
入力支援ツール（AMED収支決算書集計ツール）の利用について

会計実績情報の登録

実績報告等のうち会計実績情報の登録については、研究成果とともに提出をお願いしている実績報告書の「収支決算書」の

情報をe-Radへ登録することとなります。

① e-Radではcsvファイル編集ツールを提供していますが、AMEDが委託を行っている事業においては研究委託の形態から、こ

のcsvファイル編集ツールをそのまま利用できません。そこで、AMEDが代表研究者に提供させていただく支援ツールは、代表

研究者が自身の「収支決算書（excelファイル）」の他に、同じ課題ＩＤの分担研究者の「収支決算書（excelファイル）」を一括して

入力することによりe-Radのcsvファイル編集ツールに取込可能なcsvファィルを作成するものです。

② この支援ツールの利用にあたっては、「収支決算書（excelファイル）」のデータを活用してe-Radのインポート機能に対応した

csvファィルを正確かつ安全に作成するために必要なデータとして「研究番号対応表ファイル」を別途作成していただく必要があ

ります。

そのため、代表研究者は、自身の「収支決算書（excelファイル）」用の研究番号対応表ファイルを作成し、分担研究者は、この

研究番号対応表ファイルを作成して、「収支決算書（excelファイル）」に添付して代表研究者へ提出していただきます。

なお、この研究番号対応表ファイルには収支決算書に含まれる再委託先分のデータも必要となります。
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入力支援ツールの概要

収支決算書のExcelデータ

収支決算書集計ツール

ExcelデータをCSVデータに変換
するとともにCSVファイル編集

ツールへ入力できるフォーマット
に変換する

CSVファイル編集ツール

e-Radシステムにインポートする
ためのCSVデータを作成

e-Radシステムへ登録(インポート)

AMEDにおいて提供 e-Radシステムにおいて
提供

研究番号対応表
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収支決算書集計ツールの概要

（ 報告様式１別紙イ ）

課題管理番号17za0100123h0001 （単位：円）

契約額 支出額 差引額 契約額 支出額 差額 契約額 支出額 差額

70,000,000 70,000,000 0 65,000,000 65,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0

10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0

10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0

25,000,000 25,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0

10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0

55,000,000 55,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0

15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

直接経費

間接経費

合計

前年度に繰越額が発生している場合には、以下に支出内訳を記載のこと

契約額 支出額 差引額 契約額 支出額 差引額

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

収 支 決 算 書

委託種別
総額

直接契約分（研究開発代表機関）
再委託費合計

機関名 医療機構大学

間接経費（B）

返還額

総額（A＋B）

直
接
経
費

（
A

）

物品費

旅費

人件費・謝金

その他

直接経費合計

自己充当額

繰越額

0 0

0 0

0 0 0

差引 0 0 0

備考欄

総額（A＋B）

直接経費（A）

間接経費（B）

返還額 0 0

自己充当額 0 0

差引 0 0

e-Rad課題番号 研究番号 研究機関番号 機関名 部局 職名 氏名

18920206 10001653 2018042400 医療機構大学 支援ツール研究所 所長 医療　太郎

18920206 60001658 2018042400 医療機構大学2 本部 教授 山田　次郎

研究番号対応表（新規に作成する）

氏名（姓） 氏名（名）
研究者番
号

研究機関
番号

契約額－
合計

契約額－
直接経費
－物品費

契約額－
直接経費
－人件
費・謝金

契約額－
直接経費
－旅費

契約額－
直接経費
－その他

契約額－
直接経費
－計

契約額－
間接経費

決算額－
合計

決算額－
直接経費
－物品費

決算額－
直接経費
－人件
費・謝金

決算額－
直接経費
－旅費

決算額－
直接経費
－その他

決算額－
直接経費
－計

10001653 2.02E+09 10000000 20000000 10000000 10000000 15000000 10000000 20000000 10000000 10000000
60001658 2.02E+09 0 5000000 0 0 0 0 5000000 0 0
20001654 2.02E+09 0 10000000 0 0 0 0 10000000 0 0

AMEDが提供する収支決算書集計ツールでCSVデータに変換する
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①経費区分が委託費の場合の説明です。

