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マイナンバーカードでの受診患者

対応義務、応召義務は？

　実際にマイナンバーカードのみを提
示して受診を求める患者が来院した場
合の対応についてまとめた。
カードリーダー未申請の医療機関
　まず、カードリーダーの無償提供に
申請していない医療機関については対
応義務はない。ただし、それを理由に
受診を断ってしまうと応召義務に抵触
するため、自院では取扱いがない旨を
説明のうえ、一旦 10 割負担してもら
い、後日保険証提示で返金するなどの
対応が求められる。
カードリーダー申請済みだが準備中
　次に、カードリーダーを申し込んだ
が利用環境がまだ整っていない医療機
関については、窓口では未申請の場
合と同様の対応が求められ、2023 年
3 月末までには環境を整える必要があ
る。カードリーダーの無償提供を受け
たにも関わらず使用しなかった場合に
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は、機器の費用相当額の支払いを求め
られる場合があるため留意されたい。
カードリーダー設置済み
　利用環境の整備まで完了した医療機
関については、患者のマイナンバー
カード提示での受診に対応義務があ
る。ただし、引き続き保険証での受診
を呼び掛けることは問題とされない。
運用開始後に発生する機材やシステム
の保守・メンテナンスにかかる経費に
ついては現時点で補助事業がないこと
に留意されたい。
下記ポスターをご利用いただけます
　保険医協会では、マイナンバーカー
ドの保険証利用について、院内掲示用
ポスターを作製した。①保険証利用
を導入しない医療機関（下図参照）、
②導入予定だが準備中の医療機関、
③保険証利用に対応しているが、今ま
で通り保険証でも受診できる旨呼び掛
けたい医療機関向けの４種類。それぞ
れホームページから PDF データをダ
ウンロードできる（下記 URL とパス
ワードが必要）ほか、A3 サイズのポ
スターを希望する場合は、数量限定で
無料配布中。ご注文は保険医協会事務
局（Tel. 026-226-0086）まで。

　延期されていたマイナンバーカード
の保険証利用が 10 月 20 日より運用
開始された。これまで政府はマイナン
バーカードの普及促進のため、2019
年に改正健康保険法等を成立させ、保
険証利用および今年３月からのオンラ
イン資格確認の本格運用を予定してい
た。しかし３月初旬のプレ運用の段階
で保険者による個人番号等入力誤りな
どのトラブルが多数報告されたことか
ら本格運用は延期されていた。
保険証利用を開始するための準備

　患者がマイナンバーカードを医療機
関窓口で保険証利用するためには、医
療機関側は専用カードリーダーの設置
とオンライン資格確認の利用登録が必
要。政府は導入を後押しするため、顔

認証カードリーダーの無償提供と導入
経費を対象とした補助金事業を行って
いる。申請の流れは、①顔認証カード
リーダーの申込み、②業者へ導入経費
の見積もり・発注、③オンライン資格
確認利用申請、機器を受け取り、取付
や院内掲示など環境を整え、運用を開
始、④補助金の申請となる。カードリー
ダーの申込み期限はオンライン資格確
認利用開始の４か月前まで、補助金は
2023 年６月末が申請期限。
カードリーダーの申込状況

　現在のカードリーダーの申込状況と
接続完了状況は表１の通り。長野県で
は約９割の病院と、約半数の医科・歯
科診療所が申込んでいる。この内、本
番接続まで完了した医療機関は 10 月

表２.　マイナンバーカード交付状況 人数 割合
マイナンバーカード交付済み人口

（10 月 1 日時点）
全国 48,672,550 38.4％
長野県 683,810 33.0％

全人口における保険証利用登録済
み人口（10 月 3 日時点） 全国 5,406,706 4.3％

表１. カードリーダーの導入状況
（10 月 3 日時点）

病院 医科診療所 歯科診療所 全医療機関
件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

カードリーダー申込済み医療機関
全国 6,374 77.3％ 39,205 43.9％ 34,337 48.4％ 79,916 47.4％
長野県 111 88.1％ 680 51.6％ 543 50.8％ 1,334 53.1％

上記の内、本番接続まで完了した
医療機関

全国 1,439 22.6％ 5,188 13.2％ 3,843 11.2％ 10,470 13.1％
長野県 28 25.2％ 190 27.9％ 36 6.6％ 254 19.0％

カードリーダー未申請含め本番接
続まで完了した医療機関

全国 1,439 17.5％ 5,188 5.8％ 3,843 5.4％ 10,470 6.2％
長野県 28 22.2％ 190 14.4％ 36 3.4％ 254 10.1％

