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１．K-MIX R について
K-MIX R システム構成
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K-MIX Rは、K-MIX、K-MIX+、医療機関情報システム、地域連携クリティカルパ
ス、K-MIX R BASICを含めたシステム群の総称です。
中核病院以外の医療機関（病院、診療所）、調剤薬局及び検査事業所からのデータは
MinCSにアップロードされます。また、上記機関のデータは他施設と共有すること
ができます。

ポータルシステム

医療機関情報システム
MInCS（ミンクス）

遠隔読影システム
旧K-MIX

BASIC
レセプト

参照システム

K-MIX＋

Human 
Bridge

地域連携
クリティカルパス

診療所 中核病院以外の
病院薬局 中核病院



１．K-MIX R について
画面イメージ

ポータルシステム

① トップページ

② 地域患者一覧

③ 受診歴

医療機関情報システム

K-MIX＋

医療機関情報システム

遠隔読影システム 地域連携クリティカルパス

⑤ カルテ一覧画面

④ カルテ参照画面

⑥ カレンダー画面 ⑦ 患者情報画面

⑧ トップページ ⑨ ログイン画面

4



２．利用準備について
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ご用意いただくもの
 インターネット回線
 パソコン
 協議会提供のクライアント証明書（ダウンロードURLについては６ページ参照）

動作保証環境（閲覧端末）
Windows 10 32bit / 64bit、Windows 8.1 32bit / 64bit
CPU 1.6 GHz 以上、2 コア
2GB RAM 以上
使⽤可能ディスク領域 30GB以上
ブラウザ Internet Explorer 11、Google Chrome （最新版）、Microsoft Edge（最新版）

動作保証環境（アップロード端末またはアップロード兼閲覧端末）
Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bit
CPU 1.6 GHz 以上、2 コア
4GB RAM 以上
使⽤可能ディスク領域 30GB以上
ブラウザ Internet Explorer 11、Google Chrome （最新版）、Microsoft Edge（最新版）

（注意）K-MIX+はブラウザとしてInternetExplorer11のみ動作保証しているため
K-MIX RもInternetExplorer11を推奨しております。



ご利用いただけるようになるまでの流れ

K-MIX R をご利⽤いただけるようになるまでの流れは以下の通りです。
① クライアント証明書のダウンロード
② クライアント証明書のインポート
③ ログインおよびパスワード設定

作業時間の目安は15分程度でございます。
以後、上記順番に沿って手順をご説明いたします。

-6-



①クライアント証明書のダウンロード
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手順① ブラウザでサイト https://kmix-r.mincs.jp/download/ を開きます。（かがわ医療情報ネットワー
クK-MIX R 導入ツールのダウンロードへ移動します）
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①クライアント証明書のダウンロード
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手順② クライアント証明書の発⾏ボタンをクリックします。
手順③ 対象OSに「Windows」を選択します。
手順④ お手元の事務局からの案内書類に記載されている施設ID を入⼒し証明書確認ボタンをクリックすると
クライアント証明書がダウンロードされます。（ダウンロードした証明書は後ほど使いますのでダウンロー
ドした場所を忘れないようにご注意ください）

以上でクライアント証明書のダウンロードは終了です。

2

3

医療機関番号（10桁）を入力してください
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②クライアント証明書のインポート
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手順⑤ 手順④でダウンロードした証明書をダブルクリックします。

K-MIX R 202100000.pfx
5

パスワードは下記を入⼒し、次へボタンをクリックしてください
ULm8@1121

手順⑥ 画面に従い次へボタンをクリックし進めていきます。



②クライアント証明書のインポート
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手順⑦ さらに画面に従い次へボタンをクリックし進め完了ボタンをクリックすると、「正しくインポートさ
れました。」というメッセージが表示されますのでOKボタンをクリックしてください。

以上でクライアント証明書のインポートは終了です。



③ログインおよびパスワード設定
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手順⑧ ブラウザでサイト https://kmix-r.mincs.jp/portal/login を開き、ログインページへ移動します。
（ログインページをお気に入りに登録すると便利です）
下図のように証明書の選択画面が表示されたら件名が「K-MIX R…」となっている証明書を選択しOKボタン
をクリックしたください。

