
紹介状作成ソフト

MI_CANのご紹介
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MI_CAN

日本医師会総合政策研究機構

紹介状作成ソフトfor地域医療連携
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ＭＩ_ＣＡＮ（みかん）とは

日医標準レセプトソフト等に入力された内容を活
用して、診療情報提供書や診断書を作成するプ
ログラムです。

日医標準レセプトソフト
紹介状等を作成

患者登録情報（氏名・保険・住所）
病名，診療行為等

Ｍedical Ｉnformation system for Ｃreating ａ regional medical Ｎetwork地域
医療ネットワークデータを作成するための医療情報システム
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MI_CANだけで何が出来る？
 文書作成

 日医標準レセプトソフトに入力された内容を活用できます。

診療情報提供書の作成

 ＸＭＬ形式でも出力可能

診断書の作成

 データ出力
 MI_CANで表示される内部データは他ソフトへ、コピー＆ペーストが可能です。

 日レセのデータを任意の項目を選択し、ＣＳＶ（comma-separated values）形
式で出力可能です。

 地域医療連携用データをＨＬ７形式（JAHIS準拠・SS-MIX２準拠）で出力可能
です。

患者基本情報・アレルギー禁忌情報・投薬情報・注射・検査情報

※ JAHIS準拠 ： JAHIS IHE-ITI を用いた医療情報連携基盤実装ガイドレセコン編 Ver.1.0
＝＝＞ http://www.jahis.jp/jahis13-105/

SS-MIX準拠 ： SS-MIX2 仕様書、関連資料
＝＝＞ http://www.jami.jp/jamistd/index.html

厚生労働省 ： 医療分野における小規模機関に係るインターフェース規格について
＝＝＞ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052289.html/

※



MI_CAN単独機能（図）
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MI_CAN

地域医療
連携データ

MS-Officeなど

診断書 紹介状

日レセデータ

電子レセプト等

検査結果データ

取り込み可能なデータ 標 準 機 能

※１．ＩＨＥ－ＩＴＩを用いた医療情報連携基盤実装ガイド、レセコン編の仕様に基づいたデータを含む。
※２．小規模医療機関 検査センターからの検査結果IFの仕様に基づいたデータを含む。
※３．患者情報は手入力が可能

※1

※2



紹介状・様式サンプル
（本文＆画像貼り付けパターンP1）
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紹介状・様式サンプル
（画像貼り付けパターン・２Ｐ＆６Ｐ）
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診断書・紹介状_XMLの様式例
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C:.
│  
└─000

├─001
│  └─000001
│      ├─-
│      │  ├─ADT-00
│      │  │    000001_-_ADT-00_999999999999999_20141028153631145_-_1
│      │  │   
│      │  ├─ADT-60
│      │  │    000001_-_ADT-60_999999999999999_-_-_1
│      │  │   
│      │  └─PPR-01
│      │    000001_-_PPR-01_999999999999999_20141028153631348_-_1

│
└─024

└─000024
├─-
│  ├─ADT-00
│  │      000024_-_ADT-00_999999999999999_20141028153636960_-_1
│  │   
│  └─PPR-01
│          000024_-_PPR-01_999999999999999_20141028153637006_-_1
│   
├─20140303
│  └─OMP-11
│          000024_20140303_OMP-11_-_20141028153637066_-_2
│          000024_20140303_OMP-11_-_20141028153637133_-_1
│   
└─20140310

└─OMP-02
000024_20140310_OMP-02_000000000000000_20141028153637180_-_1

地域医療連携データ
（HL7形式で多彩な出力が可能）
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市販アプリとの連携

9

MI_CAN

市販ソフトと組み合わせて広がる

みかんの可能性



市販アプリとの連携（図）
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MI_CAN

【MS-Officeなど】 コニカミノルタ様提供
PDI-Viewer

文書様式を自作

Signed PDF
Client ORCA

「医師資格証」を用いてPDFファイルに

「タイムスタンプ付き電子署名」を付与

【Signed PDF Client ORCA】

MI_CANで作成した文書を管理したい

【文書管理ソフト】

どんな様式も自由自在に作成可能

医療機関向けテンプレートファイル多数

【帳票加工ソフト】

CSVデータ

出力

※ 連携ソフトの詳細は右のURLを参照してください。 https://www.orca.med.or.jp/mican/#connect
DICOMビューワ



SignedPDF Client ORCA
株式会社電算

「SignedPDF Client ORCA」と
組み合わせて「医師資格証」で
タイムスタンプ付き電子署名が
付与できます。（市販ソフト）

11https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/mican/densan-ginza-signedpdf-client-orca.pdf



署名ソフトと電子署名

署名のプロパティ 署名の検証

12
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電子署名の役割

コンピューターで紹介状、診断書、主治医意見書、
処方箋など、医師の署名・捺印の必要な文書を作成
した場合に利用。電子署名することで、紙に印刷し
て署名・捺印しなくてもよくなります。電子的な署
名の効力は、電子署名法で保証されています。

紹介状

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

日
医

紙の紹介状

自筆の
サイン
または
ハンコ

紹介状

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
日医太郎

電子化

電子紹介状誰が書い
たか不明

紹介状

・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
日医太郎

電子署名

日
医自筆のサイン

またはハンコ
と同じ効力 電子署名付き

紹介状

電
子
署
名
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関連する条文等の抜粋

別紙に掲げる諸手続にかかる書類についても、
電磁的記録により作成、交付及び署名を認め
ることとするため、書面によるものと同等に
取り扱って差し支えない。
また、電磁的記録により患者等に診療に関

する情報、画像等を提供する場合も同様であ
るが、これら書類、診療等に関する情報、画
像等について、電磁的記録による作成等にあ
たり満たすべき要件、留意事項等は、当該通
知並びに当該通知に添付した「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」を参
照されたい。

