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１. はじめに
1. 平成30年度の「革新的がん医療実用化研究事業（二次公募）」への

応募は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を必ず利用してくださ
い。

2. e-Radの使用に当たっては、研究機関および研究者の事前登録が必要です。
登録手続きに日数を要する場合がありますので、実際に使用を希望される
日付の１週間以上前に登録を済ませてください。また、すでに登録されて
いる方でも異動等により登録情報に変更があった場合には、速やかにe-
Rad登録情報を変更し、常に最新の情報となるようにしてください。

3. この文書は応募の流れを簡単に説明するものです。実際に応募する際は、
e-Radポータルサイト（ https://www.e-rad.go.jp/）上にある「研究者向け
マニュアル」をご参照ください。

4. 研究代表者が申請した段階では応募は完了していません。所属機関のe-
Rad事務代表者が承認手続きを終えた段階で応募が完了することに留意し
てください。

5. 締切直前は応募が混み合い、申請に予想以上の時間がかかったり、登録が
スムーズに進まない可能性がありますので、余裕を持った応募を心がけて
ください。締切を過ぎた応募は受理できません。
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e-Radが新しくなりました

• 平成30年2月28日に新e-Radが稼働しました。

• URLは変更ありません(https://www.e-rad.go.jp/)。

• 操作方法が変更された部分がありますので、必
ず操作マニュアルをお読みください。
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【e-Radを利用した応募の流れ】

研究者（研究代表者） 代表機関の長の了承をとった上で、応募情報の入力と提出
研究開発提案書等を作成し、応募情報を入力して提出します。
e-Radには、研究代表者のＩＤ以外でログインしないでください。

研究者（研究代表者） 公募要領・研究開発提案書等の取得
AMEDのホームページの公募情報から、公募要領と研究開発提案書等の応募書類をダウン
ロードします。

所属研究機関の事務分担者 応募情報の確認・修正依頼・却下
所属研究機関の事務分担者は、応募情報を確認・修正依頼・却下します。
※事務分担者を登録している所属研究機関のみ行う操作。

所属機関の事務代表者 応募情報の承認・修正依頼・却下
所属研究機関の事務代表者は、応募情報を承認・修正依頼・却下します。

提案書の受理

配分機関（AMED）の担当者
応募情報の受理・修正依頼・不受理をします。
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２. 応募情報の入力方法
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手続きを始める前に

1. e-Radの利用にあたっては、研究代表者※1、研究分担者※2と
も、所属する研究機関へ申請の上、研究者番号（8桁）を得
る必要があります。研究者番号をお持ちでない方は、早め
に所属する研究機関のe-Rad担当者にご相談下さい。

2. 研究分担者の「所属研究機関コード」、「部局名」、
「職名」も必要ですので、予め確認しておいて下さい。

3. e-RadのログインIDやパスワードを忘れた場合は早めに
所属する研究機関のe-Rad担当者にご相談下さい。

※1公募要領・研究開発提案書における研究開発代表者を指します
※2公募要領・研究開発提案書における研究開発分担者を指します
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●研究者向けページから、最新のマニュアルをダウンロードして下さい。

【研究者向けページ】 https://www.e-rad.go.jp/

必ず最新の操作マニュアル
をダウンロードして下さい。

手続きを始める前に
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申請様式のダウンロード
「研究開発提案書」その他必要なファイルを日本医療研究開
発機構（AMED）ホームページからダウンロードする。

※ 公募要領も、同じページからダウンロードできます。
※画面はイメージです。実際とは多少異なる場合があります。

AMED TOPページ：https://www.amed.go.jp/
→「公募情報」
→「公募情報一覧」
→ 平成30年度「革新的がん医療実用化研究事業」に係る公募（二次公募）につ
いて
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書類の作成

●各ファイルは、作成後にPDF形式に変換してください。

●添付可能なファイルサイズ（容量）は、１ファイルあたり最大10MBです。

●『若手研究者の登用の推進』の応募のための書類「若手研究者履歴書」

「若手研究者育成計画書」は、２つのファイルを結合して１つのファイルに

してアップロードしてください。

●研究開発提案書、ロードマップ、各公募で指定されているファイル以外の

添付ファイルについては、ファイル数が多い場合は複数ファイルを1つの

フォルダにまとめてZIP圧縮して１つのファイルとし、「その他参考資料」

からアップロードしてください。

●各ファイルのファイル名は次ページを参照してください。

「研究開発提案書」｢ロードマップ｣およびその他必
要書類を作成して下さい。
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ファイル名について
ご提出いただいたファイルを効率よく整理するため、アプロードするファイル

