
報道関係 各位 
プレスリリース 

平成 29 年３月１日 
公益社団法人日本医師会 

「文書交換サービス（MEDPost）のリリースについて」 

日本医師会では、医療機関同士が安全に医療文書を交換できる仕組み、MEDPost
（メドポスト）を企画・開発し、日本医師会 ORCA 管理機構(株)の新たな事業とし
て 4 月 1 日よりサービスを開始いたします。

平成 28 年度診療報酬改定では、電子紹介状に関する加算が新規収載されました。 
・検査・画像情報提供加算（退院患者の場合 200 点）
・電子的診療情報評価料（診療所 30 点）

この加算の算定要件としては、医師資格証によるタイムスタンプ付きの電子署名や、
安全管理ガイドラインに準じた通信環境などが必要となります。日本医師会では、こ
れらの要件をクリアする文書交換のサービスを提供することといたしました。 

このサービスでは医師資格証を使って安全性を確保します。電子紹介状だけでなく、
今後増えていくであろう様々な医療文書の交換を安全に行えると考えています。病院
や医師会を中心に、地域医療連携を小さく始めることも可能となります。 

サービスの利用料は、医師資格証をお持ちの医師であれば初期費用は無料、月々の
利用料が 1,000 円～（利用するデータ量による）となります。病院の地域医療連携室
と開業医がやりとりするための仕組みも用意しました。 

日本医師会は昨年、「日医 IT 化宣言 2016」を公表いたしました。このサービスは、
地域医療連携・多職種連携を IT で支え、電子化された医療情報を電子認証技術で守
るという宣言を具現化したものとなります。 

サービスの提供は日本医師会 ORCA 管理機構（株）を通じて行い、申し込みの受付
は３月 1 日からを予定しております。 

【お問い合わせ先】 
日本医師会 ORCA 管理機構（株） 

Tel 03-5981-9681（代表） 
E-mail medpost_support@orcamo.co.jp

担当（西川・福田） 



医師資格証（HPKIカード）に対応した、重要な文書ファイルを送受できる
クラウドサービスです。セキュアで安全な通信環境をお届けいたします。
医療文書は個人情報のかたまりであり、取り扱いには慎重な配慮が必要です。MEDPostは「医療情報システムの安全管
理ガイドライン」にも準拠しており、安心してご利用いただくことができます。
平成28年度診療報酬改定において、診療情報提供書等の電子的な送受に関する評価として【診療情報提供料（I）検査・
画像情報提供加算】と【電子的診療情報評価料】が新設されました。MEDPostはその施設基準を満たしています。

堅牢： 送受信も保管も暗号化。 安全： 送受の記録が残ります。 安心： 送信誤りの防止。
HPKIによる認証とSSL/TLS1.2による暗号
化を行い、電子文書やファイルを安全に送受
することが出来ます。送信した文書ファイル
は、クラウド上でも暗号化して保存されるの
で、安心です。

ファイルが届くと登録されたメールアドレス
に着信通知を送付します。送信者は、送った
ファイルを相手がダウンロードしたかどうか
の確認が出来ます。

送信待機時間を設定できます。送信ボタン
を押してもすぐには送信されないため、送信
誤りを防止します。ファイルの保管期間は一
週間。一週間を過ぎたファイルはサーバー
上から削除されます。
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文書交換サービス「ＭEDPost（メドポスト）」

仕様概要

動作環境 OS： Microsoft® Windows®7/8.1/10

ブラウザ： Internet Explorer®11

〒113-0021  東京都文京区本駒込6-1-21  コロナ第3ビル6階
TEL：03-5981-9681（代）    FAX：03-5981-9682
E-mail：sales@orcamo.co.jp
https://www.orcamo.co.jp/

機能概要 医師資格証(HPKIカード)による本人確認

SSL/TLS1.2による暗号化通信

※ 開通までの期間 : 医師資格証の場合２週間、専用ＰＫＩカードの場合はカード発行期間を含め４週間

価格 医師資格証をお持ちの場合

通信記録と送達確認

受信記録と閲覧記録

上記金額は受信ＢＯＸの容量が５０ＭＢのミニマム料金です。医師会・自治体等でとりまとめが可能な場合には、大容量に対応した料金プランが用意
されています。詳細はお問い合わせください。

登録料には、動作環境を構築するためのクライアントプログラムが含まれます。

本価格にはクライアントプログラムをお手元のＰＣにセットアップする費用は含まれておりません。

医師資格証がない施設に対しての登録料には、クライアントプログラムに加え、アクセス認証用のＰＫＩカード費用が含まれます。

医師資格証は日本医師会電子認証センターが発行するＨＰＫＩカードです。

登録料（初回のみ） : 10,000円
利用料（月額）   : 1,000円

医師資格証がない場合

登録料（5年毎） :  30,000円
利用料（月額） ： 2,000円

日本医師会ORCA管理機構版電子署名ソフト「SignedPDF Client ORCA（サインドPDF クライアント オルカ）」

紹介状作成プログラム「MI_CAN（ミカン）」
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SignedPDF Client ORCA
サインドPDF クライアントオルカ

電子署名

SignedPDF Client ORCA
サインドPDF クライアント オルカ

Microsoft Windows、Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
SignedPDF Client、MEDPostは、三菱電機株式会社の登録商標です。
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検査・画像情報提供加算／電子的診療情報評価料
手軽で安価に対応するための３つのツール

紹介状作成
ソフト

ただし、２重入力は
避けたい

（電子カルテは
持っていない）

HPKI対応の
電子署名
ソフト

改ざんの防止と
原本性の確保

安全な
送受信が
行えるソフト
身近なインターネッ
トを安全に使う

MI_CAN

MＥＤPost
（文書交換サービス）

算定要件をクリアするために
構築された日医のクラウド型

文書交換サービス

日医の医師資格証を用いて
電子紹介状（PDF）に
電子署名ができるソフト

Signed PDF Client ORCA

日医標準レセプトソフトと
MI_CANで検査結果や
画像の入った電子紹介状

（PDF）を作成



地域医療連携システム

診療情報提供書等の電子的な送受に関する評価

算定要件
（施設基準）

算定要件
（HPKI電子署名:医師資格証）

算定要件
（HPKI電子署名:

医師資格証）

検査・画像情報
提供加算

（イ）
２００点

退院

診療情報提供書等

電子的診療情報
評価料
３０点

検査・画像情報
提供加算

（ロ）
３０点

入院中の患者以外

電子的診療情報
評価料
３０点

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（平成25年10月）を遵守。

厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保険医療福祉分野の公開鍵基盤
（HPKI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。



紹介状サンプル（本文＋画像１枚）MI_CAN

画像は必須

画像診断の所見を入力すること

投薬内容・検査結果
は必須

注射もあれば記載



検査・画像情報提供加算／電子的診療情報評価料
必要な施設基準など

• 診療情報提供書を電子的に提供する場合は、HPKIによる電子署名を施すこと
• 患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築す
ること

• 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 （平成25年
10月）を遵守し、安全な通信環境を確保すること

• 保険医療機関において、個人単位の情報の閲覧権限の管理など、個人情報の保
護を確実に実施すること。

• 厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環
境を確保すること

• 情報の電子的な送受に関する記録を残していること（ネットワーク運営事務管理し
ている場合は、随時取り寄せることができること）
–情報提供側：提供した情報の範囲及び日時を記録
–情報受領側：閲覧情報及び閲覧者名を含むアクセスログを１年間記録

高いセキュリティが求められる
タイムスタンプ付き電子署名（医師資格証）／セキュアな通信環境／送受に関する記録
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