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1. はじめに 

1.1 本書の目的 

本書は、オンライン資格確認システムが医療機関・薬局等の HIS 等（レセコン含む）既存システム（以下、「既存システム」とする）と連携して行う業務を

実現するためのインターフェイス仕様を示す。 

 

1.2 本書の構成 

本書の構成を「表 1-1 本書の構成」に示す。 

表 1-1 本書の構成 

項番 資料名 概要 

1 外部インターフェイス仕様書（オンライン資格確認 

WebAPI 連携編）（本書） 

オンライン資格確認システムと WebAPI 連携するために必要な仕様、各機能で

用いるインターフェイスのレイアウト設計を記載した資料 

2 別紙 2-1_外部インターフェイス一覧(オンライン資格確認 

WebAPI) 

本書で定義する外部インターフェイスの一覧を記載した資料 

3 別紙 3-1_XML レイアウト（オンライン資格確認） 既存システムがオンライン資格確認システムと連携する際に用いるインターフェイスの

レイアウトについて記載した資料 

4 別紙 4-1_業務コード一覧（オンライン資格確認） 既存システムがオンライン資格確認システムと連携する際に用いるインターフェイスの

業務コード一覧について記載した資料 

5 別紙 5-1_業務コード仕様（オンライン資格確認） 既存システムがオンライン資格確認システムと連携する際に用いるインターフェイスの

業務コード仕様について記載した資料 

6 別紙 6-1_処理結果コード（オンライン資格確認） オンライン資格確認システムが提供する WebAPI を使用した場合、処理結果コード

について記載した資料 

7 別紙 7-1_ステータスコード一覧 オンライン資格確認システムが提供する WebAPI を使用した場合、HTTP レスポンス

のステータスコードについて記載した資料 
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項番 資料名 概要 

8 別冊 外部インターフェイス仕様書（薬剤・特定健診情

報 WebAPI 連携編） 

薬剤・特定健診情報と WebAPI 連携するために必要な仕様、各機能で用いる

インターフェイスのファイル仕様を記載した資料 
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2. 本書の対象 
本書では、既存システムからオンライン資格確認システムが提供する API を JSON 形式で直接呼び出す「WebAPI 連携」について説明する。「WebAPI

連携」を採用した場合においても、資格確認端末における顔認証連携や Web アプリケーション連携を併用することが可能である。 

概念図を「図 2-1 既存システムとオンライン資格確認システム間の処理概念図」に示す。 

 

図 2-1 既存システムとオンライン資格確認システム間の処理概念図  

WebAPI 連携を利用するなど、既存システムからオン

ライン資格確認システムに直接接続する場合、「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5

版」に準拠したセキュリティ対策を講じること。 
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3. WebAPI 連携 
WebAPI 連携は、オンライン資格確認システムが提供する API を JSON 形式で直接呼び出す連携方式である。 

提供する WebAPI は、一件の処理を行う場合と、複数件の処理を行う場合で API-ID が異なる。一件の処理を行う場合を「3.1WebAPI（単件）で利用する

機能」に示し、複数件の処理を一括で処理する場合を「3.2WebAPI（一括）で利用する機能」に示す。また、インターフェイスの詳細は、「別紙_2-1 外部インター

フェイス一覧(オンライン資格 WebAPI)」及び「別紙_3-1 XML レイアウト（オンライン資格確認）」に示す。 

 

3.1  WebAPI（単件）で利用する機能 

提供する API（単件）を、以下「表 3-1 WebAPI 機能一覧（単件）」に示す。 

表 3-1 WebAPI 機能一覧（単件） 

項

番 

機能名 

[API-ID] 

送受信 外部インターフェイス名 

[外部 IF_ID] 

説明 

１ 資格確認機能 

[MSA01030] 

リクエスト 資格確認要求 

[OQS-IF-001] 

被保険者証情報を使用して、資格情報を単件照会する。 

レスポンス 資格確認結果 

[OQS-IF-002] 

