
公益社団法人日本医師会 治験促進センターの事業はｌ 
「国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）」の委託研究であり 
本日はその成果の一部を発表します。 

平成30年度 

 広島県臨床研究・CRC研修会 
於：広島国際大学広島キャンパス 

平成31年2月17日（日） 
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カット・ドゥ・スクエアを利用した 
医師主導治験の 
情報共有の始め方 

日本医師会 治験促進センター 
丸山 由起子 
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カット・ドゥ・スクエア システムイメージVer8.0.1 
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2019年2月4日機能性UPを中心としたVerUP 



カット・ドゥ・スクエア 機能 

① 統一書式 入力支援機能 
– ルールどおり（改変なし、記入欄不足は別紙）に作成 

• 自動フォント調節、別紙自動作成 

– マスタ情報のフル活用 

– 審査管理課事務連絡にそった版管理 

② 情報共有機能 
– 治験内ファイル共有・組織内ファイル共有 

③ IRB開催情報管理・資料配布機能 
– IRB委員への連絡、電子資料配布、書式5一括作成 
議事概要・議事録作成 

④ 安全性情報管理機能 

⑤ 電子原本管理機能 
– 文書の電磁化 

– カット・ドゥ・スクエア承認 
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カット･ドゥ･スクエアは安心！安全！ 
リスクマネジメントにも最適 

• 導入実績は、1700組織以上 

• 公益社団法人日本医師会 治験促進センターが構築・運用する仕組 

• 日本電気株式会社、富士ゼロックス株式会社と共同研究し、開発 

• 外部組織（日立・シマンテック）の脆弱性診断を行い、安全を確認 

• 約70社のCSV監査を受け、全て問題なし 

• ER/ES指針、Part11、Annex11に対応し、完全な電磁化を実現 

• 8年以上稼動し、システムダウン０件（計画停止を除く） 

• 災害対策基準にのっとった堅牢なデータセンターにて運転 

• 遠隔地にバックアップを保存することによりデータ消失がないようリスク管理 

• 運用管理規定を定め、教育を受けた担当者が対応し、データを閲覧することはない 
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電磁的記録として担保 

 
 
 
 
 
 

いわゆる写しと同じ 

用語の整理（提唱） 

【電子化】 
紙が原本 

WORDデータ 

PDFデータ 

スキャンしただけ 

データが原本 

法規制に対応 

手順を確立 

電子署名対応 

【電磁化】 

組織の最終保管物がデータ 
の場合が「電磁化」 



皆さんの医師主導治験のイメージは？ 
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とにかく 
なんだか 
たいへんそう・・ 

治験依頼者みたいなこと 
できるかしら・・ 

全医療機関への確実に 
連絡はどうすればいいの？ 

統一書式以外は、 
どうしたらいいの？ 

PMDAなんて 
行ったことない 
怖いところ？ 

自ら治験を実施する者と 
治験調整事務局は 
どういう関係なの？ 

保管しなければ 
ならない文書も 
沢山だよね？ 



医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP省令） 
～自ら治験を実施する者と治験依頼者～ 

同格だから・・・企業治験において 
治験依頼者がすべき治験の準備・管理に関して
“自ら”が責務を担い実施 
かつ、治験責任医師としての責務も担う 

第一章 総則 
 

第二章 治験の準備に関する基準 
第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準 （第4条～第15条） 
第二節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準 （第15条の２～第15条の９） 

 

第三章 治験の管理に関する基準 
第一節 治験依頼者による治験の管理に関する基準 （第16条～第26条） 
第二節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準（第26条の2～第26条の12 ） 

 

第四章 治験を行う基準 
第一節 治験審査委員会 （第27条～第34条） 
第二節 実施医療機関 （第35条～第41条） 
第三節 治験責任医師 （第42条～第49条） 
第四節 被験者の同意 （第50条～第55条） 

 

第五章 再審査等の資料の基準 
第六章 治験の依頼等の基準 
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自ら治験を実施する者と治験調整医師（事務局）の
関係図 

自ら治験を 
実施する者 

自ら治験を 
実施する者 

自ら治験を 
実施する者 

治験調整医師 

CRO等（外部委託） 

モニタリング 

監査 

DM 

統計解析 

メディカルライティング 

治験としての契約 

治験調整業務 
委嘱・受諾 

治験薬・情報提供 
に関する契約 

治験薬 
提供者 

委
受
託
契
約 

GCP第26条の４（委嘱の文書の作成） 
・実施医療機関間の調整に係る業務 
・治験の細目について調整する業務 
*調整医師を届出代表者として「治験計画届」の提出が可能 
*規制当局への「副作用報告」も、各医療機関の意見をとりまと
め、届出代表者（調整医師）による提出が可能 
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カット・ドゥ・スクエアが支援する 
医師主導治験 

