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オンライン資格確認でどう変わる？

1 オンライン資格確認とは
　オンライン資格確認とは、マイナンバーカードや保険証※１・処方箋を利用して、医療保険の資格
確認がオンラインでできるようになる仕組みです。令和３年（2021年）３月から医療機関・薬局※２

で始まります。
※１ 　健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の保険者がシステム管理している証類
※２ 　保険医療機関・保険薬局

2 オンライン資格確認で変わること
●オンライン資格確認の導入前
　受付で保険証・処方箋を預かり、保険証・処方箋の記号・番号、氏
名、生年月日、住所等を入力する必要があったため、受付に大きな負
担がかかっています。

●オンライン資格確認の導入後
　オンライン資格確認の導入後は、マイナンバーカードか保険証・処
方箋のいずれかで保険資格の確認ができます。
　マイナンバーカードでは、患者自身が顔認証付きカードリーダーに
マイナンバーカードを置いて、顔写真の確認または４桁の暗証番号入
力による本人確認を行うことで、最新の資格情報を自動的に取得でき
ます。これにより、患者の有効な保険資格がその場で確認できるよう
になり、入力の手間も大きく軽減されます。

●保険証・処方箋でのオンライン資格確認も可能
　保険証・処方箋の場合でも、最小限の入力は必要ですが、マイナンバーカードと同様に資格情報
をその場で取得でき、入力の手間も軽減されます。　

医療機関・薬局で働く
人の業務負担を軽減
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オンライン資格確認でどう変わる？

《マイナンバーカードによる資格確認の流れ》

患者自身がマインナンバーカードを
顔認証付きカードリーダーに置きます。
マイナンバーカードのＩＣチップが
自動的に読み込まれます。

患者自身が顔認証または暗証番号入力
による本人確認の方法を選択します。

患者情報 登録

厚労 太郎 50歳昭和45年1月1日氏名 生年月日 年齢

コウロウ タロウ 令和元年11月1日男シメイ 性別 資格確認日

12345 123-45XX健保保険者番号 保険者名 郵便番号

1234 5678910 01 東京都港区XX-XX記号・番号・枝番 住所

健康保険組合 本人 3割 XX-XXXX-XXXX患者区分 電話番号1

平成28年7月1日 交付年月日 平成28年7月1日 XXX-XXX-XXX資格取得年月日 電話番号2

平成28年7月1日 ～ 令和4年7月1日有効期間

氏名・生年月日・被保険者
番号などの情報が自動で取
り込まれます。
有効な保険資格がその場で
確認でき、入力の手間が軽
減されます。

・ 顔認証による本人確認（顔認証付き
カードリーダーまたは目視）
・４桁の暗証番号入力による本人確認

OR
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●来院・来局前の一括照会
　さらに、患者来院・来局前には、予約している患者の保険資格が有効か、保険者※３が変わってい
るかどうかを事前に把握できます。
※３　後期高齢者医療広域連合を含む。

《一括照会結果イメージ》

オン資 二郎
厚労 太郎
番号 花子
…

資格 春子
厚生 夏美

有効
有効
エラー
…
有効
無効

※

※

1
2
3
…
99
100

0001
0002
0003
…
0099
0100

01
01
01
…
02
01

111111
222222
333333
…

999999
101010

記号 枝番番号
個人単位被保険者番号

東京都港区xx-x
東京都板橋区x-x
東京都調布市x-xx

…
東京都新宿区x-xx
東京都江東区xx-x

患者氏名 資格確認結果# 住所

 

3 診療時や投薬時には
●特定健診情報の確認（令和３年（2021年）３月～）
　マイナンバーカードを持っている患者については、本人の同意を得て、５年分の特定健診情報を
確認できるようになります（医療機関）。
　患者は、マイナポータルを通して閲覧が可能となります。

●薬剤情報の確認（令和３年（2021年）10月～）
　マイナンバーカードを持っている患者については、本人の同意を得て、レセプト情報を元にした
３年分の薬剤情報を確認できるようになります（医療機関・薬局）。
　患者は、マイナポータルを通して閲覧が可能となります。

受付での本人確認終了後、薬
剤情報・特定健診情報の閲覧
の同意画面となります。
患者自身で医師等の有資格者
が閲覧することに対して同意
するかしないかを選択します。
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オンライン資格確認でどう変わる？

　薬剤情報・特定健診情報の閲覧に同意した患者の情報を診察・調剤前に確認することが可能とな
ります。

　薬剤情報・特定健診情報を閲覧しながら、診察・調剤ができるようになります。

医療の充実をサポート

薬剤情報

厚労太郎 50歳男氏名 性別 年齢

処方箋の場合
診療月

10月
10月

10月

10月

10月

10月

10月

10月

11月

処方
日

5日
5日

5日

5日

6日

6日

18日

30日

5日

調剤日

-
-

-

-

6日

6日

18日

30日

-

用法

-
-

-

-
1日1回朝食
後

-

1日3回食後

1日1回夕食
後

-

特別指示

-
-

-

-

-

痛みが強い
際は1日2
錠

-

-

-

内服/屯服/外用/
注射

内服
内服

外用

注射

内服

内服

内服

内服

内服

入/外/調
剤

外来
外来

外来

外来

調剤

調剤

調剤

調剤

入院

薬剤名（商品名）

ガスターD錠20mg
ブロブレス錠12 12mg

リンデロン-VG軟膏0.12％

アリナミンF10注

アーチスト錠10mg

ロキソプロフェンNa錠60mg

ニフェジピンカプセル10ｍｇ

エースコール錠2ｍｇ

リンラキサー錠250mg

薬剤名（一般名）

ファモチジン錠
カンデサルタンシレキセチル錠

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸
塩軟膏
フルスルチアミン塩酸塩注射液

カルベジロール錠

ロキソプロフェンナトリウム水和物錠

ニフェジピンカプセル

テモカプリル塩酸塩錠

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠

数量
単位

2錠
1錠

5g

1管

1錠

23錠

3カプ
セル

1錠

2錠

回
数

7
7

1

1

23

1

23

23

1

薬剤情報は医療機
関・薬局の有資格
者（医師・歯科医
師・薬剤師等）が
閲覧可能
（令和３年（2021
年）10月～）

特定健診情報

厚労太郎 50歳男氏名 性別 年齢

身体計測

身長

体重

腹囲

BMI

血圧

GOT(AST)