書面に代えて電磁的記録により作成、縦覧等又は交付等を行うことができる医療分野に係る文書等について

平成１８年６月２２日発



関連する条文等の抜粋
医療情報システムにおける標準化の推進について

保険医療機関等が、診療報酬の算定にあ
たって作成等することとされている文書
については、電子的に作成等された場合
であっても、書面（紙媒体）によるもの
とみなして取り扱うこととして差し支え
ない。ただし、処方箋の取扱いについて
は「民間事業者等が行う書面の保存等に
おける情報通信の技術の利用に関する法
律等の施行等について」第二の２の
（４）処方せんの取扱いによるものであ
ること。

※ 医療分野の情報化の推進について http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/ 15

平成２４年３月２６日発
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関連する条文等の抜粋
 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン４．２版

「6.12章法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて」

※ 医療分野の情報化の推進について http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/

要約

（1）厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野PKI認証局（日本医師会認証局）

もしくは認定特定認証事業者等の発行する電子証明書（医師資格証）を用いて電子署名を施すこと

（2）電子署名を含む文書全体にタイムスタンプ（医師資格証に付属）を付与すること。

（3）上記タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いること。

平成２５年１０月公開



診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実

施上の留意事項について」（平成24年３

月５日保医発0305第１号）において、そ

の写しを診療録に貼付等することとされ

ている書面（以下「診療録に貼付等され

た書面」という。）については、「規制

改革実施計画」（平成25年６月14日閣議

決定）において、「カルテに貼付け等す

ることとされている各種文書について、

電子媒体での管理のみでよいことを明確

化する。」とされたところです。

．．．省略．．．

電磁的記録により保存した書面を、診療

録に貼付等された書面とみなして取扱う

ことが可能であることを改めて周知いた

します

電磁的記録により保存した書面を、診療
録に貼付等された書面とみなして取扱う
ことが可能である。

関連する条文等の抜粋
診療録に貼付等する書面の電磁的記録による保存について

平成２５年７月３０日発
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すごい位置合わせ
シルバースタージャパン株式会社

「すごい位置合わせ」と
組み合わせると、どんな
帳票でも作成可能。

（市販ソフト）

18http://www.ichiawase.jp/



ＤｏｃＤｅｓｋ
メディアドライブ株式会社

「DocDesk」と組み合わせると、作成した文書や
画像ファイルなどの管理が簡単にできます。

（市販ソフト）

19http://mediadrive.jp/products/docdesk/



PDI-Viewer（DICOM ）
コニカミノルタ株式会社

「PDI-Viewer」はDICOMビューワです。
MI_CANと組み合わせると、DICOM
画像をワンタッチで貼り付けることが

出来ます。
しかも無料でコニカミノルタのWebサイト

からダウンロード可能

20http://www.konicaminolta.jp/healthcare/attached/download/pdiviwer.html



MI_CANの新機能
Ver1.5

21

MI_CAN

平成２７年５月末頃

本項で紹介する画面は開発中の画面です。
本リリースの際には変更されている場合があります。



主な追加機能
 紹介状・診断書のタイトル変更機能

 紹介状・診断書の様式そのままでタイトル変更を可能にします。

 サブタイトルもつけられます。

 紹介先検索の拡張
 新たな紹介先リストの採用

 一つのボックスから医療機関名・診療科・検査名・医師名を検索する
ことが出来ます。

 紹介状PDFファイルへのファイル添付
 作成したＰＤＦファイルに、ファイル添付が可能になります。

 グループパスワード設定、暗号化Ｚｉｐファイルの作成機能
 連携医療機関間での共通パスワード設定機能を実装します。

22



紹介状・診断書のタイトル変更

これが！
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紹介先検索の拡張

こうなります！！

24



紹介状・診断書のタイトル変更
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文書フォーマットを選択 文書タイトルを入力
入力されたタイトルの履歴を持ちますので、２回目からは選択可能。

サブタイトルもつけられます。

医療機関名・診療科・検査名・医師名を検索



紹介先検索の拡張
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医療機関名・診療科・検査名・医師名を検索



文書タイトル変更機能と様式変更

27

保険欄を小さくして、本文欄を大きくします。

文書タイトルの変更とサブタイトルも指定可能になります。

旧様式（Ver.1.2まで） 新様式（Ver1.5以降）



紹介状PDFファイルへのファイル添付
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紹介状PDFファイルへのファイル添付
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紹介状PDFファイルへのファイル添付
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紹介状PDFファイルへのファイル添付
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ファイルの暗号化と
グループパスワード設定

32

暗号化のアルゴリズムは「ＳＨＡ-２」を使用



暗号化ファイルの解凍

33

右クリックで開く
「ショートカットメニュー」

に「MI_CANで解凍」を追加

コンテキストメニューが正解

暗号化したファイルが取り出せる



その他の変更点（追加機能）
 ネットワーク対応

 患者情報編集
 職業欄の追加、および個別患者データの削除

 文書管理
 登録文書の検索・確認・削除

 引用作成画面レイアウトを、本画面と共有

 各種データ管理
 定型文・データ出力フォーマット・紹介先のバックアップおよび個別リストア

 紹介先情報
 個別データの編集・削除

 データ出力フォーマット
 紹介先項目のCSV出力対応

 地域医療連係データ
 入退院情報

34※ 本書で紹介した内容は開発予定項目です。予告無しに変更される可能性があります。
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MI_CAN

新たなみかんに、ご期待ください

Ｍedical Ｉnformation system for Ｃreating ａ regional medical Ｎetwork

地域医療ネットワークデータを作成するための医療情報システム
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