10 安全性情報を迅速・確実に伝達 



企業治験と医師主導治験の違い① 
～担当者の共有フォルダの取扱い～ 
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CtDoS2上の 
役割 

企業治験 医師主導治験 共有フォルダ 
医療機関 
フォルダ 

治験 
依頼者 

治験依頼者 － ○ ○ 

－ 
治験薬等 
提供者 

× 
安全性情報のULのみ 

× 

実施 
医療機関 

－ 
治験調整 
事務局 

○ ○ 

関連付けられた実施医療機関 △ 
閲覧・DLのみ 

○ 

CRO CRO CRO/ARO ○ ○ 

SMO SMO △ 
閲覧・DLのみ 

○ 

IRB IRB △ 
閲覧・DLのみ 

○ 



企業治験 医師主導治験 

関係する統一書式 
書式12・13・14・15・16・
19・20 

（医）書式12・14・19 

安全性情報管理に資料と
して展開できる資料 

アップロードした/する資料 
（医）書式12・14・19 
アップロードした/する資料 

展開情報の新規作成者 
 
※いずれも全医療機関に
関連付けられている担当
者 
 

治験依頼者 
CRO 

実施医療機関（治験調整
事務局） 
CRO 
（治験薬等提供者は、アップ
ロードのみ） 
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企業治験と医師主導治験の違い② 
～安全性情報管理機能における取り扱い～ 

役割による違いはありますが、企業治験と医師主導治験は、考え方に違いはありません。 
本日は、医師主導治験について説明いたします。 



医師主導治験の全体像① 
組織管理者が設定すること（関連付けること） 

治験調整事務局のある実施医療機関 
・自己登録型で基本情報と登録（CRO・実施医療機関） 
・自己登録型で治験調整事務局の担当者を関連付け 

CROまたはARO※ 
・試験に担当者を関連付け 
・（全部業務委託の場合） 
 基本情報の修正 

治験薬等提供者 
･試験に担当者を関連付け 

実施医療機関※※ 
・情報共有型で担当者、IRB、SMOを関連付け 

IRB 
・試験に担当者を関連付け 

SMO 
・試験に担当者を関連付け 

※※治験調整事務
局と同一であっても設
定が必要 

※治験調整事務局を
実施と別組織として扱
いたい場合は、実施
医療機関にCRO権
限の利用申請を許可
しております。 
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医師主導治験の全体像② 
担当者が行うこと 

治験調整事務局のある実施医療機関 
・実施医療機関共通の資料の保存 
・実施医療機関の情報の把握 
・安全性情報の管理/資料展開（コンビネーション設定含む） 

CROまたはARO 
・実施医療機関共通の資料の保存 
・実施医療機関の情報の把握 
・安全性情報の管理 

治験薬等提供者 
･安全性情報管理への資料アップロード 
・安全性情報管理の閲覧 

実施医療機関 
・通常の試験実施 
・（医）書式12・14・19作成とメール送信 
・安全性情報に対する回答 

IRB 
・通常の審査と同様 

SMO 
・通常の試験実施支援 
・（医）書式12・14・19作成とメール送信 
・安全性情報に対する回答 14 



カット・ドゥ・スクエアのユーザー権限 
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担当者：書式作成・原本登録・資料閲覧など 

サブ管理者：特定の試験に 
関する管理者 

組織管理者：組織全体の管理 
・組織情報/ユーザーのメンテナンス 
・治験情報の登録 
・ユーザーの関連付け 

監査者： 
電子原本の閲覧のみ 



医師主導治験を開始する前に 
「やりたいことを決める」   「使う機能を決める」 
① 治験内ファイル共有 

② 安全性情報管理機能 

③ （医）書式12/14/19のメール送信 

 

④ （医）書式12/14/19のメール送信と同時の電子原本登録 

⑤ （医）書式5「治験審査結果報告書」の作成 
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必須！ 

必須！ 

必須！ 

推奨！ 
損はなし！ 

←②③④ 実行！ 

←②③ 実行！ 

←安全性情報管理機能の実行なし（別途の方法で電子原本登
録することは可能です。） 

②③④は、治験基本情報の登録の際、医療機関別に設定が必要
になります。（設定は治験調整事務局 組織管理者） 

https://3.bp.blogspot.com/-9ZylIqowgN8/VCkbxR6hulI/AAAAAAAAnMU/trjci_rnfqM/s800/yajirushi08_cycle.png


