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オンライン資格確認（プレ運用）とは？

オンライン資格確認（プレ運用）とは、オンライン資格確認等システムの本番運用に向けて、システム品質・運用懸念等を最終確認するため、オンライン
資格確認等を利用した業務を行っていただくものです。
なお、本番環境・本番データを利用の上、患者にもご協力いただき、通常の業務に組み込んで実施いただくよう、ご留意ください。

※：本番環境へ接続可能な日付は、月初（例：「令和3年4月」で回答いただいている場合、4月1日）より本番環境へ接続可能となります。
（令和３年3月以前にご回答いただいている医療機関・薬局は３月27日より利用可能です）
既にプレ運用参加が確定している医療機関・薬局は、本ご案内はいたしません。

※：本手引きは「オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き」の運用テスト（3-1.導入③）まで実施済みである前提となります。
未実施の場合は、システムベンダーにご相談ください。
URL : https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000699397.pdf

目的

✓オンライン資格確認等システムを本番環境・本番データで運用いただくことで、患者の方も含め、実
際にご利用いただく方々にシステムや業務に慣れていただくこと

✓本番環境におけるシステム品質などを最終的に確認するとともに、多くの医療機関・薬局が感じられ
る疑問を早期にお寄せいただき、事前に解消させること

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000699397.pdf
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オンライン資格確認（プレ運用）でできるようになること

オンライン資格確認（プレ運用）にて実施いただける業務を以下に記載しますので、事前にご確認ください。
なお、すべての業務を必ずしも実施いただく必要はございませんが、是非、ご確認いただくようご協力お願いいたします。
※例えば、診療科目・時間帯での限定実施など

※具体的な業務運用については、運用マニュアル・レセコンマニュアル等を参照ください。

マイナンバーカードでの
資格確認

健康保険証での
資格確認

予約確認
（資格情報の一括照会）

マイナンバーカード
「健康保険証利用の

申込」手続き

マイナンバーカードによる資格情報の照会
⚫ 患者がマイナンバーカードを所持して来院された場合、顔認証付きカードリーダーによる自動運転モードでの顔認証・暗証番
号認証、または職員による目視確認によって、マイナンバーカードが患者本人のものであることを確認の上、オンラインで有効
な資格情報を確認できます。

⚫ 利用可能時間：365日原則24時間

健康保険証による資格情報の照会
⚫ 健康保険証/処方箋にてオンライン資格確認を行う場合は、保険者番号、被保険者証記号・番号、枝番、生年月日を入
力することで、オンラインで有効な資格情報を確認できます。（なお、枝番は、未入力でも照会できます。照会した結果に枝
番を付けて返します。）

⚫ 利用可能時間：365日原則24時間

予約患者を対象に、来院に先立って保険資格の有効性をまとめてチェック
⚫ 予約患者等の保険資格が有効か、保険情報が変わっていないかを事前に把握することができます。
⚫ 予約患者等の資格確認一括照会要求ファイル（保険者番号、被保険者番号等を記載）をオンライン資格確認等システ
ムにアップロードし、資格確認一括照会結果ファイルをダウンロードします。

⚫ 利用可能時間：365日原則24時間

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き
⚫ 顔認証付きカードリーダーを用いて「健康保険証利用の申込」手続きができます。
※AM3時～AM6時はご利用いただけません。
⚫ なお、顔認証付きカードリーダー以外でもマイナポータル（https://myna.go.jp/）にて事前申込みできます。前日18時
までに手続きを行うと、翌朝には反映されます。

※メンテナンス等に伴い手続きができないことがありますので、詳細はポータルサイトのお知らせ等で周知いたしますので、定期的
にご確認ください。

https://myna.go.jp/
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準備作業の概要（1/3）

オンライン資格確認（プレ運用）の実施に向けた最終準備作業は、以下の６点になります。
特に、「1．システム環境の整備・ネットワーク回線確認」については、システムベンダー（現在ご利用のレセプトコンピュータ等の業者）に対応いただく作
業が多く、現地作業までに期間を要する場合もございますので、お早めにシステムベンダーへの相談・発注をお願いいたします。

