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医療保険のオンライン資格確認等システムを基盤にデータヘルス改革を推進

Point 3

オンライン資格確認などのシステムは、2021年3月に稼働する予定となっている。

2021年3月に稼働する予定のシステムが
改革プランのベースになる

実現するという計画です。データヘルス改革の一環
として推進されます。
同改革は、厚生労働省のデータヘルス改革推進

4月

10月

2022年度
4月

10月

集中改革期間
主要
イベント

▼オンライン資格確認開始(2021年3月～)
関係者との調整
( 費用負担・運営主体 )

▼診療報酬改定

必要な法制上の対応
(2021年通常国会 )

システム構築等

❶特定健診情報の照会・提供(2021年3月～)

システム構築等

❷レセプト記載の薬剤情報の照会・提供(2021年10月～)
❸手術・移植、
❹透析、
❺医療
機関名等―の照会・提供
(2022年夏～)

調査・検証・要件整理・調達準備等
システム改修等
調達作業

システム開発等
医療機関・薬局のシステム改修

要件整理(調査研究)

電子処方箋の運用
(2022年夏～)

上記情報について、国民がスマートフォン等でも閲覧できるよう検討(マイナポータル等)

システム改修等
データ標準化、
システム
要件、現場業務の整理
システム構築等
(❶特定健診情報と同様)

がん検診、
肝炎ウイルス検診、
骨粗鬆症
検診、
歯周疾患検診情報の照会・提供

事業主健診情報の照会・提供(2021年3月～)
※40歳以上の労働者の健診情報は保険者を経由して｢❶特定健診情報｣として提供開始
※40歳未満の労働者の健診情報も保険者を経由して順次提供開始(必要な法制上の対応を予定)

〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕

医療保険のオンライン資格確認や患者の薬剤情

本部などで検討されています。今夏からの2年間が

報の照会・閲覧などが可能になるシステムをベース

集中改革期間に位置づけられており、改革プランの

にし、電子処方箋の仕組みを構築することなど、
「3

工程も示されています。プランに沿った取り組みは、

ト情報から抽出される薬剤情報 ( 服薬履歴 ) の閲覧

情報の管理を担い、医療機関と薬局からの被保険

つの仕組み｣を実現することが検討されています。

7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本

も可能になる予定です。

者資格の照会・確認などに対応します。支払基金と

さらに、2022年夏をめどに、照会・提供可能な情

国保中央会が、保険者から登録された被保険者の

集中改革プランにおける3つの仕組みの基盤にな

報を拡大 ( 手術・移植、透析、医療機関名等の情報

一部負担割合等を含む資格情報を一元的に管理す

同システムを基盤として、①電子処方箋の仕組みの

るオンライン資格確認等システムは、医療保険のオン

を追加 ) することが、集中改革プランの工程に掲げ

るもので、個人単位の被保険者番号と資格情報と

構築、②全国の医療機関で患者の医療情報を確認

ライン資格確認が、2021年3月に開始され、併せて、

られています。

を1対1で対応させ、保険者をまたがって管理します。

できる仕組みの拡大、③国民が自身の保健医療情

患者の同意のもとに、特定健診情報を閲覧できるよ

オンライン資格確認は、医療機関・薬局の窓口等

報を活用できる仕組みの拡大―を、2022年度に

うになります。このほか、2021年10月には、レセプ

において、患者のマイナンバーカードの IC チップを

局におけるシステム整備・改修などの費用に対し、

読み取る、または健康保険証の記号番号等をコン

補助が行われます。システムの導入は医療機関等

ピューター入力することで、被保険者資格や医療費

の義務ではありません。しかし、窓口等での受け付

大規模な健康・医療・介護の分野を有機的に連結した ICTインフラを2020年度から本格稼働させられるよう、具体策の

自己負担の限度額適用認定証等の情報を取得でき

けから、診療・調剤・服薬指導、診療報酬請求につい

検討を加速化するとして2017年1月に設置、初会合が開かれた。厚生労働大臣を本部長とし、関係局長等で構成される。

るシステムです。

て効率化が図られることなどを踏まえ、厚生労働省

被保険者資格などの情報をオンラインで取得で

方針2020｣( 骨太方針 )などにも盛り込まれています。

きるシステムは、2021年3月に稼働する予定ですが、

【データヘルス改革推進本部】

改革推進本部には、予防・健康データ、医療データ、介護データ、ビッグデータ連携・整備―の4つのワーキンググルー
プが置かれている。今年7月の会合では、今後2年間のデータヘルス集中改革プランの工程などが確認された。
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2021年度