GPT(ALT)

LDH

170.08

63.6

79.5

21.8

67～106

23

22

160

血圧等

肝機能検査

血中脂質検査

中性脂肪

HDLコレステロール

LDLコレステロール

空腹時血糖

HbA1c

随時血糖

CRP

RF定量

140

125

154

97

5.1

120

0.07

3未満

血糖検査

血清学検査

特定健診情報は医
療機関の有資格者
（医師・歯科医師
等）が閲覧可能
（令和３年（2021
年）３月～）
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Ⅰ　第１章　オンライン資格確認とはⅠ 第１章 オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは第1章
オンライン資格確認導入の背景1

　技術革新が進む中で、医療分野においてもＩＣＴを積極的に活用し、効率的かつ質の高い医療提
供体制を構築していくことは急務となっています。 
　現在、保険医療機関（医科・歯科）・保険薬局（医療機関・薬局）では、患者が加入している公
的医療保険を確認（資格確認）する際に、患者が提示した被保険者証等（保険証）・処方箋の情報
（記号・番号、氏名、生年月日、住所等）を医療機関・薬局のシステムに入力する方法で行ってい
ますが、この方法では、
⑴　医療機関・薬局での入力に手間がかかり、患者の待ち時間が長くなる。
⑵ 　患者が資格切れ等の保険証を提示した場合、医療機関・薬局に保険者からの支払いが行われな
かったり、保険者が本来は支払う必要のない人の医療費を肩代わりすることがある。
といったことが問題となっています。
　そのような背景があって、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の
一部を改正する法律」（令和元年法律第９号）において健康保険法等が改正され、令和３年（2021
年）３月からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を実施することが決まりました。

オンライン資格確認の仕組み2
　「オンライン資格確認」とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるようにし、マイナ
ンバーカードのＩＣチップまたは保険証・処方箋の記号・番号等により、オンラインで資格情報の
確認ができる仕組みのことです。

患者の
資格情報を
取得・取込

保険証or処方箋の記号番号等を入力

暗証番号（４桁）による本人確認

顔認証による本人確認
or

orマイナンバーカードを
カードリーダーに置く

または

保険証or処方箋を提示

マイナンバーカード

保険証

処方箋

患者

支払基金・
国保中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関・薬局

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

処
方
箋

保
険
証

１ ３

１

２

顔認証付き
カードリーダー 目視

or
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１　導入の背景／２　仕組み

●マイナンバーカードを保険証として利用するためには
　マイナンバーカードを保険証として利用するためには、あらかじめ患者がマイナポータルで保険
証利用の申込みをすることが必要（33頁参照）ですが、保険証利用の申込みをせずに医療機関・薬
局を受診等した場合でも、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダー（19頁参
照）で簡単に保険証の利用登録をすることができます。
●オンライン資格確認の対象となる保険証等
　オンライン資格確認が始まる令和３年（2021年）３月時点において、オンライン資格確認の対象
となる保険証等は、「健康保険被保険者証」、「国民健康保険被保険者証」、「後期高齢者医療被保険
者証」等の保険者がシステム管理しているものとなります。自治体が管理している公費負担・地方
単独事業のものは、その時点ではオンライン資格確認の対象とはなりませんが、将来的に対象を拡
大する方向で検討が進められています（●頁参照）。
●保険証の被保険者番号
　世帯単位となっている保険証の被保険者番号（現在は記号・番号）について、令和２年（2020
年）10月以降順次、枝番として２桁の番号が追加され個人単位となります。個人単位の被保険者番
号（記号・番号・枝番）になったとしても、既に発行されている保険証の回収・再発行は必要な
く、オンライン資格確認が始まる令和３年（2021年）３月以降もそのまま使用できます。なお、す
べての保険者において、令和３年（2021年）４月以降に新規発行される保険証の被保険者番号に
は、枝番（２桁の番号）が記載されます。
　後期高齢者医療制度においては、被保険者番号は現在も個人単位となっているので変更はありま
せん。

◯　新規発行の保険証について、個人を識別する２桁の番号を追加する。

1234 1234567 01

3 31
25 4 1

88888888

2020

現行の保険証記載内容に
２桁の番号を新たに追加

※ 　後期高齢者医療制度は
個人単位なので、保険証
は変更しない

◯　発行済の保険証は、２桁番号がなくても使用できることとし、回収・再発行を不要とする。
※ 　医療機関・薬局では、患者が２桁番号がない保険証を提示した場合、２桁番号なしでレセプト請求できる。レセコ
ン改修が間に合わなかった場合も、改修までの間、２桁番号なしで請求できることとする。（当分の間）
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Ⅰ　第１章　オンライン資格確認とは

オンライン資格確認導入のメリット（医療機関・薬局）3
最新の保険資格情報をその場で取得1

●マイナンバーカード（顔認証付きカードリーダー）での受付
　オンライン資格確認を導入すれば、顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードのＩＣチッ
プを読み込むだけで、その場ですぐに患者の最新の資格情報をオンラインで取得し確認することが
できます。
　具体的には患者自身が、⑴マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き、⑵顔認証機
能により本人確認を行います。
　本人確認については、窓口職員による目視での顔認証や、顔認証付きカードリーダーでの４桁の
暗証番号入力によるものも可能です。なお、暗証番号の入力を連続で３回間違えると暗証番号が
ロックされる仕組みとなっています。
　マイナンバーカードを保険証として利用することにより、毎回の本人確認が可能となることか
ら、他人の保険証を持参しての「なりすまし」受診等を防ぐこともできます。また、マイナンバー
カードを窓口で預かることもないので、マイナンバーカードの裏面情報（12桁のマイナンバー）を
見てしまうといった危険性もありません。さらに、原則、患者自身での操作のみで受付が終了する
ので、人との接触も抑えられます。
●保険証・処方箋での受付
　マイナンバーカードを持参せずに保険証・処方箋を提示した患者も、最低限の情報（保険者番
号、記号・番号・枝番、生年月日）の入力は必要となりますが、オンラインでの資格確認が可能と
なります。

