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はじめに 

本書は、オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局（以下、「共通認証局」という。）において、利用者がオ

ペレーションできる電子証明書の取得、更新、および更新ツール（MPKIクライアント）について記述したものです。 
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1. 証明書の取得とインストール 

【前提条件】 

証明書のダウンロードには、レセプトオンライン請求ネットワークの接続設定を行う必要があるため、 

未設定の場合は、システムベンダ等にご確認の上、設定ください。 

 

【初めてレセプトオンライン請求へ接続する方】 

 ネットワーク接続と端末のセットアップ設定 

  ①ネットワーク接続と端末のセットアップ設定 

   オンライン請求システムセットアップ CD-ROMに同梱の「オンライン請求システム操作手順書」参照 

 

【オンライン資格確認を実施される方】 

 ネットワークの接続設定と端末のセットアップ 

① ネットワークの接続設定 

   https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-6.html 

   「ネットワーク接続ガイド」参照 

1.1. 電子証明書のダウンロード 

※ 画面レイアウトの吹き出しは、1.1. 証明書のダウンロードの（章）番号を表しています。 

電子証明書をインストールする端末もしくは、オンライン請求ネットワークへ接続の端末（レセプトオンライン請

求用端末またはオンライン資格確認端末など）で証明書を取得します。 

（１） ブラウザを起動し、ユーザー用URL「https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/rcd」にアクセスします。 

（２） 必要項目の入力画面が表示されます。 

【証明書の取得画面】 

（３） 「ダウンロード」ボタンをクリックします。証明書のダウンロードが開始され「通知バー」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

（３） 

入力した証明書パスワードは、

「1.2.証明書のインストール」で

使用します。設定したパスワー

ドを忘れないようにしてくださ

い。 

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-6.html
https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/rcd
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【入力項目一覧】 

項目名 入力内容 

リクエストID 電子証明書発行通知書に記載された、リクエストIDを入力します。 

リファレンスID 電子証明書発行通知書に記載された、リファレンスIDを入力します。 

証明書パスワード 任意の4桁の半角数字の証明書パスワードを入力します。 

証明書パスワード（確認用） 証明書パスワードの確認用を入力します。 
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「通知バー」 

（４） 通知バーが表示されますので、証明書を任意の場所へ保存してください。 

 

（５） ブラウザの閉じるボタン（×ボタン）で終了してください。 

【注意】 

証明書を任意の場所へ保存後、ブラウザの閉じるボタン（×ボタン）で、ブラウザを終了

する必要があります。 

 

（４） 

（５） 
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1.2. 証明書のインストール 

保存した証明書ファイルを選択しダブルクリック、または、右クリックで「PFXインストール」を選択します。「証明

書のインポートウィザードの開始」画面が開きます。 

（１） 「1.1.電子証明書のダウンロード」でダウンロードした証明書ファイルを右クリックし、表示されたメニュ

ーより「PFXインストール」をクリックして、「証明書のインポートウィザード」を開始します。 

 

 【証明書のインポートウィザードの開始】 

（２） 保存場所に「現在のユーザー」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。「インポートする証明書ファ

イル」画面に遷移します。 

      

「現在のユーザー」を選択します。 
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【インポートする証明書ファイル】 

（３） ファイル名に選択されているファイルが、（１）で選択した証明書ファイルと同一であることを確認し、

「次へ」ボタンをクリックします。「秘密キーの保護」画面に遷移します。 

 

（１）で選択した証明書ファイルと同一であること

を確認します。 
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【秘密キーの保護】 

（４） パスワードに「1.1.電子証明書のダウンロード」項目で「証明書パスワード」に設定したパスワードを入

力します。 

「インポートオプション」を次の通り設定し、「次へ」ボタンをクリックします。「証明書ストア」画面に遷移

します。 

「秘密キーの保護を強力にする」のチェックをはずします。 

「このキーをエクスポート可能にする」にチェックを入れます。 

「すべての拡張プロパティを含める」にチェックを入れます。 

 

       

         ※ 「秘密キーの保護を強力にする」のチェックが入って外せない場合は、セキュリティを強

化する設定がされていますので、（７）でパスワードを設定します。 

「3.1.電子証明書のダウンロード」項目で「証明書パ

スワード」に設定したパスワードを入力します。 

 

