
新機能リリースノート

2020年 7月2日更新

HER-SYS
新型コロナウイルス感染者等
情報把握・管理支援システム



バージョン 2020年7月2日
• 登録情報一覧 <P7>

表示項目の「検査結果（予）」を「発病年月日」に変更

• 基礎情報 <P12>

複数の問診年月日を登録、編集、削除可能に

• 検査記録 <P13>

外来機関を名称等検索からセット可能に変更

検査１に抗原検査を追加

抗原検査（定量）も選択肢に追加

• 検査結果一覧 <P16>

外来機関を名称等検索からセット可能に変更

G:都道府県からも検索可能に修正

• 発生届 <P18、 P19 >

外来機関を名称等検索からセット可能に変更

検査１に抗原検査を追加

抗原検査（定量）も選択肢に追加

メールを飛ばさない疑似症の＜報告＞も可能に
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• 医療情報連携 <P33>

「診断」について複数の初診年月日を登録可能に

「入院」について複数の入院年月日を登録可能に

• 措置判定記録 <P35>

死亡の日付を「医療」タブ又は「発生届」からセット

• 未連絡先一覧 <P36>

G:都道府県からも検索可能に修正

• 各種マスタ <P41、 P42 >

宿泊施設マスタに＜編集＞ボタンを追加

郡市区医師会マスタに＜編集＞ボタンを追加

• 登録ユーザ一覧 <P45 >

登録ユーザ一覧をメニューから選択可能に

登録ユーザ一覧からユーザ削除を可能に

• ユーザ登録 < P46 >

ユーザID登録をメニューから選択可能に

※本追加・変更機能については7月3日を予定しております。
前回から追記・修正箇所は赤字にしておりますのでご確認ください。
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０．全体像



帰国者接触者外来
・地域外来検査センター

保健所

感染症指定医療機関

宿泊療養施設・
社会福祉施設

自宅

郡市区医師会

入院

検体

健康フォローアップ

自宅待機者
・接触者

入院

退院退院

検査機関

PCR検査結果

県庁

ID管理情報
基礎情報
検査記録
発生届

診断情報
入院情報
医療行為

医師所見情報

健康観察票 健康観察票

居所推移
行動歴・接触者

県庁は同じデータをリアルタイム
で共有可能（権限で制御）なほか、
確保した宿泊施設を登録

イメージとして保健所にデータが集まって
来る図としたが、実際には保健所も含めて
各々がクラウド上にデータを登録。

保健所は電話やFAXで受けた
データの手入力もあるので、
すべての機能権限を持つ
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地方衛生研究所等
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検査結果一覧未連絡先一覧 措置判定記録

登録情報一覧

主に帰国者･接触者外来等が担う機能

主に保健所が担う機能

自宅又は宿泊施設等を対象とした機能

入院中を対象とした機能

※保健所はすべての機能を利用可能です。
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１．検索・一覧表示



全システムユーザー
ログインした者が把握・管理すべ
き感染者等を一覧表示し、そこか
ら選択することで個人の画面に遷
移します。

登録情報一覧画面
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ログイン者の所属する保健
所が表示されます。
一覧に表示される範囲は担
当保健所に限定されます。

以下の２つで一覧表示を絞
り込むことができます。

【状態】現在の状態
濃厚接触者
検査結果待ち
自宅療養中
宿泊療養中
自宅療養中（入院待機）
宿泊療養集（入院待機）
入院中
入院中（重症）
療養解除
死亡

【居所】現在の居所
医療機関
宿泊療養施設
自宅
社会福祉施設等
その他

【リンク】
発生届の感染経路について

確定
推定
不明

【行動歴】
行動歴のデータについて

未聴取（データなし）
聴取済

【症状】
健康観察票について

症状なし：すべて○
症状有り：１つ以上×
注意：37.5℃以上,呼吸困難,

意識障害のいずれかが×
入力なし：半日以上報告がない

【検索条件】
フリガナ,生年月日,連絡先番号だけ
でなく、スマホ入力ID,保健所独自
IDいずれでも検索できます。

【新規作成】
ID管理情報画面に遷移して感染者又
は接触者を新規で登録します。

【担当保健所/関係保健所】
通常は担当保健所を選択。閲覧権限
のある感染者等を見るときは関係保
健所を選択。

【発症年月日】
発生届で入力した日付
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２．新規の感染疑い者の登録