受付業務・事務負担の軽減2
●資格情報の入力の削減
　オンライン資格確認導入前の受付では、保険証・処方箋の提示により資格確認を行い、さらに保
険証・処方箋に記載された情報（記号・番号、氏名、生年月日、住所等）をシステムに入力する必
要がありました。オンライン資格確認を導入すると、マイナンバーカード（顔認証付きカードリー
ダー）での受付の場合は、保険証・処方箋情報の入力の手間を省くことができ、保険証・処方箋で
の受付の場合でも、入力する情報が導入前よりも少なくてすむため、受付業務の負担が軽減されま
す。
●資格過誤によるレセプト返戻・未収金の削減
　最新の資格情報をその場で取得・確認できるため、資格過誤によるレセプトの返戻も減少しま
す。資格過誤によるレセプトの返戻が減れば、再申請のための事務作業が軽減されるだけでなく、
再申請できないことによる未収金も削減されます。
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３　メリット（医療機関・薬局）

●予約患者に対する事前の一括照会
　オンライン資格確認を導入すると、事前に予約している患者等の保険資格が有効か、保険資格情
報が変わっていないか等を、来院・来局前に事前に確認できる「一括照会」ができるようになりま
す。一括照会により事前に保険資格の確認ができた患者であっても、来院・来局時の本人確認は必
要です。
　一括照会は、照会したい患者のリストを作成し、保険証の被保険者番号等で照会を行います。こ
こで保険資格が無効であると確認できた患者については、来院・来局時に資格確認を行う必要があ
ります。
　なお、一括照会は、保険者番号・個人単位被保険者番号・生年月日が既にレセプトコンピュータ
（レセコン）に登録されている患者に対してのみ実施可能です。被保険者番号の枝番情報がなくて
も照会は可能ですが、その場合、１件の照会に対して複数（双子等）の資格が該当した際には資格
確認ができません。

●照会番号によるレセコン等との紐づけ
　新規の患者情報を登録する際に、照会番号（電子カルテシステムやレセコン等の資格情報と資格
確認結果を紐づけするための番号）を登録すると、２回目以降、医療機関・薬局のシステムで管理
されている患者情報と資格確認結果を紐づけできるようになります。
　照会番号を登録するかどうかは医療機関・薬局の任意なので、必ずしも登録が必要というわけで
はありませんが、登録しておくことで前回の来院・来局時点から保険者異動した患者が再度来院・
来局した場合であっても、スムーズに患者の特定ができるようになります。

オン資 二郎
厚労 太郎
番号 花子
…

資格 春子
厚生 夏美

有効
有効
エラー
…
有効
無効

※

※

1
2
3
…
99
100

0001
0002
0003
…
0099
0100

01
01
01
…
02
01

111111
222222
333333
…

999999
101010

記号 枝番番号
個人単位被保険者番号

東京都港区xx-x
東京都板橋区x-x
東京都調布市x-xx

…
東京都新宿区x-xx
東京都江東区xx-x

患者氏名 資格確認結果# 住所

オン資 二郎
厚労 太郎
番号 花子
…

資格 春子
厚生 夏美

1
2
3
…
99
100

0001
0002
0003
…
0099
0100

01
01
01
…
02
01

111111
222222
333333
…

999999
101010

記号 枝番番号
個人単位被保険者番号

東京都港区xx-x
東京都板橋区x-x
東京都調布市x-xx

…
東京都新宿区x-xx
東京都江東区xx-x

患者氏名# 住所

〈一括照会リストイメージ〉

〈一括照会結果イメージ〉

紹介したい患者の
リストを作成

保険証の
記号・番号等で照会

※エラー：必須項目（個人単位被保険
者番号等）に入力誤りがあ
る場合等

※無効　：保険資格の有効期限切れに
より失効している場合等
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Ⅰ　第１章　オンライン資格確認とは

●レセプトの振替・分割（令和３年（2021年）10月～）
　令和３年（2021年）10月請求分（９月診療分）のレセプトから、社会保険診療報酬支払基金・国
民健康保険団体連合会（支払基金・国保連）において患者の資格情報の有効性を確認し、受診日・
調剤日時点の資格情報に基づいてレセプト請求先を振り替えたり、保険者ごとにレセプトを分割し
て送付することができるようになります（レセプトの振替・分割）（現在は保険者等による資格確
認の結果、医療機関・薬局へレセプトを返戻しています）。ただし、公費負担や高額療養費該当等
以外の電子レセプトが対象で、紙レセプトは対象外です。

オンライン
資格確認等
システム

オンライン
資格確認等
システム

被保険者番号（222）
オンシカ　タロウ
昭和43.1.1

被保険者番号（111）
オンシカ　タロウ
昭和43.1.1

オンライン資格確認等システム
から返却された情報

レセコン等に
管理された患者情報

被保険者番号（222）
オンシカ　タロウ
昭和43.1.1

（新患）

被保険者番号（222）
オンシカ　タロウ
昭和43.1.1

被保険者番号（111）
オンシカ　タロウ
昭和43.1.1

被保険者番号（222）
オンシカ　タロウ
昭和43.1.1

（新患）

照会番号を
登録する場合マイナンバーカード

による照会

前回受診時、
被保険者番号（111）
↓
今回受診時、
被保険者番号（222）

照会番号を
登録しない場合

照会
番号

照会
番号

？

支
払
基
金

Ａ健保
80点

Ｂ健保
20点

合計
100点

Ａ健保
80点

Ｂ健保
Ｘ国保
20点

Ａ健保
80点

Ｘ国保
20点

Ａ健保
80点

Ｄ健保
50点

国
保
連

Ｙ国保
50点

Ｚ国保
150点

合計
200点

合計
130点

合計
170点

Ｙ国保
Ｄ健保
50点

Ｚ国保
150点

Ｄ健保
50点

Ｚ国保
150点

Ｘ国保
20点

Ｚ国保
150点

Ｂ健保

Ｙ国保

医療機関から
審査支払機関へ請求

現在は、保険者等による資格確認の結果、
医療機関・薬局へレセプトを返戻している

審査支払機関から
医療機関へ支払

審査支払機関にて振替
例 Ｂ健保 →Ｘ国保 20点
　 Ｙ国保 →Ｄ健保 50点

※　振替の内容は、増減点連絡書を送付するタイミングで連絡予定。
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３　メリット（医療機関・薬局）