名について、ご協力をお願いいたします。下記のような、半角英数字の
みのファイル名をご使用ください。

研究代表者氏名を山田太郎先生とした場合、
＊研究開発提案書のファイル名： 01_teiansyo-yamada_taro.pdf

＊ロードマップのファイル名： 02_roadmap-yamada_taro.pdf

＊若手研究者育成計画書等のファイル名： 03_wakate-yamada_taro.pdf

＊臨床試験実施計画書等のファイル名： 04_protocol-yamada_taro.pdf

＊動物実験に関する自己点検・評価報告書のファイル名：

05_doubutsu-yamada_taro.pdf

＊医薬品開発の研究マネジメントに関する「チェック項目記入表」

のファイル名： 06_iyakuhin-check-yamada_taro.pdf

＊その他の書類のファイル名：
99_sonota1-yamada_taro.pdf, 99_sonota2-yamada_taro.pdf・・・
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応募情報の登録
e-Rad研究者向け操作マニュアル「１．応募編」
をお読みいただき、応募情報を登録してください。

●[応募に当たっての注意事項]の画面が表示されますので、内容を確認し「承
諾して応募する」をクリックしてください。
●[応募（新規登録）]画面で公募名を必ず確認し、必ず正しい公募に登録して
ください。

公募名をまず確認！

間違った公募に応募すると
せっかくの提案が無駄にな
ります！ご注意を！！

タブを切り替えて入力
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e-Radで入力可能な
文字列は全角１００
文字以内です



応募情報の登録（基本情報）

基本情報を入力してください

アップロードする書類は
公募によって異なります。
次ページおよび公募要領を
確認してください。

[必須]と表示されて
いるファイルをアッ
プロードしないと登
録完了できません。

14/31

若手研究者履歴書
と若手研究者育成
計画書は１つのPDF
ファイルにして
アップロードして
ください。

研究開発提案書の１．１研究目的（まと
めを1000文字以内で）をコピー

研究開発提案書の２．１研究概要をコピー

1000文字まで
入力できます



アップロードするファイル
●領域２－２個人の発がんリスクや特性に応じたリスク低減手法の開発に関する研究
（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必要に応じて】若手研究者履歴書＋若手研究者の育成計画書
（４）【必要に応じて】その他参考資料（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）

●領域３－２がん関連遺伝子パネル検査等による遺伝子検査結果に基づき投与患者を特定する新規の
抗悪性腫瘍薬（医薬品）の開発を目指した医師主導治験

●領域３－３がん関連遺伝子パネル検査等による遺伝子検査結果に基づき投与患者を特定する抗悪性
腫瘍薬の開発（既存薬の適応拡大等による）を目指した医師主導治験

（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必須】治験のプロトコル
（４）【必須】医薬品開発の研究マネジメントに関する「チェック項目記入表」
（５）【必要に応じて】その他参考資料：若手研究者書類含む

（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）

●領域４－４革新的医療技術の実用化に関する研究
（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必要に応じて】若手研究者履歴書＋若手研究者の育成計画書
（４）【必要に応じて】その他参考資料（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）

●領域５－１抗悪性腫瘍薬の適正使用推進に資する多施設共同臨床試験
（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必須】臨床試験実施計画書またはプロトコールコンセプト
（４）【必要に応じて】若手研究者履歴書＋若手研究者の育成計画書
（５）【必要に応じて】その他参考資料（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）

応募情報の登録（基本情報）
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応募情報の登録（基本情報）
アップロードするファイル

●領域５－３支持・緩和療法のPrecision Medicineに資する前臨床研究
（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必要に応じて】若手研究者履歴書＋若手研究者の育成計画書
（４）【必要に応じて】その他参考資料（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）

●領域６－１小児がん、ＡＹＡ世代のがんに対する、抗悪性腫瘍薬の適正使用推進に資する多施設共同臨床試験
●領域６－３高齢者のがんまたは臓器機能障害のある患者に対する抗悪性腫瘍薬の適正使用推進に資する多施設共同臨床試験
（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必須】臨床試験実施計画書またはプロトコールコンセプト
（４）【必要に応じて】若手研究者履歴書＋若手研究者の育成計画書
（５）【必要に応じて】その他参考資料（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）

●若手育成枠A
●若手育成枠B
（１）【必須】研究開発提案書（研究開発提案書要約含む）
（２）【必須】ロードマップ
（３）【必要に応じて】その他参考資料（複数のファイルを添付する場合はまとめてZIP圧縮してください）
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応募情報の登録（研究経費・研究組織）
「研究経費・研究組織」の
タブをクリックして入力

