治験用の書式では、文字数制限が若干違うことがあります。
自動フォント
調節
書式

書式１

書式２

書式３

書式４

書式５（１）

書式５（２）

書式名

項目

ふりがな（姓）
ふりがな（名）
氏名（姓）
氏名（名）
医療機関
所属・職名
学歴（大学）
免許
履歴書
認定医等の資格
勤務歴
専門分野
所属学会等
主な研究内容、著書・論文等
治験・製造販売後臨床試験の実績
主な対象疾患
備考
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験責任医師_氏名
治験分担医師の氏名、所属又は職名
及び分担業務の内容_氏名
治験分担医師の氏名、所属又は職名
及び分担業務の内容_所属又は職名
治験分担医師・治験協力者リス
分担業務の内容
ト
治験協力者の氏名、所属又は職名及
び分担業務の内容_氏名
治験協力者の氏名、所属又は職名及
び分担業務の内容_所属又は職名
分担業務の内容
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験依頼者_代表者
担当者連絡先_氏名
担当者連絡先_所属
治験依頼書
担当者連絡先_TEL
担当者連絡先_FAX
担当者連絡先_Email

治験審査依頼書

治験審査結果通知書

治験審査結果通知書

別紙自動作成

入力可能
文字数
※特記がないもの
は全角文字数
16
16
12
12
60
130
40
40

入力可能
文字数
（全角）

2

70

3

132

4000

1
2
7

35
70
245

1
3
9

44
132
396

4000
4000
16000

5

175

6

264

4000

1

29

1
2
3

29
72
108

60

各4
92
60
11
25
25
46
24
25
46
24
60
11
60
11
60
25
25
26
（半角）20
（半角）20
（半角）56

添付資料_資料名

45

添付資料_版表示
治験審査委員会_治験審査委員会名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者
治験責任医師氏名
審査事項_その他
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験審査委員会_名称
治験審査委員会_所在地
治験審査委員会_委員長名
審査事項_その他
「承認」以外の場合の理由等
備考
治験依頼者_名称
治験責任医師_氏名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験審査委員会委員出欠リスト_氏名
治験審査委員会委員出欠リスト_職
業、資格及び所属
治験審査委員会委員出欠リスト_備考

14
60
60
11
60
25

61

枠内の入力
10フォント
8フォント
文字数
文字数
行数
行数
（全角）
（全角）

110

60
11
60
60
25

60
25
60
11
25
46
46

3
4

135
180

110
4000
4000

自動フォント
調節
書式

書式６

書式８

書式９

書式１０

書式１１

書式１２

書式名

項目

実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験依頼者_代表者
治験責任医師_氏名
「修正の上で承認」の条件・理由等
「対応内容_修正前・対応内容_修正
後」
治験実施計画書等修正報告書
添付資料
担当者連絡先_氏名
担当者連絡先_所属
担当者連絡先_TEL
担当者連絡先_FAX
担当者連絡先_Email
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
緊急の危険を回避するための
治験依頼者_名称
治験実施計画書からの逸脱に
治験責任医師_氏名
関する報告書
被験者識別コード
逸脱の内容・逸脱した理由等
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験依頼者_代表者
緊急の危険を回避するための
合意できない場合の理由等
治験実施計画書からの逸脱に
担当者連絡先_氏名
関する通知書
担当者連絡先_所属
担当者連絡先_TEL
担当者連絡先_FAX
担当者連絡先_Email
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験依頼者_代表者
治験責任医師_氏名
変更事項
変更前・変更後
治験に関する変更申請書
変更理由
添付資料
担当者連絡先_氏名
担当者連絡先_所属
担当者連絡先_TEL
担当者連絡先_FAX
担当者連絡先_Email
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験責任医師_氏名
治験実施状況報告書
同意取得例数、実施例数
完了例数、中止例数
治験実施状況_
安全性・GCP遵守状況・その他
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験責任医師_氏名
被験者識別コード
重篤な有害事象発現者の情報_被験
者の体質（過敏症素因等）_有
重篤な有害事象に関する情報_有害
重篤な有害事象に関する報告
事象名(診断名)
書（第 報）
治験薬に関する情報_治験薬_薬剤名：
販売名／一般名
治験薬に関する情報_投与期間_投与
期間中の用法・用量
治験薬に関する情報_投与期間_事象
発現後の措置_変更後の用法・用量
備考
添付資料
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別紙自動作成

入力可能
文字数
※特記がないもの
は全角文字数
60
11
60
25
25

枠内の入力
10フォント
8フォント
文字数
文字数
行数
行数
（全角）
（全角）

入力可能
文字数
（全角）

3

108

4

180

4000

7

119

9

189

4000

3

108

4

190

4000

11

441

14

623

4000

13

468

16

720

4000

18
18
18
3

108
116
144
105

22
22
22
4

154
330
220
184

4000
4000
4000
4000

13

108

4

176

4000

4
1

196
39

5
2

305
98

4000
4000

25
26
（半角）20
（半角）20
（半角）56
60
11
60
11
60
25
30
60
11
60
25
25
26
（半角）20
（半角）20
（半角）56
60
11
60
25
25