7月

電子処方箋

今夏からの2年間がデータヘルスの集中改革期間に位置づけられており、
｢3つの仕組み｣を実現することが検討されている。

月

照会・提供情報の拡充

Point 2

2020年度

健康情報を、いつでも
確認できる仕組み

Point 1

データヘルス改革の一環で、医療保険の被保険者資格をオンラインで確認できるなどのシス
テムをベースに、医療等の情報の利活用に係るICTインフラを拡充することが計画されている。

年度

医療等情報を、全国の医療機関等
で確認できる仕組み

電子処方箋の仕組みの構築、医療情報を
全国の医療機関が確認できる仕組みの拡大と、
自らの保健医情報を活用できる仕組みの拡大

■ データヘルス集中改革プラン(2年間)の工程の概要
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レセプトの審査・支払機関である社会保険診療報
酬支払基金と国民健康保険中央会が、資格などの

オンライン資格確認の導入に向け、医療機関と薬

は、2023年3月末までにおおむね全ての医療機関・
薬局が導入することを目指しています。
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■ ｢健康・医療・介護情報利活用検討会｣が意見の整理で示した各論の概要

3つの ACTIONを今後2年間で集中的に実行

■医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組みについて、対象となる情報を拡大
し( 薬剤情報に加えて、手術・移植や透析等の情報 )、2022 年夏をめどに運用開始。

ACTION ２：電子処方箋の仕組みの構築
■重複投薬の回避にも資する電子処方箋の仕組みについて、
オンライン資格確認等システム
を基盤とする運用に関する要件整理と関係者間の調整を実施した上で、整理結果に基づく必
要な法制上の対応とともに、医療機関等のシステム改修を行い、2022 年夏をめどに運用開始。

ACTION ３：自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大
■パソコンやスマートフォン等を通じて、
国民・患者が自身の保健医療情報を閲覧・活用できる
仕組みについて、
健診・検診データの標準化に速やかに取り組むとともに、
対象となる健診等を
拡大するため、2021 年に必要な法制上の対応を行い、2022 年度早期から順次拡大し、
運用。

※ 左 記 の ほ か、医 療 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化、Ａ Ｐ Ｉ
※
(Application Programming Interface 活
) 用のた め
の環境整備といったデータヘルス改革の基盤となる取り
組みを着実に実施。電子カルテの情報などの医療情報に
ついても、引き続き検討。

ACTION １：全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大

1

※ＡＰＩ アプリケーションをプログラミングするインターフェイス ( つなぐもの )といった意味。あるシステム (アプリケーション、
ソフトウェア) を別のシステムと連携させるもので、認証機能の共有や、一方から取り込んだデータをもう片方のシステムで解析す
ることなどが可能になるとされる。
〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕

【健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方】
■各種健診・検診情報の管理主体が保険者、自治体、事業主など異なっている中、国民が生涯にわたる自分の健康デー
タにアクセスできるよう、速やかに各種健診・検診情報が閲覧・利用できる仕組みを構築する。
■オンライン資格確認等システムによって、40歳以上の事業主健診情報は、高齢者医療確保法に基づき保険者を経由し
て特定健診情報として提供される。加えて、40歳未満の事業主健診情報についても有効な活用を図るため、保険者へ
情報を集めるための法制上の対応を講じる。
■こうした取り組みに加え、自治体健診・学校健診等についても一体的に進める。
■マイナポータルによる閲覧とともに、民間活用を進めるに当たり、国が中心となってルールを作成することも含め、必
要な環境整備を早急に行う。

【医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方】
■まずは、全国一律に統一されて集約されているオンライン資格確認等システムにある薬剤情報に加え、手術などの情
報を活用する。これは、
①救急、災害時、感染症拡大期など、緊急時やかかりつけの医療機関に診てもらうことが難しい場合においても必要
な医療情報の迅速な把握が可能になる
②複数の医療機関等を受診する患者の総合的な診療に有用
③高齢者などで本人の記憶があいまいな場合でも、正確な医療情報を入手できる
―など有用であり、全国の医療機関等がこうした医療情報を確認・利用できる仕組みを構築する。
■薬剤情報に加えて確認・利活用できることとする情報は、現在でも患者に交付されている診療明細書に記載されてい