オンライン資格確認利用申請及び電子証明書発行申請の実施
⚫ 資格確認端末の設定に電子証明書が必要となりますので、資格確認端末の設定を行う1週間前までを目安として、医療機関
等ポータルサイトよりオンライン資格確認利用申請及び電子証明書発行申請を行ってください。

資格確認端末・顔認証付きカードリーダーの設定※

⚫ 顔認証付きカードリーダー、資格確認端末の調達後、必要なアプリケーションのインストールを行ってください。（セットアップ手順
書の作業になります。）

- 医療機関等向けセットアップ手順書（資格確認端末編）_1.13版
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/b8538eceef830c98c042af0c70ced6e3.pdf

現在ご利用のシステムでのオンライン資格確認機能の動作確認を実施※

⚫ ご利用のレセプトコンピュータ、電子カルテシステム/調剤システム等において、オンライン資格確認に係る機能のインストールを実
施してください。

⚫ インストール後、操作方法を確認の上、動作確認を行ってください。
⚫ システムベンダ―にてご対応いただく内容になる場合が多いため、システムベンダ―へご確認ください。

ネットワーク回線の設定・疎通確認
⚫ オンライン資格確認は、オンライン請求の回線環境を活用します。資格確認端末、もしくはレセプトコンピュータからオンライン資
格確認等システムを繋ぐ、接続設定を行ってください。

⚫ 設定後、オンライン請求回線が疎通ができているかをご確認ください。
⚫ 設定方法等は、ご利用のオンライン請求及びオンライン資格確認等システム接続回線事業者（「オンライン請求及びオンライン
資格確認等システム接続可能回線・事業者一覧表」参照）へご確認ください。

-オンライン請求及びオンライン資格確認等システム接続可能回線・事業者一覧表
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online_04.files/claimsys35.pdf

運用テスト※
⚫ 支払基金よりシステムベンダーに示している「医療機関・薬局運用テスト計画書」に沿って、テストシナリオを実施してください。
⚫ なお、テストシナリオは医療機関・薬局の業務に応じてシステムベンダ―と相談の上、必要なものを実施ください。（支払基金へ
結果報告等は求めません）

システム環境の整備・
ネットワーク回線確認

1.

▶システムベンダーに依頼・確認

▶ 次ページ参照

※作業内容が不明な場合は、システムベンダーへご確認ください。

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/b8538eceef830c98c042af0c70ced6e3.pdf
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/online_04.files/claimsys35.pdf
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（参考）システム環境の整備等におけるシステムベンダーに依頼いただく作業概要

オンライン資格確認の導入にあたっては、 「1．システム環境の整備・ネットワーク回線確認」を行うため、現在ご利用のレセプトコンピュータ等のシステム
ベンダーに各種作業を依頼いただく必要があります。下記①～③を参照のうえ、システムベンダーへの相談・依頼をお願いいたします。

ルーター

オンライン請求
ネットワーク

支払基金・国保中央会医療機関・薬局

現在ご利用のシステム

レセプト
コンピュータ

電子カルテ
システム/
調剤システム

オンライン資格確認の機器

顔認証付き
カードリーダー

資格確認端末
（パソコン)

本ページの作業概要は各医療機関・薬局で現在ご利用のシステムの状況により異なる
可能性がありますので、システムベンダーに必ずご確認ください。

オンライン資格確認の利用にあたり、事前にオンライン資格確認利用申請及び電子証
明書発行申請を機器受取/設定を行うの5営業日前までに行ってください。▶システムベンダーに依頼

① 各種機器の導入・設定

⚫ パソコンの設定（アカウント、ネットワークの接続等）
⚫ 必要なアプリケーション（支払基金配布アプリケーション、顔認証

付きカードリーダーアプリケーション）のインストール
⚫ 電子証明書のインストール

② システムの改修・動作確認

⚫ パッケージソフトの改修機能のインストール、設定
⚫ 運用テストの実施

▶システムベンダーに依頼

▶システムベンダーに依頼

オンライン資格確認等システム

③ ネットワークの設定・疎通確認

⚫ ルーティングの設定（院内/局内ネットワークと資格確認
端末の通信、資格確認端末とオンライン資格確認等シ
ステムとの通信）

⚫ ネットワークの疎通確認
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受付業務等の変更点やトラブル時の対応方法の確認
⚫ 医療機関等向けポータルサイトに掲載の以下情報で導入後の受付業務等の流れをご確認ください。特に、運用マニュアル及
びトラブルシューティング編は事前に必ずお読みください。