この欄に直接経費額を入力し
てください

この欄は[必須]と表示されていますが、
入力しないでください（入力できないように
なっています）

この欄に間接経費額を入
力してください

この欄はゼロ円になります0 0 0

AMEDでは、分担者への
配分額のことを「再委託
費」と呼びますが、
e-Radの「再委託費」と
は異なります。ご注意く
ださい。ここはゼロ円を
入力してください。
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＜参考＞研究経費は研究開発提案書の表と対応しています

合計 合計 合計

合計

合計

合計

合計

合計

合計

0 0 0

研究開発提案書

e-Rad

18/31

研究開発提案書の表から
転記ができます。

若手研究者の登用の申請に際して上
乗せされる経費は、e-Radには入力
しないでください。



＜参考＞若手研究者の登用を申請する場合

公募要領１２～１３ページに記載している若手研
究者の登用のための申請を行う場合は、下記にご
注意ください。

●若手研究者の登用の申請に際して上乗せ
される経費は、e-Radには入力しないで
ください。

研究開発提案書の各年度別経費内訳（１）全体経費の合
計額と、（３）若手研究者の登用に記載の額（直接経費
＋間接経費）を合算したものが、研究費総額となります。
e-Radには（１）の額のみを入力してください。
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直接経費と間接経費について
「革新的がん医療実用化研究事業」の公募要領では、研究費の規模
を「直接経費」で記載しています。

記載例：

⑤ 予算規模（研究費、研究期間、採択課題数）
研究費の規模： 1 課題当たり年間、上限15,000 千円（間接経費を含まず）
研究実施予定期間：原則 3 年度平成 30 年度～平成 32 年度
新規採択課題予定数： 0～2 課題程度

間接経費については、研究機関の経理・契約担当者にご相談ください。
間接経費は直接経費の30%（上限）となります。

記載例の上限15,000千円を直接経費として、間接経費を30%とすると、

直接経費
間接経費
研究費総額

15,000千円
4,500千円

19,500千円

研究費総額は19,500千円となります。
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応募情報の登録（研究経費・研究組織）

この欄に代表者、分担者別の
直接経費額・間接経費額を入
力してください「再委託費・
共同実施費」はゼロです。

0

クリックして分担者を追加
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「研究経費」で入力した額と
「研究組織」で入力した額と
の差額がゼロにならないと登
録が完了しません。



＜参考＞研究組織は研究開発提案書の表と対応しています

研究開発提案書
e-Rad

研究
代表者

研究
分担者A

研究
分担者B

研究
分担者C

研究
分担者D

研究
代表者

研究
分担者A

研究
分担者B

研究
分担者C

研究
分担者D

0

0

0

0

0

直接経費

間接経費は

計算して入力し
てください

再委託費・共同実施費はゼロ円です
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研究開発提案書の表から転記ができます（間
接経費額、再委託・共同実施費をのぞく）。



応募情報の登録（個別項目）
「個別項目」のタブを
クリックして入力

この入力欄は革新的がん医療実
用化研究事業の公募独自の入力
欄です。入力された内容は、審
査や採択に関連して連絡をする
際に使用いたします。電話番号
やメールアドレスは、必ず連絡
がとれるものにしてください。
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応募情報の登録（応募・受入状況）
「応募・受入状況」の
タブをクリック

内容を確認してください
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応募情報の登録
（業績情報・略歴情報）

本事業では、e-Rad研究者向け
操作マニュアルにある「業績情
報」「略歴情報」の入力はあり
ません。
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応募情報の登録（入力内容の確認）

クリックして、入力内容
を確認してください
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いまいちど、正しい公募
に応募しているか再確認
してください



応募情報の登録（提出）

「この内容で提出」をクリック
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応募情報の登録（完了）

応募が完了しました。応募が現在どの状態かを確認するた
め、「応募／採択課題一覧へ」をクリックしてください。
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3. 応募手続き完了の確認
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・応募情報の入力が完了すると、応募課題のステー
タスが「応募中/申請中/研究機関処理中」
になります。しかしこれで終了ではありません。
・本公募は研究機関の承認が必要な公募ですので、
続いて研究機関の事務代表者による承認があります。
・研究機関の事務代表者が承認してはじめてAMED
に応募ファイルが送られ、「応募中/申請中/配分機
関処理中」になります。

応募手続き完了の確認
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締切までに
「応募中/申請中/配分機関処理中」
となっていることが必要です。
（e-Rad上の画面で確認できます）



一時保存中の入力再開など、操作方法の詳細に関しては、
e-Rad研究者向け操作マニュアルをご参照ください。

以上
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