｢新たな日常にも対応したデータヘルスの
集中改革プラン｣として推進

データヘルスの集中改革は、新たな日常にも対応
したプランとして進められます。例えば、新型コロナ

です。
意見の整理では、情報の利活用は、国民にとって
有用、安心・安全で、利便性の高いものを目指すとし
ています。

ウイルス感染症拡大のような緊急時などにも有用に

さらに、健康・医療・介護情報の利活用は、通常時

利活用できる仕組みを整備するものと言え、デジタ

だけでなく、情報の取得などに制約がある新型コロ

ル化を通じた強靭な社会保障を構築するという考

ナウイルス感染症等の感染症の拡大期・流行期、病

え方が示されています。

院等のデータが確認できなくなるような大地震等

プランでは、
「3つの ACTION｣ (3つの仕組みに

の災害時、意識障害等で患者の情報の取得が難し

対応＝上囲み ) を今後2年間で集中的に実行すると

い救急医療の現場などの、通常時と異なる場面に

いう主題のもと、2021年に必要な法制面の対応な

おいても有用と考えられると指摘し、速やかに進め

どを行った上で、2022年度に3つの仕組みの運用

るものとしました。

を開始することを目指しています。
医療等の情報の利活用に関する検討会が
意見を取りまとめていた｢3つの仕組み｣

集中改革プランで実現を目指す3つの仕組みは、
厚生労働省の「健康・医療・介護情報利活用検討会」
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が、2020年6月に行った意見の整理に沿った内容
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まずは、オンライン資格確認等システムやマイナン

る医療機関名、診療報酬が算定される手術・移植、透析といった診療行為の項目のほか、医療関係者間において患者
を診療する際に有用と考えられる項目とする。
■全国の医療機関等で医療情報を活用するに当たっては、地域医療情報連携ネットワークにおける取り組みも踏まえな
がら運用を検討する。
■さらに、学会等の取り組みも参考に、技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を進める。それとともに、上記以外の
医療情報についても、退院時サマリや検査結果など情報項目の拡大や、できる限り最新の情報を共有できる方策につ
いて、オンライン資格確認等システムにある情報の活用の成果等も踏まえて検討を進める。

【電子処方箋の実現に向けた環境整備】
■電子処方箋は、全国で利用できるものとし、患者の利便性向上とともに、重複投薬の回避、医療機関・薬局の負担軽減
にも資する仕組みとする。
■リアルタイムで情報を共有する仕組みとして、全国的に医療機関と薬局を結ぶオンライン資格確認等システムのネット
ワークの活用を検討する。
■処方箋の真正性確保の在り方について検討する。
〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕

バー制度など既存のインフラをできる限り活用する
ことで、迅速かつ効率的に利活用を進めるとし、そ
その上で、①健診・検診情報を本人が電子的に確

きる仕組みの在り方、③電子処方箋の実現に向け

速やかに費用負担の在り方について結論を得るこ

認・利活用できる仕組みの在り方、②医療等情報を

た環境整備―としたテーマで、各論に触れていま

とも添えています。

本人や全国の医療機関等において確認・利活用で

した。

の際、セキュリティや費用対効果にも十分配慮し、

Mesa 2020 Autumn
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■ データヘルスに関する現状と、改革後に想定されるメリット等

■ オンライン資格確認等システムをベースにした医療情報を確認できる仕組みの拡大

データヘルス集中改革プランでは、実現を目指す3つの仕組みについて、それぞれ、以下のような現状を踏まえ、

(ACTION 1)と、電子処方箋の仕組み(ACTION 2)のイメージ

改革後に期待されるメリット等を挙げています。

保険者
■薬剤情報などの照会・提供サービス

医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み (ACTION 1)
○かかりつけの医療機関が被災しても、別の医療機関が患者
の情報を確認することで、必要な治療継続が容易になる

●災 害や感染症拡大期等に
は、患者の医療情報の入手
が難しく、重症化リスクや
継続が必要な治療の把握
が困難

●複 数医療機関を受診する
患者において、重複や併用
禁忌の薬剤情報等の確認
が困難

改革後

現状

●高 齢者や意識障害の救急
患者等の抗血栓薬等の薬
剤情報や過去の手術・移植
歴、透析等の確認が困難

患者

○複数医療機関にまたがる患者の情報を集約して把握するこ
とにより、患者の総合的な把握が求められるかかりつけ医
の診療にも資する
○医療従事者による問診・確認の負担が軽減される
○感 染症拡大期等対面診療が難しい場合にも、患者の情報
を補完できる