ID管理情報 基礎情報 検査記録

検体をPCR検査機関に

タブ移動 タブ移動

① ID管理情報画面で氏名、生年月日、連絡先等を入力

② 基礎情報画面で基礎疾患等を入力

③ 検査記録画面でPCR検査の内容と結果予定日を入力

帰国者接触者外来
・地域外来検査センター

検査機関
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ID管理情報

【年代】生年月日不詳の場合「50歳台」と
いうように年代を選択します。

【住所１】【住所２】
住所１には市区町村、住所２には丁目番地

【自由記述欄】
メモ的に使えます。NESIDからの移行デー
タでは「その他事項」「疾病共通備考」の
内容がセットされています。

ヘッダーの【スマホ入力ID】
登録後のヘッダーにあるスマホ入力IDは、
健康観察アプリの初回に必要なものです。
リーフレットに6桁番号を書いてお渡し下
さい。

ここでセットされた保健所が「担当保健
所」となり、それ以外の保健所から更新
はできません。

「担当保健所」「関係保健所」については、
P.37～38を参照してください。

ここでは「居所の住所」を入力します。
「住民登録している住所」は発生届画面から入力します。

＜削除＞ボタン
確認画面であらわれる＜削除＞ボタンに
よって登録情報一覧から削除できます。ここで入力した内容は、保健所以外の利

用者閲覧可能となります。個人情報を入
力する際には、留意してください。

変更先の担当保健所にはメールが通知さ
れますが、振替先がHER-SYSを導入して
いるとは限らないため、必ず電話でも確
認をお願いします。

注：

注：

＜処理番号発行＞ボタン
接触確認アプリの「処理番号」を発行し、
SMS又はメールで通知します。

＜処理番号発行＞ボタンは＜登録＞ボタン押下
後に現れます。接触確認アプリのオペレーショ
ンについては次ページを参照してください。

【保健所独自ID】
保健所独自のIDとして自由にセットでき、
情報登録一覧画面から検索ができます。

例えばここに”NID04569-CITY0137-AREA3480“
と3つの番号体系をセットして、登録情報一覧画面か
らそのうちの１つを部分検索することもできます。
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②ID管理画面から
＜処理番号＞ボタン
を押下【保健所】

③SMS又はメールで処理
番号を通知【システム】

通知サーバー

④接触確認アプリ
に処理番号を登録
【本人が操作】

⑤陽性と判明したこと
を登録【本人が操作】

⑥陽性者であること
を確認【システム間で

連携し人手は介さない】⑦接触者に
一斉通報

【アプリ】

保健所（HER-SYS）

• ＜処理番号＞ボタンを押下できるのは保健
所職員のみ

• ＜処理番号＞ボタン押下時にチェック

 電話番号1が090,080,070のどれかで始まる
 又はメールアドレスがセット済み

• ボタン押下のたびに新たな処理番号が発行
され、SMS又はメールで通知

＊古い処理番号は使用不可となります

ID管理情報

接触確認アプリ（COCOA）との連携 「処理番号」を発行する際には、
• 接触確認アプリ（COCOA）の導入確認
• 電話番号１の登録内容が正しいか確認
• PCR検査結果が「陽性」か確認

＜通知される文面＞

こちらはHER-SYS（厚生
労働省 新型コロナウイル
ス感染者等情報把握・管理
支援システム）です。

接触確認アプリに入力い
ただく処理番号を御連絡し
ます。

××××××××
上記の番号を1時間以内に
陽性情報の登録画面から入
力してください。

処理番号はHER-SYSの
どこにも表示されません。

①陽性者にアプリ導入と「処理番号」発行の意思を確認【保健所】
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基礎情報

<削除>
編集モードで現れる＜削除＞ボタン
により日付単位でデータを削除でき
ます。

＜追加登録＞
「問診年月日」を変えて複数回の
基礎情報を登録できます。
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検査記録

【外来機関】
帰国者･接触者外来マスタから選択
します。

検体を採取して検査機関に検査を依
頼した際、結果が返ってくる日を
「連絡予定年月日」にセットします。

検査結果が返ってきたら「結果判明
年月日」と「PCR結果」をセットし
ます。

「検査１」に抗原検査をセッ
トできるように変更

【検査方法】
分離同定
核酸増幅法
抗原検査（定性）
抗原検査（定量）
その他

<削除>
編集モードで現れる＜削除＞ボタンに
より日付単位でデータを削除できます。

＜追加登録＞
「検体採取日」を変えて複数回の
検査を登録できます。

【検査機関】
検査機関マスタから選択します。

「検査１～４」を同じ選択が
可能なように変更

【検体】
喀痰
気管吸引液
肺胞洗浄液
咽頭拭い液
鼻腔吸引液
鼻腔拭い液

★鼻咽頭拭い液
便

★唾液
剖検材料

★その他
（抗原検査は★マークだけ）
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３．PCR検査結果と発生届