限度額情報等の取得・活用3
　オンライン資格確認を導入すると、患者が希望する場合に、高額療養費における限度額情報等を
オンラインで取得できるようになります。
　マイナンバーカードによる顔認証付きカードリーダーでの受付の場合、本人確認終了後、患者が
自身で顔認証付きカードリーダーの画面において、「限度額情報を提供するか」または「提供しな
いか」を選択します。保険証・処方箋での受付の場合は、受付時に患者から書面または口頭にて同
意を取得する必要があります。
　なお、オンラインで取得できる限度額情報は、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の適用区分や、「特定疾病療養受療証」の認定疾病名・自己負担限度額等です。ただ
し、「特定疾病療養受療証」の情報取得にはマイナンバーカードが必要となります。

医療の質の向上（薬剤情報・特定健診情報の閲覧）4
　オンライン資格確認を導入すると、医療機関・薬局では患者の薬剤情報や特定健診情報の閲覧が
可能となり、それらの情報を踏まえた適切な診療・投薬ができるようになります。患者の意思をマ
イナンバーカードで確認したうえで、有資格者等が診察室等の電子カルテシステムや調剤システム
等の端末から閲覧します。
　具体的には、マイナンバーカードによる顔認証付きカードリーダーでの受付の場合、本人確認終
了後、薬剤情報や特定健診情報の閲覧に「同意する」または「同意しない」のどちらかを患者自身
が選択します（汎用カードリーダーの場合は書面での同意が必要です）。なお、保険証・処方箋で
の受付の場合であって、マイナンバーカードを患者が持参していない場合は、薬剤情報・特定健診
情報の閲覧はできません。

特定健診情報：医療保険者等が登録した５年分の情報が参照可能

薬剤情報：レセプト情報を元にした３年分の情報が参照可能

薬剤情報

厚労太郎 50歳男氏名 性別 年齢

処方箋の場合
診療月

10月
10月

10月

10月

10月

10月

10月

10月

11月

処方
日

5日
5日

5日

5日

6日

6日

18日

30日

5日

調剤日

-
-

-

-

6日

6日

18日

30日

-

用法

-
-

-

-
1日1回朝食
後

-

1日3回食後

1日1回夕食
後

-

特別指示

-
-

-

-

-

痛みが強い
際は1日2
錠

-

-

-

内服/屯服/外用/
注射

内服
内服

外用

注射

内服

内服

内服

内服

内服

入/外/調
剤

外来
外来

外来

外来

調剤

調剤

調剤

調剤

入院

薬剤名（商品名）

ガスターD錠20mg
ブロブレス錠12 12mg

リンデロン-VG軟膏0.12％

アリナミンF10注

アーチスト錠10mg

ロキソプロフェンNa錠60mg

ニフェジピンカプセル10ｍｇ

エースコール錠2ｍｇ

リンラキサー錠250mg

薬剤名（一般名）

ファモチジン錠
カンデサルタンシレキセチル錠

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸
塩軟膏
フルスルチアミン塩酸塩注射液

カルベジロール錠

ロキソプロフェンナトリウム水和物錠

ニフェジピンカプセル

テモカプリル塩酸塩錠

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠

数量
単位

2錠
1錠

5g

1管

1錠

23錠

3カプ
セル

1錠

2錠

回
数

7
7

1

1

23

1

23

23

1

特定健診情報

厚労太郎 50歳男氏名 性別 年齢

身体計測

身長

体重

腹囲

BMI

血圧

GOT(AST)

GPT(ALT)

LDH

170.08

63.6

79.5

21.8

67～106

23

22

160

血圧等

肝機能検査

血中脂質検査

中性脂肪

HDLコレステロール

LDLコレステロール

空腹時血糖

HbA1c

随時血糖

CRP

RF定量

140

125

154

97

5.1

120

0.07

3未満

血糖検査

血清学検査

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

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

医師・歯科医師・薬剤師等のことを指している。また、「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」より、医療機関・薬局にて有
資格者等の識別を行い、アクセス権限の管理を行うこととされている。

有資格者とは？
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Ⅰ　第１章　オンライン資格確認とは

●特定健診情報の閲覧（令和３年（2021年）３月～）
　マインナンバーカードによる患者の同意を得たうえで特定健診情報を閲覧できる有資格者等は、
医師・歯科医師等で、閲覧を許可されたアカウントを利用し照会・閲覧します。その他の職員のア
カウントや照会に経由する資格確認端末から閲覧することはできません。
　照会・閲覧できる特定健診情報には、後期高齢者に対し実施された健診情報も含まれ、保険者等
が登録した５年分の情報が閲覧できます。
　なお、特定健診情報は医療機関のみ閲覧が可能で、薬局では閲覧できません。
●薬剤情報の閲覧（令和３年（2021年）10月～）
　マインナンバーカードによる患者の同意を得たうえで薬剤情報を閲覧できる有資格者等は、医
師・歯科医師・薬剤師等で、閲覧を許可されたアカウントを利用し照会・閲覧します。その他の職
員のアカウントや照会に経由する資格確認端末から閲覧することはできません。
　照会・閲覧できる薬剤情報とは、医療機関・薬局が支払基金・国保連に提出した令和３年（2021
年）９月分以降のレセプトから抽出された診療・調剤の医薬品データで、３年分の情報が閲覧でき
ます。
　なお、薬剤情報は医療機関・薬局ともに閲覧できます。
●災害時の閲覧
　薬剤情報・特定健診情報を閲覧するには、マイナンバーカードによる本人確認と患者の同意が必
要ですが、災害時は特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認ができなくても、薬剤情
報・特定健診情報の閲覧ができるようになります。災害の規模等に応じて、特別措置として閲覧で
きる医療機関・薬局の範囲および期間が定められます。なお、原則、患者の閲覧への同意は必要で
す。