資格確認要求による単件の資格確認結果を出力する。 

２ 照会番号管理機能 

[MSA06010] 

リクエスト 照会番号登録要求 

[OQS-IF-003] 

照会番号を単件登録する。 

レスポンス 照会番号登録結果 

[OQS-IF-004] 

照会番号登録要求による登録結果を出力する。 
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3.2  WebAPI（一括）で利用する機能 

提供する WebAPI（一括）を、以下「表 3-2 WebAPI 機能一覧（一括）」に示す。 

表 3-2 WebAPI 機能一覧（一括） 

項

番 

機能名 

[API-ID] 

送受信 外部インターフェイス名 

[外部 IF_ID] 

説明 

１ 資格確認機能 

（一括照会アップロード） 

[MSA01160] 

リクエスト 
資格確認一括照会要求 

[OQS-IF-005] 

被保険者証情報を使用して、資格情報を一括照会する。 

※一括照会可能な上限件数は 5,000 件。 

5,001 件以上の照会要求があった場合はエラーとなる。 

レスポンス 資格確認一括照会アップロード結果 

[OQS-IF-006] 

資格確認一括照会要求のアップロードを受けて、受付番号を返却

する。 

２ 資格確認機能 

（一括照会ダウンロード） 

[MSA01162] 

リクエスト 資格確認一括照会ダウンロード要求 

[OQS-IF-007] 

受付番号を用いて、対応する資格確認結果をダウンロード要求する。 

レスポンス 
資格確認一括照会結果 

[OQS-IF-008] 

受付番号と紐付く資格確認一括照会結果を出力する。 

※一括照会可能な上限件数は 5,000 件。 

  5,001 件以上の照会要求があった場合はエラーとなる。 

３ 照会番号管理機能 

（一括登録アップロード） 

[MSA06120] 

リクエスト 照会番号一括登録要求 

[OQS-IF-009] 

照会番号を一括登録する。 

レスポンス 照会番号一括登録アップロード結果 

[OQS-IF-010] 

照会番号一括登録要求のアップロードを受けて、受付番号を返却

する。 

４ 照会番号管理機能 

（一括登録ダウンロード） 

[MSA06122] 

リクエスト 照会番号一括登録ダウンロード要求 

[OQS-IF-011] 

受付番号を用いて、対応する照会番号登録結果をダウンロード

要求する。 

レスポンス 照会番号一括登録結果 

[OQS-IF-012] 

受付番号と紐付く照会番号一括登録結果を出力する。 
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4. WebAPI の利用方法 

4.1 WebAPI 認証 

WebAPI 利用時は、オンライン資格確認システムが提供している認証機能によって認証を行う。提供する API を以下「表 4-1 WebAPI 機能一覧（認証）」

に示す。 

表 4-1 WebAPI 機能一覧（認証） 

項

番 

機能名 

[API-ID] 

送受信 外部インターフェイス名 

[外部 IF_ID] 

説明 

１ 端末認証 

[MSA12020] 

リクエスト 端末認証要求 

[OQS-IF-101] 

オンライン資格確認システムの端末認証をするための情報を要求す

る。本要求情報で、接続元に配備したクライアント証明書（オンライ

ン資格確認システム用認証局より発行）を検証する。 

レスポンス 端末認証結果 

[OQS-IF-102] 

端末認証の結果情報を受け取る。 

端末認証完了後、トークン情報が発行される。 

２ トークンリフレッシュ 

[MSA12021] 

リクエスト トークンリフレッシュ要求 

[OQS-IF-103] 

トークン情報の有効期限切れ後のリフレッシュに必要な情報を要求

する。  

レスポンス トークンリフレッシュ結果 

[OQS-IF-104] 

新規で発行されたトークン情報を受け取る。 
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4.1.1 WebAPI 利用時の認証方式 

