資格確認端末のセットアップ

オンライン資格確認システム

医療機関等向け

本資料では、資格確認端末セットアップ手順を説明します。

資格確認端末セットアップの作業の流れについて説明します。

2

事前準備

必要なものを準備する

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末をセットアップする

動作確認

事前準備
以下のものが揃っているか、確認してください。
●資格確認端末（パソコン）
資格確認端末は、オンライン資格確認システムを利用するために必要
です。動作を確認している環境は、以下のとおりです。
-Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版
-Windows10 Enterprise 2019 LTSC 64bit 版
※Windows10のOSセットアップは完了しておいてください。

●顔認証付きカードリーダー装置
顔認証付きカードリーダー装置（以下、「顔認証機器」）は、オン
ライン資格確認システムで顔認証を利用する場合に必要です。資格
確認端末に接続して使用します。

●通信回線
通信回線は、オンライン資格確認システムを利用するために必要で
す。資格確認端末に接続して、オンライン資格確認システムのサー
バとつなぐために使用します。

※ NTT東日本の回線を使用している場合、レセプトオンライン請求のVPN設定が完了し
ていることを確認してください。

●マスタアカウントの通知書
マスタアカウントの通知書は、オンライン資格確認システムを利用
するアカウント作成のために必要です。

●電子証明書、拡張プラグインインストーラー、
連携アプリケーションインストーラー
電子証明書、各インストーラーは、医療機関等ONSサイトよりダウ
ンロードし、資格確認端末のデスクトップ等にコピーしてください。
※オンライン資格確認システム利用までの全体の流れは本資料の最後にフローを用意しています。

参照先を記載しています。

以下の順で、資格確認端末の接続に必要なソフトウェアをインストールします（複数の端末を使
用する場合は、台数分同じ作業を実施してください）。
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作業の流れ
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資格確認端末のセットアップ
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Windows10にユーザアカウントを追加する
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ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）の設定および
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顔認証機器利用のための設定をする
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連携アプリケーションをインストール
する
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認証局の証明書をインストールする

オンライン請求ネットワーク関連システム
共通認証局ユーザーマニュアル
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アカウントを作成する

P.17

管理者編 2章

文字コード、特健情報閲覧要否を設定する
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管理者編 3章

顔認証機器を設定する
ブラウザ、既存システムから資格情報
を検索できるか確認する

操作

配信エージェントをインストールする

12

連携アプリケーション
導入手順書

オンライン資格確認システムに接続する

操作
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1

Windows10にユーザアカウントを追加する

4

オンライン資格確認システムを利用するため、Windowsに以下のユーザ情報を登録します。

1

ユーザ名

OqsComApp

パスワード

任意

資格確認端末のセットアップ

家族とその他のユーザーが表
示されます。
その他のユーザーをこのPC
に追加 をクリックします。

※大文字小文字を識別します。
左記のとおり指定してください

Windowsを起動します。
検索をクリックし、検索
ボックスにアカウントと入力
します。

2

資格確認端末のセットアップ

5

このユーザーはどのようにサ
インインしますか？が表示さ
れます。
このユーザーのサインイン情
報がありません をクリック
します。

検索結果が表示されます。
アカウントの管理をクリック
します。

6

3

ユーザーの情報が表示されま
す。
家族とその他のユーザーをク
リックします。

アカウントの作成が表示され
ます。
Microsoftアカウントを持た
ないユーザーを追加する を
クリックします。

7

へ進む

P. 2

医療機関等向け

1

Windows10にユーザアカウントを追加する（つづき）

7

9

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

家族とその他のユーザーが表
示されます。
OqsComApp というユー
ザーが作成されたことを確認
します。

このPC用のアカウントの作
成が表示されます。
このPCを使うのはだれです
か？に、OqsComAppと入
力します。
注意
ユーザ名は大文字と小文字を区別し
ます。

パスワードは任意のパスワー
ドを入力します（2か所）。

8

アカウントの種類を変更する
作成したOqsComAppユーザーのアカウントを管理者として設定します。
1

作成したOqsComApp をク
リックし、表示されるボタン
から、アカウントの種類の変
更 をクリックします。

2

アカウントの種類の変更が表
示されます。

で設定したパスワードを
忘れた場合の、「質問」とそ
れに対応する本人しか知らな
い「答え」を設定します。
セキュリティの質問を選択し、
答えを入力します（3か所）。
設定後、次へ をクリックし
ます。