「このキーをエクスポート可能にする」

にチェックを入れてください。 

「秘密キーの保護を強力にする」のチェックをはず

してください。 

既にチェック済みで非活性の場合、※をご確認お願

い致します。 

「すべての拡張プロパティを含める」に

チェックを入れてください。 
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【証明書ストア】 

（５） 「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」を選択後、「次へ」ボタンをクリックし

ます。「証明書のインポートウィザードの完了」画面に遷移します。 

     

【証明書インポートウィザードの完了】 

（６） ファイル名の表記が（１）で選択した証明書ファイルと同一であることを確認します。「完了」ボタンをク

リックします。「新しい秘密交換キーをインポートします」画面に遷移します。 

     

  

「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」を選択してください。 

（１）で選択した証明書ファイルと同一であること

を確認します。 
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【新しい秘密交換キーをインポートします】 

「新しい秘密交換キーをインポートします」の画面が表示された場合、次の操作を行ってください。 

   表示されない場合には、「 （１０）「はい」ボタンをクリックします。」にお進みください。 

（７） 「セキュリティレベルの設定」ボタンをクリックします。「パスワードの作成」画面に遷移します。 

 

【パスワードの作成】 

（８） 作成するパスワードを｢パスワード｣  ｢確認入力｣欄へ入力します。ご入力後、「完了」ボタンをクリック

します。「新しい秘密交換キーをインポートします」画面に戻ります。 

 

作成したパスワードは、今後の証明書の更新時に利用

するため、忘れないよう大切に保管してください。 
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【新しい秘密交換キーをインポートします】 

（９） 「OK」ボタンをクリックします。「セキュリティ警告」画面に遷移します。 
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【セキュリティ警告】 

「セキュリティ警告」画面が表示された場合、次の操作を行ってください。 

   表示されない場合には、「（１１）「OK」ボタンをクリックします。」にお進みください。 

（１０） 「はい」ボタンをクリックします。「正しくインポートされました」画面に遷移します。 

 

【注意】 

「証明書発行者（認証局）の証明書」は、インストールを行った証明書が「証明書発行者（認証局）」に

よって発行された証明書であることを確認（ご使用のブラウザが自動的に確認）する時に必要です。

「いいえ」をクリックした場合は、「1.2.証明書のインストール」を再度行ってください。 

 

【正しくインポートされました】 

（１１） 「OK」ボタンをクリックします。 

        

ご使用の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」を登録します。必ず「はい」をクリ

ックしてください。 
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1.3. 登録した証明書の確認 

「1.2.証明書のインストール」でインストールを行った証明書を確認します。 

（１） Internet Explorerを起動します。 

（２） [インターネット オプション] をクリックします。「インターネットオプション」画面が開きます。 

 

【インターネットオプション】 

（３） 「コンテンツ」タブを開き、「証明書」 をクリックします。「証明書」画面に遷移します。 
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【証明書】 

（４） 「個人」タブを開き、「1.2.証明書のインストール」でインストールを行った証明書の確認を行います。 

     

【証明書確認項目一覧】 

項目名 確認内容 

発行者 「Online Billing NW Common Root CA」が含まれる表記がされていることを確認し

ます。 
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1.4. 証明書のバックアップ 

外部記録媒体等へ証明書をバックアップします。バックアップした証明書はパソコンが故障した際などに他の

パソコンにインストールします。その際には、「1.1.電子証明書のダウンロード」で設定したパスワードも必要とな

るため、忘れないように保管してください。 

（１） インストールを行った証明書ファイルを選択し右クリックで「コピー」を選択します。 

 

（２） 外部記録媒体等をパソコンに接続し、認識されたドライブを開いて右クリックし、表示されたメニューより

｢貼り付け｣ を選択します 。 
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（３） バックアップが確実に実施されたことを確認します。 

（４） 「1.1.電子証明書のダウンロード」で設定したパスワードを保管してください。 

【注意】 

「証明書」 ｢電子証明書発行通知書｣ 「証明書の取得画面で入力した証明書パスワード」は厳重に管理

して ください 。 

証明書の情報が第三者に知られると、証明書が不正に使用される恐れがあります。 

証明書を紛失した場合、 または、第三者に知られた可能性がある場合は、速やかに証明書失効申請

を行ってください。 

また、パソコンを紛失した場合も証明書が不正に使用される恐れがあります。速やかに証明書失効申

請を行ってください。 

 