居所推移情報 行動歴情報

接触者登録

検査結果一覧

タブ移動 タブ移動

発生届

④ PCR検査結果が返ってきたら、
検査結果待ち一覧から該当者を
見つけ、検査記録画面に遷移

＜発生届＞
ボタン

＜接触者＞
ボタン
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⑦ 電話で居所・同居人、行動歴・接触者をヒアリングし、
それぞれの画面で登録

帰国者接触者外来
・地域外来検査センター

⑤ 検査記録画面で「陽性」と登録
した後、右上の＜発生届＞ボタン
で発生届画面へ遷移

⑥ 発生画面の報告ボタンを押下し、
保健所へ報告（CSVで報告内容は
システムとして、その時点の内容
を保管）

保健所

同居者登録

＜同居者＞
ボタン

検査記録 明細から選択

PCR検査機関
から結果通知
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検査結果一覧

検査結果が返ってきた検
査機関（地方衛生研究所
等）をセットします。

【結果判明日】
「未」を選択します。

＜検索＞ボタンを押下して
一覧を表示します。

検査機関からまとめて返ってきた
検査結果をこの一覧画面に表示さ
せ、そこから明細行を選択して次
の「検査記録」画面に遷移します。
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検査記録

PCR検査の結果をセットし
ます。

検体を採取して検査機関に検査を依
頼した際、結果が返ってくる日を
「連絡予定年月日」にセットします。

検査結果が返ってきたら「結果判明
年月日」と「PCR結果」をセットし
ます。



18

発生届（1/2）

この画面から＜報告＞するだけで、
あらためて発生届を提出する必要は
ありません。

【外来機関】
帰国者接触者外来マスタから選
択します。発生届はそのマスタ
で登録された所在地の保健所に
メール通知されます。

「新規作成」時にはID管理情報画面の内容を表示します。
一旦登録後は、発生届画面の内容を表示・更新します。

その後はID管理情報画面と連動しませんので、修正等は
この画面とID管理画面の両方で行ってください。

いずれの症状もない場合、
「症状なし」をチェックします。

【住民登録している住所】と【居所の住所】
「居所」は生活の本拠としている住所。例えば実家から
離れてウィークリーマンションにいるような場合、実家
が住民登録している住所、ウィークリーマンションが居
所の住所となります。

【住民登録している住所】
住民登録している住所は発生届
画面で入力します。
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発生届（2/2）

【施設等区分】を左の
リストから選択します。

01：医療機関（病院）
02：医療機関（診療所）
03：医療機関（その他医療提供施設）
04：学校等
05：福祉施設（児童）
06：福祉施設（高齢者）
07：福祉施設（障害）
08：福祉施設（その他）
09：劇場・集会所・展示場等
10：ホテル
11：運動施設
12：遊興施設
13：官公庁
14：飲食店
15：事業所（上記１～14を除いたもの）
16：その他（上記１～15を除いたもの）
99：場所種別不明

【コメント】

経路コードに応じた内容をセットします。

「飛沫核･飛沫感染」なら感染源の種類･状況を
「接触感染」なら接触した人･物の種類･状況を
「その他」なら自由書式でセットします。

【診断分類】
以下の内容から選択します。

患者（確定例）
無症状病原体保有者
疑似症患者
感染症死亡者の死体
感染症死亡疑いの死体

【メール送信】

疑似症を報告する際、チェックを外して＜報告＞
ボタンを押下すると、メールは送信されません。

確定例を報告する際、チェックを付けて＜報告＞
ボタンを押下することで、届出先保健所にメール
が送信されます。

＜報告＞ボタンは、＜確認＞ボタン押下後に現れます。

診断分類及び診断年月
日を必須項目に変更

「新規作成」時には検査記録画面の内容を表示します。
一旦登録後は、発生届画面の内容を表示・更新します。

その後はID管理情報画面と連動しませんので、修正等は
この画面と検査記録画面の両方で行ってください。
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4．積極的疫学調査



