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令和元年度(2019年度) 令和２年度(2020年度) 令和3年度(2021年度) 令和4年度(2022年度)
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①医療機関等
資格確認機能

②レセプト
振替機能

②特定健診・医療
費・薬剤情報管理機
能

⑦履歴照会・回答システム

⑥電子処方箋の仕組み
の構築

⑤医療情報を確認できる
仕組みの拡大

設計・開発
保険者からデーター登録

運用保守テスト

▼ 3月運用開始

運用保守

運用保守

▼ 3月運用開始

▼ 10月運用開始

テスト

テスト設計・開発

設計・開発

テスト設計・開発

設計・開発 テスト 運用保守

▼ 10月運用開始

【医療費情報】

【薬剤情報】

【特定健診情報】

調達 設計・開発 運用保守

▼ 3月運用開始予定

テスト

▼令和4年夏を目途に運用開始

調達 設計・開発・テスト 運用保守

▼令和4年夏を目途に運用開始

運用保守設計・開発・テスト調達

システム開発スケジュール(現時点での想定)
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履歴照会・回答システム：5.8億円（令和４年３月） 【⑦】
個人単位の被保険者番号の履歴情報を活用し、医療保険レセプト情報等のデータベース

（NDB）及び介護保険レセプト情報のデータベース（介護DB）等の連結精度を向上させる
仕組みを構築するため、令和２年度から引き続きシステムの設計・開発・テストを実施。

電子処方箋の仕組みの構築：35.5億円（令和４年夏） 【⑥】
処方情報及び調剤情報を医療機関・薬局で共有することにより重複投薬の回避にも資する

電子処方箋の仕組みを構築するため、システムの設計・開発・テストを実施。

令和３年度システム開発概要

※ 括弧書きの時期については、運用開始予定を表しています。

医療情報を確認できる仕組みの拡大：9.7億円（令和４年夏） 【⑤】
患者及び全国の医療機関等で医療情報（薬剤情報に加えて、手術・移植や透析等の情報を

拡大）を確認できる仕組みを構築するため、システムの設計・開発・テストを実施。

オンライン資格確認等システム：37.1億円 【②】
【レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能（令和３年１０月）】
加入者の資格情報の有効性を確認し、受診日・調剤日時点の資格情報に基づいてレセプト

請求先を振替・分割する機能及び患者や医療機関等において医療費、薬剤情報等の経年デー
タの閲覧機能を構築するため、令和２年度から引き続きテストを実施。
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単位：億円

令和２事業年度
104.5

▲16.3

▲0.1

88.1

収入

令和３事業年度 保健医療情報会計収入支出予算 社会保障・税番号制度準備勘定 3/4

社会保障・税番号制度
システム整備費補助金等 88.1  (▲16.3)

補 助 金 収 入

雑 収 入

▲16.4

保健医療情報利活用
推進関連事業収入 0.1

令和３事業年度
88.1

社会保障・税番号制度システム整備費補助金等のうち、オンライン資格確認等システムの運用開始に伴う開発経費の減により64.0億円減。
履歴照会・回答システム（医療等分野における識別子(ID)の導入）の開発・改修は、2.5億円増。電子処方箋の仕組みの構築は、令和3年度から
システム等の構築を開始するため35.5億円増。地域診療情報連携推進費補助金については、令和3年度から手術・移植等の医療情報を確認できる
システム構築を開始するため9.7億円増。

104.3

＜補助金収入の内訳>

①令和２
年度予算

②令和３
年度予算

差
（②-①）

社会保障・税番号制度システム
整備費補助金
（②オンライン資格確認等システム）

101.0 37.1 ▲64.0

社会保障・税番号制度システム
整備費補助金
（⑦履歴照会・回答システム）

3.3 5.8 +2.5

社会保障・税番号制度システム
整備費補助金
（⑥電子処方箋の仕組みの構築）

－ 35.5 +35.5

地域診療情報連携推進費補助金
（⑤医療情報を確認できる仕組みの拡大） － 9.7 ＋9.7

※ 端数整理（四捨五入）の関係から、合計等が不一致となる場合があります。
また、括弧書きについては、前年度との差額を表しています。

保健医療情報利活用推進関連事業収入 － (▲0.1)

0.00.0
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単位：億円

令和２事業年度
104.5

令和３事業年度
88.1

86.0

支出
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給 与 諸 費

予 備 費

102.0

0.1

2.1
▲0.2

▲0.1

▲16.4

保健医療情報利活用
推進関連事業経費

業 務 経 費

2.3

給与諸費については、ポストの変更に伴う減により0.2億円減。
業務経費については、開発・改修規模の縮小等により16.0億円減。

・システム関連経費 83.9 (▲15.5)

