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医療機関等ベンダーへの共有事項（加入者情報修正）

【オンライン資格確認の資格情報取りこみ時の注意事項】

2020年10月より医療保険者等に登録いただいている加入者資格情報について、2021年3月の
オンライン資格確認の開始に伴い国民・医療機関等に表示されることになります。

加入者資格情報の登録を進める中で、国民・医療機関等に表示する情報に注意が必要なもの
（氏名（カナ）に特殊文字が含まれている、住所に住所以外が設定されている等）が見つかっ
ています。

医療保険者等には次頁以降に示すように加入者情報の修正を求めていますが、
医療機関等ベンダーにおきましてもオンライン資格確認の結果をレセプトコンピュータに取り
こむ際に、医療機関等職員が目視で資格情報を確認した上で取りこむ等、考慮いただけますよ
うお願いいたします。
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オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

件数は2020/12/14時点

1)記号番号に「●」が存在している

①一部の保険者にて発生（国保組合、市町村国保のみで発生）

３) 氏名（カナ）が設定されていない、もしくは特殊文字が登録されている

①氏名（カナ）が未設定の加入者の割合：0.4%
②氏名（カナ）の一部に以下のような特殊文字が設定されている加入者の割合：0.006%

【例】 ＊（アスタリスク）、 ( 、 ) 、 [ 、 ] 、 ? 、 ! 、 ｢ 、 ｣ 、 ` 、 # 、 + 、 /

４) 住所が設定されていない、もしくは特殊文字が登録されている

①住所が未設定の加入者の割合：4.64%
②住所の一部に「●」が存在する加入者の割合：25.2%
※「●」ほとんどは、「-」と外字文字（「“蓮”田」「“葛”城」「“茨”城」「“茨”木」など）

③住所に住所以外が登録されている加入者の割合：0.054%
【例】 「アメリカ」、「米国」、「海外」、「新入社員」、「後日」、「仮登録」、「省略」、「非居住者」「？？？？？？？」等

（「市区郡町村」を含まない住所で抽出してカウント）

④同一住所が200人以上に設定されている加入者の割合：0.017%
⑤漢字フィールドが全角スペースで埋字されている加入者の割合： 2.44%

2020年10月より医療保険者等に登録いただいている加入者資格情報について、2021年3月のオンライン資格確認の開始に伴い
国民・医療機関等に表示されることになります。
現在、ご登録いただいた情報を確認している中で、オンライン資格確認上課題となる以下の事象が確認されておりますので、
医療保険者等には次頁以降に記載の修正対応をお願いしたく存じます。
（国民・医療機関等への表示方法については「【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能」を参照（P.8以降））

５)郵便番号が未設定、もしくは存在しない郵便番号

①郵便番号が未設定の加入者の割合：5.16%
②実在しない郵便番号（「000-0000」「999-9999」等）が設定されている加入者の割合：0.026%

６)限度額適用認定証情報が未設定

①限度額適用認定証等情報が未設定の加入者の割合：10.42%

２)氏名について確認が必要なものがある

①被保険者証の券面氏名と思われない内容が登録されている加入者の割合：0.0008%
【例】 姓のみで登録されている、 「□」、「□□・・・」で登録されている

なお、オンライン資格確認システムへは国民全体の89%が連携済みとなります。
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オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

【事象別対応方針】

個別に医療保険者等にご連絡して対応していただく。

1)記号番号に「●」が存在している

①一部の保険者にて発生（国保組合、市町村国保のみで発生）

２)氏名について確認が必要なものがある

①被保険者証の券面氏名と思われない内容が登録されている加入者の割合：0.0008%
【例】 姓のみで登録されている、 「□」、「□□・・・」で登録されている

個別に医療保険者等にご連絡して対応していただく。

2021年3月のオンライン資格確認開始までに
全件解消に向け対応中
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オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

【事象別対応方針】

３) 氏名（カナ）が設定されていない、もしくは特殊文字が登録されている

①氏名（カナ）が未設定の加入者の割合：0.4%

【対応方針】
・加入者からの届出の氏名（カナ）を登録する。
・難読な氏名（カナ）等で登録できない場合は未設定のままとする。
・氏名がカタカナの場合も、氏名欄に記載の内容を半角で登録する。

【オンライン資格確認上の問題点】
・医療機関等の顔認証付きカードリーダー、マイナポータルにて患者・国民に対して氏名（カナ）を表示するため、正しく表示されないと自分の
資格情報なのか判断できない。
また、氏名の中に「●」がいくつかある場合は、医療機関の職員が患者を特定できない。
※オンライン資格確認において氏名が「●」で表示される可能性があるが、そもそもの氏名が外字の方もいるため修正対象外とする。

