
大学病院医療情報ネットワークセンター（UMIN）

UMIN医学研究支援

症例登録・割付システムクラウド版

INDICE cloud
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1. インターネット医学研究データセンター（INDICE）は利用申請・
設定事項等ご提出いただいた上、 UMINセンター側でシステムを制
作しており、研究費のご負担をお願いしておりましたが、クラウド
版（INDICE cloud）では、UMINに申請等は必要なく、無償でご利
用できます。

2. 研究プロジェクトの管理者により、登録画面および、経過観察画面
などCRFも制作することができるため、プロジェクトに沿ったデー
タベースの構築が可能です。

3. 容易かつ直感的に操作できますので、どなたでも簡単に症例登録
フォームの制作が行えます。

INDICE cloudとは
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• Google検索などで「UMIN」を検索し、UMINのトップページへ。
• UMINトップページの中段あたりにあるインターネット医学研究
データセンター(INDICE)の「INDICE cloud （クラウド版システ
ム）」にアクセスしてください。

INDICE cloudへアクセス
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クラウド版（INDICE cloud）のホームページ中段あたりに以下のボタン
が設置されていますので「プロジェクト管理者」の方を押下してください。

こちらに操作マニュアルを用意
していますのでご活用ください
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ユーザー名 ⇒ UMIN ID
パスワード ⇒ 症例登録用パスワード

ログインすると「プロジェクトの新規追加」
ボタンが出現しますので、押下してください

認証画面に切り替わりますので、
入力の上、ログインしてください
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（１）新規プロジェクトの作成

入
力
内
容

プロジェクトの基本情報を入
力する画面に切り替わります
ので、順次入力を行っていき
ますが、ここからは配布した
研究計画書に沿って作業して
いきます
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＜計画書内容＞
---------------------------------
5.試験の方法
---------------------------------
（１）試験の種類・デザイン
非盲検・最小化法無作為ランダム比較試験。

計画書の表題または略称を記入

アクセスしたUMIN IDが自動表示されます

自身の所属先を記入

計画書の内容に沿って入力

（研究名称）○○癌発生抑制効果の多施設検討試験

入力が完了したら「登録」ボタン押下

（１）新規プロジェクトの作成
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登録が完了すると
「プロジェクトID」
が発行されます

システムの状態が「準備中」であれば、
登録内容の修正が可能です。
システム状態「準備中」は、後の設定
にて現在作成しているプロジェクトを
「運用開始」としていない状態です。

［プロジェクト一覧］は9ページ、
［管理メニュー］は10ページで解
説します。また、このボタンは他
の設定画面でも常時出力され、各
画面への移動に活用できます。

（１）新規プロジェクトの作成
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プロジェクトIDが表示されているボタンから、設定を行うプロジェクトの
「管理メニュー」画面に移動します。

プロジェクト登録が完了した画面で出現した
「プロジェクト一覧」ボタン押下で以下の画
面に切り替わります

プロジェクト一覧画面はアクセスされたUMIN IDで制作したプロジェクトを表示します。
今回は、既に何件かのプロジェクトを制作しているものとし、見本として表現しています。
初めてプロジェクトを立ち上げた際は、そのプロジェクトのみ表示されます。

（１）新規プロジェクトの作成

アクセスしているUMIN IDで管理しているプロジェクト、が表示されます。
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［1.プロジェクト基本情報の管
理］から、登録した基本情報の
編集が行えます。

次ページより順次解説
していきます。

管理メニュー

（１）新規プロジェクトの作成
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①割付・患者情報画面
登録番号※
施設名※
割付番号※
登録日※
登録者UMIN ID※
同意文書取得日
性別
登録時年齢
身長
体重
生検前PSA値
選択基準
除外基準