バックアップした証明書を他のパソコンで使用する場合は、「1.2.証明書のインストール」を行ってくださ

い。 

電子証明書のインストール作業はこれで終了です。 

 電子証明書の有効期限が近付きましたら、更新作業が必要となりますので、「2.証明書更新（MPKI クライアント

編）」、または、「4.証明書更新（電子申請画面編）」を参照し、更新作業を実施してください。電子証明書の失効の際

には「5.証明書失効（電子申請画面編）」を参照してください。 

1.5. MPKIクライアントインストール 

2021年 1月以降に、認証局が準備する専用ソフトウェア（MPKI クライアント）のインストールをお願いします。 

MPKI クライアントを使用すると、有効期限の前に更新をお知らせする機能や証明書の更新を簡易に行う機能が利

用できます。MPKIクライアントをインストールできる対象の OSは、「5. 1. 1. 対応 OS」に記載しております。 

（１） MPKI クライアント取得用の URL（https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/s）をクリック、またはブラウ

ザのアドレスバーに入力し、MPKI クライアントのインストーラーファイルをダウンロードし、ローカルに

保存します。 

 

（２） ローカルにダウンロードされたMPKI クライアントのインストーラーファイルをダブルクリックして、

「Cybertrust Managed PKI Client セットアップウィザード」が開始されます。 

https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/s
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【Cybertrsut Managed PKI Clientセットアップウィザードの開始】 

（３） 「次へ」ボタンをクリックします。「インストールフォルダーの選択」画面に遷移します。 
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【インストールフォルダーの選択】 

（４） 「次へ」ボタンをクリックします。「インストールの確認」画面に遷移します。 

 

※インストール先フォルダーを変更する場合は、「参照」ボタンをクリックしてインストール先フォル

ダーを変更します。 

※ 「ディスク領域」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示され、各ドライブの空き容量などを

確認できます。 

 

【インストールの確認】 

（５） 「次へ」ボタンをクリックします。インストールが開始されます。インストールが終了すると、「インストー

ルが完了しました」画面に遷移します。 
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【インストールが完了しました】 

（６） 「閉じる」ボタンをクリックします。 

 

（７） しばらくするとMPKIクライアントが起動し、タスクトレイに以下の常駐アイコンが表示されます。 

  

（８） MPKIクライアントのインストールが完了すると、スタートメニューに以下が追加されます。 

 

【MPKIクライアントのインストール確認】 

バージョン情報を確認することでMPKIクライアントのインストールを確認します。 

（９） タスクトレイのアイコンを右クリックすると、以下のメニューが表示されます。[バージョン情報] をクリッ

クします。 

 

 

 

 



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| Page 19 

. 

（１０） バージョン情報が表示されます。 

 

 

1.6. オンライン資格確認等向け等へ接続する際の注意点 

「1.2.証明書のインストール」後に電子証明書の選択を間違いないようご注意ください。 

【証明書の選択】 

（１） 「証明書の選択」画面で「発行者：  Online Billing NW Common Root CA」となっていることを確認し、

「OK」をクリックしてください。 

 

 

（２） 「証明書の選択」画面で「発行者： Online Billing NW Common Root CA 」となっていない場合には、

「認証用の証明書の選択」から、「Online Billing NW Common Root CA 」をクリックし、「OK」をクリック

してください。 

 

①「OK」をクリックしてください。 

②「Online Billing NW Common Root CA」

をクリックし、青反転することを確認くださ

い。 

③「OK」をクリックしてください。 
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2. 証明書更新（MPKIクライアント編） 

2.1. 更新のお知らせ通知 

ユーザー証明書ストア内にある証明書のうち、MPKIクライアントに予め設定されている発行者から発行された証

明書の有効期限が迫ると、お知らせが表示されます。 

有効期限が切れる前に、「2.2.証明書の更新手順」の作業を、電子証明書の失効の際には「5.証明書失効（電子

申請画面編）」を参照し、失効手続きを行ってください。 

【お知らせの表示例】 

 

※ 表示下部の「Cybertrust Managed PKI Client」は、お使いの環境によっては表示されないことがありま

す。 

【お知らせが表示される条件】 

有効期限が切れる 90日前 

有効期限が切れる 60日前 

有効期限が切れる 30 日前 

有効期限が切れる 15 日前 

有効期限が切れる 7 日前から毎日 

有効期限が切れた場合 

2.2. 証明書の更新手順 

証明書を更新する手順は以下のとおりです。 

（１） 「2.1. 更新のお知らせ通知」で表示されたお知らせをクリックします。 

※お知らせが表示されていない場合は、タスクトレイのアイコンを右クリックしてください。表示される以下

のメニューから、[証明書の更新] をクリックします。 
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（２） 更新したい証明書を選択し、「証明書更新」ボタンをクリックします。 