オンライン資格確認のメリット（保険者）4
事務負担の軽減1

　医療機関・薬局でオンライン資格確認が導入されると、保険資格が切れた保険証の利用が抑制さ
れ、また、令和３年（2021年）10月請求分（９月診療分）のレセプトから、支払基金・国保連にお
いてレセプトの振替・分割（14頁参照）が始まることから、資格喪失等に関する問合せや保険者間
調整、患者本人への直接請求等の資格過誤に係る事務負担が軽減されます。
　また、医療機関・薬局では患者の同意の下、限度額情報等を取得できるため（15頁参照）、被保
険者（加入者）からの限度額適用認定証等の申請等が減少し、発行に係る事務負担等が軽減されま
す。さらに、限度額情報や負担割合等をオンライン資格確認等システムに登録することで、限度額
情報や負担割合等が正確に医療機関・薬局に伝わり、レセプトに係る医療機関・薬局との調整が少
なくなります。
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４　メリット（保険者）／５　メリット（患者・被保険者）

予防・健康づくりへの意識向上、特定保健指導への活用2
　被保険者（加入者）がマイナポータル（31頁参照）を通じて、特定健診情報や薬剤情報を閲覧す
ることができるようになるため、被保険者（加入者）の予防・健康づくり等の意識が高まり、医療
費削減効果も期待できます。特定健診情報の閲覧は令和３年（2021年）３月から、薬剤情報の閲覧
は令和３年（2021年）10月からできるようになります。なお、災害時には特別措置として、マイナ
ンバーカードによる被保険者（加入者）による同意がなくても医療機関・薬局で特定健診情報・
薬剤情報を閲覧・活用できるようになります（16頁参照）（特定健診情報は薬局では閲覧できませ
ん）。
　また、特定健診情報（後期高齢者医療広域連合が行う健診情報を含む）の管理等を支払基金・国
民健康保険中央会（国保中央会）に委託する仕組みとなるため、保険者（後期高齢者医療広域連合
を含む）間でのデータ連携が円滑となり、保険者は特定保健指導の場面で活用することができるよ
うになります。
　具体的には、保険者は、個人単位の被保険者番号（記号・番号・枝番）を含む特定健診情報を登
録します。その方法は、健診受診年度の翌年度11月１日までに全保険者が法定報告を実施し、報告
した特定健診情報がオンライン資格確認等システムに登録されるといったものです。法定報告が行
われるまでに、保険者によっては実施した特定健診情報を順次登録する場合もあるため、個人ごと
に登録されている特定健診情報の量が異なる場合があります。

オンライン資格確認のメリット（患者・被保険者（加入者））5
待ち時間の減少・申請手続きの軽減1

　医療機関・薬局でオンライン資格確認が導入されると、受付での入力等が削減されるため、待ち
時間が減少することが予想されます。また、導入前よりも確実な資格確認が行われるため、資格情
報に関する医療機関・薬局からの問合せが少なくなります。
　さらに、医療機関・薬局では患者の同意の下、限度額情報等を取得できるため（15頁参照）、導
入前は保険者に対して申請が必要であった、限度額適用認定証等の手続きが削減されます。限度額
情報等の活用への同意は、マイナンバーカード（顔認証付きカードリーダー）による受付の場合
は、限度額情報を「提供する」または「提供しない」を選択して行います（特定疾病療養受療証情
報がある場合は医療機関・薬局に提供する情報を選択します）。保険証・処方箋による受付の場合
は、受付時に書面または口頭にて同意します。なお、マイナンバーカードを持参していない場合
は、特定疾病療養受療証情報はオンラインでは取得できません。
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Ⅰ　第１章　オンライン資格確認とは

薬剤情報・特定健診情報の閲覧2
　マイナポータル（31頁参照）を通じて、自身の特定健診情報や薬剤情報を閲覧することができる
ようになるため、疾病予防や健康づくり等に活用することができるようになります。
　また、マイナンバーカードによる同意の下、医療機関・薬局で特定健診情報や薬剤情報を閲覧・
活用できるようになるため、医療の質が向上し、適切な診療・調剤を受けることができるようにな
ります。さらに、おくすり手帳を忘れた際などでも、服薬している薬が医療機関・薬局で分かるよ
うになるため、重複投薬等の防止にもつながります。特定健診情報の閲覧は令和３年（2021年）３
月から、薬剤情報の閲覧は令和３年（2021年）10月からできるようになります。
　なお、災害時には特別措置として、マイナンバーカードによる同意がなくても医療機関・薬局で
特定健診情報・薬剤情報を閲覧して、診療・調剤に活用できるようになります（16頁参照）（特定
健診情報は薬局では閲覧できません）。

医療機関・薬局でオンライン資格確認を導入するためには6
　医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の導入は義務ではありませんが、上記で説明したよ
うに様々なメリットがあります。さらに、顔認証付きカードリーダーの無償提供やオンライン資格
確認導入に伴うレセコン等の改修費用等に対する補助金も申請により交付されます。
　医療機関・薬局がオンライン資格確認を導入するにあたっては、まず、「医療機関等向けポータ
ルサイト」にアカウントを登録し、顔認証付きカードリーダーを申し込むとともに、システムベン
ダとレセコン等のシステム改修等に関して相談し契約を行う必要があります。
　医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録は令和２年（2020年）７月６日から、顔認証
付きカードリーダーの申込みは、令和２年（2020年）８月７日から可能となっています。その後、
オンライン資格確認の利用申請と電子証明書の発行申請を令和２年（2020年）９月以降に行い、シ
ステム改修後、医療機関・薬局においてオンライン資格確認の導入準備が完了したのちに、補助金
の申請（令和２年（2020年）11月以降）を行います。
　なお、顔認証付きカードリーダーの無償提供に係る費用やシステム改修費等に対する補助金の費
用は、支払基金に造設された「医療情報化支援基金」から交付されます（令和２年度（2020年度）
予算で768億円）。

