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■ 医療保険のオンライン資格確認に係る医療機関・薬局の窓口等での対応イメージ
医療機関・薬局

医療保険のオンライン資格確認、来年3月の開始に向け｢手引き｣
①

患者

～患者自己負担の限度額もオンラインで把握～

マイナンバーカード

マイナンバーカードで自動的に資格情報を取得、
健康保険証の場合は最小限の情報入力で

マイナンバーカード
を提示、読み込み

顔認証付き
カード or
リーダー

目視

支払基金・
国保中央会

顔認証による本人確認

or

③
暗証番号による本人確認

Point 2

2021年10月には、
オンライン資格確認のシステムを活用し、
患者の服薬履歴など薬剤情報の閲覧も可能になる予定。

Point 3

オンライン資格確認の導入に向け、医療機関と薬局に対し、
システム整備に係る補助が実施される。

2021年度下期からは

患者の薬剤情報の閲覧も可能になる予定

医療保険のオンライン資格確認が、2021年3月

①
健康保険証
を提示

健康保険証の記号番号等を入力
（厚生労働省保険局資料 ｢オンライン資格確認導入の手引き｣ に基づいて加工・作成）

ドを健康保険証として利用できるようにするなどの

指導、診療報酬請求について効率化が図られること

措置が講じられていました。

などを踏まえ、2023年3月末までに、おおむね全て

オンライン資格確認等のシステムは、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

の医療機関・薬局が導入することを目指しています。
オンライン資格確認は、患者がマイナンバーカー

険者の判断によります。
なお、後期高齢者医療制度の対象者の保険証に
ついては、すでに個人単位であるため、変更はあり
ません。

に開始される予定です。医療機関・薬局の窓口等に

と国民健康保険中央会が資格情報の管理を担い、

ドで受診する場合、カードの IC チップをカードリー

オンライン資格確認が導入されると、医療機関等

おいて、患者のマイナンバーカードの IC チップを読

医療機関と薬局からの照会・確認に対応する仕組み

ダーで読み取ることにより、患者の資格情報が画面

の窓口で直ちに資格確認ができるようになり、失効

み取る、または健康保険証の記号番号等をコン

です。

に表示されます
（マイナンバーは利用しない）
。健康

した健康保険証による過誤請求の減少が期待され

ピューター入力することで、被保険者資格や自己負

支払基金と国保中央会が、保険者から登録され

保険証の場合は、券面に記載された情報をコン

るほか、患者は、保険者に自己負担の限度額適用認

担の限度額適用認定証等の情報を取得するシステ

た被保険者の一部負担割合等を含む資格情報を一

ピューター入力すると、被保険者の有効な資格情報

定証等を申請しなくても、窓口での支払いが限度額

ムが導入されます。併せて、患者の同意のもと、特

元的に管理するもので、個人単位の被保険者番号

が得られます。

にとどめられる、といったメリットがあります。

定健診情報を閲覧できるようになるほか、2021年

と資格情報とを1対1で対応させ、保険者をまたがっ

10月には、
レセプト情報から抽出される薬剤情報
（服

て管理します。

薬履歴）
の閲覧も可能になる予定です。
医療保険のオンライン資格確認は、2018年6月
に閣議決定された「未来投資戦略2018」や ｢経済
財 政 運 営と改 革の基 本 方 針 2018」に掲げられ、
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②

2021年3月から、医療保険のオンライン資格確認を開始する予定で、
準備が進められている。

オンライン
資格確認等
システム

健康保険証

Point 1

患者の
資格情報を
取得・取り込み

2022年度末には｢おおむね全ての
医療機関等で導入｣を目指す

厚生労働省は、オンライン資格確認導入の手引き

健康保険証については、現行の券面の世帯単位

また、患者は、転職などによって保険者が変わっ

番号に、個人を識別するための2桁の枝番号が追加

ても、その保険者が資格情報を登録すれば、新たな

された様式に見直されることになっています。2021

健康保険証の発行を待たずに、保険診療が受けら

年4月ごろから、新規発行の保険証は2桁の枝番号

れるようになります。

が追加されたものになる予定です。2桁の枝番号が

医療機関等は、オンライン資格確認等システムを

付いていない発行済みの保険証でも、記号・番号、

通じ、患者本人の同意のもと、服薬履歴や特定健診

2020年度の運用開始を目指すものとされていた経

を作成するなどし、新たな制度の仕組みを周知して

生年月日から資格情報を特定して表示されるように

情報の閲覧が可能になることで、より多くの情報を

緯があります。2019年5月に公布された健康保険

います。その導入は医療機関等の義務ではありま

なります。

持って診療や服薬管理を行うことができるとされて

法等の一部を改正する法律では、マイナンバーカー

せんが、窓口等での受け付けから、診療・調剤・服薬

Mesa 2020 Summer

既存の保険証の新様式への ｢発行替え｣ は、各保

います。

Mesa 2020 Summer

16

special feature

■ 医療情報化支援基金を活用した医療機関・薬局に対する補助の概要（金額は消費税込み）

2台導入する場合
19.8万円が上限

3台導入する場合
29.7万円が上限

大型チェーン
以外の薬局

（グループで
処方箋の受付が
月4万回以上）

1台
9.9万円が上限

1台
9.9万円が上限

実際の補助の運用は、カードリーダーを無償配布する方法を予定
105万円が上限

100.1万円が上限

95.1万円が上限

32.1万円が上限

21.4万円が上限

（事 業 額 210.1 万 （事 業 額 200.2 万 （事 業 額 190.3 万 （事業額42.9万円 （事業額42.9万円
円を上限とし、そ 円を上限とし、そ 円を上限とし、そ を上限とし、その を上限とし、その
の2分の1を補助） の2分の1を補助） の2分の1を補助） 4分の3を補助）
2分の1を補助）