・その他の経費 2.1 (▲ 0.5)

関係団体委託料の減
▲16.0

＜システム関連経費の内訳>

①令和２
年度予算

②令和３
年度予算

差
（②-①）

②オンライン資格確認等システム 96.4 34.8 ▲61.6

⑦履歴照会・回答システム 3.0 5.4 +2.4

⑥電子処方箋の仕組みの構築 － 34.5 +34.5

⑤医療情報を確認できる仕組みの拡大 － 9.2 ＋9.2

ポストの変更に伴う給与諸費の減

2.1 (▲0.2)

0.0 0.0
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単位：億円

令和２事業年度
19.9

＋1.4

+3.3

14.1

収入

令和３事業年度 保健医療情報会計収入支出予算 社会保障・税番号制度勘定 1/2

協会けんぽ負担金収入 7.4  (＋0.4)
健保組合負担金収入 5.2 (＋0.0)
共済組合等負担金収入 1.5 (＋1.0)

負 担 金 収 入

雑 収 入

12.7

10.5
別途積立預金からの受入金 5.1  (▲2.0)
システム機器更新等経費積立預金
からの受入金 5.4  (＋5.4)

＋4.8

受 入 金 7.2

令和３事業年度
24.6

負担金収入については、オンライン資格確認等システムに係る運用経費の満年度化、レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能の稼働(令和3年
10月)に伴う必要経費の増等により1.4億円増の14.1億円。
受入金については、中間サーバーのクラウド化費用を国費で対応したため、積み立てていたシステム機器更新等経費積立預金を受入れたことにより3.3
億円増の10.5億円。なお、当該積立預金については、令和8年度（6年間）までに全額を受入れる予定。

①令和２年度予算 ②令和３年度予算 差（②-①）

協会けんぽ 1.37 0.29 ▲1.08

健保組合 1.37 0.29 ▲1.08

共済組合等 0.48 0.29 ▲0.19

①令和２年度予算 ②令和３年度予算 差（②-①）

協会けんぽ 1.10 1.22 +0.12

健保組合 1.10 1.22 +0.12

共済組合等 1.10 1.22 ＋0.12

0.0 0.0

運営負担金単価（円）の二期比較（加入者１人当たり月額）

＜中間サーバー＞
システム機器更新等経費積立預金からの受入金増による単価の減

＜オンライン資格確認等システム>
レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能の稼働に伴う単価の増
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単位：億円

令和２事業年度
19.9

令和３事業年度
24.6

20.9

0.3
0.2

支出

令和３事業年度 保健医療情報会計収入支出予算 社会保障・税番号制度勘定 2/2

給 与 諸 費

予 備 費

16.3

0.8

0.2

3.2

＋4.6

▲0.4

＋4.8

共同運営調整金

業 務 経 費

2.6

給与諸費については、オンライン資格確認等システムの稼働の満年度化、レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能の稼働(令和3年10月)に伴う
職員の増により0.6億円増。
業務経費については、中間サーバーのクラウド化等に伴うシステム関連経費の縮減により3.4億円減、オンライン資格確認等システムの稼働の満年度化、
レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能の稼働(令和3年10月)に伴うシステム関連経費8.0億円増、オンライン資格確認等システムの本稼働に
伴う臨時職員経費等の0.1億円増を含め4.6億円増。

〇システム経費
・中間サーバーのクラウド化等に伴うシステム関連
経費の減 10.7 (▲3.4)

・オンライン資格確認等システムの稼働の満年度化、
レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能
の稼働(令和3年10月)に伴うシステム関連経費の増

8.6 (＋8.0)
〇その他の経費
・オンライン資格確認等システムの本稼働に伴う臨時職
員経費等の増 1.6 (＋0.1)

・オンライン資格確認等システムの稼働の満年度化、
レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能
の稼働(令和3年10月)に伴う職員の増 3.2 (+0.6)+0.6



Change,Challenge,Chance

（参考）令和３事業年度 中間サーバー及びオン資格における必要経費の総額

医療保険情報提供等実施機関（支払基金及び国保中央会）における中間サーバー及び
オン資格の運営に必要な経費は、約37.2億円

注 数値は四捨五入した値を使用。四捨五入の関係により計等が不一致の場合があります。

単位：億円（税込）

取扱 項番１ システム費用 中間サーバー及びオン資格における運用・保守費用、ネットワーク費用等
項番２ その他業務費用 ヘルプデスク等における業務運用支援費用等
項番３ 実施機関費用 医療保険情報提供等実施機関を運用するための費用（人件費、賃料等）