医療機関等向けポータルサイト　https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/



─ 19 ─

６　オンライン資格確認を導入するためには

顔認証付きカードリーダーの申込み1
●無償提供される顔認証付きカードリーダー
　顔認証付きカードリーダーとは、オンライン資格確認を行う際に必要となる機器のことで、マイ
ナンバーカードの顔写真データをＩＣチップから読み取り、その「顔写真データ」と当該機器を用
いて撮影した「本人の顔写真」とを照合して本人確認を行うことができるカードリーダーのことで
す。病院は３台まで、診療所・薬局は１台まで、医療機関等向けポータルサイトから申し込むこと
により無償で提供されますが、無償提供される顔認証付きカードリーダーは、厚生労働省が示す仕
様書の基準を満たし、かつ、9.9万円（税込）以下のものとされています。
　無償提供される顔認証付きカードリーダーは、医療機関等向けポータルサイトで順次公表される
ので、医療機関・薬局はその中から導入したい製品を選んで申し込みます。申込み開始時の令和２
年８月７日時点では、３製品が公表されていますが、病院で複数台申し込むときは、すべて同じ製
品にしなければいけないといったことはありません。
　顔認証付きカードリーダーの申込み・申請は、医療法人等のグループやチェーン薬局の本社など
が、配下の医療機関・薬局分を取りまとめて行うこともできます（一括申請）が、その場合、複数
の医療機関・薬局に関する事項等をあらかじめ支払基金に届け出る必要があります。
　顔認証付きカードリーダーの申込み・申請後、支払基金により顔認証付きカードリーダーの提供
が認められたときは、「決定通知書」（●頁参照）や配送予定日が、医療機関等向けポータルサイト
からメールにて通知されます。

システムベンダと行う導入準備の流れ

支払基金へ行う申請の流れ

まずは、「オンライ資格確認を導入する
場合の費用」をレセコンシステムベン
ダへ問合せ

システムベンダと必要な資格確認端末
の準備や、必要なネットワークの改修、
レセコンの改修などを実施

システムベンダと
接続テストを実施

システムベンダとの
相談・調整・契約

端末・システム・
ネットワークの設定・準備 運用テスト

顔認証付き
カードリーダー申込
無償提供される顔認
証付きカードリーダ
ーを申込

利用申請と
電子証明書発行申請
オンライン資格確認等シ
ステムを利用するための
利用申請と、電子証明書
の発行申請を実施

補助金の申請

オンライン資格確認
の導入に係る補助金
申請（必要な各種書
類準備を含む）を実施

ポータルサイト
アカウント登録
申請や各種情報提供
に使用されるポータ
ルサイトのアカウン
ト登録を実施

令和３年３月
オンライン
資格確認開始

令和３年３月に開始する場合のスケジュール

導入前

～12月８～９月７月中に実施

導入後





Ⅱ　オンライン資格確認のＱ＆Ａ

「Ⅱ　オンライン資格確認のＱ＆Ａ」では、以下の略号を使用している箇所があります。
●医療機関…保険医療機関　●薬　　局…保険薬局　　　●協会けんぽ…全国健康保険協会
●健保組合…健康保険組合　●国　　保…国民健康保険　●国保中央会…国民健康保険中央会
●国 保 連…国民健康保険団体連合会　　　　　　　　　●支 払 基 金…社会保険診療報酬支払基金
●被 保 番…被保険者番号　●レセコン…レセプトコンピュータ
●保 険 証… 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の保険者

がシステム管理している証類
●実施要領… 医療提供体制設備整備交付金の実施について（令和２年７月３日保連発0703第１号）の

別紙「医療提供体制設備整備交付金実施要領」（193頁参照）
●医療機関等向け実施要領… 保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金実施要領（令和２年９

月）（200頁参照）
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Ⅱ　第１章　医療機関・薬局に関するＱ＆ＡⅡⅡ　第１章　医療機関・薬局に関するＱ＆Ａ

医療機関・薬局に関するＱ＆Ａ第1章
オンライン資格確認の導入にあたって1

Ｑ00 マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が始まるのはいつからですか？
Ａ00  令和３年（2021年）３月からです。マイナンバーカードに係るのＱ＆Ａは●頁を参照し

てください。

Ｑ00 医療機関・薬局では、オンライン資格確認は必ず導入しなければいけないのですか？
Ａ00  導入は義務ではありませんが、資格の確認を確実に行うことは保険制度の基本です。ま

た、オンライン資格確認を導入することにより、レセプト返戻の削減や事務の効率化が
図られるほか、薬剤情報等の閲覧、災害への備えとしても活用可能です。さらに、今
後、マイナンバーカードを保険証として持参する患者が増えてくるので、すべての患者
が診療等を受けられる環境作りとしても有効です。

Ｑ00 オンライン資格確認は、医療機関・薬局以外でも導入可能ですか？
Ａ00  医療機関と薬局のみが対象となります。訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸

院、あんま・マッサージは、令和３年（2021年）３月時点では対象外です。

Ｑ00 オンライン資格確認を導入したら、患者はマイナンバーカードがないと医療機関を受診
できないのですか？

Ａ00  保険証でも医療機関を受診できます。保険証とマイナンバーカードのどちらでもオンラ
インで資格確認ができるようになりますが、保険証の場合は受付職員による記号・番号
等の入力が必要となります。

Ｑ00 患者はマイナンバーカードを持っていればすぐに保険証として利用できますか？
Ａ00  マイナンバーカードを保険証として利用するためには、あらかじめ患者がマイナポータ

ルで保険証利用の申込みをする必要があります。なお、保険証利用の申込みをしていな
い患者が受診等した場合でも、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリー
ダーで、簡単に保険証の利用登録ができます。 マイナポータルに係るＱ＆Ａは●頁を
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１　オンライン資格確認の導入にあたって
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参照してください。

Ｑ00 医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預かるのですか？
Ａ00  医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。患者自身が、マイナン