②経費区分が補助の場合は２５ページ
をご参照下さい

※この支援ツールに入力する場合の収支決算書は、実績報告書に添付したものを
ご準備頂きます。なお、その後に修正等を行って当機構へ再提出している場合は再
提出した、修正後の収支決算書での入力をお願いします。
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任意に作成したホルダーにファイルを保存する前に必ず記
入例を削除してください。

再委託先に同じ研究機
関が複数参加している
場合は、機関名に番号
や研究者名を付記する
など区別できるように適
宜修正してください。

研究番号対応表は修正
後の機関名で作成して
ください。

また、研究番号対応表
と一致していることを確
認して下さい。

収支決算書(委託)ファイルの保存

以下のファイル名を付け
て任意に作成したにホル
ダーに保存
17zz0101001h0001_収支
決算書_委託
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収支決算書(補助)ファイルの保存

変更内容シートも削除してください。記入例のシートを削除してください。

e-Radシステムの公募の

経費区分が委託事業で
課題IDが同じ場合には、
AMEDへの申請が補助

であっても同じホルダに
研究番号対応表とセット
で保存してください。

以下のファイル名を付け
て任意に作成したにホル
ダーに保存
17zz0101001h0001_収支
決算書_補助
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研究番号対応表の作成

研究番号対応表を作成
し、以下のファイル名を
付けて対応する収支決
算書と同じフォルダに
保存
17zz0101001h0001_研
究番号対応表

同じ研究機関が複数参加している場合は、前々ペー
ジの収支決算書において修正した名称と同じ機関名
にしてください

委託事業において再委託している場合には再
委託先の研究者分の情報も併記してください。

研究機関単位の課題の
研究者番号は
「00000000」(半角８桁)を
入力
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フォルダーの作成(フォルダー名は任意)
※フォルダーはｅ－Ｒａｄシステムにおける同じ課題ＩＤごとに作成する

収支決算書(「報告様式別紙１ｲ」のシートのみ(記入例シートを削除))
に以下のファイル名を付けて保存
17zz0101001h0001_収支決算書_委託

研究番号対応表を作成し、以下のファイル名を付けて保存
17zz0101001h0001_研究番号対応表

17zz0101001h0101_収支決算書_委託(又は補助)

17zz0101001h0101_研究番号対応表

課題管理番号(半角) (半角)

以下同じ

以下同じ

e-Radの同じ課題ＩＤの分担研究者であれば複数保存可能

・
・
・

課題管理
番号が一
致してい
ることを
確認する。

必ずセットで保存
する。

分担研究者(課題

管理番号が異な
る)から提出された

ものも合わせて保
存する。
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①経費区分が委託費の場合にはここをク
リックしてください。

ダイヤログが表示されましたら、収支決算
書及び研究番号対応表を保存したフォル
ダー（フォルダー名は任意）を選択してＯ
Ｋボタンを押します。

②フォルダーに保存された収支決算書及び研究番号対応表のデータ及びファイル名にエラーがなければ、e-Radシ
ステムが提供するCSVファイル編集ツールに取り込むことができるCSVファイルが以下のとおり作成され、「output」
フォルダー(自動で作成)に保存されます。なお、エラーが出た場合は、エラー表示にしたがって修正頂くか当機構へ
お問い合わせください。（TEL 03-6870-2241 研究公正・法務部）

ＯＫボタンを押してから５
～６秒ほどかかる場合が
あります。

ファイル名「AMED_Itakuhi2017XXXXXXXX.csv」

作成日時

ＡＭＥＤが提供する入力支援ツール
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当機構が提供しています
収支決算書集計ツールに
よるCSVファイルの準備が

できましたら、ここをクリック
して実績情報の登録を開
始します。
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当機構が提供するツールは、研究
課題IDごとにデータを作成する（8
ページ参照）ため、CSVファイルに対

応する収支決算書に該当する課題
を選択してください。
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採択課題の各種手続きから会計実績の「新規」を
クリックして、次へ進んでください。

なお、「新規」ボタンが表示されていない場合は、
配分機関において登録期間の設定等の手続きが
済んでいないためであり、配分機関の事業課担当
者にお問い合わせください。
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会計実績（委託費）の登録画面から
「インポート」をクリックしてください。

委託費の実績登録であることを確認
して下さい。
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インポート指示画面から「会計実績（委託費、補助金）、
研究成果登録ツール」をダウンロードしてください。
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①「データ取込」をクリックし
てください。ダイヤログが表
示されましたら、収支決算書
集計ツールで作成したＣＳＶ
ファイルを選択して、「開く」
ボタンを押します。