3

へ進む
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1

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

作成したアカウントでログインし直す

Windows10にユーザアカウントを追加する（つづき）

作成したアカウントで、Windowsにログインし直します。

3

アカウントの種類をクリック
し、管理者をクリックします。

4

OKをクリックします。

5

1

スタートボタンをクリックし、
アカウントアイコンをクリッ
クします。

2

作成したユーザー（ここでは、
OqsComApp）をクリックし
ます。

家族とその他のユーザーが
表示されます。
OqsComAppに管理者－
ローカルアカウントと表示さ
れたことを確認します。

Windows10にユーザーが追加されました。
作成したユーザーでログインし直します。

3 ログイン画面が表示されたら、
作成したユーザーでログイン
します。

作成したユーザーでログインできました。
2 ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）を設定する に進みます

P. 4
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2

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）を設定する

2

アイコン等で確認する方法

◆Chromium版の場合

バージョン情報にこのブラウ
ザーはchromiumオープン
ソース・・・と表示されてい
る場合は、Microsoft Edge
のインストールは不要です。

Microsoft
Edgeがない

P.24

左側のアイコンの場合は、 chromium版の
Microsoft Edgeです。インストールの必要
はありません。

Microsoft Edge
chromium版

設定が表示されます。

資格確認端末のセットアップ

◆Chromium版の場合
Microsoft Edgeについてを
クリックします。

Microsoft Edge chromium版がインストールされているか確認します。

Windowsのデスクトップ、スター
トメニューにMicrosoft Edgeが表
示されていない場合は、インス
トールを実施してください。

資格確認端末のセットアップ

◆レガシー版の場合
全般が表示されます。
このアプリについて に
Microsoft EdgeHTML…と
表示されている場合は、
chromium版のMicrosoft
Edgeのインストールが必要
です。

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）
を既定のブラウザにします に進んでくだ
P.6
さい。

◆レガシー版の場合

左側のアイコンの場合は、 chromium版の
Microsoft Edgeではないためインストール
を実施してください。
P.24

Microsoft Edge
レガシー版
バージョン情報で確認する方法
Microsoft Edgeを起動し、バージョン情報を確認します。

1

3

× ボタンをクリックして
Microsoft Edgeを閉じます。

Microsoft Edgeを起動しま
す。
（設定など）から設定をク
リックします。

Microsoft Edgeがchromium版ではなかった場合、
P.24 Microsoft Edgeのインストールに進み、インストールしてください。
Microsoft Edgeがchromium版だった場合、
P.6 Microsoft Edge chromium版を既定のブラウザにします に進みます。
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2

1

Microsoft Edge chromium版を常に使用するブラウザとして設定します。
1

2

Microsoft Edgeを起動し、以下のMicrosoftのダウンロードサイトに接続し
ます。
.NET Frameworkのダウンロードサイト

https://dotnet.microsoft.com/download/
dotnet-framework/thank-you/net48-web-installer

Microsoft Edgeを起動し、
既定のブラウザーをクリック
します。

既定のブラウザーが表示され
ます。

資格確認端末のセットアップ

.NET Framework4.8をインストールします

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）を設定する（つづき）

Microsoft Edge chromium版を既定のブラウザにします

資格確認端末のセットアップ

2

.NET Framework4.8のイン
ストールファイルのダウン
ロードが開始されます。

3

ダウンロードされた.NET
Framework4.8のファイルを
開く をクリックします。

既定に設定する をクリック
します。

インストールが実行されます。
3

× ボタンをクリックして

Microsoft Edgeを閉じます。

メッセージ画面が表示された場合
「このアプリがデバイスに変更を加える
ことを許可しますか？」というメッセー
ジ画面が表示された場合は、YESボタン
をクリックしてインストールを続行しま
す。

4

Microsoft Edgeを起動して
設定画面の既定のブラウザー
をクリックすると、
Microsoft Edgeは既定のブ
ラウザーとなっています と
表示されます。

4

ダウンロードが完了したら、
× ボタンをクリックして
ブラウザを閉じます。
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2

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）を設定する（つづき）

ブラウザ拡張ツールを実行します
医療機関等ONSサイトからダウンロードした拡張プラグインインストーラー（OQSFaceApp）
を実行し、ブラウザ設定と次項で設定する拡張プラグインをコピーします。
1