WebAPI 利用時の認証方式を、以下の「図 4-1 WebAPI 連携時のアプリケーション処理方式概要図」に示す。各認証の概要を以下に示し、

認証時の API 呼出し方法については「別紙 2-1_外部インターフェイス一覧(オンライン資格確認 WebAPI)」に示す。 

 

 

図 4-1 WebAPI 連携時のアプリケーション処理方式概要図  
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4.1.1.1 ログイン認証 

既存システム内 WebAPI 呼出元アプリとオンライン資格確認システムでシステム間認証を行う。 

既存システム内 WebAPI 呼出元アプリに配備したクライアント証明書の有効性確認およびサーバ認証を行ったうえで、ユーザーID/PW による端末認証

を行う。認証成功時、以降の認証処理にて必要となるトークン情報を、WebAPI 呼出元アプリに返却する。 

 

4.1.1.2 トークン認証 

「4.1.1.1 ログイン認証」にて返却されたトークン情報のうち、「ID Token」を利用して認証を行う。ID Token をリクエスト情報に付与し、業務 WebAPI

を呼出すことで、システムに許可された業務 WebAPI の利用が可能となる。 

また、認証に必要な ID Token の有効期限は 1 時間であり、有効期限内であれば再度のログイン認証を必要とせず、業務 WebAPI の継続利用が可

能となる。ID Token の有効期限切れ時は、「4.1.1.1 ログイン認証」の再実行、もしくは「4.1.1.3 トークンリフレッシュ API」で述べるトークンリフレッシュ

API を実行する必要がある。 

 

4.1.1.3 トークンリフレッシュ API 

認証処理に必要な ID Token の有効期限が切れた際に、ID Token を再取得する API である。 

利用方法としては、「4.1.1.1 ログイン認証」で返却されたトークン情報のうち、Refresh Token をリクエスト情報に付与して本 API をコールする。処理

が成功すると新規 ID Token(有効期限：1 時間)が WebAPI 呼出元アプリに返却される。 

なお、Refresh Token にも有効期限を設定している(ログイン認証完了後 24 時間)ため、当該有効期限が切れると、トークンリフレッシュ API のコール

はできない。その場合は再度「4.1.1.1 ログイン認証」を行い、新規トークン情報を取得する必要がある。 
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4.1.2 WebAPI 利用における端末認証時のサンプルコード 

端末認証時の Apache/Java8 での実装を行った場合のサンプルコードを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import java.io.FileInputStream; 
import java.nio.charset.StandardCharsets; 
import java.security.KeyStore; 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import org.apache.commons.lang3.StringUtils; 
import org.apache.http.HttpStatus; 
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.entity.StringEntity; 
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient; 
import org.apache.http.impl.client.HttpClients; 
import org.apache.http.ssl.SSLContexts; 
import org.apache.http.util.EntityUtils; 
import org.json.JSONObject; 
import com.google.common.net.HttpHeaders; 
import lombok.Getter; 
import lombok.Setter; 
public class WebAPISampleMain { 
    public static void main(String[] args) { 
        try { 
            // 認証処理実行 
            LoginResult loginResult = loginSample(); 
            if (loginResult != null && StringUtils.isNoneBlank(loginResult.getIdToken())) { 
                // 資格確認要求実行 
                searchSample(loginResult.getIdToken()); 
            } 
        } catch (Throwable thr) { 
            System.out.println("システムエラーが発生しました"); 
            thr.printStackTrace(); 
        } 
    } 
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    private static LoginResult loginSample() throws Throwable { 
        // オンライン資格確認システムの接続先が本番環境の場合の例 
        String url = "https://hweb-api.oqs.onshikaku.org/oqs-api-pro/MSA12020/ILI12020SV01/auth"; 
 
        CloseableHttpClient httpClient = null; 
        LoginResult returnVal = new LoginResult(); 
        try { 
            // 証明書取得用パラメータ(keytoolでJREにimportしたクライアント証明書) 
            String ksPath = "C:¥¥xxx¥¥jdk1.8.0_xxx¥¥jre¥¥lib¥¥security¥¥cacerts.p12"; 
            // クライアント証明書のパスワード 

