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厚生労働省保険局医療介護連携政策課

オンライン資格確認システム説明会について（依頼）
平素より、医療保険制度の推進について、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。
令和３年３月から施行する予定のオンライン資格確認について、各ブロック
において小規模な説明会を開くことを考えています。
そのブロックの医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院団体の方々にお集まりい
ただき、厚生労働省からオンライン資格確認の概要を説明させていただきたい
と考えています。
（個々の医療機関、薬局の方々に対する説明は、別の機会を設
けることを検討しております。まずは、ブロックごとに主な関係者の方々にお話
ししたいと考えております。）
つきましては、貴団体の会員の方に、11 月 28 日（木）までに別添に出席者の
お名前・所属等を記入の上、以下の照会先までメールでお申し込みいただくよう
ご連絡お願いいたします。
記
１．開催趣旨
令和３年３月から開始予定のオンライン資格確認システムの概要について、
その理解を深め、円滑な運用開始に資するような事前説明を行うもの。
２．日時、場所及び対象都道府県
○北海道ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ８名程度
日時：令和元年 12 月 16 日（月）14:00～16:00
場所：北海道厚生局 第１会議室
札幌市北区北 7 条西 2 丁目 15-1 野村不動産札幌ビル２階
対象都道府県：北海道

○東北ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 12 名程度
日時：令和２年２月 25 日（火）10:00～12:00
場所：花京院スクエア 16 階会議室
宮城仙台市青葉区花京院 1-1-20
対象都道府県：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
○関東信越ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 30 名程度
日時：令和２年１月 10 日（金）10:00～12:00
場所：さいたま新都心合同庁舎１号館 ２階講堂
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1
対象都道府県：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
○東海北陸ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 12 名程度
日時：令和元年 12 月 23 日（月）10:00～12:00
場所：名古屋合同庁舎第１号館 11 階大会議室
愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1
対象都道府県：富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
○近畿ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 12 名程度まで
日時：令和２年 2 月 26 日（水）14:00～16:00
場所：大阪合同庁舎第４号館２階 第２共用会議室
大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76
対象都道府県：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県
○中国ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 10 名程度
日時：令和元年 12 月２日（月）10:00～12:00
場所：広島合同庁舎４号館２階 共用第 11 会議室
広島県広島市中区上八丁堀 6-30
対象都道府県：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

○四国ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 8 名程度
日時：令和元年 12 月 13 日（金）10:00～12:00
場所：高松サンポート合同庁舎 低層棟２階 アイホール
香川県高松市サンポート 3-33
対象都道府県：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
○九州ブロック会議
貴団体から参加頂きたい方 ブロック全体で 15 名程度
日時：令和２年２月７日（金）14:00～16:00
場所：福岡第二合同庁舎本館２階共用会議室（共用第 2～共用第４）
福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-7
対象都道府県：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
※ブロックごとで定員に達した場合は、先着順に優先させて頂きます。
３．参加対象者
医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院団体の関係者の方々
４．議題(現時点での予定)
① 厚生労働省からの説明（70 分程度）
・医療保険のオンライン資格確認の概要
・オンライン資格確認に関する医療機関・薬局向け手引きの説明
②

質疑応答（50 分程度）

・オンライン資格確認の概要につきましては別紙をご参照ください。
・さらに詳しく知りたい方は、以下の URL もご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000560983.pdf

【照会先】 厚生労働省保険局医療介護連携政策課
保険データ企画室
梅田、越中谷
電話：03－5253－1111（内 3168）
E-mail：umeda-norihiro.zx2@mhlw.go.jp

別紙

１．オンライン資格確認とは

令和元年10月時点

オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、
オンラインで資格情報の確認ができます。
医療機関・薬局

患者

①
マイナンバーカード

マイナンバーカード

マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

健康保険証

健康保険証

顔認証付き
OR 目視
カードリーダー
顔認証による本人確認

③

OR
患者の
資格情報を取得
・取込

オンライン資格確認等
システム

暗証番号（4桁）に
よる本人確認

又は

①
健康保険証
を提示

支払基金
・国保中央会

②

健康保険証の
記号番号等を入力
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2．医療機関・薬局で変わること
オンライン資格確認のほか、患者本人の同意のもと、薬剤情報や特定健診情報の閲覧が可能
となり、受付、診療・服薬指導において業務の効率化と患者サービスの向上が図られます。
メリット
受付

...
......

• マイナンバーカードのICチップの読込み
- 顔認証付きカードリーダーまたは
資格情報を取得
目視で顔認証
- 暗証番号（4桁）の入力

限度額認定証
保険証の
を持参しなくて
入力の手間
資格過誤によ
済んだ
が減った
る返戻レセプト
が減った
資格情報を医療機関・
薬局のシステムに取込

OR

職員

• 健康保険証の情報を入力

診療・投薬

メリット

OK

薬剤情報/特定健診情報
の閲覧について、患者の同
意の有無をマイナンバーカ
ードを用いて確認

患者サービスに
使える時間が
増える

……
……
……

医師・歯科医師・薬剤師
等の有資格者が薬剤情
報/特定健診情報を閲覧

過去の状況
が分かる
ようになった
薬剤情報/特定健診情
報を踏まえた診療・投薬

※特定健診情報は、医療機関（病院・診療所）のみ閲覧可能となります。

医師/薬剤師

患者

過去の状況を
正確に伝える
ことができた

患者
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3．利用開始に向けたスケジュール
オンライン資格確認や特定健診情報の閲覧は令和３年３月から、薬剤情報の閲覧は令和
３年10月から開始されます。
オンライン資格確認を円滑に導入するため、医療機関・薬局での初期導入経費（システム改
修等）については、医療情報化支援基金による補助金を活用できます。
詳細は、令和２年１月頃に、お示しする予定です。
年度

令和元年度

月 10 11 12 1

2

令和2年度
3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

スケジュール

▼医療情報化支援基金の
交付要綱通知（予定）

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

▼オンライン資格確認開始

▼補助申請手続き等の周知（予定）
▼医療機関・薬局における
導入作業開始
システムベンダによる準備作業
（パッケージソフトの改修等）

令和3年度

医療機関・薬局における
導入作業
（内容は次頁参照）

▼特定健診情報閲覧開始※
▼薬剤情報閲覧開始

マイナンバーカードの健康保険証利用の運用

※特定健診情報は、準備が整った医療保険者等から順次連携（令和2年度分）され、当該医療保険者等に加入している患者の情報が閲覧可能
3