居所推移情報 行動歴情報

接触者登録

検査結果一覧

タブ移動 タブ移動

発生届

④ PCR検査結果が返ってきたら、
検査結果待ち一覧から該当者を
見つけ、検査記録画面に遷移

＜発生届＞
ボタン

＜接触者＞
ボタン
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⑦ 電話で居所・同居人、行動歴・接触者をヒアリングし、
それぞれの画面で登録

帰国者接触者外来
・地域外来検査センター

⑤ 検査記録画面で「陽性」と登録
した後、右上の＜発生届＞ボタン
で発生届画面へ遷移

⑥ 発生画面の報告ボタンを押下し、
保健所へ報告（CSVで報告内容は
システムとして、その時点の内容
を保管）

保健所

同居者登録

＜同居者＞
ボタン

検査記録 明細から選択

PCR検査機関
から結果通知
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居所推移情報

発症日までの２週間の居所を登録し
ます。

この後、医療機関への入院や自宅又
は宿泊療養施設に移る場合にも、そ
の都度この画面で登録します。

同居者情報変更画面に遷移
します。

【居所の該当保健所】
居所の管轄保健所を登録
します。

【居所】
居所の区分を選択します。

医療機関
宿泊療養施設
自宅
社会福祉施設等
その他

居所の該当保健所をセットするだけ
では、担当保健所の変更となりませ
ん。

担当保健所の変更は、ID管理画面で
操作下さい。また、担当保健所を変
更した場合、移動先の保健所に必ず
連絡して下さい。

担当を移した後も情報の閲覧をした
い場合には、関係保健所に自保健所
をセットしてから、担当保健所を変
更して下さい。
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同居者登録

濃厚接触者と判断した場合、
ここをチェックします。

同居者及び接触者は、未確認一覧画
面に掲載されます（P.31参照）。

連絡の結果「濃厚接触者」と判断し
たら、濃厚接触者ボタンにチェック
を入れてください。チェックが入る
と「未確認一覧」から「検索･一覧
表示」にデータが移されます。

同居者に連絡し、濃厚接触者かどう
かを確認します。

聞き取った内容をID管理情報画面か
ら更新します。

チェックを入れた際に、氏名カナと
電話番号で重複チェックをします。

重複の場合はチェックを外してから
＜登録＞ボタンを押下しますが、

チェックを外さずそのまま＜登録＞
することも可能にしています。
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行動歴情報

発症日までの２週間の行動歴を登録
します。

接触者登録画面に遷移し、
行動歴ごとの接触者を登
録します。
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接触者登録

接触者に連絡し、濃厚接触者かどう
かを確認します。 濃厚接触者と判断した場合、

ここをチェックします。

前ページ「行動歴」に紐
づくかたちで接触者情報
は登録されます。

聞き取った内容をID管理画面から更
新します。

同居者と違って接触者の場合、管轄
保健所が異なる場合が多いので、必
ず居住地の保健所に更新して下さい。

同居者及び接触者は「未確認一覧」
画面に掲載されます（P.31参照）。

連絡の結果「濃厚接触者」と判断し
たら、濃厚接触者ボタンにチェック
を入れてください。チェックが入る
と「未確認一覧」から「検索･一覧
表示」にデータが移されます。

チェックを入れた際に、氏名カナと
電話番号で重複チェックをします。

重複の場合はチェックを外してから
＜登録＞ボタンを押下しますが、

チェックを外さずそのまま＜登録＞
することも可能にしています。
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5．健康観察と健康フォローアップ



健康状態一覧

医師所見

自宅

宿泊療養施設・
社会福祉施設郡市区医師会等

健康観察票

⑦-1 宿泊療養施設・社会福祉施設の場合、

県職員・看護師等が健康観察票画面から体温・体調を登録

⑦-2 自宅待機の場合、

本人がスマホ画面から体温・体調を登録

健康フォローアップでは、健康状態一覧、健康観察票画面
を参照し、委託を受けた医師会等が医師所見を入力
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健康観察票