8



③ログインおよびパスワード設定
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手順⑨ ユーザーIDとパスワードを入⼒しログインボタンをクリックします。
※1 ユーザーIDは事務局からの案内書類に記載されています
※2 すでにK-MIX⁺をご利⽤中の⽅はK-MIX⁺ のときと同じユーザーIDでご利⽤いただけます
※3 既にK-MIX⁺をご利⽤の⽅についてはパスワードに「Kmixr@2021」を入⼒してください（新規お申し込
みの⽅は案内書類に記載されたパスワードを入⼒してください）
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③ログインおよびパスワード設定
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手順⑩ 初回ログイン後はパスワード再設定を求められますので「古いパスワード」「新しいパスワード」
「新しいパスワード（確認）」を入⼒し新しいパスワードを設定するボタンをクリックします。
※1 ご自⾝で設定後のパスワードはシステム側で把握できませんのでご自⾝で管理をお願いします
※2 パスワードの有効期間は2ヶ月です

手順⑪ パスワード再設定後、パスワード照会で入⼒する秘密の質問を登録します。「秘密の質問」「質問の
答え」を入⼒し登録ボタンをクリックします。

以上でログインおよびパスワード設定は終了し、必要な設定は全て完了しました。（次ページ以降で患者情
報の閲覧⽅法について説明します）

10 11

パスワードには、8文字以上127文字以内
英字(a-z,A-Z)、数字(0-9) は必須で記号は
任意で使⽤できます。



３．ポータルシステムについて
地域患者管理（ログイン・検索・閲覧） （1/4）
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ポータルシステムURL：https://kmix-r.mincs.jp/portal/login
※閲覧するにはクライアント証明書を端末に入れておく必要があります。

利用者ＩＤ，パスワードを
入力してログインボタンを

クリックします。



３．ポータルシステムについて
地域患者管理（ログイン・検索・閲覧） （2/4）
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• ログイン後、下図のポータル画面に遷移します。※K-MIX Rの入口です。
• ポータルサイトではメール機能やファイル共有機能を利用することが出来ます。
• 医療機関情報システムでは自施設の患者情報の管理・閲覧、同意公開が出来ます。
• 遠隔読影システム、クリティカルパス、K-MIX R BASICをご利用になるにはお申し込み

が必要です。
• 利用可能な機能一覧を画面上部と右側にアイコンとして表示しています。
• メニューアイコンをクリックすることで各機能画面に遷移することが出来ます。

【⻘メニュー】ポータルサイト
【緑メニュー】医療機関情報システム
【赤メニュー】外部システム

上部のメニューアイコンは画面遷移され
ても消えずに固定表示されます。



３．ポータルシステムについて
地域患者管理（ログイン・検索・閲覧） （3/4）
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• ポータルシステムの地域患者管理機能ではログインユーザーが閲覧
可能な患者一覧を表示します。（同意済みの患者様が検索対象とな
ります）

• 検索条件を入れて患者を絞り込むことも可能です。

検索条件を入れて検索ボタンをクリックします。

検索条件に該当した患者が表示されます。
氏名をクリックすると患者情報が表示されます。



HumanBridge

HumanBridge

HumanBridge

HumanBridge

医療情報機関システム

医療情報機関システム

医療情報機関システム

医療情報機関システム

医療情報機関システム

医療情報機関システム

医療情報機関システム

医療情報機関システム

K-MIX＋画面

医療機関情報システム画面

３．ポータルシステムについて
地域患者管理（ログイン・検索・閲覧） （4/4）
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受診施設一覧または受診歴
の施設名をクリックするこ
とにより、医療機関情報シ
ステムまたはK-MIX+の画
面が表示され、診療情報を
閲覧することができます。



３．ポータルシステムについて
セキュアメール
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• K-MIXR利用者内で「セキュアメール」が利用できます。
• 一般的なメールと同等の機能および操作感でご利用いただけます。
• 一般的なメールとの違いは、通常のインターネットを利用したメールのやり取りではなく、