取込みの確認画面が出ます
ので「ＯＫ」ボタンを押します。
さらに、数秒後に取り込み完
了画面が出たら「ＯＫ」を押
します。

「ｏｕｔｐｕｔ」フォルダから
「AMED_Itakuhi2017XXXXXXXX.csv」
ファイルを選択します。

②取込が完了しましたら
「キー入力」をクリックし、
キー入力画面で「年度」、
「課題ID」が正しく入力さ

れていることを確認したら、
「ファイル出入力」ボタン
を押します。

【会計実績（委託費）の登録例】

e-Radシステムが提供するCSVファイル編集ツール

ダウンロードしたツールのうち「CSVファイル編集ツール（委託費情報）」を選択して起動する。
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③次に「委託先（支出）」をクリックし、委託先
（支出）の入力画面で「必須項目」※に入力漏
れがないか確認したら、「入力チェック」ボタン
を押してエラーの有無を確認します。

「エラーはありません。」との画面が出たら「ファ
イル入出力」ボタンを押します。

④次に、「委託先（収入）」をクリックして、 「必須
項目」※に入力漏れがないか確認したら、 「入力

チェック」および「ファイル入出力」ボタンを押しま
す。

※AMEDが提供する入力支援ツールは、必

須項目のみを取り込むツールとなっていま
す。その他の項目は省略しています。
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⑤次に「総括表備考欄」をクリックしてくだ
さい。備考欄への記入の必要が無けれ
ば、「必須項目(年度、課題ID)」は空白の

ままで、「入力チェック」ボタンを押してエ
ラーの有無を確認します。「エラーはあり
ません。」との画面が出たら「ファイル入
出力」ボタンを押します。

なお、空白のまま「データ出力」した場合
は、次ページ⑦のように注意喚起のダイ
ヤログが出現します。（次ページ参照）

※備考欄は繰越等の任意項目の登録で
あり、初回登録時は空白となっています。
必要に応じて「必須項目(年度、課題ID)」
とともに追加登録を行って下さい。なお備
考欄の記入は、システム上の登録画面
からも直接記入できます。
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⑦「データ出力」をク
リックすると、前ページ
の総括票備考欄の入
力チェックの際、備考
欄が空白のため、「必
須項目(年度、課題
ID)」も空白のままで

チェックを完了した場
合は、再確認のダイヤ
ログが出現しますので
「ｏｋ」ボタンをクリックし
てください。

⑥「総括表備考欄」までの「ファ
イル入出力」が終わりましたら、
「データ出力」をクリックしてくだ
さい。

入力されたデータにエラーがな
ければ、e-Radシステムへイン
ポートができるCSVファイルが

作成され、「一括登録用デー
タ」フォルダー(自動で作成)に
保存されます。

「一括登録用データ」フォルダ
にファイル名
「Itakuhi2017XXXXXXXX.csv」

が保存されていることを確認し
て下さい。
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①「参照」をクリックして、「一括登録用データ」
フォルダーに保存してあるCSVファィル編集ツー
ルで作成したCSVデータファイルを選択して「開く」
ボタンを押します。

「一括登録用データ」フォルダからファイル名
「Itakuhi2017XXXXXXXX.csv」を選択する。

③取り込みファイルの欄にCSVデータファイル

が入力されていることを確認して「実行」をク
リックします。

インポート用CSVファイルが保存されていることが確認できましたらインポート指示
画面（会計実績の登録画面のインポートをクリックする。）に戻ります。

②取込には数秒かかります。取り込みファイ
ルの欄にCSVデータファイルが入力されてい
ることを確認してください。
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インポートが終わりましたら「処理結果一覧」で「正常終了」

を確認してください。
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①「正常処理」であ
ることを確認する。

②「正常処理」が確認できたら戻るをクリックし
てインポート指示仮面

①’「正常処理」で

ない場合は、ダウ
ンロードしてその
原因を確認して対
処する。
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インポート画面から実績登録画面へ戻り、更に実績登録画面から採
択課題の各種手続画面に戻りますと、「新規」ボタンが「入力画面」ボ
タンに移動していますので「入力画面」をクリックします。
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(1)総括表に会計実績情報が登録されて
いることを確認してください。

