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Safe Harbor Statement

© 2021 Oracle2

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information 
purposes only and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver 
any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing 
decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality 
described for Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of Oracle 
Corporation.



ClearTrial 5.9 Themes

• 異なる登録特性を持つ複数のコホート(26)をサポートします

• 終了していないエンドポイントの長期的なフォローアップ期間をサポートします

• 治験責任医師の助成金／支払いの想定項目を1箇所に集約しました

• 新しいマイルストーンの日付(FSFV-LSLV)を追加しました

• 試験終了時の計画を更新しました

• Work Breakdown Structure (WBS) を更新しました

• Medical Monitoring

• Project Management

• Site Management

• Data Management Task updates

• End of Study (EOS) DB Lock, Stat Report, Final report

• eTMF support

• 操作性の向上により、より効率的なユーザーエクスペリエンスを実現します
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ClearTrial 5.9 UI Changes – Subject Assumptions < 5.8 Cost Model
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前バージョンのUIデザイン

• # of subjects - LOCATIONS TABで
Location毎に入力

• Average grant per subject ($) -
LOCATIONS TABでLocation毎に入
力

• SUBJECT TAB - 1つのStudy Planで
サポートできるのは1つのコホート
のみ

• Enrollment Period, Enrollment 
Distribution – 1つのStudy plan, 
Location毎にSUBJECT TABで定義

• Screening および、Dropsを1つの
Study Plan, Location毎に
SUBJECT TABで定義

• 最大5つの治療群を TREATMENT 
TABで定義

LOCATIONS TAB

SUBJECT TAB

TREATMENT TAB



5.9 User Interface Enhancements
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NEW User Interface Design

• Subjects はSiteの総数に対するLocationのSiteの
比率に従って、デフォルトでLocation全体に分
散されます。 TREATMENT TAB で各治療/コ
ホートを編集して、デフォルトの設定を編集で
きます。

• 全ての Investigator grant/payment に関する
想定 TREATMENT TABで一元的に入力されます。

• TREATMENT TABで最大26の交互のコホートを
モデル化。

• Enrollment Period, Enrollment Distribution は
location毎、cohort毎にTREATMENT TABに表
示されます。

• Screening , Dropsはlocation毎、cohort毎に
TREATMENT TABに表示されます。

• TREATMENT TABでサイクル毎に治療の仮定を
変える。

• TREATMENT TAB でコホート/治療を編集する
時に、スケジュールダイアログでスクリーニン
グ、治療および、フォローアップのVisitをプロ
トコルの評価のスケジュールに合わせます。



5.9 Treatment Tab TRIAL DESIGN CONSIDERATIONS
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複数の治療グループ/コホートが
必要な場合は、「Add」をクリッ

クして、別の治療グループのパラ
メータを定義することができます

複数の治療グループが
定義されている場合は、
セグメントごとに表示
されているフィールド
をクリックして展開す
ると、すべての前提条

件が表示されます

• すべての被験者が同じ期間で治療を受け、ビジットスケジュールも同じであれば、すべての被験者に対して1つの
治療グループ/コホートを計画するだけです。

• 被験者の登録特性、治療期間、ビジットスケジュールが異なる場合は、複数の治療グループ／コホートを作成す
ることで、これらを計画することができます。

各治療群／コホートは、一般、
スクリーニング、治療、フォ

ローアップの仮定のセグメント
に分けられています

初回よりも遅い時期に開始さ
れた治療グループ／コホート
については、FSFT Dateを変

更します



5.9 Treatment Tab の更新 – オンコロジー試験のサイクル数
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アイコンをクリックしたときに表示される
メッセージにあるように、期間、CRFペー

ジ、およびビジット回数はサイクルごとで
あることに注意してください



5.9 Treatment Tabの更新
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#1 
はじめに治療グループ/コ
ホートごとの被験者数を入

力します

#3

その後、治療期間またはサイ
クル期間（週/日）、治療ビ
ジット回数、被験者あたりの

CRFページ数を入力します

You will define when 
the follow-up period 
begins, the average 

frequency of the visits 
and the average # of 
CRFs/Subject for the 

follow-up period.