本システムで構築したセキュリティの高いネットワークを利用して通信を行います。
• 一般的なメールよりも情報漏洩等のセキュリティ対策が優れているメールとなります。
• 既読確認をすることも可能です。（相手がメールを確認されたかどうか）



３．ポータルシステムについて
ファイル共有
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• K-MIXR利用者内で「ファイル共有」が利用できます。
• グループ内へ会報や報告書等の情報発信としてファイルの配信を

行えます。
• 共有ファイル内の閲覧とダウンロードが可能です。
• ご利用の場合はホームページから所定の様式で事務局までお知ら

せください。



共有フォルダ利用申請書について
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• 共有フォルダを利用したい場合、システム管理者（事務局）にトップのフォルダ作成を
依頼する必要がありますので、下記要領で事務局に依頼してください。

 新たに共有フォルダを作成依頼したい場合は、
「様式第8-1号 共有フォルダ作成申請書」に必
要事項を記載して事務局に依頼します。

 ファイル共有を停止したい場合は、「様式第8-2

号︓共有フォルダ削除申請書」に必要事項を記
載して事務局に依頼します。



かがわ医療情報ネットワーク（K-MIX R）を安全にご利⽤いただく
ためには、セキュリティのリスクと対策を⼗分にご理解していただく
ことが⼤切です。

そのためには、個人情報保護⽅針、セキュリティポリシー 、運⽤管
理規程および別紙、利⽤規約をご利⽤前に読んでいただけるようにお
願いいたします。

本資料では、上記資料の中の重要な内容について抜粋して説明して
おります。

新規でお申し込みされる施設様は「様式第1号︓システム利⽤施設参加
申込書」を事務局へご提出ください。 様式第１号の提出をもって協議
会が定めるルールに基づいて利⽤される事について誓約いただいた事
とみなさせていただきます。

なお、本資料はK-MIX Rのホームページに掲載予定です。
（https://kmix-r.jp/）

-21-

４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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利用端末の基本的な取扱い
 利⽤者端末については、離席時など、特定の時間（5 分以上）使⽤しなかった場合は、なりすましによ

る使⽤を防ぐため、パスワード付きスクリーンロックまたは、自動ログオフ機能を設定するものとする。また、
不特定多数の者が出⼊する場所においては、必要に応じて偏光フィルム等による窃視防止措置を講ず
るものとする。

※かがわ医療情報ネットワーク運⽤管理規程 ６．利⽤者の責務参照
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４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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悪意のあるソフトウェアからの保護について
 悪意のあるソフトウェア等から保護するため、端末にアンチウイルスソフト（セキュリティ対策ソフト）を導

⼊し、パターンファイルは常に最新のものを使⽤してください。また、アンチウイルスソフトは常に稼働させて
おいた上で、定期的にウイルスチェックを⾏ない、感染の有無を確認してください。

 利⽤しているオペレーティングシステムやパッケージソフト等のパッチなどの修正プログラムがメーカーより発
⾏された場合、速やかに適⽤してください。

 利⽤端末では、WinnyやShare等のファイル共有ソフトを使⽤してはいけません。

※かがわ医療情報ネットワーク運⽤管理規程 ６．４利⽤環境 参照

パターンファイル
（アンチウイルスソフト）

パッチなどの修正プログラ
ム

悪意のあるソフトウェア等から保
護するため、速やかに適用

定期的なウイルスチェックを実施

利用端末の保護

悪意のある
ソフトウェア

WinnyやShare等の
ファイル共有ソフト使用禁止



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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モバイル端末の利用について
 盗難の恐れがある端末（ノートPC、タブレット端末）については、使⽤しない際は物理的に施錠し保管

してください（鍵のかかる保管庫へ保管、ワイヤーロックの使⽤等）。
 使⽤する際は、もっぱら診察室や事務室等で管理・運⽤(閲覧)することとし、やむを得ず施設外へ持ち