バーカードを顔認証付きカードリーダーの場合はカードリーダーに置き、汎用カード
リーダーを利用する場合はカードリーダーにかざすとともに受付職員に表面（顔写真）
を見せます。その際、職員はマイナンバーカードに記載してあるマイナンバーを書き留
めたり、保管したりしてはいけないこととなっています。

Ｑ00 医療機関・薬局では患者のマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うのですか？
Ａ00  医療機関・薬局において患者のマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うことはありませ

ん。オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードのＩＣチッ
プ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

Ｑ00 患者がマイナンバーカードを忘れて医療機関を受診した場合、どうなりますか？
Ａ00  現行の保険証を忘れた場合の取扱いと同様となります（いったん全額を支払い、後日、

保険証等で資格が確認できれば、保険給付部分を払い戻す等）。患者が保険証を持参し
ていれば、保険証によるオンライン資格確認を行います。

Ｑ00 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入している医療機関・薬局は、どの
ようにすれば分かりますか？

Ａ00  厚生労働省・支払基金のホームページに、マイナンバーカードによるオンライン資格確
認を導入している医療機関・薬局の一覧が掲載される予定です。また、当該医療機関・
薬局においても、マイナンバーカードが保険証として使えることが分かるよう、ポス
ター等を院内等に掲示する予定です。

Ｑ00 オンライン資格確認に関する根拠規定はどのようになっていますか？
Ａ00  健康保険法（大正11年法律第70号）第３条第13項と、同法第63条第３項などです。医療

保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令
和元年５月22日法律第９号）として、公布されました。
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Ⅱ　第１章　医療機関・薬局に関するＱ＆Ａ

■健康保険法第３条第13項

　この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等（第63条第３項各号
に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。）から療養を受けようと
する者又は第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定
訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード（行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）
第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）に記録された利用者証明用電子
証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
（平成14年法律第153号）第22条第１項に規定する利用者証明用電子証明書をい
う。）を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報（保険給付
に係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて
当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機
関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受ける
ことをいう。

■健康保険法第63条第３項

　第１項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、病院
若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚
生労働省令で定める方法（以下「電子資格確認等」という。）により、被保険者で
あることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

Ｑ00 オンライン資格確認の対象となる証類はどれですか？
Ａ00   健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の保険者

がシステム管理している証類です。自治体が管理している公費負担・地方単独事業に伴
う証類は、令和３年（2021年）３月時点では対象にならず、引き続き検討することとさ
れています。

■オンライン資格確認の対象となる証類

資格証類 オンライン資格確認の可否

健康保険被保険者証、共済組合組合員証、私立学校教職員共済加
入者証、船員保険被保険者証、共済組合船員組合員証

〇

国民健康保険被保険者証 〇



─ 39 ─

１　オンライン資格確認の導入にあたって

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、高齢受給者証 〇

後期高齢者医療被保険者証 〇

退職被保険者証 〇

短期被保険者証 〇

子ども短期被保険者証 〇

修学中の被保険者の特例による被保険証（マル学保険証） 〇

住所地特例制度による被保険者証 〇

被保険者資格証明書 〇

限度額適用認定証 〇

限度額適用・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証 〇

特定疾病療養受療証 〇

自衛官診療証、自衛官限度額適用認定証、自衛官限度額適用・標
準負担額減額認定証、自衛官特定疾病療養受療証

×

被保険者受給資格者票 ×

特別療養費受給票 ×

船員保険療養補償証明書、船員組合員療養補償証明書 ×

船員保険継続療養受領証明書、船員組合員継続療養受療証明書 ×

一部負担金等減免（免除・徴収猶予）証明書 ×

公費負担・地域単独事業の受給証 ×

生活保護受給者に交付される医療券等 ×

※　令和３年（2021年）３月時点における対象であり、順次対象範囲を拡大予定

Ｑ00 生活保護受給者の医療券は、オンライン資格確認の対象となる証類ではないのですか？

Ａ00   令和３年（2021年）３月時点では対象外ですが、令和５年度（2023年度）から本格運用
できるように検討が行われています。

Ｑ00 オンライン資格確認を導入すると、医療機関・薬局内のレセコン等の情報を支払基金・
国保中央会が閲覧できるようになるのですか？

Ａ00   オンライン資格確認は、支払基金・国保中央会から資格情報等を提供する仕組みです。
支払基金・国保中央会が、医療機関・薬局の診療情報等を閲覧したり、取得することは
できません。
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Ⅱ　第１章　医療機関・薬局に関するＱ＆Ａ

Ｑ00 オンライン資格確認を始めるには、まず何をすればよいですか？
Ａ00   ①マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、②ネットワー

ク環境の整備、③レセコン、電子カルテ等の既存システムの改修等が必要になります。
各医療機関によって必要な機器やネットワーク環境が異なるため、導入されているシス
テムベンダやネットワークベンダに相談します（●頁参照）。

Ｑ00 オンライン資格確認を利用するための手続きは、何が必要ですか？
Ａ00   医療機関等向けポータルサイトから、支払基金に利用の申込みをする必要があります

（●頁参照）。

医療機関等向けポータルサイト　https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/ 

Ｑ00 オンライン資格確認のためのシステム改修に関して、補助金交付申請を行う時期はいつ
頃ですか？

Ａ00   システム改修後、オンライン資格確認の導入準備が完了したのちに、支払基金に補助金
交付申請をするので、医療機関・薬局における導入作業後である11月以降となります
（事前申請ではなく、精算払いとなります）（●頁参照）。 

Ｑ00 レセプトのオンライン請求を利用していませんが、オンライン資格確認を始めることは
できますか？

Ａ00   オンライン請求の回線環境を導入することで、オンライン資格確認を始めることが可能
です。オンライン資格確認を行うために回線環境の導入をした場合にも、その回線費用
は医療情報化支援基金（●頁参照）の補助対象となります。
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１　オンライン資格確認の導入にあたって

Ｑ00 オンライン資格確認が始まるのに伴い、被保険者番号はどうなりますか？
Ａ00   世帯単位の番号に２桁の番号が追加され、個人単位となります。後期高齢者医療は現在