#4

続いて、フォロー
アップ期間（日また
は週）を入力します

#2 

スクリーニング期間の
設定が可能になります

#5

フォローアップ期間の
開始時期、平均ビジッ
ト回数、フォローアッ
プ期間中の平均CRF数/
被験者数を定義します

TIP!
Editをクリックすると、治療グ
ループ/コホートごと、Location
ごとの仮定を管理し、被験者の
ビジットスケジュールをプロト
コルの評価スケジュールに合わ

せることができます

TIP!
Editをクリックすると、治療グ
ループ/コホートごと、Location
ごとの仮定を管理し、被験者の
ビジットスケジュールをプロト
コルの評価スケジュールに合わ

せることができます



5.9 Treatment Tabの更新
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被験者数を入力すると、ClearTrialはグ
ローバルFSFT Date、登録期間、登録者

数の想定をデフォルトで設定します。必
要に応じてこれらのデフォルトを変更す

ることができます

ClearTrialは、すべての完了し
た被験者が治療介入の4週間後

に入るフォローアップをデフォ
ルトで設定します

% completed subjects followed: 

治療を完了すると予想される被験者のう
ち、追跡調査に入る被験者の割合を入力

することができます



5.9 Treatment Tabの更新 – システムで計算されたマイルストーン
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新しいサマリーバーには、割り当てられた
被験者の総数と、すべての治療法／コホー
トのグローバルな主要マイルストーンの日

付が表示されます

TIP!
複数の治療群に被験者を
配分する場合、この値は
自動的にTotal Number of 
Subjects to be Enrolled（
登録されるべき被験者の

総数）を更新します



5.9 Treatment Tabの更新 – システムで計算されたマイルストーン
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システムが定義するマイルストーン日付:

• PASD: Project Activity Start Date (entered on the OVERVIEW TAB)

• FSFV: First Subject First Visit (First Subject Screening/Enrollment Visit)

• LSFV: Last Subject First Visit (Last Subject Screening/Enrollment Visit)

• FSFT: First Subject First Treatment (<5.8 Milestone: FSI)

• LSFT: Last Subject First Treatment (<5.8 Milestone: LSI)

• FSLT: First Subject Last Treatment

• LSLT: Last Subject Last Treatment

• FSLV: First Subject Last Visit (<5.8 Milestone: FSO)

• LSLV: Last Subject Last Visit (<5.8 Milestone: LSO)

スクリーニング期間が設定されていない場合、
またはスクリーニング中にデータが収集されな
い場合、この日付はFirst Subject First Treatment 

(FSFT)date と同じになります

スクリーニング期間が設定されていない場合、
またはスクリーニング中にデータが収集されな
い場合、この日付はLast Subject First Treatment 

(LSFT) dateと同じになります

フォローアップが期待
できない場合、この日
付はFSLT dateと同じに

なります
フォローアップの予定
がない場合、この日付
はLSLT dateと同じにな

ります



5.9 Treatment Tabの更新
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TIP!

最初のトリートメントグルー
プを定義することで、最初の
トリートメントをコピーし、
トリートメントグループ間で
異なる値のみを変更すること

で時間を節約できます

2つの治療グループが2つの異
なる治療期間、または異なる
治療スケジュールで行われる
並行試験デザインの場合、FPI

の日付は変わりません



5.9 複雑な試験のプランニングサポート

以下のような複雑な試験のプランニングをサポートします。

• 複数の治療群/コホート (最大 26 グループ)

• 投与量漸増試験または拡大試験のデザイン

• アダプティブ試験 (被験者の治療／フォローアップ期間が変更
される可能性がある場合)

• 延長試験 (長期間のフォローアップ定義が必要)

• アンブレラ/バスケット試験 (被験者が複数の治療/フォロー
アップスケジュールを必要とする先行試験からの治療を継続す
る可能性がある場合)

© 2021 Oracle



5.9 複雑な試験のプランニングサポート

長期フォローアップ期間のある試験のための補足CSRをサポートしま
す。

• DATA TAB:収集されたすべての被験者の治療データに基づいて
最初のDBロックと提出を行い、収集されたすべての被験者の
フォローアップデータに対する補足的なCSRを含む機能がサ
ポートされました。

• DEFAULT by Design: ClearTrialには、LSLT後の標準的な30日
間の安全性追跡調査が含まれているため、補足的な規制当局へ
の提出物がデフォルトで含まれています。これらが必要でない
場合は、以下の説明を参照してください。

© 2021 Oracle



5.9 複雑な試験のプランニングサポート

補足CSRを予定していない場合(ガイダンス)
• 補足CSRが予定されていない場合は、テンプレートまたはPlanのデフォル
トの前提条件を変更して、「Data」タブで「Supplemental CSR」を”No”
にする必要があります。