⚫ ベンダーより操作マニュアル等の提供がある場合にはそちらもご参照ください。

- 動画【導入後の業務と機能編】
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/
- 運用マニュアル（病院・診療所向け、薬局向け）
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/3739d15fc854f5f772fd34a665cb75c6.pdf
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/c89733a44a22b252588c3d263b617ee3.pdf
- トラブルシューティング編_1.00版
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/e3e5c42726f7fb10b326b6ac1faff0f6.pdf

自施設における変更点の確認
⚫ 自施設における職員や患者の動きをイメージし、オンライン資格確認導入後の受付業務等の確認を行ってください。また、上記
について職員の方に説明し、運用開始に向けた準備を行ってください。

準備作業の概要（2/3）

（つづき）

※上記は一般的な診療所・薬局を想定した準備作業のステップとなります。大規模な病院やチェーン展開の薬局については、施設規模等によって準備作業のステップが異なると想定されるため、
システムベンダーへご確認ください。

受付業務等の
変更点確認3.

患者向けのポスター掲示の配布
⚫ オンライン資格確認に対応していることを示す、ポスター掲示を行ってください。

「個人情報保護の利用目的」の更新
⚫ 患者向けに掲示を行っている「個人情報保護の利用目的」について、オンライン資格確認の利用開始に伴い一部更新が必要となり
ますので、追記をお願いいたします。

患者向け掲示4.
▶ 次ページ参照

本番環境接続
に係る設定2.

システム設定の実施 ※場合によってはシステムベンダーにご依頼
⚫ 運用開始前に「接続先環境を本番環境へ切替える作業」が必要です。（セットアップ手順書の「操作13」の作業になります）
⚫ 作業内容が不明な場合は、システムベンダーへご確認ください。
⚫ 本番環境への接続可能な日付は、確定次第、別途お知らせします。

- 医療機関等向けセットアップ手順書（資格確認端末編）_1.11版
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/f0906aa96f3be4cfb022d1d1bc9db40f.pdf▶システムベンダーに確認

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/3739d15fc854f5f772fd34a665cb75c6.pdf
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/c89733a44a22b252588c3d263b617ee3.pdf
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/e3e5c42726f7fb10b326b6ac1faff0f6.pdf
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/f0906aa96f3be4cfb022d1d1bc9db40f.pdf
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準備作業：患者向け掲示

運用開始に向けて患者に対して、オンライン資格確認に対応していることを示すポスターの掲示をお願いいたします。
また、オンライン資格確認等システムを導入する場合には、個人情報保護法を踏まえ、施設内に掲示されている個人情報の利用目的に「審査支払機関
又は保険者への照会」の追記をお願いいたします。※別紙参照「オンライン資格確認に伴い必要となる院内掲示の個人情報利用目的追記例」

プレ運用専用ポスター

-オンライン資格確認に関する周知素材についてのダウンロードサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

サイトをご確認の上、必要な周知素材をダウンロードいただき、患者へのプレ運用等の周知にご活用ください。

マイナンバーカード・健康保険証・その他証類を持参いただくよう、患者へ事前周知をお願いいたします。

「個人情報保護の利用目的」の更新イメージ 本番運用開始向けポスター・ステッカー

“オンライン資格確認対応”
を示すポスター・ステッカーです！

ぜひご活用ください！

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
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準備作業の概要（3/3）

（つづき）

配信アプリケーション等
の設定の確認

5. 配信アプリケーション等の設定の確認
⚫ 支払基金の配信サーバへの接続確認を行ってください。（医療機関等起点の構成等の配信サーバに接続しない構成の場合、
システムベンダーに接続状況をご確認ください）

⚫ 各種アプリケーションば最新のバージョンとなっていることを確認してください。

- 配信アプリケーションの確認について
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/docs/b7c125ba9764992a3f06763d97d4a850.pdf

画面イメージ

プレ運用準備作業完了報告フォームマイページログイン後

プレ運用準備作業完了報告フォーム

「プレ運用準備作業完了
報告フォーム」をクリック

各報告項目を入力し、
「送信する（確認）」を

クリック

準備作業完了
報告6.