医師主導治験 治験基本情報の登録① 
（治験調整事務局のある医療機関の組織管理者） 
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医師主導治験 治験基本情報の登録② 
（治験調整事務局のある医療機関の組織管理者） 

←実施医療機関を関連付ける 

自組織の担当者(治験調整事務局とし
て操作する担当者）を関連付ける → 

その他の操作： 
CROの選択、自組織の担当者とCRO（一部
委託の場合）と医療機関の関連付け 

安全性情報管理機能の利用の設定 
初期設定：送信する・同時に原本登録する 



• CtDoS2で安全性情報を共有するユーザーの登録 
– 他の試験の担当があり、すでに登録している人は不要 

• 治験責任医師（必須） 

 

 

• 治験分担医師（組織・チームで検討） 
 
 

• 治験協力者（CRC・治験事務局） 
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電子原本登録する担当者は、 
□保管文書使用可能 
をチェックしてください。 
（医）書式12・14・19の送信時に電子
原本登録する場合も同様 

医師主導治験 治験基本情報の登録③ 
（実施医療機関の組織管理者） 



• 調整事務局から「関連付けが終わりました」の連絡があったら 
「登録したユーザー」を試験に関連付ける 

または 

該当する試験をクリック（医師主導治験の
場合は、ピンク色になっています） 20 

医師主導治験 治験基本情報の登録④ 
（実施医療機関の組織管理者） 



１．試験の内容を再確認 

２．担当者設定 
事務局、CRCを関連付け 

３．治験責任医師（1
名）、治験分担医師
（複数可）を関連付け 

設定が必須 （必要であれば） 
サブ管理者設定 

（IRBも使う場合
は） 

IRB設定 
※先にリスト設定が必要 

（SMOがあれば） 
SMO設定 

整理番号の設定 

オプション設定 

21 
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医師主導治験 治験基本情報の登録⑤ 
（CRO、SMO、IRBの組織管理者） 

• CtDoS2で安全性情報を共有するユーザーの登録 

 

 

• 「登録したユーザー」を試験に関連付ける 

電子原本登録する担当者は、 
□保管文書使用可能 
をチェックしてください。 
（医）書式12・14・19の送信時に電子
原本登録する場合も同様 
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治験薬等提供者 

これで情報共有のスタンバイは完了！ 



情報の共有（治験内ファイル共有 使用例①） 
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情報の共有（治験内ファイル共有 使用例②） 

フォルダで 
版管理 

（医）書式5を
カット・ドゥ・スクエ
アによって作成し
ている医療機関
では随時入手可 
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カット・ドゥ・スクエアの 
安全性情報管理機能 
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カット・ドゥ・スクエアの安全性情報管理機能 

• 2015年3月30日 
安全性情報管理機能を初搭載 
– 書式12～16 確定保存後メール送信 

• 2015年5月16日 
カット・ドゥ・スクエア承認機能追加 

• 2016年10月3日 
書式12～16作成時同時原本登録 

• 2018年8月27日  
書式19・20の追加 
医師主導治験において 
コンビネーション設定追加 

• 2019年2月4日 
企業治験において見解項目を 
1件追加 
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カット・ドゥ・スクエアの 
安全性情報管理機能に対するコンセプト 

• 迅速・確実 

• 関係者一斉連絡 

• 電子原本管理推奨 

• 操作制限は役割別 
（個人での制限はしない） 

• 調整事務局の費用負担なし 
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安全性情報管理 情報伝達フロー 
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前ページの補足 

：実施医療機関 統一書式等作成 
：実施医療機関 安全性情報回答 
：治験調整事務局 安全性情報管理 
：治験薬等提供者 安全性情報管理 

メール送信先（関連付けられた担当者） 
※1：治験調整事務局、CRO、治験薬等提供者 
※2：当該実施医療機関（医療機関の長含む）、 
    SMO、治験調整事務局、CRO、治験薬等提供者 
※3：全実施医療機関（SAE発現した医療機関も含む）、SMO、 
    治験調整事務局、CRO 、治験薬等提供者 
※4：当該実施医療機関、SMO、治験調整事務局、CRO 
※5：PMDAへの提出は印刷して提出（カット・ドゥ・スクエア外） 
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※1:治験薬等提供者が情報を入れる 

OR 

①治験を選択 

②情報を作成開始 

[新規作成]をクリック 

該当する試験をクリック 
※検索も可能 
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※１：治験薬等提供者が情報を入れる つづき 

③情報を入力 

④情報を送信 

資料ファイルは治験内ファイル共有に自
動保存（治験薬等提供者フォルダ） 
管理コードは自動付与 
 
区分、ファイル名、コメントが 
メールに挿入 
送信先：治験調整事務局、CRO 
      治験薬等提供者 

区分（プルダウンから） 
資料を選択 
キーワード入力（要時） 
コメント 
を入力して保存 
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※2:実施医療機関がSAEを送信する 

