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■■■ Mac24 電子カルテのお客様へ ■■■
■3 月 31 日（木）診療終了後に令和 4 年度診療報酬改定の設定操作が必要です
医療機関様には、3 月 25 日より順次令和 4 年度診療報酬改定用ＣＤをお送りします
お手元に届きましたらマクロスジャパンサポートセンターにご一報ください
マクロスジャパンサポートセンター：０３－３６６６－７１７１
■４月 1 日より適用のマスター一部掲載 （4 月 1 日より適用） 詳しくは、厚生労働省 HP をご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
医薬品マスター
厚労省コード
医薬品名
規格
新規追加：
242 件（一部抜粋 不妊治療薬等）
628711002
シアリス錠２０ｍｇ
錠
628700602
バイアグラ錠２５ｍｇ
錠
629913901
レコベル皮下注３６μg ペン １．０８ｍＬ
キット
628757503
ガニレスト皮下注０．２５ｍｇシリンジ ０．５ｍＬ
筒
628707602
セトロタイド注射用０．２５ｍｇ （溶解液付）
瓶
628775301
ルテウム腟用坐剤４００ｍｇ
個
628775801
ワンクリノン腟用ゲル９０ｍｇ
管
変更有り：
１３８４４件
4 月から薬価が変更される薬剤が多数あります。3 月以前のカルテ更新時にはご注意ください。
削除：
５２２件（一部抜粋）
612170540
アダラートＬ錠２０ｍｇ
錠
610431040
ジアスターゼ〈ハチ〉
ｇ
612390046
ナウゼリン細粒１％
ｇ
診療行為マスター
厚労省コード
診療行為
新規追加：
８３２件（一部抜粋）
111014870
外来感染対策向上加算（初診）
111014970
連携強化加算（初診）
111015070
サーベイランス強化加算（初診）
111015170
電子的保健医療情報活用加算（初診）
111015270
電子的保健医療情報活用加算（初診）（診療情報等の取得が困難等）
112024610
電子的保健医療情報活用加算（再診）
113036210
一般不妊治療管理料
113036310
生殖補助医療管理料１
113037010
下肢創傷処置管理料
120005010
処方箋料（リフィル処方箋・その他）
変更有り：
１３０２件
4 月から点数が変更される診療行為が多数あります。3 月以前のカルテ更新時にはご注意ください。
削除：
１３１件（一部抜粋）
111013970
乳幼児感染予防策加算（初診料・診療報酬上臨時的取扱）
112023970
乳幼児感染予防策加算（再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱）
113019810
小児かかりつけ診療料（処方箋を交付）再診時
113033270
乳幼児感染予防策加算（小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱）

点数
1529.9
959.6
26293
8904
9057
541.9
1083.8

13.3
3.2
14
点数
6
3
1
7
3
4
250
300
500
68

50
50
438
50
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■■■ オンライン資格確認導入補助金申請には期限があります ■■■
弊社では導入希望の医療機関様に御見積りと注文書をお送りしております。見積り依頼をご連絡ください。
導入作業日時は注文書を頂いた後、医療機関様のご都合に合わせて調整しております。
お早目のご注文お待ちしております。詳しくはサポートセンター03-3666-7171 までお問合せください。

オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイトより
補助金交付の申請に期間は、令和 5 年 3 月 31 日までに補助対象事業を完了させ、令和 5 年 6 月 30 日までに申請す
ることとされています。
補助金申請は、保険医療機関等においてオンライン資格確認の導入準備が完了した後に、添付書類を添えて交付申請
をお願いします。
（事前申請ではなく、精算払いとなります。
）
期間を過ぎると補助金の交付申請を受け付けることができませんので、必ず令和 5 年 6 月 30 日までに申請をお願い
いたします。

オンライン資格確認の本人確認方法

オンライン資格確認における本人確認方法は２種類あります。

① マイナンバーカードを提示された場合

② 健康保険証を提示された場合

顔認証付きカードリーダーまたは窓口スタッフによる目視

受付スタッフが保険証の記号番号などを端末に入力します。

で顔認証、もしくは 4 桁の暗証番号を患者本人が入力する
ことで本人確認をします。

Mac24 総合受付画面で操作可能です

Mac24 総合受付患者登録に自動入力されます

マイナンバーカード・健康保険証のいずれも上記の方法で本人確認をしたうえで患者の資格情報を取得、支払基金・国
民健康保険中央会が一元管理している資格履歴を照会し、患者の現在の医療保険資格の状況を確認します。

■□■導入後のメリット■□■
【レセプト返戻を削減できる】
オンライン資格確認の導入により、
患者さまの保険資格がその場でリ
アルタイムに確認できるようにな
ります。結果的に資格過誤によるレ
セプト返戻が減り、窓口業務の負担
が削減されます。

【4 月改正基本診療料に加算される】
電子的保健医療情報活用加算（初診）
（診療情報等の取得が困難等）3 点
他。
【保険証入力の手間が軽減できる】
従来は受付で健康保険証を受け取
り、保険証記号番号、氏名、生年月

日、住所などをシステムに入力する
必要がありました。オンライン資格
確認では、マイナンバーカードから
最新の保険資格を自動的に取り込
むことができます。

■□■デメリットの大半はマクロスジャパンが解決します■□■
【一定の費用負担がある】

【導入までに手間がかかる】

初期費用については政府からの補助金

オンライン資格確認の導入には、電子

【機器に慣れない患者さまへのサ
ポートが必要になる場合がある】

を活用できますが、2021 年 3 月末ま

カルテの改修、オンライン請求の回線

医療機関を利用する患者さまには高齢

でに申請を行った場合を除き、一部負

環境の導入などが必要となります。

者も多く、カードリーダーや顔認証シ

担金が求められます。→既に顔認証付

→マクロスジャパンが承ります。

ステムに慣れていない患者さまへのサ

きカードリーダーがお手元に届いてい

る医療機関様は全額補助金の対象です。 システムのセットアップ時の課題（開
始当初、設定に時間を要する、一部の設
また、通信料やセキュリティ対策など

定で手間取るなど）も多く、そのほかに

の月額負担が必要となったり、※端末

もスタッフに対する研修時間の確保も

が故障した際は修理費用が発生したり

課題の一つです。

と、一定のランニングコストが必要と

→マクロスジャパンが承ります。

なる点にも注意が必要です。→※機器

スタッフ様の研修はリモートでの操作

の 5 年間延長保証（35,000 円）を提

指導は無料です。操作マニュアルも準

案しております。

備しております。その他、立ち合いでの

ポートが必要になる場合もありますの
で、院内での運用の確認が必要です

オン資確認システムの
様々なトラブルに備えて、
マクロスジャパンでは
年間保守サービス（30,000 円/年）
を提案しております。
保守の詳細は御見積書を
ご覧くださいませ。

操作指導も承ります。
（有料）
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