も個人単位のため変更はありません。

Ｑ00 保険証に２桁の番号が追加されるのはいつからですか？
Ａ00   保険証に２桁の番号が追加されるのは、令和２年（2020年）10月１日以降で、保険者ご

との状況を踏まえて保険証に順次記載されます。

Ｑ00 患者が下２桁の番号のない保険証を提示した場合、どうなりますか？
Ａ00   医療機関・薬局では、下２桁の番号のない保険証を患者が提示した場合、下２桁の番号

なしでも、診療報酬請求・調剤報酬請求は可能です。

Ｑ00 個人単位の被保険者番号（下２桁の番号がある保険証）で、レセプトを請求することと
なるのはいつですか？

Ａ00   令和３年（2021年）10月請求分（９月診療分）からとなりますが、レセコンの改修が間
に合わない医療機関等は、当分の間、世帯単位の被保険者番号でも請求可能です。な
お、令和３年（2021年）８月診療以前分に下２桁の番号を使用して診療報酬請求・調剤
報酬請求した場合、審査支払機関において、下２桁の番号は、利用せずに対応すること
としています。

1234 1234567 01

3 31
25 4 1

88888888

2020

現行の保険証記載内容に
２桁の番号を新たに追加
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Ⅱ　第１章　医療機関・薬局に関するＱ＆Ａ

オンライン資格確認のメリット2
資格確認のオンライン化1

Ｑ00 医療機関・薬局にとって、オンライン資格確認を導入することのメリットは何ですか？
Ａ00   医療機関・薬局では、オンライン資格確認を導入することで、患者の最新の資格情報を

オンラインで確認できます。また、初診時の入力作業の手間削減や資格過誤によるレセ
プト返戻の作業削減、未収金発生の解消に寄与します。さらに、患者の同意の下で、医
師等が患者の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できるようになります。

  　なお、ここでいう薬剤情報とはレセプトから抽出された情報のことです。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（薬局では特定健診情報は閲覧
できません）。

■オンライン資格確認の主なメリット（医療機関・薬局）

対象 該当機能 メリット

医
療
機
関
・
薬
局

窓口でのオンライン
資格確認

〇病院情報システム等への資格情報の入力の手間が軽減
〇誤記リスクが減少
〇保険証確認による窓口の混雑が緩和
〇 毎回、資格確認を行うことができ、資格情報や限度額情報等
の変更情報が最新化できる→従来、再診の月２回目以降の受
診で、保険証確認をしていなかった場合に、レセプト請求後
に返戻となることがあったが、オンライン資格確認を毎回実
施することでレセプトの返戻を回避できる

マイナンバーカード
での資格確認

〇記号・番号等の入力をしなくても資格情報を入手できる

レセプト振替
〇 オンライン資格確認の対応が整っていない医療機関・薬局も
含め、すべての医療機関・薬局において、保険証回収後の受
診に伴うレセプト返戻が減少

Ｑ00 オンライン資格確認導入によるメリットについて、「初診時の入力作業の手間削減」と
は具体的にどういうことですか？

Ａ00  今までは受付で保険証・処方箋を受け取り、被保険者証記号・番号、氏名、生年月日、
住所等をシステムに入力する必要がありましたが、オンライン資格確認を導入すれば、
マイナンバーカードでは最新の保険資格を自動的に取り込むことができます。保険証・
処方箋でも、最小限の入力（保険者番号、被保険者証記号・番号・枝番※、生年月日）
は必要ですが、有効であれば同様に資格情報を取り込むことができます。なお、被保険
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２　オンライン資格確認のメリット

者証記号と番号が分かれていない場合には、どちらも番号欄に入力します。
※ 　令和３年（2021年）４月以降に発行される保険証には、被保険者番号を個人単位化するための被保険者証
枝番が記載されます。令和３年（2021年）３月以前に発行された保険証には被保険者証枝番の記載はありま
せんが、保険者番号、被保険者証記号・番号、生年月日を入力することで、被保険者証枝番を含む情報の照
会が可能です。なお、後期高齢者医療被保険者証は現在も個人単位であるため変更はありません。

Ｑ00 オンライン資格確認導入によるメリットについて、「資格過誤によるレセプト返戻の作
業削減」とは具体的にどういうことですか？

Ａ00  オンライン資格確認を導入すれば、患者の保険資格がその場で確認できるようになるた
め、資格過誤によるレセプト返戻が減り、業務が削減されます。加えて、再申請できな
いことによる未収金の削減も可能となります。

  　また、令和３年（2021年）10月請求分（９月診療分）から、審査支払機関（支払基
金・国保中央会）で加入者の資格情報の有効性を確認し、受診日・調剤日時点の資格情
報に基づいてレセプト請求先を振替・分割できるようになります。

患者情報 登録

厚労 太郎 50歳昭和45年1月1日氏名 生年月日 年齢

コウロウ タロウ 令和元年11月1日男シメイ 性別 資格確認日

12345 123-45XX健保保険者番号 保険者名 郵便番号

1234 5678910 01 東京都港区XX-XX記号・番号・枝番 住所

健康保険組合 本人 3割 XX-XXXX-XXXX患者区分 電話番号1

平成28年7月1日 交付年月日 平成28年7月1日 XXX-XXX-XXX資格取得年月日 電話番号2

平成28年7月1日 ～ 令和4年7月1日有効期間

オンライン資格確認 完了

1234記号・番号・枝番

12345保険者番号

昭和45年

01

1日

5678910

1月生年月日

令和元年11月１日資格確認日

患者情報 登録

氏名 生年月日 年齢

シメイ 性別 資格確認日

保険者番号 保険者名 郵便番号

記号・番号・枝番 住所

患者区分 電話番号1

交付年月日資格取得年月日 電話番号2

～有効期間

マイナンバーカードでは
最新の保険資格情報を

自動的に取得

保険証または
処方箋は
最小限の
情報を入力

有効な場合
保険資格情報
を取得

マイナンバーカード

保険証または
処方箋

処方箋
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