項番 費目
中間サーバー オン資格 合計

支払基金 国保中央会 支払基金 国保中央会 支払基金 国保中央会

1 システム費用 13.2 9.6 3.6 11.6 7.3 4.4 24.9 16.9 8.0

2 その他業務費用 1.8 1.2 0.6 2.3 1.5 0.9 4.2 2.7 1.5

3 実施機関費用 3.8 2.4 1.4 4.4 2.7 1.7 8.2 5.1 3.1

計 18.9 13.2 5.7 18.3 11.4 6.9 37.2 24.6 12.6



①令和2年度
予算額

②令和3年度
予算額

主　　　　要　　　　事　　　　項

千円 千円 千円

10,434,531       8,809,355        ▲ 1,625,176         
　《収　　入》

10,434,531       7,839,136        ▲ 2,595,395         

（目）　オンライン資格確認等システム等整備事業 10,103,109       3,706,254        ▲ 6,396,855         

（目）　医療等分野における識別子（ID）の導入に
　　　　かかるシステム開発・改修

331,422           584,388           252,966            

（目）　電子処方箋管理システム構築事業 -                    3,548,494        3,548,494         

-                    970,219           970,219            

（目）　保健医療情報拡充システム開発事業 -                    970,219           970,219            

13,098            -                    ▲ 13,098             

2                    2                    -                    

10,447,631       8,809,357        ▲ 1,638,274         
　

千円 千円 千円

10,434,532       8,809,356        ▲ 1,625,176         　《支　　出》

（項）　事務取扱費 10,434,532       8,809,356        ▲ 1,625,176         

・　給与諸費 230,643           208,774           ▲ 21,869             

・　業務経費 10,203,889       8,600,582        ▲ 1,603,307         

　〔　システム関連経費　〕 9,943,830        8,393,973        ▲ 1,549,857         

　〔　その他の経費　〕 260,059           206,609           ▲ 53,450             

13,098            -                    ▲ 13,098             

（款・項）　予備費 1                    1                    -                    

10,447,631       8,809,357        ▲ 1,638,274         

支
　
　
　
　
出

　 （款）　業務取扱費

（款・項）　保健医療情報利活用推進関連事業経費

支　　　　出　　　　合　　　　計

　令和3事業年度　保健医療情報会計収入支出予算　概要　

（社会保障・税番号制度準備勘定）

事　　　　項　　　　科　　　　目
③（②－①）

比較増▲減額

収
　
　
　
　
入

　 （款）　補助金収入

 （項）　社会保障・税番号制度システム整備費補助金

 （項）　地域診療情報連携推進費補助金

　（款・項）　保健医療情報利活用推進関連事業収入

   （款・項）　雑収入

収　　　　入　　　　合　　　　計

＜ 内 訳 ＞

○ 業務経費

〈システム関連経費〉

・ オンライン資格確認等システム、履歴照会・回答システム、電子処方箋の仕組み

の構築、医療情報を確認できる仕組みの拡大に係る開発・改修に必要な経費と

して約83.9億円を計上

〈その他の経費〉

・ 建物賃借料及び消耗品費等業務運営に必要な経常経費として約2.1億円を

計上

○ 補助金収入

・ オンライン資格確認等システム、履歴照会・回答システム、電子処方箋の仕組み

の構築、医療情報を確認できる仕組みの拡大に係る開発・改修及び人件費等

①令和2年度予算 ②令和3年度予算 ③差（②-①）

億円 億円 億円

オンライン資格確認等システム 96.4 34.8 ▲ 61.6

履歴照会・回答システム 3.0 5.4 2.4

電子処方箋の仕組みの構築 -                      34.5 34.5

医療情報を確認できる仕組みの拡大 -                      9.2 9.2

合計 99.4                 83.9                 ▲ 15.5



①令和2年度
予算額

②令和3年度
予算額

主　　　　要　　　　事　　　　項 参　　　　　　考

千円 千円 千円

1,270,280 1,412,435 142,155    
　《収　　入》

