
協会が行った調査では、健康
保険証を用いたオンライン資格確認
でのトラブル事例を複数確認。①
後期高齢者の患者負担割合につ
いて、資格確認では「1割」と表
記されるが、紙の保険証では「2
割」と記載されている。②保険証
の切り替えにより新しい保険証で受
診したところ「当該資格は存在し
ません」と表示される。③患者氏
名の大文字・小文字の判別で不
一致となる「（例）リヨウイチとリョウ
イチ」。といったケースが複数確認さ
れた。来年 4月にオンライン資格確
認が原則義務化され、これらのトラ
ブル事例が多発した場合、各医療
機関窓口では混乱を招くことになる。

オンライン資格確認の導入に際し
ては補助金を受けて整備を進める
ケースが大半だ。補助金に関して、こ
れまで支払基金ポータルサイトQ&A
では、機器の導入後に廃院した場
合、『減価償却の残存年数に相当
する金額の返納が必要』と示されて
おり、例えば、無償提供される顔認
証付きカードリーダー（約 10万円）の
場合、減価償却期間は5年であり、
導入 2年後に廃院した場合、残り3

また、支払基金ポータルサイトで
は、11/16に「顔認証付きカードリー
ダーが起動しない事象について」と
し、パナソニックや富士通の顔認
証付きカードリーダーがネットワーク
エラーにより起動しない事象が発生
したことを報告している。さらには
11/21に「配信サーバーに接続で
きない事象について」とし、オンライ
ン資格確認を行う際にサーバーに
接続できない事象も確認された。
協会ではこれらのシステムトラブ

ルについて、不完全なシステムの導
入義務化は医療機関での混乱を
招くとし、地元国会議員等に要請を
行っている。

年分相当の約6万円の返還が必要
との見解が示されていた。
閉院を間近に控えた会員医療機
関からは「閉院後に補助金を返さな
ければならないのであれば、今年中
に閉院する」といった声が出されて
おり、茨城協会でもこれまでに地元
国会議員を通じて厚労省に意見を
あげてきた。
この件に関して、厚労省から11
月1日に改正通知が示され、「死

オンライン資格確認
県内27医療機関でトラブル事例を確認

4月義務化は混乱を招く
オンライン資格確認義務化については、8月10日の中医協答申の附帯意見に沿って、年末までに地域医療に支障を生じる等、
やむを得ない場合の対応についてその期限も含めて検討を行うとされているが、この間、保団連が実施した調査では既に運用を開始
した医療機関の 4 割でシステムトラブルが確認されている。これを受け、茨城県保険医協会でも実際にどのようなトラブル事例が発
生しているか、システム運用を開始している58 医療機関に対して調査を行ったところ、回答のあった38 件中、27 件で何らかのトラ
ブルが生じていることが確認された。

健康保険証による資格確認で
トラブル事例を複数確認

閉院での補助金返還・不要に

亡や病気等でやむを得ず廃業する
場合で、その機器を無償譲渡によ
り他の保険医療機関でのオンライン
資格確認の実施に使用することが
困難な場合」は、補助金の返還が
免除されることとなった。本ケースの
場合、支払基金ポータルサイトにア
クセスし、補助金返還免除に必要

な様式（別紙様式１、別紙様式３）
をダウンロードする必要がある。そ
の後、別紙様式１（申請書）ととも
に保険医療機関廃止届の写し等を
添付し、支払基金に提出することで
返還免除が受理されれば、別紙様
式３（財産処分完了報告）を提出
し、手続きは終了となる。

オンライン資格確認システム
全国の運用機関数（施設別・参加率）

※厚生労働省「オンライン資格確認の都道府県別導入状況について」より作成

年末年始　事務局休務のお知らせ末 事務局休務
日頃より当会の活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
下記の期間につきましては、事務局休務とさせていただきます。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

休務期間
2022 年 12月 29日（木）～2023 年 1月 4日（水）
各種お問い合わせにつきましては、下記お問い合わせフォームよりお願
いいたします。

http://www.ibaho.jp/contactp jp
返信は 1月 5日（木）以降となります。
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