※現行の世帯単位番号に2桁追加

本人同意

支払基金・国保中央会（国保連）

特定健診データ
薬剤情報

●個人単位の被保険者番号と資格情報とを1対1で対応
させ、保険者をまたがって一元的に管理

手術・移植、透析、医療機関名等

●個人単位の被保険者番号と特定健診データや薬剤情
報などを1対1で管理

+

●患者本人の同意(マイナンバーカードで確認)の
もと、医療機関・薬局が本人に代わり薬剤情報を
支払基金・国保中央会に照会し、支払基金・国保
中央会は、保険者の委託を受けてオンラインで薬
剤情報を回答する、
などとした考え方。

●新型コロナウイルス感染症への対応の下では、ファ
クス情報に基づく調剤が可能だが、事後的な紙の
処方箋原本の確認作業が必要

改革後

現状

●医師、薬剤師の得られる情報が限られている場合が
あり、重複投薬が行われる可能性が否定できない

個人単位の番号

特定健診データ

●レセプトの審査・支払

○国民が、
マイナポータル等を通じ、
自身の保健医療情報をパソコン
やスマートフォン等で閲覧・活用
することが可能になる
○ API 連携等を通じて、
個人のニー
ズに応じた、幅広い民間 PHR
サービスの活用が可能になる

〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）
の内容を加工して作成〕
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手術・移植、透析、
医療機関名等

オンライン資格確認等システム
③レセプト送付

医療機関・薬局

①受診時にマイナンバーカードを提示（ICチップ
の読み取り）
または健康保険証を提示

マイナンバー
カード

確認

②オンラインによる
資格確認

提示

または
保険証

オンライン資格確認等システム
処方時に、処方情報・調剤
情報の閲覧が可能

薬剤情報

☝連携
電子処方箋

③電子処方箋の登録（送信）

医療機関

②診察・処方

●新たな感染症等の発生時に、医療機関や保健所が本
人から正確な情報を収集し、健康状態のフォローアッ
プをすることが重要

改革後

現状

●健診結果が電子化されておらず、円滑な確認が困難で
あることや災害時等における紛失リスクが存在する

患者

○患者の利便性が向上する( 紙の受
け渡し不要、オンライン診療・服薬
指導の円滑な実施が可能 )

●国民等が健診情報等にワンストップでアクセスし、閲覧・
活用することが困難

資格情報（一部負担割合等を含む）
④審査支払機関内部での資格確認

医療費通知情報・薬剤情報

○薬局における処方箋情報の入力の
負担軽減などが図られる

自身の保健医療情報を閲覧・活用できる仕組み (ACTION 3)

+

手術・移植、透析、
医療機関名等

患者のマイナポータル

PHRサービス

○リアルタイムの処方情報の共有が
可能 ( 重複処方の回避 )

医療費通知情報・薬剤情報

特定健診データ

+

●病 院等で受けとった紙の処方箋を薬局で渡す必要
がある

特定健診データ

⑤受診時に資格確認ができなかったケースに
ついても、正しい保険者にレセプトを送付

―など

電子処方箋の仕組み (ACTION 2)

一部負担割合等を含む
資格情報を登録

被保険者番号を個人単位化

医療機関・薬局

○救 急搬送された意識障害の患者等について、薬剤情報等
を確認することで、より適切で迅速な検査、診断、治療等を
実施できる

○重複投薬等が削減される

1

⑥電子処方箋の取得

処方箋の表示

①受診

④アクセスコードを
交付するとともに、
コードに対応した
確認番号を伝達

⑧調剤情報の登録

スマート
フォン等

患 者

（電子処方箋を希望）

⑤アクセスコードと
確認番号を伝達

⑦調剤、服薬指導
薬剤交付

薬 局
（電子処方箋
に対応可能）

〔厚生労働省データヘルス改革推進本部の資料 ｢新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000653403.pdf）、および ｢電子処方箋の運用ガイドライン｣
（https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000626722.pdf）
の内容を加工して作成〕
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