OQSFaceAppをダブルク
リックします。

3

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

ブラウザ拡張プラグインを設定する

ブラウザ拡張プラグインを設定します。ブラウザ拡張プラグインは、資格確認（PIN
有り認証／PIN無し認証）のときに使用します。以下の流れで設定します。

01

02

資格確認端末にコピーされた拡張機能
を確認します。

Microsoft Edgeに、拡張機能を組み
込みます。

拡張機能の確認

拡張機能の組み込み

01 拡張機能の確認

2

OqsFaceApp セットアップ
が表示されます。
ソフトウェア使用許諾条件の
内容をよく読み、同意する場
合は使用許諾契約書に同意し
ます をチェックして、イン
ストールをクリックします。

資格確認端末にコピーされた拡張機能を確認します。医療機関等ONSサイトからダウンロー
ドしたインストーラ（OQSFaceApp）を実行することで以下のフォルダに拡張機能（3種
類）がコピーされます。
以下のフォルダを開き、３つのファイルがコピーされていることを確認します。
フォルダ名
c:¥Program Files¥OQS-Auth¥ext

3

ファイル名

説明

delegate.crx

目視確認操作用アプリケーション

nopinauth.crx

PIN無認証用アプリケーション

pinauth.crx

PIN有認証用アプリケーション

セットアップが完了すると、
セットアップウィザード完了
が表示されます。
完了をクリックします。

4

設定を有効にするため、
Windowsを再起動します。

P. 7

医療機関等向け

3

1

Microsoft Edgeの拡張機能に、前ページで確認した３つのブラウザ拡張プラグインを追加し
ます。

エクスプローラーで、ブラウ
ザ拡張プラグインがコピーさ
れたフォルダーを開きます。
delegate.crxをMicrosoft
edgeの画面にドラッグして
ドロップします。

開発者モードを有効にします
1

資格確認端末のセットアップ

ブラウザ拡張プラグインを組み込みます

ブラウザ拡張プラグインを設定する（つづき）

02 拡張機能の組み込み

資格確認端末のセットアップ

Microsoft Edgeを起動し、
（設定など）から拡張機能
をクリックします。
2

確認メッセージが表示されま
す。
拡張機能の追加をクリックし
ます。

2

拡張機能が表示されます。

3

開発者モードの設定を有効
（トグルボタンが右側にあ
る）にします。

追加完了メッセージが表示さ
れます。
× をクリックします。

4

Microsoft Edgeに拡張機能
（目視確認操作用アプリケーショ
ン）が追加されました。
同様に、nopinauth.crx、
pinauth.crxを追加します。
～
の操作を繰り返しま
す。

5

へ進む
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3

ブラウザ拡張プラグインを設定する（つづき）

すべての拡張機能が組み込ま
れると、右図のように3つの
機能が表示されます。

5

4

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

顔認証機器利用のための設定をする

顔認証機器を導入する医療機関等は、顔認証連携アプリが資格確認結果を格納する
フォルダ（C:¥OQS¥face）の共有設定を行います。
フォルダの共有設定をします
1

エクスプローラーで、ローカ
ルディスク（C:）にある
OQSフォルダを開きます。

2

faceフォルダを右クリック
し、表示されるメニューから
プロパティをクリックします。

3

プロパティが表示されます。

開発者モードを無効にします
1

拡張機能のメニューが表示さ
れます。
開発者モードの設定を無効
（トグルボタンが左側にあ
る）にします。

共有タブをクリックします。

注意
ブラウザ再起動時に、開発者モードの無効を促すメッセージ
が表示される場合があります。開発者モードの無効を促す
メッセージが表示された場合は、 ボタンをクリックして
メッセージを閉じてください。

ブラウザの拡張プラグインの組み込みが完了しました。
4 顔認証機器利用のための設定をする に進みます

4

へ進む
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4

顔認証機器利用のための設定をする（つづき）

4

資格確認端末のセットアップ

6

アクセス許可のレベルの▼を
クリックし、読み取り／書き
込みを選択します。

7

アクセス許可レベルに、読み
取り／書き込みと表示されま
す。

資格確認端末のセットアップ

共有タブが表示されます。
共有ボタンをクリックします。

共有をクリックします。

5

ネットワークアクセスが表示
されます。
共有を許可するアカウント名
(医療機関で個別に決定した
もの)を選択し、追加 をク
リックします。

8

終了をクリックします。
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4

顔認証機器利用のための設定をする（つづき）

9

プロパティが表示されます。
閉じるをクリックします。

5

資格確認端末のセットアップ

連携アプリケーションをインストールする

作業が必要な医療機関等のみ

HIS等、既存システムから接続する場合の連携アプリケーションを設定します。
手順の詳細は連携アプリケーション導入手順書を参照し、3.1連携アプリケーション
インストーラの実行および3.2共有フォルダの設定を行ってください。