 

 

（３） 以下の画面が表示されます。「はい」をクリックします。 

 

証明書のインストール時に Windows のセキュリティ対策で「秘密キーの保護を強力にする」

を行った場合 

Windowsは未知のアプリから証明書の利用要求があると、ダイアログを表示してユーザーに

確認を求めます。「1.2.証明書のインストール」「【パスワードの作成】」項目で作成したパスワー

ドを入力後、「許可」ボタンをクリックし、MPKIクライアントに証明書の利用を許可します。 
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（４） 証明書の更新が完了すると、以下の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。 

※以下の画面が表示されるまで、約２０秒程度お待ちください。 

 

（５） 以下の確認メッセージが表示されます。更新前の証明書を削除する場合は、「はい」ボタンをクリックしま

す。 

※ 更新前の証明書を残したい場合は、 「いいえ」ボタンをクリックしてください。 

 

（６） 更新前の証明書が削除されると、以下の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。 
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3. 証明書バックアップ（MPKIクライアント編） 

（１） 画面の左下の角に、マウスポインターを移動し、右クリックするとメニューが表示されます。表示されるメニ

ューから「ファイル名を指定して実行(R)」を選択します。「ファイル名を指定して実行」画面がポップアップさ

れます。 

    

 

（２） 画面の名称欄に「certmgr.msc」を入力し、「OK」ボタンを押下します。「証明書マネージャーツール画面」

が表示されます。 

 

【証明書マネージャーツール画面】 
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（３） 「個人」→「証明書」を選択します。証明書の一覧が表示されます。 

 

（４） 更新済みの証明書の確認を行います。 

 

【確認項目一覧】 

項目名 確認内容 

CN 「保険者コード」と一致するか確認します。 

発行者 「Online Billing NW Common Root CA 」と表記されていることを確認します。 
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（５） 更新済みの証明書（バックアップ用）を選択後右クリックします。操作メニューの「すべてのタスク」 → 「エク

スポート」をクリックします。証明書のエクスポートウィザードが開始されます。 

 

 

（６） 「次へ」ボタンをクリックします。 

 

（７） 「はい、秘密キーをエクスポートします」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。 
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（８） 「Personal Information Exchange – PKCS#12(.PFX)」を選択し、「証明のパスにある証明書を可能であ

ればすべて含む」と「証明書のプライバシーを有効にする」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックしま

す。 

 

（９） 「パスワード」と「パスワードの確認」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

赤枠の部分が非活性（グレー

アウト）になった場合、管理者

権限を持っているユーザで再

度バックアップ手順を実施して

ください。 
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（１０） 「参照」ボタンをクリックして、証明書をバックアップするフォルダを選択します。 

      

 

（１１） 「完了」ボタンをクリックします。 
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（１２） 「完了」→「OK」ボタンをクリックします。証明書のエクスポートウィザードを完了します。 
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4. 証明書更新（電子申請画面編） 

4.1. 概要 

更新方式として、MPKI クライアントではなく、電子申請画面による更新を選択した場合は、ユーザーは保有して

いる証明書を使用して、証明書発行申請を行います。有効な証明書を持つユーザーは、承認済の扱いとして即時

に証明書を発行し、取得することができます。 

4.2. ユーザー証明書更新手順（認証局鍵生成） 

4.2.1. ユーザー証明書更新 

（１） ユーザー証明書更新作業を開始します。証明書をインストールした端末より、  

U R L（https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/ru）にアクセスします。「証明書の選択」画面が表示されま

す。 

【証明書の選択】 

（２）  更新対象となる証明書を選択し、「OK」をクリックします。 

 

【確認項目一覧】 

項目名 確認内容 

発行者 「Online Billing NW Common Root CA 」と表記されていることを確認します。 

https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/ru
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（３）  更新画面のメインメニューが表示されます。「証明書更新申請」をクリックします。「鍵更新申請情報の確

認」画面に遷移します。 

 

（４） 下図のようにあらかじめ必要項目が入力された状態で画面が表示されます。「Submit」ボタンをクリックし

ます。 
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（５） 認証局での処理を待ちます。処理中の状態は自動で画面が更新されます。 