また、代表研究者、分担研究者ごとにそ
れぞれ登録されていることも確認してくだ
さい。（次ページ参照）
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以上で会計実績情報の登録は終了です。ひきつづき、研
究成果情報の登録を行ってください。

(2)委託先・再委託先別決算書に代表研

究者、分担研究者毎に会計実績情報が
登録されていることを確認してください。
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②経費区分が補助の場合の説明です。

①経費区分が委託費の場合は４ページ
をご参照下さい

※この支援ツールに入力する場合の収支決算書は、実績報告書に添付したものを
ご準備頂きます。なお、その後に修正等を行って当機構へ再提出している場合は再
提出した、修正後の収支決算書での入力をお願いします。
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収支決算書(補助)ファイルの保存

変更内容も削除
してください。

記入例を削除して前々ペー
ジで任意に作成したにホル
ダー保存する。

以下のファイル名を付け
て保存
17zz0101001j0001_収支
決算書_補助

課題管理番号が正しく記
入されていることを確認し
て下さい。
17zz0101001j0001(例)

機関名が正しく記入され
ていることを確認して下
さい。

また、次ページの研究番
号対応表と一致している
ことを確認して下さい。
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研究番号対応表の作成

研究番号対応表を作成
し、以下のファイル名を
付けて対応する収支決
算書と同じフォルダに
保存
17zz0101001j0001_研
究番号対応表

収支決算書の名称と同じ機関名にしてください。 研究番号対応表は、収支決算ごとに作成してください。
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フォルダーの作成(フォルダー名は任意)
※フォルダーは同じ課題ＩＤごとに作成する

収支決算書(「報告様式別紙１－１」のシートのみ(記入例、変更内容
シートを削除))に以下のファイル名を付けて保存
17zz0101001j0001_収支決算書_補助

研究番号対応表を作成し、以下のファイル名を付けて保存
17zz0101001j0001_研究番号対応表

必ずセットで保存課題管理番号(半角) (半角)
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ファイル名「AMED_Hojyokin2017XXXXXXXX.csv」

①経費区分が補助金の場合にはここをク
リックしてください。

ダイヤログが表示されましたら、収支決算
書及び研究番号対応表を保存したフォル
ダー（フォルダー名は任意）を選択してＯ
Ｋボタンを押します。

②フォルダーに保存された収支決算書及び研究番号対応表のデータ及びファイル名にエラーがなければ、e-Radシ
ステムが提供するCSVファイル編集ツールに取り込むことができるCSVファイルが以下のとおり作成され、「output」
フォルダー(フォルダーは自動で作成)に保存されます。なお、エラーが出た場合は、エラー表示にしたがって修正頂
くか当機構へお問い合わせください。（TEL 03-6870-2241 研究公正・法務部）

ＯＫボタンを押してから５
～６秒ほどかかル場合が
あります。

作成日時

ＡＭＥＤが提供する入力支援ツール
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当機構が提供しています
収支決算書集計ツールに
よるCSVファイルの準備が

できましたら、ここをクリック
して実績情報の登録を開
始します。
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採択課題の各種手続きから会計実績の「新規」をク
リックして、次へ進んでください
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会計実績（補助金）の登録画面から
「インポート」をクリックしてください。

補助金の実績登録であることを確認
して下さい。
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インポート指示画面から「会計実績（委託費、補助金）、
研究成果登録ツール」をダウンロードしてください。
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①「データ取込」をクリックし
て入力支援ツールで作成し
たＣＳＶファイルを選択して、

「開く」ボタンを押します。

取込みの確認画面が出ます
ので、「ＯＫ」ボタンを押しま
す。取り込み完了画面が出
たら「ＯＫ」を押します。

「ｏｕｔｐｕｔ」フォルダからファイル名
「AMED_Hojyokin2017XXXXXXXX.csv」
を選択します。

②次に「キー情報入力」
をクリックし、キー入力画
面で「年度」、「課題ID」が

正しく入力されていること
を確認したら、「ファイル
出入力」ボタンを押します。

【会計実績（補助金）の登録例】

e-Radシステムが提供するCSVファイル編集ツール

ダウンロードしたツールのうち「CSVファイル編集ツール（補助金情
報）」を選択して起動する。
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③次に「総括表（状況）入力」をクリックし、委託
先（支出）の入力画面で「必須項目」※に入力
漏れがないか確認したら、「入力チェック」ボタ
ンを押してエラーの有無を確認します。