• フォローアップ期間が計画されているが、治療中およびフォローアップ期
間中に収集されたすべての被験者データのDBロックが1回のみの場合、
LSLV（ (Last Subject Last Visit ）からDBロック（+35日）までの適切な時
間を反映して、DBロックまでの日数を調整する必要があります。

• または

• 治療期間にフォローアップ期間を含め、「Treatment」タブでフォロー
アップ期間なしとすることで、「Data」タブの「# of days until DB lock」
を調整する必要はありません。
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5.9 Treatment Tab – 補足CSRが必要ない場合のガイダンス
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Planにフォローアップ期間を設ける
場合は、Dataタブの「# of days to 
DB lock 」に、この期間＋LSLVから
DBロックまでの日数（＋35日）を
加えて調整する必要があります)

補足CSRと2nd DB Lockを必要としない
場合は、治療期間内にフォローアップ期
間の仮定を含め、フォローアップ期間に
は値を入力しないことをお勧めします

（各フォローアップフィールドのデフォ
ルト値を0に調整する必要があります）

重要! – 重要なポイント

このシナリオでは、フォローアッ
プ期間を計画しないことをお勧め
します。また、DBロックまでの日

数をそのままにしておくこともで
きます



5.9 Dataタブ – 補足CSRが必要ない場合
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Because ClearTrial assumes as a 
default that a Supplemental CSR is 
needed - ClearTrial will default the 
initial DB Lock to include ALL the 
subject data within the treatment 
period and therefore defaults to 
occur after LAST SUBJECT LAST 

TREATMENT (not LPO or Last 
Subject Last Visit)

重要!
補足CSRおよび2回目のDBロッ

クを必要とせず、前の
「Treatment」タブでフォロー
アップ期間を追加した場合、

フォローアップ中に収集された
データを含むすべての被験者
データを含めるために、この
「# of Days to DB Lock 」の値
を調整する必要があります

重要! – 重要なポイント

このシナリオでは、フォローアップ期
間を計画しないことをお勧めします。
また、DBロックまでの日数をそのま

まにしておくこともできます。

補足CSRが必要かの質問
に「No」と回答します

ClearTrialは、デフォルトで30日間
の安全性のために補足CSRが必要

であると想定しているため、
ClearTrialはデフォルトで初期DB
ロックをデフォルトにして、治療
期間内のすべての被験者データを
含めます。したがって、デフォル
トでは、最後の被験者の最後の治
療（LPOまたはLSLVではない）の

後に発生します



長期的なフォローアップの考慮事項
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ClearTrialには、長期的なフォローアップ中にプロジェクトマネジメントのデフォルトの取り組みを
調整する機能が含まれるようになりました。 ClearTrialのデフォルトは、オーバーサイトが75％削減
されます。 PMのオーバーサイトを減らす必要がない場合は、Planでこの値を0％に上書きします。
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複数の治療群/コホート

(最大 26 グループ)
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複数の治療群/コホート
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• ClearTrialは、最大26の治療群/コホートのモ

デリングをサポートしており、比較対照試
験、腫瘍/免疫腫瘍試験、生存率試験などの
複雑な試験を計画することができます
•これらの複数の治療群は、プロトコルの修

正や延長アーム（すべての被験者が治療を
継続しない場合）を表すこともできます

1. 最初の治療グループを選択し、必要な変
更の数に応じて「Copy」をクリックしま

す。また、必要に応じて、治療グループ
を「追加」することもできます

2. 治療群Aと治療群Bの「登録被験者」を変
更します

3. 異なる治療/コホートを簡単に識別または

区別するために、治療グループの名前を
変更します

4. 1サイクルかそれ以上かに応じて、治療/
サイクル期間を入力する

5. 新しい治療グループの被験者ごとのCRFと
Visitsを入力する

6. 治療グループのフォローアップ期間を定
義する（異なる場合）

主な検討事項

Clicks - Do This

You will see the system 
calculated values for Total 

Subjects, and key Milestone 
Dates based on your 

Entries

治療の前提条件が類似して
いる場合は治療群Aをコ

ピーする - または大きく異
なる場合は新しい治療群
（最大26）を追加する

Copy Treatment Group A if 
the treatment assumptions 
are similar – or Add a new 
treatment group (up to 26) 

if they vary widely

必要に応じて、治療期間／
仮定、フォローアップ期間

／仮定を調整する
治療グループに名前を付け
て、各グループを簡単に識
別できるようになりました



複数の治療群/コホート
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• ClearTrialでは、各治療グループ／コ