参照先

フォルダの共有設定ができました。

資格確認端末のセットアップ

連携アプリケーション導入手順書

連携アプリケーションのインストールが完了した又は
インストールが不要な場合は次のステップに進みます。
6 認証局の電子証明書をインストールする に進みます

5 連携アプリケーションをインストールする に進みます

共有するフォルダを変更したい場合やフォルダ格納時に暗号化の設定をしたい場合
共有するフォルダの場所などは、既定の場所以外を設定することができます。
また、データ格納時に暗号化するなどセキュリティ設定をすることもできます。
これらの設定をする場合は、顔認証DLL定義説明書 を参照してください。

P. 11
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6

3

認証局の電子証明書をインストールする

認証局の電子証明書をインストールします。電子証明書はお使いの端末が、資格確認端末として
セットアップされていることを証明するために必要です。電子証明書をまだ取得していない場合は、
以下のサイトから発行依頼またはダウンロードを行い、セットアップしてください。
・電子証明書発行申請サイトURL: https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/rcr
・電子証明書の取得サイトURL: https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/rcd

01

発行依頼

証明書発行を依頼します。

02

ダウンロード

証明書を資格確認端末
にダウンロードします。

03

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

インポートする証明書ファイ
ルが表示されます。
ファイル名に電子証明書の
ファイル名が表示されている
ことを確認し、次へをクリッ
クします。

セットアップ

証明書を資格確認端末
にセットアップします。
※本資料で説明します

証明書の発行依頼については、オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局電子証明
書の発行等申請の手引きを、証明書の取得、更新等の手順については、オンライン請求ネット
ワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアルを参照してください。

4

01 セットアップ

パスワードに電子証明書ダウ
ンロード時に設定した証明書
パスワードを入力します。

電子証明書を資格確認端末にセットアップします。
1

保存した電子証明書ファイル
が保存されているフォルダを
開きます。
電子証明書ファイルを
右クリックし、表示されたメ
ニューからPFXのインストー
ルをクリックします。

2

証明書のインポートウィザー
ドが表示されます。
保存場所は現在のユーザーを
選択し、
次へ をクリックします。

秘密キーの保護が表示されま
す。

5

インポートオプションについ
て、以下の内容を設定します。
設定後、次へをクリックしま
す。
 秘密キーの保護を強力にす
る
：チェックをしない
 このキーをエクスポート可
能にする
：チェックをする
 すべての拡張プロパティを
含める
：チェックをする

秘密キーの保護を強力にするのチェックを外せない場合
セキュリティを強化する設定がされているため、オンラ
イン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザー
マニュアルのPage 8を参照し、パスワードを設定します。

6

へ進む
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6
6

認証局の電子証明書をインストールする（つづき）

８

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

セキュリティ警告が表示され
ます。

※本画面が表示されず正しくインポー
トされました画面が表示された場
合は、次に進んでください。

証明書ストアが表示されます。

Windowsの信頼されたルート
証明機関に証明書発行者（認
証局）の証明書を登録するた
め、はい をクリックします。

証明書の種類に基づいて、自
動的に証明書ストアを選択す
るを選択し、次へをクリック
します。

注意
いいえ をクリックした場合は、インストール中止となり、電子証明書がセットアップされ
ません。電子証明書のインストールを再度実施する必要があります（P.12の ①に戻り、
再セットアップしてください。）。

9
7

証明書のインポートウィザー
ドの完了が表示されます。

正しくインポートされました
が表示されます。
OKをクリックします。

電子証明書のファイル名等を
確認し、完了をクリックしま
す。
02 セットアップ結果の確認

電子証明書が、ブラウザに正しく登録されたかを確認します。
1

Microsoft Edgeを起動し、
（設定など）から設定を
クリックします。

新しい秘密交換キーをインポートします。が表示された場合
既存のオン請求端末などをセットアップした場合、右図の画面
が表示されるときがあります。
この場合は、オンライン請求ネットワーク関連システム共通認
証局ユーザーマニュアルのPage 8の（７）～（９）を参照し
てください。