プレ運用準備作業完了報告フォームの入力
準備作業1～５が完了しましたら報告をお願いいたします。
⚫ 医療機関等向けポータルサイトにログインいただき「【プレ運用参加医療機関・薬局向け】プレ運用準備作業完了報告フォーム」
からご報告ください。

⚫ ご回答いただいた完了報告をもとに、本番環境接続状況、配信アプリケーションの接続等のログを確認し、支払基金から開始
確定のご連絡をいたします。

- 【プレ運用参加医療機関・薬局向け】プレ運用準備作業完了報告フォーム
https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp/pc/enquete/preope_kanryobi_questionary

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/docs/b7c125ba9764992a3f06763d97d4a850.pdf
https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp/pc/enquete/preope_kanryobi_questionary
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実施における注意事項

オンライン資格確認（プレ運用）実施における注意事項を以下に記載しますので、事前にご確認ください。

サービス
提供時間

ログ取得の
お願い

（必要に応じて）

メンテナンス等のためシステム停止が発生する旨、ご了承ください。
⚫ オンライン資格確認等システムのサービス提供時間は、原則24時間となります。
⚫ 「健康保険証利用の申込」については、AM3時～AM6時はご利用いただけません。（メンテナンス等に伴い手続きができないことが
ありますので、詳細はポータルサイトのお知らせ等で周知いたしますので、定期的にご確認ください。）

⚫ 但し、やむを得ずシステム停止する場合、支払基金より医療機関・薬局及びシステムベンダーへ個別にメールを送付します。

プレ運用開始後、不具合等が発生した際、システムベンダーに協力いただき、
資格確認端末に保持されるログ情報の取得をお願いする場合がありますので、ご協力お願いいたし
ます。
⚫ 取得する必要がある場合、具体的な取得依頼については、別途ご連絡します。

資格情報
について

マイナンバーカードによる資格確認を実施する場合、原則として別途の健康保険証確認は不要です。
但し、資格情報に関して不明点があった場合、健康保険証の確認をお願いいたします。
また、資格情報に関するお問い合わせは保険者等への個別連絡はせず、お問い合わせ窓口までお願い
いたします。
⚫ オンライン資格確認により取得できる資格情報において、極めて低い割合ではありますが、保険者等の登録状況により資格確認結
果が返却されない、氏名カナが返却されない等がありますのでご留意ください。

ご協力の
お願い

プレ運用状況のフィードバックや広報向けアンケート（週次予定）のお願いする場合がありますので、
ご協力お願いいたします。
⚫ 必要に応じて、運用状況や困っていること等のお伺いさせていただきたく、別途ご連絡します。
＜アンケート例＞
-マイナンバーカードでのオンライン資格確認による受付業務にどのような変化があったか、患者からどのような問合せがあったか
-健康保険証でのオンライン資格確認による受付業務にどのような変化があったか、患者からどのような問合せがあったか 等

2.

4.

3.

1.



9

お問い合わせ窓口

「プレ運用」の準備作業等に係る不明点については、以下よりお問い合わせをお願いします。

⚫電話番号：0800-080-4583（通話無料）
⚫メール ：contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
⚫ 対応時間：月曜日~金曜日 8:00～18:00

土曜日 8:00～16:00

（いずれも祝日を除く）

オンライン資格確認等コールセンターへ個別連絡

※以下リンクについてもご参照いただきますようお願いします。

- 医療機関等ポータルサイト：オンライン資格確認 利用規約・マニュアル等
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-6.html

- 厚生労働省ホームページ：オンライン資格確認の導入について（医療機関・薬局、システムベンダ向け）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html

はじめに医療機関コード、医療機関・薬局名をお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。

※レセプトコンピュータ、電子カルテシステム、調剤システムに係るご質問は各システムベンダへお問い合わせください。

※顔認証付きカードリーダーに係るご質問は顔認証付きカードリーダーメーカーへお問い合わせください。

富士通Japan株式会社: 0120-924-524

-受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く）

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社: 0120-878-400

-受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日は受付のみ）

株式会社アルメックス： 0120-346-400

-受付時間 24時間365日

mailto:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-6.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html