ホートをグローバルに、またはロ
ケーションごとに管理することがで
きます

1. 治療グループを選択し、"Edit "をクリック
します

2. SUBJECTタブに移動します

3. この治療グループの初回被験者の初回治
療日を、治療別またはロケーション別に
管理することを選択します

4. この治療グループについて、ロケーショ
ンごとの登録被験者数のデフォルトの広
がりを上書きできます。

主な検討事項

Clicks - Do This

1

3

4

被験者は、デフォルトでは、そのロケーションにあるサイト
の総数に対する比率に応じて、ロケーションごとに拡散され
ます。ここでは、ロケーションごとのデフォルトの広がりを

上書きすることができます。

FSFTの日付を治療グループ
別に管理するか、ロケー

ション別に管理するかを決
めることができます

2
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投与量の漸増および順次投与群
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MTD試験のデザイン
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MTD (耐容性)
毒性がないと仮定

グループ1＝3名の被験者
登録期間：2週間
治療期間：2週間

フォローアップ期間：なし

ドロップ率：調整する必要がある
かもしれない

被験者を評価するための停止期間 (2 週間)

グループ1＝3名の被験者
FPI日：グループ1のLSLTの2週間後

登録期間：2週間
治療期間：2週間

フォローアップ期間：なし
ドロップ率：調整する必要があるかもしれない



用量漸増および最大許容量（MTD）試験のデザイン
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用量漸増および最大許容量（MTD）試験のデザイン
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3+ 投与群

層 1 = 24名の被験者
登録期間：12 週間
治療期間：8 週間

フォローアップ期間：なし

被験者を評価するための停止期間 (3週間

層 2 = 24名の被験者
FPI Date :  層 1 のLSLTから3週間後

登録期間：12 週間
治療期間：8 週間

フォローアップ期間：なし

層 3 = 48 名の被験者
FPI Date :  層 2 のLSLTから3 週間後

登録期間：24 週間
治療期間：4 週間

長期フォローアップ期間：12 週間

被験者を評価するための停止期間 (3週間)

拡大投与コホートの追加
が可能



アダプティブ試験デザインの考慮事項

プロトコールにはアダプティブ試験デザインの前提条件が記載されていますか？

• 投与群ごとの被験者数は？

• アダプションはいつから開始ですか (投与群のFPI dateを定義)

• 投与群ごとの治療期間とフォローアップ期間を定義する

• 治療ごとのビジット数

• 被験者は長期のフォローアップに入りますか？

• 治療期間からフォローアップ期間までのドロップ率は？

• フォローアップ期間中の被験者のVisit頻度は？

• 追加の考慮事項

• 投与群ごとに収集されたデータの種類（ePRO、薬用、ウェアラブル、在宅介護訪問、その他/ラ
ボ？）
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ClearTrialでアダプティブ試験をプランニングする

アダプティブ試験デザインを積極的に計画する

• プロトコルが、被験者のグループ全体で治療がどのように変化するかについての「決定ポイント」
を適切に推定するのに十分な詳細な仮定を提供する場合は、「Treatment」タブの「Multiple 
Treatment Arms 」機能を使用して計画します

• 治療の「生存中」の合計部分を適切に推定するために必要な治療グループの数を追加します。 5.8
では5つの投与群のみが許可されていますが、5.9では最大26の投与群が許可されています。フレキ
シビルな治療スケジュールは、今年後半にリリースされる予定です

• 投与群ごとに被験者の総数を割り当て、「平均」治療期間、治療ごとの平均CRFS数、治療ごとの
平均被験者ビジット数、その他の主要な仮定（検査数/治療、被験者の日記ページ/治療、QOLペー
ジ/治療）を計画します

• カスタムフィールドを使用すると、次のような他の重要な要素を追加できます：

• 画像数、ECG数、PKラボ数、専門/バイオマーカーラボ数、その他の補助的なベンダーのコスト要因など、その他の重要
な要素を追加することができます。これらは、Costタブの設定で使用され、これらの補助的なベンダーの費用を構築しま
す

• 必要に応じて試験実施中に治療スケジュールを調整します
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ClearTrialでアダプティブ試験をプランニングする

試験デザインの反応的なプラン(プランの再予測)
• プロトコルに、被験者群間で治療をどのように変更するかの「決定ポイント」を適切に推定するた
めの十分に詳細な仮定が記載されていない場合、1つの投与群の全被験者の平均治療期間を計画す
ることから始めることができます。

• 試験が進行中であれば、修正された治療スケジュール（残りのすべての患者、または一部の患者）
に基づいて、計画を調整することができます（Planをコピーし、治療を修正する）。