マイナンバーカードの保険証利用

利用環境整わないまま、本格運用スタート

3 日 時 点 で 病
院 25.2％、医科診療所 27.9％、歯科診
療所 6.6％。未申請の医療機関も含め
ると全医療機関の 10.1％に過ぎない。
マイナンバーカード交付率

　一方で国民へのマイナンバーカード
の交付状況は表 2 の通り。交付率は
10 月１日時点で全国 38.4％、長野県
33.0％。また、患者がマイナンバー
カードを保険証利用する場合、事前登
録が必要だが、登録者数は 10 月 3 日
時点で全国約 540 万人。
　これらの結果から、国内全体で見れ
ば、全人口の 4.3％の人しか保険証利
用登録をしていないうえ、使用できる
医療機関も 6.2％に限られている状況
がわかる。
導入のメリット・デメリット

　現時点でか
なり少数派で
あるマイナン
バーカードで
の受診患者だ
が、 そ も そ も
保険証利用を

導入すると医療機関にどのような変化
が起きるのか。まず、メリットは▽オ
ンライン資格確認により資格喪失等の
返戻が減る▽保険情報等の入力の手間
が省ける▽患者の同意を得られればマ
イナポータルから過去の健康診断や服
薬情報を得られる▽マイナンバーカー
ドを利用して受診したい患者の自院へ
の定着度が上がることなどが挙げられ
る。

対してデメリットは▽マイナンバー
カード受診と保険証受診の混在によ
る職員の多忙化▽院内での紛失、盗難
騒ぎ、マイナンバーや暗証番号の漏
洩リスク▽導入後の機材やシステム
の保守・メンテナンス費用には補助
がないため金銭的負担が増える、ICT
に習熟した職員が必要▽カードの顔写
真の更新は原則10 年毎のため、成長や
加齢による顔の変化で認証機能の正確
性の担保がないことなどが挙げられ
る。導入を検討中の医療機関について
は、これらを参考に慎重に考慮された
い。

　10 月 13 日、中医協総会が行われ、
2022 年度診療報酬改定に向け在宅医
療分野を中心に議論された。
在医総管等の「継続診療加算」

　まず、在宅時医学総合管理料および
施設入居時等医学総合管理料において

「自院の外来で４回以上の受診歴があ
る患者が在宅療養へ移行した後も診療
を継続した場合の評価」である「継続
診療加算」について議論された。診療
側より、算定要件の一つの「24 時間
の連絡・往診体制確保に向けた協力医
療機関の確保」に関して、協力医療機
関への評価が現在の診療報酬上ないこ
とから、協力要請を躊躇し、結果とし
て算定要件を満たせないケースが多数
あることを指摘、協力医療機関への評
価の新設や要件緩和を求めた。
　それに対し支払側は、「協力体制を
結べないから算定が伸び悩むのであれ
ばいかがなものか」としつつも、地域
によっては、自治体や医師会を中心と
したバックアップ等による在宅医療連
携モデルが形成されている点を挙げ、

「要件緩和の前に医師会や自治体を巻
き込んだ体制作りの議論が先」という
姿勢を崩さなかった。

10.13 中医協動向
・在宅医療の算定要件緩和について議論

・歯科用貴金属は来年１月の随時改定で価格変更なし

在宅ターミナルケア加算について

　次に訪問診療料（Ⅰ）の「在宅ター
ミナルケア加算」について、「死亡日
から逆算して 2 週間以内に 2 回以上
の訪問診療または往診を実施した場
合」に加算できるとされているが、実
際には退院後、訪問診療を導入開始前
に急変して亡くなってしまうケースが
あり、在宅療養指導計画を立てるなど
の事前の準備に対する評価がないこと
を指摘、実態に即した要件の見直しが
提案された。支払側は「不合理に算定
できないケースは確かにあるため、現
場の尽力に報いる手直しが必要。算定
できないケースがどのくらい発生して
いるのか確認する必要がある」とした。
　また、小児の在宅でのターミナルケ
アは成人と比べてより多くの対応が求
められることから、訪問診療料（Ⅰ）
の乳幼児加算（400 点）の評価では
見合わないとの意見も出た。
歯科用貴金属価格の随時改定について

　来年 1 月の歯科用貴金属価格の随
時改定Ⅱについて、全ての歯科用貴金
属の変動幅が± 15％未満であること
を報告し、告示価格の変更は行わない
とした。　