②経過情報画面（6か月後）
③経過情報画面（12か月後）
経過観察時のデータ
・血圧・脈拍数
・血液学的検査
・血液生化学検査
・尿検査
・病理組織学的検査

④中止報告画面
中止・脱落の日付
中止・脱落の理由
経過、備考

研究計画書の内容から以下の４つの登録画面と各項目を制作していきます。

※の項目は登録時にシステム側で自動取得します
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［2.画面設定］をクリック
（２）画面の設定

管理メニューの「2.画面設定」押下で「割付画面作成」ボタンが出現しますのでクリックしてください。
このプロジェクトは基本情報で「最小化法」を指定していますので、「割付画面作成」とボタンに表記
されていますが、基本情報で「割付しない」と設定した場合は、下記のように「初回登録画面作成」と
表示されます。
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入力が完了したら
「登録」をクリック

色の指定を行うと、こちらに反映されます

画面タイトル以外は任意項目ですので
記入しなくとも登録可能です。
また、登録後の編集も可能です。

（２）画面の設定
基本設定の登録：割付登録画面

メニュー画面で表示する画面の説明になります
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画面の基本設定を登録すると、
その画面の入力項目をセットす
るためのボタンが出現します。

運用開始前であれば基本情報の内容
を「編集」ボタンから変更可能です。

［入力項目追加］をクリック

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録

設定した色が反映されますので、
ある程度の目安となります。
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フィールドタイプにより、項目詳細情報の内容は変化します。

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録
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割付・患者情報画面
登録番号※
施設名※
割付番号※
登録日※
登録者UMIN ID※
同意文書取得日
性別
登録時年齢
身長
体重
生検前PSA値
選択基準
除外基準

※の項目はシステム側で登録時に自動取得しますので
次の「同意文書取得日」からセットしていきます。

項目が［取得日］ですので、フィー
ルドタイプを「テキスト」、入力値
の型を「日付」で選択します

項目名を入力
入力形式を選択。型が「日付」指定の場合
［YYYY］［YYYY/MM］［YYYY/MM/DD］で
選択できます

表示順序は後からで
も変更可能です
デフォルトは登録順
に配番されています

不可欠な項目は必須としてください

同意取得は割付前に必要ですので、
最大値を「登録日以前」でセット
します。任意の日付でもセット可
能です

入力値の左側に「西暦」の
コメントをセットしました

入力が完了しましたら［登録］
を押下してください

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録

［同意文書取得日］項目がセットされました
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割付・患者情報画面
登録番号※
施設名※
割付番号※
登録日※
登録者UMIN ID※ 
同意文書取得日
性別
登録時年齢
身長
体重
生検前PSA値
選択基準
除外基準

［性別］項目ですので、択一式
の「ラジオボタン」または「セ
レクトボックス」を選択します

項目名を入力
この試験では、性別、年齢、PSA値、
施設を割付因子としていますので、
こちらにチェックします。連動して
必須項目としてチェックされます

選択肢を入力
してください

入力が完了しましたら
［登録］を押下してく
ださい

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録

基本的には、以降の操作方法も同様です。
［入力項目追加］から順次作業を行ってください。

選択肢の形式では、初期
値・選択必須の設定機能
があります。

割付因子項目なので、登録した際、
割付情報を表示するための設定画面
に切り替わります。
通常、選択肢の名称ですが、任意の
文字列に変更可能です。

［性別］項目が割
付因子としてセッ
トされました

［性別］項目が
セットされました
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割付・患者情報画面
登録番号※
施設名※
割付番号※
登録日※
登録者UMIN ID※ 
同意文書取得日
性別
登録時年齢
身長
体重
生検前PSA値
選択基準
除外基準