25
26
（半角）20
（半角）20
（半角）56
60
11
25
（半角）8
（半角）6
60
11
60
25
30
34
120
170
132
132

自動フォント
調節
書式

書式１３

書式１４

書式１５

書式１６

書式名

項目

実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
製造販売後臨床試験依頼者_名称
製造販売後臨床試験責任医師_氏名
被験者識別コード
重篤な有害事象発現者の情報_被験
者の体質（過敏症素因等）_有
重篤な有害事象に関する情報_有害
重篤な有害事象に関する報告 事象名(診断名)
書（第 報）
製造販売後臨床試験薬に関する情報
_製造販売後・臨床試験薬_薬剤名：販
売名／一般名
製造販売後臨床試験薬に関する情報
_投与期間中の用法・用量
製造販売後臨床試験薬に関する情報
_変更後の用法・用量
備考
添付資料
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験責任医師_氏名
被験者識別コード
重篤な有害事象等発現者の情報_重
篤な有害事象等発現者の区分_その
他
重篤な有害事象等発現者の情報_被
験者の体質（過敏症素因等）_有
重篤な有害事象に関する情報_有害
事象名(診断名)
重篤な有害事象及び不具合に 治験機器（手技を含む）に関する情報
関する報告書（第 報）
_ロット番号
治験機器の不具合に関する情報等_
不具合名
治験機器の不具合が発生したと考え
られる原因_詳細
治験機器の不具合が発生したと考え
られる原因_その他
治験機器の不具合状況
治験機器の不具合が重篤な有害事象
を引き起こすおそれがあると判断した
理由
備考
添付資料
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
製造販売後臨床試験依頼者_名称
製造販売後臨床試験責任医師_氏名
被験者識別コード
重篤な有害事象等発現者の情報_重
篤な有害事象等発現者の区分_その
他
重篤な有害事象発現者の情報_被験
者の体質（過敏症素因等）_有
重篤な有害事象に関する情報_有害
事象名(診断名)
重篤な有害事象及び不具合に 治験機器（手技を含む）に関する情報
関する報告書（第 報）
_ロット番号
製造販売後臨床試験機器の不具合
に関する情報等_不具合名
試験機器の不具合が発生したと考
えられる原因_詳細
試験機器の不具合が発生したと考え
られる原因_その他
試験機器の不具合状況
試験機器の不具合が重篤な有害事象
を引き起こすおそれがあると判断した
理由
備考
添付資料
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験責任医師_氏名
治験審査委員会_治験審査委員会名
治験依頼者_名称
治験依頼者_代表者
安全性情報等の概要_その他
安全性情報等に関する報告書 治験依頼者の見解_その他
添付資料
備考
担当者連絡先_氏名
担当者連絡先_所属
担当者連絡先_TEL
担当者連絡先_FAX
担当者連絡先_Email
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別紙自動作成

入力可能
文字数
※特記がないもの
は全角文字数
60
11
60
25
30

枠内の入力
10フォント
8フォント
文字数
文字数
行数
行数
（全角）
（全角）

入力可能
文字数
（全角）

34
120
170
132
132
4
1

196
39

5
2

305
98

4000
4000

60
11
60
25
30
32
34
120
28
54
各 43
116
816
6

294

8

488

4000

4
1

196
39

6
1

366
49

4000
4000

6

294

8

488

4000

4
1

196
39

6
1

366
49

4000
4000

2
2

72
72

3
3

129
129

4000
4000

60
11
60
25
30
32
34
120
28
54
各43
116
816

60
11
25
60
60
25
114
118
25
26
（半角）20
（半角）20
（半角）56

自動フォント
調節
書式

書式１７

書式１８

書式１９

書式名

項目

実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験責任医師_氏名
治験結果の概要等_
有効性・安全性・ＧＣＰ遵守状況・その
治験終了（中止・中断）報告書
他
治験審査委員会_治験審査委員会名
治験依頼者_名称
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験依頼者_代表者
文書の保存期間等_その他
担当者連絡先_氏名
担当者連絡先_所属
開発の中止等に関する報告書
担当者連絡先_TEL
担当者連絡先_FAX
担当者連絡先_Email
治験審査委員会_治験審査委員会名
治験責任医師_氏名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
治験依頼者_名称
治験責任医師_氏名
被験者識別コード
重篤な有害事象等発現者の情報_重
篤な有害事象等発現者の区分_その
他
重篤な有害事象等発現者の情報_被
験者の体質（過敏症素因等）_有
重篤な有害事象に関する情報_有害
事象名(診断名)
重篤な有害事象及び不具合に 治験製品（手技を含む）に関する情報
_ロット番号
関する報告書（第 報）
治験製品の不具合に関する情報等_
不具合名
治験製品の不具合が発生したと考え
られる原因_詳細
治験製品の不具合が発生したと考え
られる原因_その他
治験製品の不具合状況