出す場合(往診時の患者宅)は、目の届くところに置くなど、置き忘れに注意してください。

※利⽤規約 第23条 （移動可能な機器の取り扱い）参照

施錠つきキャビネット

利用端末の保護

閲覧施設内
使用しない際は

施錠保管
閲覧施設内
のみ利用



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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利用端末のネットワーク環境について
利⽤施設内でのＬＡＮ環境について
 無線ＬＡＮによる接続は可能とします。ただし、WPA2-PSK以上の暗号化方式を選択してください。
 公衆無線ＬＡＮへの接続はしないでください。
 また、利⽤端末をアクセスポイントとしたネットワークを構成することは、禁止します。

※かがわ医療情報ネットワーク運⽤管理規程 １０．５ネットワークの管理 参照

利⽤施設内でネットワークに接続している他の端末について
 インターネットに接続可能な同一施設内ネットワーク上の端末については、利⽤端末と同様のセキュリティ

環境にあることが必要です。
 このことから、利⽤端末として利⽤できないＯＳである場合は、ネットワーク接続状態から撤去してくださ

い。
 また、ＯＳやセキュリティソフトを最新の状態で維持するとともに、ファイル共有のソフトがある場合は、撤

去してください。

※かがわ医療情報ネットワーク運⽤管理規程 ６．４利⽤環境 参照



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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パスワードの管理について
 利⽤者登録が完了すると、ネットワークを利⽤するためのIDとパスワードが発⾏されますので、速やかにパ

スワードの変更を⾏ってください。
 パスワードは、8ケタ以上の英数字を組み合わせたものとし、推測しやすいもの（⽣年⽉⽇、英単語）を

設定しないでください。また、パスワードを他人に教えたり、IDとパスワードを貸し借りすることはしないでくだ
さい。

 パスワードの有効期限は2ヵ⽉です。有効期限が近付くと、ポータルのインフォメーション画面でお知らせが
表⽰されますので、有効期限が切れる前にパスワードの変更を⾏ってください。パスワードを変更する場合、
前回利⽤したパスワードを再び設定することはできません。

※かがわ医療情報ネットワーク運⽤管理規程 １０．６利⽤者のアクセス管理 参照

ID：25xxxxxx

初期パスワード：xxxxxxxx

ID・パスワード通知書

かがわ医療情報ネットワーク協議会事務局

パスワード変更画面

パスワードの変更

IDとパスワードが発行されたらパスワード
の変更を行う

生年月日、英単語等の推測しやすいものは
パスワードに設定しない。（英数字、記号、大

文字／小文字を組み合わせるとよい。）



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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ネットワーク利用にあたっての注意事項（1/2）
 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版」（令和3年1⽉ 厚⽣労働省）6.5技

術的安全対策の内容に従い、利⽤者IDの発⾏は個人単位で⾏うこととしております。
利⽤者個人のみの利⽤を遵守してください。

【以下、ガイドライン抜粋】
本人の識別・認証に⽤いられる情報が第三者に漏れないように以下のようなリスクに対処しなければならな
い。
 ID とパスワードが書かれた紙等が貼られていて、第三者が簡単に知ることができてしまう。
 パスワードが設定されておらず、誰でもシステムにログインできてしまう。
 代⾏作業等のためにID・パスワードを他人に教えており、システムで保存される作業履歴から作業者が

特定できない。
 ひとつのID を複数の利⽤者が使⽤している。
 安全性が⾼くないパスワードを定期的に変更せずに使⽤しているために、パスワードが推測される可能性

が⾼くなっている。



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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ネットワーク利用にあたっての注意事項（2/2）
 ノートPCやタブレット端末等を利⽤されている場合、紛失・盗難等あった際にはすぐに事務局まで連絡し