2

へ進む

P. 13

医療機関等向け

6

認証局の電子証明書をインストールする（つづき）

2

資格確認端末のセットアップ

電子証明書をセットアップできました。
続いて、オンライン資格確認システムに接続できるかを確認します。

設定が表示されます。
プライバシー、検索、サービ
スから証明書の管理をクリッ
クします。

資格確認端末のセットアップ

7 オンライン資格確認システムに接続する に進みます

7

オンライン資格確認システムに接続する

オンライン資格確認システムに接続します。以下の２つの接続先があります。接続する際に使用す
るアカウント情報が異なります。
それぞれの環境に接続確認ができたら、ショートカットをデスクトップに作成します。
注意

3

証明書が表示されます。
個人タブに、発行者が
Online Billing NW
Common Root CAと表示
されている証明書が登録され
ていることを確認します。
確認後、閉じる をクリック
します。

IP-VPN接続方式（フレッツ光接続）でオンライン資格確認システムに接続する医療機関等の方へ
ＩＰ－ＶＰＮでオンライン資格確認システムに接続する場合は、「回線認証接続」を行う必要があ
ります。「回線認証接続」は以下を参照してください。
（参照先）オンライン資格確認等システム接続ガイド(IP-VPN接続方式） 3-1回線認証接続

本番環境

オンライン資格確認システムの実際の環境です。実際の業務で使用します。

https://hweb.oqs.onshikaku.org/web/
使用するアカウント：本番環境用アカウント

接続検証環境

オンライン資格確認システムのテスト環境です。
擬似環境のため、操作性は本番環境と同じですが、登録作業等をしてもデータ
には反映されません。

https://hweb.oqs-st.onshikaku.org/web/
注意

使用するアカウント：接続検証環境用アカウント

MPKIクライアント（Cybertrsut Managed PKI Client）のインストール
MPKIクライアントとは、電子証明書の有効期限が到来す
る前に更新通知を送信したり、電子証明書の更新時期が
到来した際に、更新を簡単に行うことができる機能です。
2021年1月以降に、以下のマニュアルを参照し、
インストールしてください。
（参照先）オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル Page14
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7

オンライン資格確認システムに接続する（つづき）

4

オンライン資格確認システムにログイン

オンライン資格確認システムの本番環境と、接続検証環境にログインできることを確認します。
※マスタアカウントは環境によって、使用するIDが異なります。

1

ブラウザ（Microsoft
Edge）のアドレスバーに、
オンライン資格確認システム
の本番環境又は接続検証環境
のURLを入力してアクセスし
ます。

2 ログイン画面が表示されます。

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

パスワード変更が表示されま
す。
新パスワード、新パスワード
（確認）に新しいパスワード
を入力し、変更をクリックし
ます。

本番環境にログインする場合

パスワードのルール
パスワード設定のルールは以下のとおりです。
・ 数字、英字小文字、英字大文字、特殊文字をそれぞれひとつ以上組み合わせる。
※特殊文字として使用できる記号は以下のとおりです。
`~!@#$%^&*_{}[]|:; '<>,.?-()/
・ 8文字以上20文字以下であること。

https://hweb.oqs.onshikaku.org/web/
接続検証環境にログインする場合

https://hweb.oqs-st.onshikaku.org/web/

5

利用申請時に入手したそれぞ
れの環境用のマスタアカウン
トのIDとパスワードを入力
し、ログインをクリックしま
す。

新しいお知らせが登録されて
いる場合は、お知らせ一覧が
表示されます。
お知らせが登録されていない
場合はメニューが表示されま
す（ に進みます。）。
閉じるをクリックします。

ログイン画面が表示されない
・URLに間違いがないか確認してください。
・証明書が正しくインストールされている
ことを確認してください。

6
3

パスワード変更メッセージが
表示されます。

メニューが表示され、オンラ
イン資格確認システムにログ
インできました。

OKをクリックします。
エラーが表示される
入力したID、パスワードに間違いがない
か確認してください。

本番環境と接続検証環境のそれぞれにログインできることを確認できたら
続いてシステムへ接続するためのショートカットを作成します。

P. 15
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オンライン資格確認システムに接続する（つづき）

3

ショートカットを作成する

本番環境と接続確認環境のそれぞれに接続するためのショートカットを、デスクトップに作成しま
す。
1

資格確認端末のセットアップ

このショートカットの名前を
入力してくださいに、任意の
ショートカットの名前を入力
します。
※右の図では資格確認（接続
検証環境）としています。
入力後、完了をクリックしま
す。