「エラーはありません。」との画面が出たら「ファ
イル入出力」ボタンを押します。

④次に、「総括表（収入）入力」をクリックして、
「総括表（状況）入力」 と同様に「必須項目」※に

入力漏れがないかを確認したら、「入力チェック」
および「ファイル入出力」ボタンを押します。

※AMEDが提供する入力支援ツールは、必

須項目のみを取り込むツールとなっていま
す。その他の項目は省略しています。
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⑤次に「総括表備考欄」をクリックしてくだ
さい。備考欄への記入の必要が無けれ
ば、「必須項目(年度、課題ID)」は空白の

ままで、「入力チェック」ボタンを押してエ
ラーの有無を確認します。「エラーはあり
ません。」との画面が出たら「ファイル入
出力」ボタンを押します。

なお、空白のまま「データ出力」した場合
は、次ページ⑦のように注意喚起のダイ
ヤログが出現します。（次々ページ参照）

※備考欄は繰越等の任意項目の登録で
あり、初回登録時は空白となっています。
必要に応じて「必須項目(年度、課題ID)」
とともに追加登録を行って下さい。なお備
考欄の記入は、システム上の登録画面
からも直接記入できます。
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⑥次に「事業者別入力」をク
リックし、代表研究者の情報が
確認できましたら「入力チェッ
ク」及び「ファイル入出力」ボタ
ンを押します。

※AMEDが提供する入力支

援ツールは、代表研究者に
係る項目のみを取り込む
ツールとなっています。分
担研究者への配分額の有
無にかかわらずそのまま作
業を進めてください。。

⑦「事業者別入力」までの
「ファイル入出力」が終わ
りましたら、「データ出力」
をクリックしてください。
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「データ出力」をクリックすると、入力された
データにエラーがなければ、e-Radシステム
へインポートができるCSVファイルが作成さ
れ、「一括登録用データ」フォルダー(自動で
作成)に保存されます。

「一括登録用データ」フォルダにファイル名
「Hojyokin2017XXXXXXXX.csv」

が保存されていることを確認して下さい。

作成日時

このダイヤログは、「総括表備考欄」の入力
チェックの際、備考欄が空白のため、「必須
項目(年度、課題ID)」も空白のままでチェック

を完了した場合に出現しますが、そのまま
「ｏｋ」ボタンをクリックしてください。
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①「参照」をクリックしてCSV編集ツールで作成し

た「一括登録用データ」フォルダーに保存してあ
るCSVデータファイルを選択して「開く」ボタンを押
します。

「一括登録用データ」フォルダからファイル名
「Hojyokin2017XXXXXXXX.csv」を選択する。

③取り込みファイルの欄にCSVデータファイル

が入力されていることを確認して「実行」をク
リックします。

インポート用CSVファイルが保存されていることが確認できましたらインポー
ト指示画面（会計実績の登録画面のインポートをクリックする。）に戻る。

②取り込みファイルの欄にCSVデータファイル
が入力されていることを確認してください。
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インポートが終わりましたら「処理結果一覧」で「正常終了」

を確認してください。
40



①「正常処理」であ
ることを確認する。

②「正常処理」が確認できたらトップページに
戻ってください。

①’「正常処理」で

ない場合は、ダウ
ンロードしてその
原因を確認して対
処する。
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トップページから採択課題の各種手続画面に戻りますと、「新規」ボタ
ンが「入力画面」ボタンに移動していますので「入力画面」をクリックし
ます。
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会計実績情報が登録されていることを確
認してください。

以上で会計実績情報の登録は終了です。ひきつづき、研
究成果情報の登録を行ってください。

(2)補助事業者別の会計実績情報は代
表研究者の情報のみとします。

分担研究者への配分額の有無は問いま
せん。
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この支援ツール（AMED収支決算書集計ツール）に
関するお問い合わせ先

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
研究公正・法務部

担当 高橋
電話番号 ０３－６８７０－２２１１
Mail:  kenkyuukousei@amed.go.jp

※e-Radシステムのヘルプデスクでは、このツールに関するお問い合
わせには対応しておりません。
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