てください。
 コンピュータウイルスの感染などによるサイバー攻撃を受けた（疑い含む）場合や、サイバー攻撃により障

害が発⽣し、個人情報の漏洩や医療提供体制に⽀障が⽣じる⼜はそのおそれがある事案であると判断
された場合には、すぐに事務局まで連絡をください。

 システム利⽤PC等を廃棄する場合には、クライアント証明書の消去をしていただく必要がありますので、
必ず事務局までご連絡ください。

 退職、異動等によりネットワークシステムの利⽤を中止される場合には、ホームページ上の様式に記⼊の
上、事務局へご提出ください。

 個人保有の携帯⽤機器（スマホ・タブレット・ノートPC）を業務に使⽤することは原則禁止とする。

「運⽤管理規程 ６．５障害時の対応」の記載のようなセキュリティ障害が発⽣した場合は、下記の事務
局連絡先までご連絡願います。

■かがわ医療情報ネットワーク協議会事務局
〒760-8534 ⾼松市浜ノ町73番4号

TEL: 087-823-1121 FAX: 087-883-0202
E-mail: info@kmix-r.jp



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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CD、USBメモリ等の記憶媒体の利用・管理について

 個人情報を格納する記憶媒体の管理方法として、保管や取扱いの方法及び保管や取扱いに係る履
歴の記録について運⽤管理規程に含めること。

※かがわ医療情報ネットワーク利⽤規約 第22条（移動可能な媒体の取扱い）参照

可搬型情報記録媒体の管理例
・施錠できるキャビネットに保管し、システム管理者は記録に残し所在を管理する
・システム管理者が許可した場合で、個人情報を記録媒体で授受する場合は、暗号化し、
システム管理者は記録に残し所在を管理する。

・システム管理者が特に許可した場合を除き、可搬型記録媒体への個人情報の複写を
禁止する。



４．守っていただきたいこと（セキュリティ対策）
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情報の漏洩原因はウィルス感染・不正アクセス(49.5%)、
誤表示・誤送信(31%)、紛失・誤廃棄(13.5%)です。
漏洩を防ぐためには利用者の皆さまのご協力が必要です。

利用者の責務（情報漏洩）

東京商工リサーチ
「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査（2020年）



５．同意運用について
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個別同意から包括同意に運用が変わります。
４月１日からK-MIX Rは患者様からの同意取得を包括同意として運⽤をスター
トします。

これまでは中核病院の情報のみ閲覧可能でしたが、新システムになることで病院＋ク
リニック＋調剤薬局の情報が双⽅向で閲覧可能になります。中核病院情報は7月まで
に順次包括運⽤に移⾏されます。
閲覧可能となるのは、同意患者のみとなります。

病院・クリニック 調剤薬局

検査会社

中核病院

検査結果
データ連携

調剤結果
データ連携

新システムを利用した
診療情報の相互閲覧

診療情報＋調剤結果・検査結果の参照



５．同意運用について
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患者様へ包括同意のご説明をお願いします。
サンプルリーフ 患者様向け説明書



５．同意運用について
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患者同意書 （初回）

１枚の同意書で複数施設の公開同意
（最⼤5施設分の情報共有）が可能とな
ります。
※書式第6-1号︓患者同意書

既存システム（K-MIX+）より新ポー
タルシステムに同意済みの患者様の
データは引き継がれるので再度同意を
取る必要はありません。



５．同意運用について
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患者情報共有施設追加 確認書
（2回目以降）

すでに他施設で同意を取られている患
者様の情報に自施設情報を追加公開す
る場合には再度確認を取る必要があり
ます。

施設追加の場合には確認書にて申請し
ていただきます。
※様式第6-2号︓患者情報共有施設追加 確認書

各種書式類に関しましては、K-MIX R
のホームページからダウンロードでき
るように公開されますのでそちらから
電子ファイルとして入手していただけ
ます。



５．同意運用について
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同意済み患者の確認方法

氏名と生年月日を
両方入力し検索

氏名と生年月日を
両方入力し検索

検索結果があれば
過去に同意済みの

患者様です。



５．同意運用について
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同意書受け渡し・情報公開フロー
例︓患者様がA病院、B薬局、Cクリニック間での情報共有に同意する場合。