別紙自動作成

入力可能
文字数
※特記がないもの
は全角文字数
60
11
25

書式２０

64

入力可能
文字数
（全角）

3

108

4

176

4000

6

294

8

488

4000

4
1

196
39

6
1

366
49

4000
4000

6

294

8

488

4000

4
1

196
39

6
1

366
49

4000
4000

60
60
60
11
60
11
60
25
114
25
26
（半角）20
（半角）20
（半角）56
60
25
60
11
60
11
60
25
30
32
34
120
28
14
各43
116
816

治験製品の不具合が重篤な有害事象
を引き起こすおそれがあると判断した
理由
備考
添付資料
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
製造販売後臨床試験依頼者_名称
製造販売後臨床試験責任医師_氏名
被験者識別コード
重篤な有害事象等発現者の情報_重
篤な有害事象等発現者の区分_その
他
重篤な有害事象等発現者の情報_被
験者の体質（過敏症素因等）_有
重篤な有害事象に関する情報_有害
事象名(診断名)
重篤な有害事象及び不具合に 製造販売後臨床試験製品（手技を含
関する報告書（第 報）
む）に関する情報_ロット番号
製造販売後臨床試験製品の不具合
に関する情報等_不具合名
試験製品の不具合が発生したと考え
られる原因_詳細
試験製品の不具合が発生したと考え
られる原因_その他
試験製品の不具合状況
試験製品の不具合が重篤な有害事象
を引き起こすおそれがあると判断した
理由
備考
添付資料

枠内の入力
10フォント
8フォント
文字数
文字数
行数
行数
（全角）
（全角）

60
11
60
25
30
32
34
120
28
14
各 43
116
816

自動フォント
調節
書式

書式名

別紙自動作成

入力可能
文字数
※特記がないもの
は全角文字数

項目

重篤な有害事象に関連すると思われ
る発現時の原疾患、合併症、既往歴、
並びに過去の処置（外科処置、放射
線療法、輸血等）_疾患名
重篤な有害事象に関連すると思われ
る発現時の原疾患、合併症、既往歴、
並びに過去の処置（外科処置、放射
線療法、輸血等）_外科処置、放射線
治療、輸血等
重篤な有害事象発現時に使用してい
た薬剤_薬剤名
重篤な有害事象発現時に使用してい
た薬剤_用法・用量_剤形・経路
重篤な有害事象発現時に使用してい
た薬剤_用法・用量_用法・用量
重篤な有害事象発現時に使用してい
た薬剤_使用理由
重篤な有害事象発現時に使用してい
た薬剤を再投与した場合_再投与した
薬剤名
重篤な有害事象発現時に使用してい
た薬剤を再投与した場合_用法・用量
詳細記載用
重篤な有害事象発現時に使用してい
書式
た薬剤を再投与した場合_再投与後の
有害事象の発現（有詳細）
重篤な有害事象を評価する上で重要
と思われる過去の薬剤治療歴_薬剤
名
重篤な有害事象を評価する上で重要
と思われる過去の薬剤治療歴_使用
理由
重篤な有害事象を評価する上で重要
と思われる過去の薬剤治療歴_副作
用の発現（有詳細）
重篤な有害事象発現に関連すると思
われる臨床検査結果_検査項目
重篤な有害事象発現に関連すると思
われる臨床検査結果_単位
重篤な有害事象発現に関連すると思
われる臨床検査結果_基準範囲_上限
/下限
重篤な有害事象発現に関連すると思
われる臨床検査結果_検査値
上記臨床検査以外の結果
経過（1行あたり）
コメント
審査事項（審査資料）_その他
参考書式１ 治験に関する指示・決定通知書 「取扱い」の条件・理由等
備考
実施医療機関の長_実施医療機関名
直接閲覧申込者_名称
直接閲覧申込者_所属
直接閲覧申込者_氏名
治験依頼者_名称
参考書式２ 直接閲覧実施連絡票
立会人_その他
対象となる被験者の識別コード
治験事務局からの連絡_その他
変更事項
変更前・変更後
治験責任医師_氏名
その他文書
治験依頼者_名称
依⇒責
治験関連文書の提出届
治験依頼者_代表者
責⇒依
添付資料_版表示
備考・連絡事項
実施医療機関の長_実施医療機関名
実施医療機関の長_長の職名
その他文書
治験依頼者_名称
治験関連文書の提出届
依⇒病
治験依頼者_代表者
添付資料_版表示
備考・連絡事項
治験責任医師_氏名
実施医療機関の長_実施医療機関名
その他文書
実施医療機関の長_長の職名
治験関連文書の電磁的記録の
責・病院
治験依頼者_名称
登録
自
治験依頼者_代表者
添付資料_版表示
備考・連絡事項

65

枠内の入力
10フォント
8フォント
文字数
文字数
行数
行数
（全角）
（全角）

入力可能
文字数
（全角）

68

74

170
28
56
85
80
66
38
40
33
38
38
（半角）32
36
（半角）38
全角も入力可
12

585

15

915

4000

22

1078

27

1647

4000

7
4

252
144

9
5

405
225

4000
4000

18
18

108
116

22
22

154
330

4000
4000

150
110
60
60
10
25
60
60
30
58
25
60
25
14
180
60
11
60
25
14
180
25
60
11
60
25
14
180