デスクトップで右クリックし
ます。表示されるメニューか
ら新規作成→ショートカット
をクリックします。

4

２

資格確認端末のセットアップ

デスクトップにショートカッ
トが作成されました。

ショートカットの作成が表示
されます。
項目の場所を入力してくださ
いに以下の内容を入力します。
本番環境のショートカットを作る場合

https://hweb.oqs.onshikaku.
org/web/
接続検証環境のショートカットを作る場合

https://hweb.oqsst.onshikaku.org/web/
入力後、次へをクリックしま
す。

5 接続検証環境のショートカット作成が完了しましたので、
本番環境のショートカットを作成します。
2つのショートカットが作成できたら、

に戻り、

に進みます。

6 作成されたショートカットそ
れぞれをダブルクリックして、
オンライン資格確認システム
のログイン画面が表示される
ことを確認してください。
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7

オンライン資格確認システムに接続する（つづき）

ログイン画面が表示されない

8

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

アカウントを作成する

オンライン資格確認システムを利用する利用者、顔認証機器、連携アプリケーション
などをアカウントとして登録します。本番環境、接続検証環境のそれぞれで登録して
ください。※作成するアカウントによって使用可能な機能が異なります。

ショートカット作成時に入力したURLに誤りがないか確認してください。

マスタアカウントと
マスタアカウントリ
セット用アカウント
は利用申請時に作成
されます。
管理アカウント作成
後は大切に保管して
ください

《確認方法》
ショートカットアイコンを右クリックし、表示されるメニューからプロパティを選択します。
表示されるプロパティ画面のURLを確認してください。

オンライン資格確認システムへの接続が完了しました。
8 アカウントを作成する に進みます

各種アカウントを作成し
たり、管理者のみが使用
できる機能を使えるアカ
ウントです。

1台の資格確認端末を複数の職員で共有する場合で、職員ごとにWindowsのログイン
IDを切り替えて使用するときは、P.2「1 Windows10にユーザアカウントを追加す
る」～P.14「7オンライン資格確認システムに接続する 」の操作を職員数分操作して
登録します。
オンライン資格確認システムを既存のシステムから使うためのアカウントです。
顔認証付きカードリーダーを使う場合は顔認証用アカウント、HISと連携する場合は、
WebAPI用・連携アプリケーション用のアカウント登録が必要です。
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8

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

文字コード、特健情報等の閲覧同意の利用有無を設定する

アカウントを作成する（つづき）

9

アカウント作成のながれ

オンライン資格確認システムの文字コードは、初期値としてUTF-8を使用しています。
文字コードをShift-JISに変更する必要がある場合は、操作マニュアルを参照してください。また、
薬剤情報、特定健診情報、特定疾病療養受療証の情報を利用するには、閲覧の同意を得な
ければならないため、情報を利用するか否かの設定も合わせて行ってください。

アカウント情報の作成は、以下の流れで実施します。アカウント作成操作の詳細は、
操作マニュアル管理者編を参照してください。
操作
操作

1

操作

2

操作

3

操作

4

参照先

マスタアカウントでログインし、管理アカウントを作成する

※文字コードの変更は管理アカウントでのみ実施可能です。
参照先

医療機関等向け オンライン資格確認等システム操作マニュアル
管理者編 3章 環境情報を設定する

管理アカウントでログインする
環境情報の設定が完了しました。
10 顔認証機器を設定する に進みます

管理アカウントのパスワードを変更する

10
一般アカウントなど必要なアカウントを作成する

顔認証機器を設定する

顔認証機器を設定します。資格確認端末に必要なソフトウェア等をインストールし、
顔認証機器を使用できるようにします。なお、設定にあたっては各社の取扱説明書、
操作マニュアル等を参照してください。

医療機関等向け オンライン資格確認等システム操作マニュアル
管理者編 2章 アカウントを管理する

注意
顔認証付きカードリーダーを使う場合は、顔認証用アカウント、
HISと連携する場合は、WebAPI用・連携アプリケーション用のアカウント登録が必要です。
連携アプリケーション用アカウントを作成した場合は、資格情報マネージャーの設定が必要ですので
連携アプリケーション導入手順書 (4.1 資格情報マネージャーの設定)を参照して設定してください。

アカウントの作成が完了しました。

情報確定次第、お知らせします

９ 文字コード、特健情報等の閲覧同意の利用有無を設定する に進みます

顔認証機器の設定が完了しました。
11 ブラウザ、既存システムから資格情報を検索できるか確認をする に進みます
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ブラウザ、既存システムから資格情報を検索できるか確認をする