Bクリニック C薬局A病院（中核病院）

①ご説明及び
同意書受け取り

K-MIX R

参加施設

事務局

自施設

③.同意書電子保存
FAX受診時にPDFにして保存

④.各施設の公開設定
システム反映は1日4回
10:00、13:00、16:00、24:00

⑤.依頼元施設を含めた各施設への
公開完了連絡。

②FAX送信

⑥公開確認 ⑥公開確認 ⑥公開確認

⑥公開確認

４施設間の相互参照が可能となります４施設間の相互参照が可能となります



５．同意運用について
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よくあるご質問

Q1.同意書を事務局へFAXしたら直ぐに情報公開されるのか︖
A1.事務局での対応時間を土日祝日を除く平日の9:00〜17:00としております。

上記時間帯に同意書を受信すれば約2〜4時間でシステム反映される想定です。
※システム定時処理（10:00、13:00、16:00、24:00）

Q2.同意書の原本はどのタイミングで郵送すればよろしいでしょうか︖
A2.原則月に一回程度、事務局にまとめて送付をお願いいたします。事務局での原本保管は5年とします。

Q3.現在K-MIX+に加入しているが、これまで送っていた中核病院への同意書送付は必要なくなるのか︖
A3.はい。4月1日からはすべて事務局へ同意書を送って頂くようになります。

Q4.参加施設はどれくらいありますか︖またそれはどこかで確認出来ますか︖
A4.K-MIX R参加予定施設は約300施設です。そのうち情報公開施設は82施設（中核病院含む）です。

参加施設のリストに関しては後日K-MIX Rのホームページ（ https://kmix-r.jp/ ）に公開予定。

Q5.患者様から情報公開の解除依頼があった場合どのようにすればよいか︖
A5.所定の書類にて事務局あてに申請していただき、事務局側ので公開停⽌処理を⾏います。

[様式7-1︓患者情報利⽤停⽌届出書]



６．医療機関情報システムについて
アップローダ（情報提供施設専用機能）
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 情報提供施設としてご参加いただく施設様については、自施設の情報をデータセンターにアップロードする
ためのソフト（以下「アップローダ」という）を事務局からご提供いたします。（設定も事務局が⾏いま
す）

 アップロードされたデータは医療機関情報システムにて閲覧可能となり、また他施設へ公開することが可
能となります。

 デスクトップ上にあるアップローダのショートカットからアップローダ画面が起動し、アップロードが完了すると画
面が自動的に閉じます。

情報提供施設としてご参加いただく施設様のための機能

38



６．医療機関情報システムについて
自施設患者一覧（1/3）
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• 自施設患者一覧画面では電子カルテ、レセプト、調剤からアップ
ロードされた患者データが一覧表示されます。

• 検索条件を入れて患者を絞り込むことも可能です。
• 自施設患者情報の公開／非公開／閲覧のみ設定を行います。
• 最初にあがってくる患者データは「未同意」の状態になっています。

検索条件を入れて検索ボタンをクリックすると検索条件を入れて検索ボタンをクリックすると
該当の患者が下表に表示されます。

検索条件に該当した患者が表示されます。
氏名をクリックすると患者情報が表示されます。

自施設の患者情報の公開・非公開を設定することがで
きます。（この設定は事務局が行いますので施設様で
の作業は不要です）



６．医療機関情報システムについて
自施設患者一覧（2/3）
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タブを切り替えることで以下の情報を表示できます。タブを切り替えることで以下の情報を表示できます。
• 受付・入退院
• アレルギー
• 病名
• 処方（オーダー情報・結果）
• 注射
• 検査
• 画像・文書



７．事務局からのご案内

 以下の内容を後日郵送にてお送り致します。
 個人情報保護⽅針・セキュリティポリシー・運⽤管

理規程・利⽤規約・料⾦表・各種様式（システム利
⽤者登録申請書）・患者さまへの説明書・同意書

 導入手順書・操作手順書・同意書運⽤手順書・院内
掲示物

 4月から新規にK-MIX Rにご参加される施設様に
は申し込み案内状を別途送付致します。
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８．お問い合わせ窓口

かがわ医療情報ネットワーク協議会事務局（⼊
退会や料⾦等のお問い合わせ）

〒760-8534 ⾼松市浜ノ町73番4号
TEL: 087-823-1121 FAX: 087-883-0202
E-mail: info@kmix-r.jp

サポートデスク（システムやID・パスワードなどの
お問い合わせ）

TEL: 080-6373-9180
E-mail: support@kmix-r.jp
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