            String ksPw = "証明書パスワード"; 

            // SSL通信のためKeyStore(証明書情報)を読みこむ 
            FileInputStream ksFis = new FileInputStream(ksPath); 
            KeyStore ks = KeyStore.getInstance("PKCS12"); 
            ks.load(ksFis, ksPw.toCharArray()); 
            // SSLContext設定 
            SSLContext sslContext = SSLContexts.custom().setKeyStoreType("PKCS12") 
                    .loadKeyMaterial(ks, ksPw.toCharArray()).build(); 
            // Httpクライアント生成 
            httpClient = HttpClients.custom().setSSLContext(sslContext).build(); 
 
            // POSTリクエスト生成 
            HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 
            // リクエストヘッダ設定 
            httpPost.setHeader(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "application/json;charset=UTF-8"); 
            // リクエストボディ設定 

            String requestJson = "{¥"id¥":¥"ログインID¥", ¥"password¥":¥"パスワード¥"}"; 
            httpPost.setEntity(new StringEntity(requestJson, StandardCharsets.UTF_8)); 
            // リクエスト実行 
            CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost); 
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            // レスポンス取得 
            int httpStatus = response.getStatusLine().getStatusCode(); 
            returnVal.setHttpStatus(httpStatus); 
            String responseJson = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 
            // JSONをオブジェクト変換 
            JSONObject rootObj = new JSONObject(responseJson); 
            JSONObject resultObj = rootObj.getJSONObject("result"); 
            // 戻り値作成 
            returnVal.setStatus(rootObj.getString("status")); 
            returnVal.setMsg(rootObj.getString("msg")); 
            returnVal.setAccessToken(resultObj.getString("accessToken")); 
            returnVal.setRefreshToken(resultObj.getString("refreshToken")); 
            returnVal.setIdToken(resultObj.getString("idToken")); 
            returnVal.setLinkSysCharCd(resultObj.getString("linkSysCharCd")); 
        } finally { 
            if (httpClient != null) { 
                httpClient.close(); 
            } 
        } 
        return returnVal; 
    } 
     

private static void searchSample(String idToken) throws Throwable { 
  ～ 省略(4.2.2 業務 WebAPI呼出し時のサンプルコード参照) ～ 
} 

} 
@Getter 
@Setter 
class LoginResult { 
    private int httpStatus; 
    private String status; 
    private String msg; 
    private String accessToken; 
    private String refreshToken; 
    private String idToken; 
    private String linkSysCharCd; 
} 
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4.1.3 Java 環境へのクライアント証明書／CA 証明書インポート例 

Java 環境への証明書インポート例を以下に示す（Windows 環境にコマンドプロンプトでインポートする場合の例）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Java環境への証明書 import例（コマンドプロンプトでの実行例） 
 
＜CA証明書＞ 
SET securityDir=C:¥xxx¥jdk1.8.xxx¥jre¥lib¥security 
keytool -importcert -trustcacerts -file "CA証明書パス" -keystore "%securityDir%¥cacerts" -alias "任意の証明書別名"  -
storepass changeit 
 
＜クライアント証明書＞ 

SET pw=証明書パスワード 

keytool -importkeystore -srckeystore "クライアント証明書パス" -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass %pw% -destkeystore 
"%securityDir%¥cacerts.p12" -deststoretype PKCS12 -destkeypass %pw% -deststorepass %pw% -nopromp 
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4.2 業務 WebAPI の利用方法 

WebAPI 連携では、既存システムからオンライン資格確認システムの指定の URL に対してリクエストを送信することで各 WebAPI を利用できる。 

本書で使用するリクエスト URL の詳細は、「別紙 2-1_外部インターフェイス一覧(オンライン資格確認 WebAPI)」に示す。また、パラメータの詳細は

「別紙 3-1_XML レイアウト（オンライン資格確認）」に示す。 

 