（款・項）　受入金 716,695        1,049,048 332,353    

（目）　別途積立預金からの受入金 716,695        513,525 ▲ 203,170    

（目）　システム機器更新等経費
     　 積立預金からの受入金

-                 535,523 535,523    

37 567 530          

1,987,012 2,462,050 475,038    
　

千円 千円 千円

1,887,866 2,410,973 523,107    　《支　　出》

（項）　事務取扱費 1,887,866 2,410,973 523,107    

・　給与諸費 257,883 320,567 62,684      

・　業務経費 1,629,983 2,090,406 460,423    

　〔　システム関連経費　〕 1,474,595 1,926,700 452,105    

　〔　その他の経費　〕 155,388 163,706 8,318       

（款・項）　共同運営調整金 76,534          31,972 ▲ 44,562      

（款・項）　予備費 22,612 19,105 ▲ 3,507       

1,987,012 2,462,050 475,038    

支
　
　
　
　
出

　 （款）　業務取扱費

支　　　　出　　　　合　　　　計

　令和3事業年度　保健医療情報会計 収入支出予算　概要　

（社会保障・税番号制度勘定）

事　　　　項　　　　科　　　　目
③（②－①）

比較増▲減額

収
　
　
　
　
入

　 （款・項）　負担金収入

   （款・項）　雑収入

収　　　　入　　　　合　　　　計

＜ 内 訳 ＞

* 令和2年度のオンライン資格確認等システムに係る費用は、令和3年3月分のみの金額である。

* 令和2年度のオンライン資格確認等システムに係る費用は、令和3年3月分のみの金額である。

○ 給与諸費

・ レセプト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能等の稼働による増を織り

込み必要な経費として約3.2億円を計上

○ 業務経費

〈システム関連経費〉

・ 医療保険者等向け中間サーバー、オンライン資格確認等システム、レセ

プト振替機能及び医療費・薬剤情報管理機能の稼働に必要な経費として

約19.3億円を計上

〈その他の経費〉

・ オンライン資格確認等システムの本稼働に伴う臨時職員経費等の増を織

り込み、建物賃借料及び消耗品費等業務運営に必要な経常経費として約

1.6億円を計上

○ 共同運営調整金

・ 医療保険情報提供等実施機関が一体的に共同運営を行うために必要な

資金の調整額として約0.3億円を計上

○ 予備費

・ 予見し難い不測の事態等に備えるための経費として約0.2億円を計上

○ 負担金収入

・ 負担金収入は、加入者数に運営負担金単価を乗じて算出

医療保険者からの負担金収入として約14.1億円計上

○ 受入金

・ 別途積立預金は、運営負担金の引き下げ財源として、令和元年度末の

別途積立預金残高の約5.1億円を計上

・ システム機器更新等経費積立預金は、中間サーバーのクラウド化を国庫

により負担したため、不要となった積立金の返還として約5.4億円を計上

○ 雑収入

・ 退職給付引当預金、システム機器更新等経費積立預金等の利子収入を

計上

《負担金収入》

＜中間サーバー＞

加入者数
運営負担
金単価

収入 加入者数
運営負担
金単価

収入 加入者数 収入

千人 円 億円 千人 円 億円 千人 億円

協会けんぽ
39,536 1.37 6.5 40,577 0.29 1.4 1,041 ▲ 5.1

健保組合
29,532 1.37 4.9 28,830 0.29 1.0 ▲ 702 ▲ 3.9

共済組合等
8,575 0.48 0.5 8,541 0.29 0.3 ▲ 34 ▲ 0.2

合計
77,643 -           11.9        77,949 -           2.7        306 ▲ 9.2

＜オンライン資格確認等システム＞

加入者数
運営負担
金単価

収入 加入者数
運営負担
金単価

収入 加入者数 収入

千人 円 億円 千人 円 億円 千人 億円

協会けんぽ
39,536 1.10 0.4 40,577 1.22 5.9 1,041 5.5

健保組合
29,532 1.10 0.3 28,830 1.22 4.2 ▲ 702 3.9

共済組合等
8,575 1.10 0.1 8,541 1.22 1.3 ▲ 34 1.2

合計
77,643 -           0.8          77,949 -           11.4      306 10.6

②令和3年度予算 ③差（②-①）①令和2年度予算

①令和2年度予算 ②令和3年度予算 ③差（②-①）

＜システム関連経費＞ (単位:億円)
令和2年度予算 令和3年度予算 差額

14.1 10.7 ▲ 3.4

0.6 8.6 8.0

14.7 19.3 4.5

《業務経費》

区　　　分

合　　　計

中間サーバー運用経費

オンライン資格確認等システム運用経費

＜システム関連経費＞ (単位:億円)

令和2年度予算 令和3年度予算 差額

14.1 10.7 ▲ 3.4

0.6 8.6 8.0

14.7 19.3 4.5

《業務経費》

区　　　分

合　　　計

中間サーバー運用経費

オンライン資格確認等システム運用経費