［登録時年齢］を入力しますのでフィール
ドタイプを「テキスト」、型を「数値」と
します項目名を入力

割付因子としていますので、チェックします。

小数点以下の入力を不許可に設定しました。

入力が完了しましたら［登録］を
押下してください

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録

有効値を設定することで、範囲
外の登録を不許可とします。

年齢ですので入力可能文字数を
3文字、入力フィールドの表示
幅を5byteとしました。

単位をセットしておけば
右側に表示されます

割付因子項目なので、登録した際、
割付因子の設定を行います。
今回は［20～49］［50～］の2つ
の条件で設定しました。
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割付・患者情報画面
登録番号※
施設名※
割付番号※
登録日※
登録者UMIN ID※
同意文書取得日
性別
登録時年齢
身長
体重
生検前PSA値
選択基準
除外基準

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録

欠損値では登録ができない項目につきま
しては、入力必須項目としてください。

項目の作成は応用作業となります。
その項目に応じて適宜設定を行ってください

この項目は「選択基準」としての設問で
すので［はい］でないと登録できないよ
うに選択必須としてセットしてください。
この設定により［いいえ］を選択した場
合は登録不許可となります。
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順次、項目を設定いただくと「2.画面設定」の下段
には【画面サンプル】が作成されていきます。
こちらで既に作成した項目の設定内容変更が行えま
す。また、左の矢印で順序の入れ替えも可能です。

（２）画面の設定
割付登録画面：項目の登録

設問が長い文章となる場合、項目
名をシンプルにまとめ、コメント
として表示するレイアウトの方が
見やすいかもしれません。
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（２）画面の設定
画面の追加：経過観察・検査結果など

経過観察画面や検査値入力画面など、その症例に
対しての情報画面が必要な場合は「画面追加」ボ
タンから順次作成してください。

先に作成した「割付登録画面」と同様に新しく作成す
る画面のタイトルなどを適宜ご入力いただき「登録」
ボタンを押下してください。
以降の項目などの作成手順につきましては、これまで
の作業と同様となりますので割愛させていただきます。
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（３）結果一覧画面表示項目設定

登録された症例を一覧表示する際の設定画面となります。

※本設定は初期登録（症例登録）画面の一覧設定のみとなります。
経過観察など追加画面の一覧機能はありません。

この欄で「表示」となっている項目はデフォルトで
一覧に表示される項目となります。

一覧に必要な項目にチェックをして
「更新」を押下してください。

同画面下部に設定した状態の
サンプルが表示されます。
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（４）割付設定

割付をする際の基本設定を行います。

※各項目は本稿17・18ページのように割付因子の条件でセットされます。

多施設研究の場合、表示されます。
デフォルトは「割付因子とする」としています。

計画書の内容に沿って設定を行います。

入力が完了しましたら「登録」ボタン
を押下して下さい。

Ａ群：内服群
Ｂ群：非内服群

割付因子
性別 （男性、女性）
年齢 （20-49歳、50歳以上）
PSA値 （４未満、４－１０未満、１０以上）
施設

Case1 A群とB群の合計の差が３以上の時少ない割付群に強制割付する。
Case２ A群とB群の合計が同数または３未満の時、ランダムに割つける。

計画書内容
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（５）施設管理

参加施設の登録等が行えます。

登録した施設の「施設コード」「順序」「施設名」の編集が可能です。

単施設での研究の場合、施設追加は行えません。「1.プロジェク
ト基本情報の管理」で登録された管理者の施設のみとなります。

多施設研究の場合は、参加施設を適宜入力し「新規登録」ボタンを押下
して下さい。

単施設研究

多施設研究
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（６）利用者管理

参加者様のUMIN IDを登録することで、本プロ
ジェクトにアクセスが行えるようになります。

UMIN IDと姓名を当センターの利用者管理と照合した上、本プロ
ジェクトに登録するため、相違がある場合エラーとなります。

利用者様の情報が相違ない事をご確認の上、「新規登録」ボタン押下で
本プロジェクトの利用者として登録が完了します。

INDICEシステムのご利用が初めての場合、UMIN IDに症
例登録(INDICE)用パスワードが付与されますので、この
メッセージが出力されましたら、「承認書表示」ボタ
ンよりパスワードが記された書面を表示・印刷してご
利用者様にご送付くださいますようお願いいたします。
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（７）メニュー画面

