
マイナポータルの機能追加について
（令和３年11月）

わたしの医療保険の医療費通知情報を

確認・取得できるようになりました

マイナンバーカードをキーにした、わたしの暮らしと行政との入り口。

わたしが必要な様々な情報をいつでもどこでも取得でき、

暮らしをより良くする色々なサービスを利用できる場所。

マイナポータルのアプリを
ダウンロードいただけます

Android版 i0S版
マイナポータルのトップページ

https://myna.go.jp/



マイナポータルにログイン わたしの情報から医療費通知情報を選択 医療費通知情報を表示

マイナポータルで医療保険の医療費通知情報を確認・取得する流れ

※2021年9月以降の毎月の医療保険の医療費が対象（12月以降は、毎月11日頃から前々月分までの医療費通知情報を閲覧可能）

医療費控除の申請に利用
するため「年間の合計」
額を表示

※2021年は9月から12月
までの４ヵ月分がマイナ
ポータルで取得可能。

健康保険証情報を表示

PDFをダウンロード可能 ※マイナンバーカードの保険証利用に対応していない
医療機関・薬局での医療費通知情報も閲覧できます

「明細を表示」を押すと
詳細な情報を表示

医療費通知情報を選択

表示する対象月を選択

マイナポータルにログイン

トップバナーの表示を選択
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マイナポータルでの医療費通知情報の表示例（PDF版） e-Taxでの確定申告で利用が可能

審査支払機関

（支払基金・国保中央会）
！

マイナポータル
本人

医療費通知情報

※マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関・薬局での
医療費通知情報もマイナポータルで閲覧できます

e-Taxで確定申告する際に、マイナポータルから取得した医療費通知情報
を利用できます。医療費控除の申告の手続も便利になります。

※2021年分は2021年9月から12月までの医療費通知情報がマイナポタールで取得できます

医療費通知情報

※2021年9月以降の毎月の医療保険の医療費通知情報が閲覧・取得の対象

（12月以降は、毎月11日頃から前々月分までの医療費通知情報を閲覧可能）

2



参考資料

・医療保険の薬剤情報、特定健診情報、後期高齢者健診情報

の閲覧機能（令和３年10月リリース）

・マイナポータルの仕組み

・マイナンバーカードの健康保険証利用
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マイナポータルで医療保険の薬剤情報を確認・取得する流れ
4

ジェネリック医薬品
への切替えによる削
減可能額を表示

健康保険証情報を表示

PDFをダウンロード可能

マイナポータルにログイン わたしの情報から薬剤情報を選択

主な情報を一覧で表示。
「明細を表示」を押す
と詳細な情報を表示

薬剤情報を表示

※2021年9月以降に調剤された薬剤情報が対象（11月以降、毎月11日頃から前月分までの薬剤情報を閲覧可能）

※マイナンバーカードの保険証利用に対応していない
医療機関・薬局で調剤された薬剤情報も取得できます

マイナポータルにログイン

トップバナーの表示を選択

薬剤情報を選択

表示する対象月を選択

取得依頼対象日



マイナポータルでの薬剤情報の表示例（PDF版）

ジェネリック医薬品
への切替えによる削
減可能額を表示

実際に調剤された
薬剤名を表示

調剤年月日で検索
した期間で最新の
順で表示

「用法、用量」で、
いつ、どれだけ服
用するか等を表示

「調剤数量」で、
実際に調剤された
数量を表示

QRコードを読み取って、
電子版お薬手帳への取り
込みができます

※2021年9月以降に調剤された薬剤情報が対象（11月以降、毎月11日頃から前月分までの薬剤情報を閲覧可能）

※マイナンバーカードの保険証利用に対応していない
医療機関・薬局で調剤された薬剤情報も取得できます
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マイナポータルで特定健診情報、後期高齢者健診情報を確認・取得する流れ

マイナポータルにログイン わたしの情報から特定健診情報・
後期高齢者健診情報を選択

特定健診情報、後期高齢者健診情報を表示

※令和２年度実施分以降の特定健診情報、

後期高齢者健診情報が対象

マイナポータルにログイン

トップバナーの表示を選択

特定健診情報・後期
高齢者健診情報を選択

健康保険証情報を表示

PDFをダウンロード可能
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健診結果を経年で比較ができるように実施日
を選択することで、基本項目を並べて表示
※令和２年度実施分以降の情報が対象