・医療機関等がシステム障害・大規模災害時に使用する①「氏名or氏名（カナ）」②「生年月日」③「性別」④「住所or保険者名称」による資格確認時に
検索できない。

※氏名（カナ）の修正対応にあたっては、「医療保険情報提供等実施機関によるJ-LIS照会を利用した個人番号等の突合及び個人
番号の誤登録の検知」にて照会した結果（氏名（カナ）、住所等）を医療保険者等に提供しますので、対応にあたってご活用い
ただきたい。

【対応方針】
・氏名の区切りで半角スペース以外の特殊文字を使用する場合は、「-」「.」「_」「･」「,」のみ使用可とする。
・難読な氏名（カナ）等で登録できない場合は氏名（カナ）を未設定とする。（代替で特殊文字（*****等）を使用しない ）

・一部の医療保険者等の登録内容に「ﾎﾝﾐｮｳ ｲﾁﾛｳ(ﾂｳｼｮｳﾒｲ ｲﾁﾛｳ)」のように、本名と通称名を併記する形の加入者が存在する。
氏名についても同様に「本名 一郎（通称名 一郎）」のように登録されている。

→券面に本名・通称名を併記している場合はそのとおり記載し、券面に片方しか記載していない場合は、
券面記載の情報を氏名・氏名（カナ）に、未記載情報を氏名（その他）・氏名（カナ）（その他）に登録していただきたい。

※データ抽出にてEXCELのフィルター設定を利用する場合、
「*」「!」を指定する際には「~*」「~!」と指定する

②氏名（カナ）の一部に以下のような特殊文字が設定されている加入者の割合：0.006%
【例】 ＊（アスタリスク）、 ( 、 ) 、 [ 、 ] 、 ? 、 ! 、 ｢ 、 ｣ 、 ` 、 # 、 + 、 /
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４) 住所が設定されていない、もしくは特殊文字が登録されている

オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

【事象別対応方針】

②一部の住所に「●」が存在する加入者の割合：25.2%
※「●」ほとんどは、「-」と外字文字（「“蓮”田」「“葛”城」「“茨”城」「“茨”木」など）

【オンライン資格確認上の問題点】
・医療機関等に誤った住所が提供される。
・医療機関等がシステム障害・大規模災害時に使用する①「氏名or氏名（カナ）」②「生年月日」③「性別」④「住所or保険者名称」による資格確認時に
検索できない。

①住所が未設定の加入者の割合：4.64%

【対応方針】
・加入者からの届出で住所を把握している場合はできる限り登録する。
・加入者の住所情報が不明の場合は未設定のままとする。

対応方針について協会けんぽ様、情報集約システム、保険者システムベンダーと協議中のため、方針が決定し次第、
医療保険者等に周知する。

※住所の修正対応にあたっては、「医療保険情報提供等実施機関によるJ-LIS照会を利用した個人番号等の突合及び個人番号の誤
登録の検知」にて照会した結果（氏名（カナ）、住所等）を医療保険者等に提供しますので、対応にあたってご活用いただきた
い。

・「-」については中間サーバ上で●にならないように改修対応中
・外字の●についても中間サーバで●にならないような変換の仕組みを構築中
（保険者様から髙→高のような変換表をいただき中間サーバで変換する仕組み）
変換表の提供時期、加入者情報の再登録時期については調整中
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４) 住所が設定されていない、もしくは特殊文字が登録されている

オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

【事象別対応方針】

③住所に住所以外が登録されている加入者の割合：0.054%
【例】 「アメリカ」、「米国」、「海外」、「新入社員」、「後日」、「仮登録」、「省略」、「非居住者」

「？？？？？？？」 等（「市区郡町村」を含まない住所で抽出してカウント）

【対応方針】
・加入者が海外赴任の場合に、「海外の住所（英語登録）」「海外」「アメリカ」等、海外在住であることが
判断可能な場合については修正不要とし、未設定も可とする。

・「新入社員」、「新規採用」、「後日」、「仮登録」、「同上」「健保名称」、「事業所名称」、「部署名称」等、
加入者の住所以外の情報を登録している場合は、加入者の住所に修正登録するか、住所が不明の場合は未設定とする。

・「事業所住所」、「健保住所」等を一律で登録している場合は、加入者の住所に修正登録するか、住所が不明の場合は
未設定とする。

（医療機関等・国民に表示されて問題ない内容で修正登録をお願いしたい。）

⑤漢字フィールドが全角スペースで埋字されている加入者の割合： 2.44%

【対応方針】
・「事業所住所」、「健保住所」等を一律で登録している場合は、加入者の住所に修正登録するか、住所が不明の場合は
未設定とする。

・加入者が海外赴任で「海外」「アメリカ」等を登録している場合は修正不要とする。
・該当住所が寮の住所で加入者が居住している場合は修正不要とする。

（医療機関等・国民に表示されて問題ない内容で修正登録をお願いしたい。）

④同一住所が200人以上に設定されている加入者の割合：0.017%

※住所の修正対応にあたっては、「医療保険情報提供等実施機関によるJ-LIS照会を利用した個人番号等の突合及び個人番号の誤
登録の検知」にて照会した結果（氏名（カナ）、住所等）を医療保険者等に提供しますので、対応にあたってご活用いただきた
い。