作成した画面の実際の動作を確認できます。

上部「割付登録画面」ボタンは「2.画面設定」で初期画面として作成したフォームにアク
セスして入力が可能です。この名称も「2.画面設定」で「画面タイトル」として設定した
名称が表示されます。

中段「登録結果一覧」ボタンからは、管理者であれば全ての登録データへのアクセス可能
であり、本プロジェクトへの参加者であれば、自施設の登録データへアクセスできます。
また、表示された一覧のCSVデータダウンロードが可能です。

下部「割付情報」は割付を行うプロジェクトに表示され、事項の「8.状態変更画面」で
「運用開始」とした時点から本登録データの割付結果情報が確認できます。
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（７）メニュー画面
各ボタンからの推移

登録日：アクセスした日付がセットされます。
登録者：アクセスしたUMIN IDから取得します。

「施設」欄は多施設研究の場合、プロジェク
ト管理者がアクセスした際に出力され、代理
登録・中央登録に対応しています。

入力が完了しましたら、
「確認」⇒「登録」の順
でデータ登録を行ってく
ださい。

データが登録されると一覧が作成されていきま
す。下部の「表示されている症例をCSV形式で
ダウンロード」ボタンから登録データのダウン
ロードが可能です。

割付因子ごとの詳細な結果が確認できます。
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（８）状態変更画面

プロジェクトの状態を設定します。 テスト登録等十分に行い動作確認していただき、本運用としても問題ない状態となりまし
たら、「8.状態変更画面」で「運用開始」としてください。
「運用開始」とする際、今までご登録いただいたテストデータは消失します。
また、プロジェクトの基本設定も変更できなくなります。
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（９）削除申請一覧画面

登録データの削除申請がある場合、
プロジェクト管理者がここから症例
登録データの削除作業を行います。

登録結果一覧画面より、間違って登録を行った
症例の初期登録画面にアクセスします。

削除申請までの流れ（登録者側）

割付登録など割付因子の値で計算される
項目の修正は行えません。
間違って登録をしてしまった場合、また
は中止となった場合は、症例自体の削除
を行います。
尚、削除を行った症例の「割付番号」は
欠番となります。

登録症例の最下部に「削除申請」ボタンがあり
ますので、押下してください。

「削除申請理由」欄が出現しますので、削除す
る理由を記入していただき、再度「削除申請」
ボタンを押下してください。

確認のメッセージが出ますので「OK」を
押下すると申請完了の画面に切り替わり
ます。この時点で管理者に削除申請が行
われた旨のメールが発信されます。

登録結果一覧画面上では、右図のように表示され確認が
できます。ここまでが登録者側で行う作業となります。
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プロジェクト管理者は削除申請通知
が届きましたら「9.削除申請一覧画
面」から作業を行ってください。

削除までの流れ（プロジェクト管理者）

プロジェクト管理者の「UMIN ID@umin.ac.jp」
宛にメールが通知されます。

最下部にある「削除」ボタンを押下してください。

通知された「登録番号」「割付番号」「申請理由」
などを確認の上、該当の「申請番号」から次画面に
進んでください。

状態が「削除済」と表示されます。
これで削除作業は完了です。
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（１０）プロジェクトの終了

「プロジェクト運用終了」とした時点で一般参加者のアクセス制限がかかり、
本プロジェクトへのアクセスが出来なくなります。
また、管理者権限であってもアクセスはできますが、機能制限がかかります。
引き続き登録症例の閲覧は可能です。

データ収集・解析等が完了し、研究が終了しましたら
プロジェクトの終了をお願いいたします。



以上で
症例登録・割付システムクラウド版（INDICE cloud）
の全使用方法のご説明が完了しました。

おつかれさまでした。

INDICE cloudは、通常の研究であれば十分に機能する
システムです。どうぞご活用ください。
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