• 初期投与群に既に登録されている被験者の数を入力し、「実績」に基づいてスケジュールと仮定を
調整します。

• 改訂されたプロトコル治療スケジュールに基づいて、残りの被験者に対して1つ以上の治療グルー
プを作成します。

• 必要に応じて試験実施中に治療スケジュールを調整します。

© 2021 Oracle



長期、または非盲検試験デザインの考慮事項

試験の延長部分は、最初の試験開始前に事前に分かっていますか？

• 分かっている場合、試験の延長/非盲検部分を最初の試験予算に含めることができ、長期フォ
ローアップ機能や補足CSR機能を活用することができます。

• 全ての施設が延長試験に参加しますか？ 参加する場合、必要に応じて施設のスタートアップ
を調整します。参加しない場合、１つのPlanに含めるのではなく、2つ目の別のPlanを作成す
る必要があるかもしれません。

• 最初の試験の被験者はすべて延長試験に参加しますか？ 参加する場合、被験者を投与群に含
めることができ、脱落率を0%に設定できます。必要に応じて、治療期間とは別のフォロー
アップ期間の脱落率を設定することができます。

• 延長試験に異なる投与群がある場合、複数の投与群を作成し、投与群を簡単に定義できるよう
に “Extension….” とラベルをつけることができます。延長試験のFPI Dateは、最後の被験者が
試験の最初の部分の治療および、フォローアップを終了した後に開始するように設定します。
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長期、または非盲検試験デザインの考慮事項

試験の延長部分は、最初の試験開始前に事前に分かっています
か？

• 分かっていない場合、同じStudyの下に治療の延長部分のための新しいPlanを作成し、サービ
スを自動的に範囲指定する事前に設定されたExtension Study Template を選択することができ
ます。

• 考慮事項:

• 施設の立ち上げが不要、もしくは削減されます

• 規制サポートが削減されます

• DM ビルド/セットアップが不要、もしくは削除されます

• Safety ビルド/セットアップが不要、もしくは削除されます

• Biostats TLFは再利用可能です (固有のTLFはありません)

• モニタリングの労力はデータの範囲に基づいて調整されます。データの複雑さに応じてさらに調整す
ることもできます
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延長試験のプランニング
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•完全な「ビルド」を必要としない、最初の
試験から引き継がれるタスクの「効率係
数％」を事前に定義する延長試験テンプ
レートを作成できます。

1. LaborタブからMajor Taskを選択し、右上
のAdjust Hours or Feesボタンをクリックす

ると、「繰り返し作業」のために削減さ
れる労力/料金の割合を調整することがで
きます。

2. 料金と時間がどのように調整されたかは、
ユーザーインターフェースのCalculated 
amounts と the Adjusted Amounts で確認で
きます。

Talking Points

Clicks - Do This
2
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延長試験のプランニング
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•時間と料金の調整(トップラインの調整)。
•Major Taskをクリックし、 Adjust fees and 
Hours ボタンをクリックすることで簡単に行
うことができます。

•新しいウィンドウが開き、必要に応じてユ
ニット化された前提条件を表示、拡大、調
整することができます。
•例えば、時間を50％に調整すると、時間と
料金が自動的に調整されます。

1. 新しいウィンドウが開くと、時間と料金
の一覧が表示されます。調整を行う場合
は、Expand all リンクをクリックすると

フィールドが表示され、単位を上書きす
ることができます。

• Units
• Hours or hour %
• Fees or Fee %

Talking Points

Clicks - Do This

1



アンブレラ/バスケット試験の考慮事項

このアンブレラ試験には、異なる治療期間を継続する被験者が参加します
か？

• 参加する場合、治療期間ごとに複数の投与群を作成し、スクリーニングの仮定を0%に調整
し、必要に応じてフォローアップ期間とドロップ率を調整します。

• 参加しない場合、同じStudyの下に治療の延長部分のための新しいPlanを作成し、サービスを
自動的に範囲指定する事前に設定されたExtension Study Template を選択することができま
す。

• 考慮事項：

• 施設は既に立ち上がっており、試験に参加しているか？

• 施設の立ち上げが不要、もしくは削減されます

• 規制サポートが削減されます

• DM ビルド/セットアップが不要、もしくは削除されます

• Safety ビルド/セットアップが不要、もしくは削除されます

• Biostats TLFは再利用可能です (固有のTLFはありません)

• モニタリングの労力はデータの範囲に基づいて調整されます。データの複雑さに応じてさらに調整す
ることもできます
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Questions?