4.2.1 「別紙 3-1_XML レイアウト（オンライン資格確認）」の読替えについて 

「別紙 3-1_XML レイアウト（オンライン資格確認）」は、各連携アプリケーションと共用としているため、XML レイアウトを JSON 形式の構造定義として

読み替えること。 

・［ファイル名の例］・・・WebAPI では、参照対象外とする。 

・［備考］・・・・・・・・・・WebAPI では、備考欄記載の“要求ファイル”を“要求データ”、“結果ファイル”を“結果データ”と読み替える。 

  



- 14 - 

4.2.2 業務 WebAPI 呼出し時のサンプルコード 

業務 WebAPI 呼び出し時のサンプルコードを以下に示す（「資格確認機能（MSA01030）」のリクエストとレスポンス取得の場合の例） 

業務 WebAPI 呼出では、HTTP リクエストヘッダの Authorization に、認証処理で取得した ID Token を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    private static void searchSample(String idToken) throws Throwable { 
        // オンライン資格確認システムの接続先が本番環境の場合の例 
        String url = "https://hweb-mnc.oqs.onshikaku.org/oqs-api-pro/MSA01030/ILI01030SV01/search"; 
        // POSTリクエスト生成 
        HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 
        // リクエストヘッダ設定 
        httpPost.setHeader(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "application/json;charset=UTF-8"); 

   // HTTP リクエストヘッダの Authorization ヘッダに ID Token を設定する。 

        httpPost.setHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION, idToken); 
        // リクエストボディ設定 
        String requestJson = "{" +  
                "  ¥"XmlMsg¥": {" +  
                "    ¥"MessageHeader¥": {" +  

                "      ¥"QualificationConfirmationDate¥": ¥"資格確認日¥"," +  

                "      ¥"MedicalInstitutionCode¥": ¥"医療機関コード¥"" +  

                "    }," +  
                "    ¥"MessageBody¥": {" +  
                "      ¥"QualificationConfirmSearchInfo¥": {" +  

                "        ¥"InsurerNumber¥": ¥"保険者番号¥"," +  

                "        ¥"InsuredCardSymbol¥": ¥"被保険者証記号¥"," +  

                "        ¥"InsuredIdentificationNumber¥": ¥"被保険者証番号¥"," +  

                "        ¥"InsuredBranchNumber¥": ¥"被保険者証枝番¥"," +  

                "        ¥"Birthdate¥": ¥"生年月日¥"," +  

                "        ¥"LimitApplicationCertificateRelatedConsFlg¥": ¥"1¥"" +  
                "      }" +  
                "    }" +  
                "  }" +  
                "}"; 
        httpPost.setEntity(new StringEntity(requestJson, StandardCharsets.UTF_8)); 



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        // Httpクライアント生成 
        CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault(); 
        try { 
            // リクエスト実行 
            CloseableHttpResponse response = httpClient.execute(httpPost); 
            int httpStatus = response.getStatusLine().getStatusCode(); 
            // レスポンス取得 
            String responseJson = EntityUtils.toString(response.getEntity()); 
            System.out.println(responseJson); 
        } finally { 
            httpClient.close(); 
        } 
    } 
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4.3 文字コード 

WebAPI 利用時の文字コードの取扱いについて以下に示す。また、文字コードにおける処理概念図を「図 4-2WebAPI 連携における文字コードについて」

に示す。 

 

図 4-2WebAPI 連携における文字コードについて 

 

4.3.1 要求データ、結果データの文字コード 

オンライン資格確認システムが提供する WebAPI は JSON 形式でのデータ受渡しを行うため、UTF-8 で要求データを作成する。また、結果データに返却され

る文字コードは UTF-8 のみとする。 

 

 

4.4 WebAPI 呼び出し時のエラー対処 

WebAPI 呼び出し時のエラー内容については、「別紙 7-1_ステータスコード一覧」を参照。 

 