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

① 資格確認（マイナンバーカード＋顔認証機器）
用意するもの

資格確認端末に接続した顔認証機器、連携アプリケーションの連携について動作確認
をします。本番環境、接続検証環境のそれぞれで確認を実施してください。
本書ではブラウザからの資格確認手順のみを説明しています。連携アプリケーション
等からの確認手順の詳細は連携アプリケーション操作手順書を参照してください。

マイナンバーカード、顔認証機器、資格確認端末

マイナンバーカードとテストデータを紐付けます
接続検証環境でマイナンバーカードを使用して資格確認のテストを行う場合、テス
トで使用するマイナンバーカードと、テスト用データを紐付けておく必要がありま
す。
医療機関等向けテストデータ紐付け登録操作マニュアルを参照して紐付け登録を
行ってください。

顔認証機器を使って資格確認を行います
マイナンバーカードと、顔認証機器を資格確認端末に接続し、資格確認ができるこ
とを確認します。
※顔認証機器のセットアップは、顔認証機器に付属のマニュアル等をご確認ください。

情報確定次第、お知らせします
1

2

3

マイナンバーカードを顔認証装置
（無人）に提示します。

顔認証装置に装備されたカメラに
て本人確認を行います。

顔認証装置に装備されたカメラに
て本人確認を行います。

図

図

図
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ブラウザ、既存システムから資格情報を検索できるか確認をする

資格確認端末のセットアップ

3

メニューが表示されます。
マイナンバーカードで確認を
クリックします。

4

資格情報照会（マイナンバー
カード）が表示されます。

資格確認端末のセットアップ

② 資格確認（マイナンバーカード＋カードリーダ）
用意するもの

マイナンバーカード、カードリーダー、資格確認端末

マイナンバーカードで資格確認を行います
マイナンバーカードと、カードリーダーを資格確認端末に接続し、資格確認ができる
ことを確認します。作業は、以下の２つを実施してください。
(1) マイナンバーカードとカードリーダーで資格確認
(2) マイナンバーカードとカードリーダー及びパスワードを入力し資格確認
※カードリーダーのセットアップは、カードリーダーに付属のマニュアル等をご確認ください。

1

オンライン資格確認システム
の本番環境又は接続検証環境
にアクセスします。

本人確認のマイナンバーカー
ドの券面で目視確認をクリッ
クします。

本番環境にログインする場合

https://hweb.oqs.onshikaku.org/web/
接続検証環境にログインする場合

https://hweb.oqs-st.onshikaku.org/web/

2

ログイン画面が表示されます。
本番環境用又は接続検証環境
用の管理アカウントのIDと
パスワードを入力し、ログイ
ンをクリックします。

5

資格確認端末に接続された
カードリーダーに、マイナン
バーカードを差し込むか、
かざします。
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6

ブラウザ、既存システムから資格情報を検索できるか確認をする

資格確認端末のセットアップ

2

カードリーダーに、マイナン
バーカードを差し込むか、か
ざします。

3

利用者証明用PIN入力画面が
表示されます。

資格確認端末のセットアップ

資格情報確認が表示され、
テスト用資格情報の内容が表
示されます。
戻るをクリックします。

利用者証明用PINコード（4
桁の数字）を入力し、OKを
クリックします。

マイナンバーカードのパスワードを入力し、資格確認できるか確認します

1

資格情報照会（マイナンバー
カード）を表示します。
本人確認のパスワード
（4PIN）を入力をクリック
します。

4

資格情報確認が表示され、
テスト用資格情報の内容が表
示されます。

マイナンバーカードで資格確認ができました。
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ブラウザ、既存システムから資格情報を検索できるか確認をする（つづき）

資格確認端末のセットアップ

3

メニューが表示されます。
保険証／処方箋で確認を
クリックします。

4

検索条件画面が表示されます。
テスト用資格情報の内容
（※）を入力します。
入力後、《検索》をクリック
します。

資格確認端末のセットアップ

③ 資格確認（被保険者証、処方箋）
用意するもの

被保険者証又は処方箋、資格確認端末

被保険者証又は処方箋の健康保険証情報を入力し、資格確認ができることを確認し
ます。ここでは以下のテスト情報を使用して資格確認を実施します。
テスト用資格情報（接続検証環境用）
資格確認日