17.5



マイナポータルでの特定健診情報の表示例（PDF版）

健診実施時に質問票により医師が
問診で確認した既往歴を表示
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マイナポータルでの後期高齢者健診情報の表示例（PDF版）

健診実施時に質問票により医師が
問診で確認した既往歴を表示
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ぴったりサービス

子育てをはじめとする
オンライン申請ができます

わたしの情報

・税情報（所得等）
・世帯情報
・予防接種の履歴
などが確認できます

お知らせ

行政機関等から児童手当現
況届や確定申告などのあな
たに合ったお知らせが届き
ます

※サービスの検索や一部の申請
についてはマイナンバーカー
ドがなくてもできます

やりとり履歴の確認

あなたの情報が行政機関で
どのようにやりとりされた
かチェックできます

もっとつながる

（外部サイト連携）
・e-Tax
・ねんきんネット
などにつながります

マイナポータルの仕組み
○ マイナポータルは、「マイナンバーカードをキーとした、わたしの暮らしと行政との入口」として、オンライン申請や、
行政機関等が保有する自分の情報の閲覧・取得、お知らせの通知などのサービスを提供しています。

利用者登録数 808万件
（令和3年11月15日時点）
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マイナンバー（個人番号）

マイナンバーカード（個人番号カード）

[目的]行政手続の簡素化による国民の利便性向上、行政事務の効率化、公平・公正な社会を実現する基盤

⚫ 日本国内の全住民に通知されている12桁の番号です。

⚫ マイナンバー法に定められた社会保障・税・災害対策分野の行政事務の手続で利用されます。

⚫ 行政機関等がマイナンバー法に基づき情報連携することで、住民は各種手続の際に提出する添付書類（住民票、課税証明書等）を

省略できます。

マイナポータル

⚫ 行政機関等が保有している自分の情報や行政機関間での情報のやり取りの確認ができます。

⚫ 自宅のパソコン等からオンラインの申請や行政機関等からの通知の確認などができる自分専用のサイトです。

マイナンバー制度について

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

対面での本人確認

顔写真付きの本人確認書類として
・市町村での厳格な本人確認 → 確かに本人であるという証
・公私での本人確認が可能

電子的な本人確認

オンラインで安全・確実に本人を証明

・電子証明書により、スマートフォンや
パソコンで各種手続や契約が可能

・コンビニで住民票の写しなどを取得可能

・官民の様々な用途に利用可能

マイナンバーカード交付状況
【令和3年11月17日時点】

5,007万枚
（全住民に占める割合 39.5%）

ICチップ マイナンバー

利用者登録数（令和3年11月15日時点）808万件

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）

個人の申請により交付される顔写真入りカード

マイナンバーを使わずに電子的に個人を認証する機能(ICチップ)を搭載
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マイナンバーカードは万全の安全対策を講じています

大切な個人情報は入っていません

ICチップ部分には、税や年金などの

個人情報は記録されません

なりすましができません

マイナンバーを見られても個人情報は盗まれません

マイナンバーを利用するには、顔写真付き

身分証明書等での本人確認が必要にな

るため、悪用ができません

➣紛失・盗難の場合は、

24時間365日体制で停止可能

➣利用者本人が暗証番号を設定。

一定回数、間違えると機能ロック

➣不正に情報を読み出そうとすると

ICチップが壊れる仕組み

万全のセキュリティ対策

顔写真入りのため、

対面での悪用は困難です

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

オンラインの利用には
マイナンバーは使いません

※健康保険証としての利用も、マイナンバーは使いません
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本人（Aさん）

マイナポータル

国

その他機関

地方公共団体
0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

①ログイン

行政機関等

情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

③自己情報の取得要求

やりとり履歴の確認要求

Aさんの情報
（例：所得）

④閲覧・取得

中間サーバー

業務システム

業務システム

業務システム

中間サーバー

中間サーバー

情報の照会

情報の提供 副本情報を
登録・管理

○ 行政機関等は、マイナンバー法に基づき、互いに情報の照会と提供を行う個人の情報について、中間サーバーに副本情報
として登録・管理し、情報提供ネットワークシステムを通じて、情報連携する仕組みとしています。