個別に医療保険者等にご連絡して対応していただく。
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【対応方針】
・加入者の住所に対応する郵便番号に修正登録する。
・加入者の郵便番号が不明の場合は郵便番号を未設定とする。
・加入者が海外在住の場合は「000-0000」を登録する等、医療機関にとってもわかるルールで登録している場合は
修正不要とする。
ただし、日本国内の住所が登録されているのに、それに対して「000-0000」等の
住所に対応しない郵便番号を登録している場合は正しい郵便番号に修正対応をお願いしたい。

オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

【オンライン資格確認上の問題点】
・医療機関等に誤った郵便番号が提供される。

【事象別対応方針】

５)郵便番号が未設定、もしくは存在しない郵便番号

①郵便番号が未設定の加入者数の割合：5.16％

【対応方針】
・加入者からの届出の郵便番号を登録する。
・加入者の郵便番号が不明の場合は未設定のままとする。

②実在しない郵便番号（「000-0000」「999-9999」等（ゾロ目））が設定されている加入者の割合：0.026%
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オン資格稼働に向けての加入者情報修正について

①限度額適用認定証等情報が未設定の加入者の割合：10.42%

【オンライン資格確認上の問題点】
・医療機関等に限度額適用認定証等情報が提供されないため、患者が不要に高額の治療費を支払うことになる。
※オンライン資格確認開始に伴い、患者は現物証がない場合でも限度額が適用されることになるため、
医療保険者等には全加入者の限度額適用認定証等情報を登録していただく必要がある。

【事象別対応方針】

６)限度額適用認定証情報が未設定

【対応方針】
・システム対応が完了している保険者様から加入者の限度額適用認定証等情報を登録する。

※対象の医療保険者等が一部のシステムベンダーに偏っているので、対象件数が多いシステムベンダーには対応時期等を確認中。
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【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

１.資格確認結果画面（通常の表示）
医療機関の
職員向け画面

３）氏名（カナ）

６）限度額適用
認定証等情報

５）郵便番号 ４）住所

２）氏名

１）記号番号
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【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

１.資格確認結果画面（表示上問題あり）

３）氏名（カナ）

６）限度額適用
認定証等情報

５）郵便番号 ４）住所

医療機関の
職員向け画面

２）氏名

１）記号番号
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【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

２.マイナポータルでの資格表示（通常の表示）

2021/3以降、国民はマイナポータルにて自分の保険資格の確認をすることができる。
保険資格はPDFでマイナポータルに表示する。

３）氏名（カナ）

６）限度額適用
認定証等情報

２）氏名

１）記号番号
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【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

２.マイナポータルでの資格表示（表示上問題あり）

2021/3以降、国民はマイナポータルにて自分の保険資格の確認をすることができる。
保険資格はPDFでマイナポータルに表示する。

３）氏名（カナ）

６）限度額適用
認定証等情報

２）氏名

１）記号番号
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顔を枠内に入れてください。

【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

３. 顔認証付きカードリーダーの資格確認完了画面（通常の表示） 患者向けの画面

本人確認の方法を
選んでください。

暗証番号を入力

顔認証を行う

終了する

本人確認の情報は、他の
目的には使用しません。

ｻﾄｳ ｽｽﾑ様
確認が完了しました。

終了する場合は、マイナ
ンバーカードを取り出し、
待合室でお待ちください。

高額療養費制度を利用する方
はこちら

３）氏名（カナ）

薬剤情報・特定健診
情報の閲覧同意
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顔を枠内に入れてください。

【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

３. 顔認証付きカードリーダーの資格確認完了画面（表示上問題あり） 患者向けの画面

本人確認の方法を
選んでください。

暗証番号を入力

顔認証を行う

終了する

本人確認の情報は、他の
目的には使用しません。

********様
確認が完了しました。

終了する場合は、マイナ
ンバーカードを取り出し、
待合室でお待ちください。

高額療養費制度を利用する方
はこちら

３）氏名（カナ）

薬剤情報・特定健診
情報の閲覧同意

・氏名（カナ）に
「********」が
登録されている
場合の表示
（実データに
存在）

・氏名（カナ）が
空の場合、名前欄
は何も表示しない
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【参考】オンライン資格確認上で問題が発生する機能

４.システム障害、大規模災害時の資格確認（検索時に問題あり）

医療機関等はマイナンバー
カード等から患者の
「氏名or氏名（カナ）」
「生年月日」
「性別」
「住所」
を控える。

オンライン資格確認
レセコン復旧後に
医療機関等は控えた情報を
もとに当機能を用いて資格
確認を行う。

※大規模災害時には被災者
の診療のために薬剤情報の
取得も行うことが可能。

システム障害
大規模災害の運用

医療機関の
職員向け画面

３）氏名（カナ）

４）住所

２）氏名