健康観察票はスマホのアプリから送
信されてきますが、電話で聞き取っ
た内容や宿泊療養施設で職員が代理
入力することもあります。

自宅又は宿泊施設等で待機している
「感染者」は、1日に4回報告します。

PCR検査結果が出るまでは「接触
者」として１日に１回報告します。

次ページの「健康状態一覧」
画面へ遷移します。

「感染者」だけの入力項目

「接触者」だけの入力項目
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健康状態一覧

陽性と判明した日からの経過日
数をカウントします。

症状が消失してからの経過日数
をカウントします。

症状があった報告は「赤」報告
なしは「黄」表示。

「医師所見」画面へ遷移します。

医師所見は「健康状態一覧」画
面では、最新のみが表示されま
す。古い情報は、「医師所見」
画面で確認できます。

＜詳細＞を押下すると、その日報告
のあった内容4回分が上図のポップ
アップで表示されます。
その他は、最新の1回分のみです。

一日のうちで最高体温が表示されま
す。（グラフには午前/午後での最
高体温がプロットされます。
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医師所見

自宅待機者について、医師が郡市区
医師会からオンラインで健康フォ
ローアップを実施します。その際の
医師所見をこの画面から入力します。

最新の医師所見は、健康観察一覧か
らも確認できます。

「受診勧奨」にチェックを入れる
と、紹介先医療機関等の入力
フィールドが現れます。

保健所が委託している機関を郡市区
医師会マスタから選択します。
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6．入院患者の状態把握
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入院状況一覧

保健所・都道府県庁が、入院先ごとに
感染者の状況を俯瞰する一覧です。

なお入院医療機関からも、当該入院者
については閲覧できます。

感染者が多い場合、見たい入院先を
絞ることもできます。

並び順を、最近入院した順、長く入
院している順に切り替えられます。

退院した方は表示されません。

人工呼吸器、ECMO、ICUの欄は、
上段は開始日、下段が終了日

入院先の医療機関で最新状態とし
たタイミングをあらわします。
上段のチェックは直近3日間に最新
化されたかを、それ以前の場合に
は下段にその日付を表示します。

（次ページの医療連携情報を参照）



感染症指定医療機関

初診日、胸部X線・胸部CT
の所見などを入力

入退院日、人工呼吸器・
ECMO・ICUの期間等

重症度とともに医療行為内
容を入力

あらかじめ緊急搬送先やか
かりつけ医等を入力してお
く緊急連絡先メモ

感染症指定医療機関に入院した場合、
当該病院から入退院日、重症度、医
療行為を入力

医療連携情報
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医療機関側で画面の内容を「最新状態」
とした際にチェックを入れ、「最新状態
のチェック」ボタンを押下してください。
前ページの一覧に反映されます。

委託先として郡市区医師会マスタに
登録済みのリストから選択します。

「初診年月日」を変えて、診断情報を追
加登録できます。

「入院年月日」を変えて、複数の入退院
や転院を追加登録できます。

初診年月日または入院日付を訂正する
場合は、該当データを＜削除＞した後
に＜診断追加＞又は＜入院追加＞で正
しいデータを再作成してください。



34

7．保健所の便利な機能



保健所

患者さん一人ひとりについて、い
つどこにいてどういう状態だった
かの記録簿

措置判定記録
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【重症度】
無症状
軽症
中等症
重症

【居所区分】
医療機関
宿泊療養施設
自宅
社会福祉施設等
その他

【現在のステータス】
濃厚接触者
検査結果待ち
自宅療養中
宿泊療養中
自宅療養中（入院待機）
宿泊療養集（入院待機）
入院中
入院中（重症）
療養解除
死亡

【PCR検体採取】【PCR結果報告】

「検査記録」画面で入力された日付
を表示。

【入院】【退院】

「医療連携」画面で入力された日付
を表示。

【重症化した】【重症化を脱した】

「医療連携」画面で入力された日付
を表示。

人工呼吸器、ECMO、ICUの
日付の最も直近のものを表示

この画面は各データを一覧的に表
示しただけで、連動しているわけ
ではありません。

例えばこの画面で居所区分を変更
しても「居所推移」画面のデータ
が作成されるわけではありません。

入力フィールドが現れない場
合は＜編集＞ボタン押下後、
【現在のステータス】を最新
状態に選択し直して下さい。

【死亡】

「医療連携」画面又は「発生届」画
面で入力された日付を表示。



未連絡先一覧

保健所
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1. 陽性と判明したら、その方の同居者と接触者の中から「濃厚接触
者」にフラグを立てる