○ マイナポータルは、行政機関等が中間サーバーに登録し、情報連携する自己情報について、本人が照会し、閲覧・取得で
きる機能、自分の情報をどの行政機関等が照会・提供したかについて確認する機能を提供しています。

②わたしの情報から取得
したい情報を選択

やりとり履歴の確認

マイナンバー制度の情報連携とマイナポータルによる自己情報の開示の仕組み

※行政機関等の情報連携（令和２年度実績）情報照会１.５億件／年 情報提供１.４億件／年

副本情報を
登録・管理

副本情報を
登録・管理
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マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）

〇 令和３年10月20日から、オンライン資格確認の本格運用開始。マイナンバーカードにより資格
確認して受診した患者は、本人同意の上で、薬剤情報、特定健診情報、後期高齢者健診情報も医
師・薬剤師に共有できます。

医療機関・薬局では、マイナンバーカードで、患者本人の確認と資格情報の確認を確実にでき
ます。他の医療機関で交付された薬剤情報や特定健診情報等も確認できることで、よりよい医療
を受ける環境の充実につながります。

※本人同意は、顔認証付きカードリーダーでワンタッチで

※薬剤情報は令和３年９月診療分以降、毎月。特定健診情報は令和２年度実施分以降。

〇 マイナポータルで、本人の薬剤情報、特定健診情報、後期高齢者健診情報を確認できます。

※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関・薬局の薬剤情報、特定健診情報等も確認可能。

※どの医療機関・薬局に提供したかという情報もマイナポータルで確認可能。

〇 マイナンバーカードは、対面に加え、オンラインでも確実な本人確認（公的個人認証）ができ
る「デジタル社会のパスポート」。

患者が自分の薬剤情報や特定健診情報等をマイナポータルで確認する、患者が自ら本人の薬剤
情報や特定健診情報等を医師等に提供する際にも、本人の認証と同意の方法として、マイナン
バーカードを用いる仕組みとしています。
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マイナンバーカードの健康保険証利用：虎の門病院
（デジタルの日令和３年10月10日）

後藤厚生労働大臣

牧島デジタル大臣

顔認証付きカードリーダーで
マイナンバーカードで資格確
認

※薬剤情報、特定健診情報等
の提供もワンタッチで同意

薬剤情報、特定健診情報等
が医師に共有されます
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医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の仕組み

キヤノン
（キヤノンマーケティングジャパン）

富士通
（富士通Japan）

アルメックス
パナソニック

（パナソニック システム
ソリューションズ ジャパン）

③顔の撮影
（又は暗証番号）

②本人確認方法を選択
①マイナンバーカードを置く
（患者が自ら置く）

本人確認来院

⑤資格確認等が完了④情報閲覧の同意

完了同意取得

○顔認証で本人確認を行える「顔認証付きカードリーダー」を医療機関・薬局に設置

○本人確認を行うとともに、医療機関・薬局が健診情報等を閲覧することについて同意の取得が可能
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薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータル、医療機関等での閲覧の仕組み

保険者

個人単位被保番

支払基金・国保中央会（国保連）
特定健診情報＊

薬剤情報

マイナポータル

！

PHRｻｰﾋﾞｽ

医療機関

本人
薬剤情報

個人単位被保険者番号と薬剤情報、
特定健診情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報

薬剤情報

マイナンバーカード

○ 患者本人や医療機関・薬局では、薬剤情報や特定健診情報、後期高齢者健診情報の経年データの閲覧が可能に
なります。加入者の予防・健康づくりや重複投薬の削減等につながります。

薬局
薬剤情報

※1 ①本人から医療機関・薬局に対し薬剤情報を提供すること、➁医療機関・薬局が

照会作業を行うことについて、マイナンバーカードにより本人確認と本人から同意を取得し

た上で、医療機関・薬局から支払基金・国保中央会に薬剤情報を照会する。支払基

金・国保中央会は保険者の委託を受けてオンラインで薬剤情報を回答する。

※2 医療機関・薬局における本人確認と本人同意の取得の履歴管理は、オンライン資

格確認等システムにより、マイナンバーカードの電子証明書を用いて行う。

本人

医療費通知情報

＊75歳以上の者については広域連合が行う後期高齢者健診の情報

医療費通知情報

特定健診情報＊

特定健診情報＊

特定健診情報＊

特定健診情報＊
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