(ア) 鍵生成中 

 

(イ) 発行要求中 
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(ウ) 「発行済み」に変わります。「鍵の取得」画面に遷移します。 

 

【鍵の取得】 

（６） 「鍵の取得」画面に遷移したら、「パスワード」「パスワードの確認」に任意の４桁の半角数字の証明書パス

ワードを入力します。「Submit」ボタンをクリックします。 

 

入力した証明書パスワード

は、「1.2.証明書のインストー

ル」で使用します。設定した

パスワードを忘れないように

してください。 
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（７） 「鍵の取得」画面に遷移したら、「Download」ボタンをクリックします。 

 

（８） 「保存」をクリックして、証明書ファイルを保存します。 

 

（９） 「1.2. 証明書のインストール」を参照し、保存した証明書ファイルをブラウザにインストールします。 

（１０） 「4.4.古い証明書の削除」を参照し、古い証明書を削除します。 
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4.3. 証明書・鍵の取得に失敗した場合（更新時） 

証明書または鍵の更新作業中に、ネットワークやシステム等の障害で証明書または鍵の取得に失敗した場合は、

以下の順番で再度証明書または鍵を取得してください。 

（１） ユーザー業務を再開します。（メールで通知されたURLにアクセスします）「証明書の選択」画面が表示さ

れます。 

【証明書の選択】 

（２） 更新対象となる証明書を選択し、「OK」をクリックします。 

 

【確認項目一覧】 

項目名 確認内容 

発行者 「Online Billing NW Common Root CA」と表記されていることを確認します。 
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（３） 「更新後証明書の取得」をクリックすると、更新申請情報の一覧が表示されます。（一覧にはリクエストID

やCommon Nameなどの情報が表示されています。） 

・一覧に情報が表示されている場合は、対象の更新済み証明書の「Download Key」ボタンをクリックして

証明書を取得してください。 

・一覧に情報が表示されていない場合は、更新申請が完了していませんので、「4.2.1. ユーザー証明書更

新」からやり直してください。 

（４） 「Download Key」ボタンをクリックすると、「鍵の取得」画面に遷移します。 
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【証明書のインストール】 

（５） 「Submit」ボタンをクリックします。「鍵の取得」画面に遷移します。 

 

【鍵の取得】 

（６） 「鍵の取得」画面に遷移したら、「パスワード」「パスワードの確認」に任意の４桁の半角数字の証明書パス

ワードを入力します。「Submit」ボタンをクリックします。

 

 

入力した証明書

パスワードは、

「1.2.証明書のイ

ンストール」で使

用します。設定し

たパスワードを忘

れないようにして

ください。 
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（７） 「保存」をクリックして、証明書ファイルを保存します。 

 

（８） 「1.2. 証明書のインストール」を参照し、保存した証明書ファイルをブラウザにインストールします。 

（９） 「4.4.古い証明書の削除」を参照し古い証明書を削除します。 
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4.4. 古い証明書の削除 

（１） Internet Explorerを起動します。 

（２） [インターネット オプション] をクリックします。「インターネットオプション」画面が開きます。 

 

【インターネットオプション】 

（３） 「コンテンツ」タブを開き、「証明書」 をクリックします。「証明書」画面に遷移します。 
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【証明書】 

（４） 「個人」タブを開き、証明書の確認を行い削除対象の証明書を特定します。 

     

 

【古い証明書の確認】 

（５） 古い証明書を特定します。古い証明書（削除対象の証明書）をクリックします。 

         

項目名 確認内容 

発行者 「Online Billing NW Common Root CA」が含まれる表記となっていることを確認し

ます。 

※「端末名称等」の識別はできません。 
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【証明書】 

（６） 「削除」ボタンをクリックします。「証明書を削除しますか？」画面に遷移します。 

         

【証明書を削除しますか？】 

（７） 「はい」ボタンをクリックすると証明書の削除が行われます。「証明書」画面に遷移します。 
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【証明書】 

（８） 削除を行った証明書が一覧から消えています。 
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5. 証明書失効（電子申請画面編） 

5.1. 電子証明書失効申請 

5.1.1. 電子証明書失効申請画面 

※ 画面レイアウトの吹き出しは、5.1.1. 電子証明書失効申請画面の（章）番号を表しています。 

（１） ブラウザを起動し、ユーザー用URL「https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/rx」にアクセスします。 