■補助金の交付対象となるシステム改修等の内容
⃝オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末
（電子証明書を含む）
の購入等

⃝レセプトコンピューターに組み込むパッケージソフトの購入
（基礎的費用以外のカスタマイズ費用は除く）

⃝オ
 ンライン請求回線初期導入（回線の帯域増強や ISDN からの切り替えを含み、レセプトのオンライン請求システムが
未対応である医療機関等に限る）

⃝既存のオンライン請求回線の帯域増強およびオンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピューター、電子
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▼顔認証付きカードリーダー申込受付開始（年度当初の予定）
▼オンライン資格確認申請
受付開始（予定）

スケジュール

システム改修
などの補助

1台導入する場合
9.9万円が上限

または

月

顔認証付き
カードリーダー

大型チェーン薬局

■ 医療保険のオンライン資格確認の利用開始に向けたスケジュール（2020年度当初での予定）
年度

病院

診療所

3

▼補助申請※
▼オンライン資格確認開始
受付開始（予定） ▼特定健診情報閲覧開始
システムベンダー
による準備作業

医療機関・薬局における導入作業

▼薬剤情報等閲覧開始

マイナンバーカードの健康保険証利用の運用

※システム改修の補助申請は、オンライン資格確認の導入準備が完了した後に行う
（医療機関等における導入作業後の申請で、事前申請
ではなく、精算払い）。
（厚生労働省保険局資料 ｢オンライン資格確認導入の手引き｣ に基づいて加工・作成）

■ 医療保険のオンライン資格確認と薬剤情報等の照会・提供システムのイメージ

カルテシステム等の既存システムの改修（ネットワーク整備等に係る経費および電子カルテシステムの薬剤情報・特定

保険者

健診情報の閲覧のための改修に係る経費を含む）
（厚生労働省保険局通知 ｢医療提供体制設備整備交付金実施要領｣ 令和2年3月3日により作成）

■薬剤情報などの照会・提供サービス
患者

顔認証付きカードリーダーについては

医療機関等に無償配布する方法を計画

オンライン資格確認の導入に向け、医療機関と薬
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医療機関・薬局

補助が行われます。医療情報化支援基金を活用す

なります。

薬剤情報

●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。

るもので、厚生労働省は2019年度予算で同基金に

ただし、顔認証付きカードリーダーの補助につい

充てるため300億円（電子カルテの標準化に向けた

ては、
補助限度額等が規定されているものの、
実際は、

医療機関の電子カルテシステム等導入の支援を含

医療機関等からの申し出に応じて支払基金がカー

医療費通知情報・薬剤情報

む）を計上していました。さらに、2020年度予算で

ドリーダーを一括調達し、当該物品を提供する
（無

特定健診データ

は768億円を計上しています。

償配布）
という運用方法が予定されています。

医療情報化支援基金による補助は、国が作成し

医療情報化支援基金による補助金の活用は、支

た実施要領に基づき、レセプトオンライン化設備整

払基金が開設する医療機関・薬局向け専用ポータル

備事業の実績がある社会保険診療報酬支払基金を

サイトで、顔認証付きカードリーダーの申し込み、
オン

通じて申請・交付が行われる仕組みです。

ライン資格確認等システムの利用申請、医療情報化

補助額は、病院が顔認証付きカードリーダーを購

支援基金の補助申請の受け付けを行います。今年

入する場合、1台当たり最大9.9万円が助成される

度当初時点のスケジュールでは、受け付け開始は6

ほか、オンライン資格確認の導入を前提としたレセ

月ごろとされていました。

Mesa 2020 Summer

支払基金・国保中央会
（国保連）

特定健診データ

が行われます。
分、既存のシステム改修は最大約32万円の補助と

特定健診データ

本人同意

のシステム改修などに対し、最大約100万円の補助

局におけるシステム整備・改修などの費用に対し、

※現行の世帯単位番号に2桁追加

一部負担割合等を含む
資格情報を登録

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

プトコンピューターや電子カルテシステムなど既存

診療所の場合は、顔認証付きカードリーダー1台

被保険者番号を個人単位化

●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
●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
特定健診データ

医療費通知情報・薬剤情報

個人単位の番号

資格情報（一部負担割合等を含む）

患者のマイナポータル
④審査支払機関内部での資格確認

●レセプトの審査・支払

PHRサービス
③レセプト送付

患者

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
または

医療機関・薬局
確認

提示

②オンラインによる
資格確認

（厚生労働省保険局資料 ｢医療保険のオンライン資格確認の概要について｣ に基づいて加工・作成）
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