①（医）書式12を作成・確定保存 

②（医）書式12を送信 

 
送信先：治験調整事務局 
      実施医療機関（長を含む）    
      CRO 
      SMO 
      治験薬等提供者 

※これより、治験調整事務局、CRO、
治験薬等提供者は「安全性情報管
理」で、送信された書式をみることがで
きます。 
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安全性情報管理における表示 

34 

※1:治験薬等提供者が情報を入れた の場合 

※2:実施医療機関がSAEを送信した の場合 

治験薬等提供者が入れた情報は、2段に表示されます。 
上段：展開用 
下段：治験薬等提供者の送信記録 
この状態は、「安全性情報回答」画面では確認できません。 

この状態は、「安全性情報回答」画面では確認できません。 



※3:治験調整事務局が情報を展開する 

①治験を選択 

②入手した情報を利用して展開する情報を作成開始 

該当する試験をクリック 
※検索も可能 

情報を選択 
[編集]をクリック 

OR 

この説明は、「治験薬等提供者からの入手情報の展開」を例示としています。 
      実施医療機関から送信された（医）書式12・14・19単独、 
      コンビネーションも同様です。 
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※3:治験調整事務局が情報を展開する つづき 

③情報を入力 
区分（確認） 
評価記録（治験調整医師の見解） 
の入力 
コメント 
を入力して保存 

④情報を送信 

区分、ファイル名、コメントがメールに挿入 
 
送信先：治験調整事務局 
      実施医療機関（長は除く） 
      CRO 
      SMO 
      治験薬等提供者 
 
※送信後の「安全性情報管理」画面は、※4
の⑤の図をご覧ください。 36 



※4:実施医療機関が回答する 

OR 

①治験を選択 

該当する試験をクリック 
※検索も可能 

②情報を確認 

↑資料の確認だけなら 
ココからでもOK 

↖資料＋評価記録・コメント（メールにある内容）
の確認ならココから 
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※4:実施医療機関が回答する  つづき 

③協議記録（回答） 
を入力 

④協議記録（回答） 
を送信 

⑤治験調整事務局は「安全性情報管理」より回答を確認 

送信先：治験調整事務局、実施医療機関（長は除く）、CRO、SMO 
（メール文の例示は割愛しております。マニュアルをご覧ください。） 
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実施医療機関
が回答すると、
送信日時・送
信者情報が入
力されている。 
個々の回答は
[表示]で確認 

回答は、CSV
出力した表でも
確認可能 



参考：コンビネーション設定 

39 

コンビネーション設定 

コンビネーション設定により情報が一つになったものは、報告数に「C」が入ります。 
コンビネーション設定をすると、その書式は単独では[送信]しない書式となります。 
（下2段） 



安全性情報 報告書作成機能 

カット・ドゥ・スクエアで様式第7・第8が 
作成できるようになりました 
（2018年8月27日） 

40 



治験薬副作用・感染症症例報告書の作成 

OR 

①治験を選択 

②報告書作成 

[新規作成]をクリック 

③[書式12引用]をクリック 

41 
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治験薬副作用・感染症症例報告書の作成 つづき 

④該当する（医）書式12を選択 

⑤引用内容の確認と入力 
引用箇所は、ピンク色に表示されています。 
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参照：引用箇所 

詳細記載用書式 
←「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」を引用 
 
 
←「上記臨床検査以外の結果」を引用 

詳細記載用書式 
「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」を引用 

（医）書式12 
「重篤と判断した理由」「被験
薬の化学名又は識別記号」を
引用 



現時点での報告書作成機能 

• （医）書式12と治験基本情報から引用する項目あり 

• 入力エラーチェック（記載漏れ）は、通知に従い行います。 

• 文字数が様式に入らない場合は、その項目の先頭より別
紙自動作成 

• ステータス管理可能 

• PMDAへ印刷して提出 

今後の報告書作成機能 
• （医）書式12と治験基本情報から引用する項目を最大
限までひきあげます。 

• PMDAがXML形式での提出を求めるようになることを想定
しています（PMDA審査マネジメント部と適宜相談）。 
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治験調整事務局をすることになったら 

治験促進センターでは、 
「実施医療機関への個別の説明」や 
「キックオフミーティングでの安全性情報管理機能の説明」
を支援しています。   ctdos2@jmacct.med.or.jp 

運よく・・・ 
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ご清聴ありがとうございました。 
皆様の活躍を応援いたします。 