（２） 必要項目の入力画面が表示されます。 

【証明書失効申請入力画面】 

（３） 入力項目へのご入力後、「申請」ボタンをクリックします。確認画面へ遷移します。 

 

入力項目一覧 

項目名 入力内容 

リクエストID 証明書の発行通知されたリクエストIDを入力します。 

リファレンスID 証明書の発行通知されたリファレンスIDを入力します。 

メールアドレス 申請者が所属する部署または申請者のメールアドレスを入力します。 

メールアドレス（確認用） メールアドレスの確認用を入力します。 

（３） 

https://cert.obn.managedpki.ne.jp/p/rx
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  【証明書失効申請確情報入力内容の確認画面】 

（４） 再度内容をご確認していただき、「申請」ボタンをクリックします。証明書の失効申請が処理され、「失効申

請完了」画面へ遷移します。「戻る」ボタンで入力画面に戻ります。 

 
（４） 
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  【証明書失効申請成功】 

（５） 完了画面に失効申請処理結果が表示されて処理は終了です。 

※ 管理者による承認が済むまで証明書は失効されません。 

※ 失効後、入力されたメールアドレス宛に失効完了をご連絡いたします。 

※ 「5.2.失効済みの証明書の削除」を参照し、失効した証明書の削除を行います。 

（６） ブラウザの閉じるボタン（×ボタン）で終了してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 
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5.2. 失効済みの証明書の削除 

（１） Internet Explorerを起動します。 

（２） [インターネット オプション] をクリックします。「インターネットオプション」画面が開きます。 

 

【インターネットオプション】 

（３） 「コンテンツ」タブを開き、「証明書」 をクリックします。「証明書」画面に遷移します。 
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【証明書】 

（４） 「個人」タブを開き、証明書の確認を行い削除対象の証明書を特定します。 

     

 

【古い証明書の確認】 

（５） 古い証明書を特定します。古い証明書（削除対象の証明書）をクリックします。 

         

項目名 確認内容 

発行者 「Online Billing NW Common Root CA」が含まれる表記となっていることを確認し

ます。 

※「端末名称等」の識別はできません。 
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【証明書】 

（６） 「削除」ボタンをクリックします。「証明書を削除しますか？」画面に遷移します。 

         

【証明書を削除しますか？】 

（７） 「はい」ボタンをクリックすると証明書の削除が行われます。「証明書」画面に遷移します。 
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【証明書】 

（８） 削除を行った証明書が一覧から消えています。 
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5.3. エラー画面が表示された時の対応 

「6.3 お問い合わせ先」へ問い合わせてください。 

 

 

【問い合わせ時に必要な情報】 

操作を行った日時 

表示されている画面のタイトル 

【例】上記画面キャプチャでは、「失効申請失敗」 

画面に表記されているエラーコード 
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6. サポート情報 

6.1. MPKIクライアント利用環境 

6.1.1. 対応 OS 

以下の OS での動作をサポートします。 

 

 

 

 

6.1.2. 依存するソフトウェア 

MPKI クライアントを利用するためには、ご使用のPCに「Microsoft .NET Framework 3.5」以上がインストール

されている必要があります。 

 

6.1.3. 表示言語 

日本語のみ。 

 

6.1.4. サポートする Proxy 認証の種類 

MPKI クライアントがサポートする Proxy 認証の種類は、以下のとおりです。 

➢ Basic 認証 

➢ NTLM 認証 

 

6.2. ご利用にあたっての注意事項 

6.2.1. MPKI クライアントインストール時の注意事項 

MPKI クライアントのインストール中に、以下のエラーが発生する場合があります。 

 

この画面が表示された場合は、[終了] をクリックし、改めてインストールを実施してください。事象が解決しない

場合は、「6.3 お問い合わせ先」へお問い合わせください。 

 

 

 32bit 64bit 

Windows 8.1 ○ ○ 

Windows 10 ○ ○ 
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6.2.2. セッション無効時の対応トラブルシューティング 

画面上の操作状態で一定時間作業を行わない場合は、セッションが無効であることを示す画面が表示されま

す。このような状態では引き続き作業ができないため、再度ブラウザからアクセスし直してください。 

 

 

6.3. お問い合わせ先 

医療機関等向けポータルサイトのお問い合わせフォームへお願いいたします。 

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/inquiry/inquiry.html 