任意の日付

保険者番号

06999999

保険者証記号

0013

保険者証番号

00501000011

保険者証枝番

01

生年月日

1999年8月20日

1

オンライン資格確認システム
の本番環境又は接続検証環境
にアクセスします。

※本番環境で確認する場合は、テ
スト用資格情報はありませんので、
取得可能な被保険者証情報を入力
して確認してください。

本番環境にログインする場合

https://hweb.oqs.onshikaku.org/web/

※前のページに記載しています

5

資格情報確認が表示され、テ
スト用資格情報の内容が表示
されます。

接続検証環境にログインする場合

https://hweb.oqs-st.onshikaku.org/web/

資格情報が表示されない
資格情報が表示されない場合、検索条件を
正しく指定していない可能性があります。
検索条件画面に戻って、再度検索してくだ
さい。

2

ログイン画面が表示されます。
本番環境用又は接続検証環境
用の管理アカウントのIDと
パスワードを入力し、ログイ
ンをクリックします。

被保険者証又は処方箋で資格確認ができました。
④ 資格確認（既存システムから）

既存システム端末でオンライン資格確認システムのセットアップを行った場合、
既存システムからの資格確認ができることを確認します。
既存システム上での操作は、それぞれのシステムにより異なります。
既存システムのマニュアルを参照ください。
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医療機関等向け

12

配信エージェントをインストールする

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

電子申請からオンライン資格確認システム利用開始までの流れ

情報確定次第、お知らせします

配信エージェントのインストール手順を記載予定

本書で説明しています。

資格確認端末のセットアップが完了しました
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医療機関等向け

必要時
のみ

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）をインストールする

4

2

以下のサイトにアクセスしま
す。
https://www.microsoft.co
m/ja-jp/edge/business/
download

ダウンロードサイトが表示さ
れます。

資格確認端末のセットアップ

通知バーが表示されます。
実行をクリックします。

Microsoft Edge chromium版をインストールします。

1

資格確認端末のセットアップ

Microsoft Edgeのダウンロードサイト

https://www.microsoft.com/ja-jp/edge/
business/download

5

Microsoft Edgeのインス
トールが開始されます。

以下の項目を設定し、ダウン
ロードをクリックします。
 チャンネル/バージョンを
選択：安定版86(現在およ
びサポートされている)

インストールの完了後、ブラ
ウザを閉じます。

 ビルドを選択：
最新のビルド番号を選択
 プラットフォームを選択：
Windows64-bit

3

新しいMicrosoft Edgeのダ
ウンロードが表示されます。
マイクロソフト ソフトウェ
アライセンス条項の内容をよ
く読み、同意する場合は同意
してダウンロードをクリック
します。

インストールが完了すると、
デスクトップにMicrosoft
Edgeのショートカットが表
示されます。

6

へ進む
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医療機関等向け

必要時
のみ

6

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）をインストールする（つづき）

9

Microsoft Edgeのアイコン
をダブルクリックします。

資格確認端末のセットアップ

すべてのデバイスをお気に入
りやパスワードなどを表示す
るが表示されます。
サインインしないで続行をク
リックします。

10

7

資格確認端末のセットアップ

新しいMicrosoft Edgeへ
ようこそが表示されます。

Microsoft Edgeが起動し、
Microsoft Edge へようこ
そと表示されます。
始めるをクリックします。

11

chromium版のMicrosoft
Edgeが正しくインストール
されたかを確認します。
（設定など）から設定をク
リックします。

8

新しいタブページを設定しま
しょうが表示されます。
確認をクリックします。

12

へ進む
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医療機関等向け

必要時
のみ

12

ブラウザ（Microsoft Edge chromium版）をインストールする（つづき）

2

資格確認端末のセットアップ

資格確認端末のセットアップ

既定のブラウザーが表示され
ます。
既定に設定する をクリック
します。

設定が表示されます。
Microsoft Edgeについてを
クリックします。

3

× ボタンをクリックして

Microsoft Edgeを閉じます。

13

バージョン情報が表示されます。
このブラウザーは
chromiumオープンソース・・・
と表示されていることを確認しま
す。

4
Microsoft Edge Edge chromium版を既定のブラウザにします
Microsoft Edge chromium版を常に使用するブラウザとして設定します。
1

Microsoft Edgeを起動して
設定画面の既定のブラウザー
をクリックすると、
Microsoft Edgeは既定のブ
ラウザーとなっています と
表示されます。

既定のブラウザーをクリック
します。

Microsoft Edgeのchromium版インストールが完了しました。
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