2. フラグが立った濃厚接触者は未連絡先一覧に掲載される

3. 未連絡先一覧を見ながら電話を掛け、＜登録＞ボタンでID管理情
報画面へ遷移する

4. ID管理情報画面で聞き取った内容を登録すると、未連絡先一覧か
ら消えて登録情報一覧画面に表示される

ID管理情報

同居者登録 接触者登録

フリガナ又は電話番号で検索できます。

元の感染者のスマホ入力IDを表示。
（スマホ入力IDをキーに、登録情報一
覧画面から検索することができます）



保健所の種類
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HER-SYSでは保健所を以下の3つとしています。

届出先保健所 発生届を受理した保健所（医療機関の所在地を管轄する保健所）

担当保健所 感染者等を一元的に担当している保健所（入院勧告等を行う保健所）

関係保健所 担当保健所から閲覧権限を付与された保健所（接触者の疫学調査を行う保健所や入院先医療機関の所在地を管轄し、協議会を
開催する保健所等を想定）

⓪帰国者接触者外来マスタに、

あらかじめ所在地を管轄する保
健所を登録

①発生届画面で＜報告＞ボタンを

押下すると、帰国者接触者外来マス
タを参照して、「届出先保健所」に
メールを発出

②発生届のメールを受信したら、登録一覧情報から
内容を検索し、未登録であればデータを登録する

その際「担当保健所」もセット

届出先保健所

外来機関
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③担当保健所はいつでも変更できますが、必ず1つ
の保健所が担当します。

また担当保健所は、最大6つの「関係保健所」に閲覧
権限を付与できます。

入院や療養に伴う居所の異動で担当保健所を変更
する場合、自保健所を関係保健所に登録した後で、
担当保健所を変更すると、担当が変わっても閲覧権
限だけ保持し続けることができます。

ヒント！

④閲覧権限を付与された保健所は、登録情報一覧

画面から＜関係保健所＞をチェックして＜検索＞ボ
タンを押下することで、その一覧を確認できます。
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8．マスタメンテナンス
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検査機関マスタ

都道府県ごとに整備

コードは、都道府県コード2桁＋数字
3桁で自動付番されます。

PCR検査機関を登録しておきます（地方衛生研究所は登録済み）。
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宿泊施設マスタ

都道府県ごとに整備

都道府県が指定した、宿泊療養施設を登録しておきます。

宿泊療養施設がホテルの場合、リ
ストから医療機関を選択するだけ
で住所・電話番号も登録できます。

ドロップダウンリストにないホテルや社
会福祉施設、体育館・イベント会場など
を登録する場合は、ドロップダウンリス
トの一番下から「新規登録する」を選択
してください。コードは自動で振り出し
て登録します。

「新規登録する」で作成された
データのみ＜編集＞できます。
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郡市区医師会マスタ 健康フォローアップを委託している郡市区医師会を登録します。

保健所ごとに整備

委託先が医師会の場合、リストか
ら選択するだけで住所・電話番号
も登録できます。

看護協会など郡市区医師会以外に委託す
る場合は、ドロップダウンリストの一番
下から「新規登録する」を選択してくだ
さい。コードは自動で振り出して登録し
ます。

「新規登録する」で作成された
データのみ＜編集＞できます。
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帰国者･接触者外来マスタ 帰国者接触者外来及び地域外来検査センターを登録します。

帰国者接触者外来の場合、リスト
から医療機関を選択するだけで指
定外来コード、住所・電話番号も
セットされます。

地域外来検査センターやPCRセン
ターなど、医療機関以外を登録す
る場合、各項目を直に入力します。

◆医療機関以外の場合は、
都道府県コードに続く１桁を「３」とし

て登録ください。その後に続く7桁は任意
で設定できます。

都道府県コード＋区分コード’3’ ＋連番
（2桁） （1桁） （7桁）

都道府県ごとに整備

このマスタには帰国者接触者外来やPCRセ
ンターだけでなく、発生届を提出する機関
を登録します。

当該医療機関の所在地を管轄する
保健所を選択します。

注：ここでセットされた保健所が
発生届の届出先保健所となります。
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９．ユーザID
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登録ユーザ一覧

G：都道府県職員（県調整本部）でログイン

ログインIDから取得し固定

宿泊療養施設マスタから選択

医療機関マスタから選択

ログインIDから取得し固定

医療機関マスタから選択

帰国者･接触者外来マスタから選択

郡市区医師会マスタから選択

H：保健所職員（利用者認証実施者）でログイン

登録済みユーザを削除できます



46

ユーザ登録

H：保健所職員（利用者認証実施者）でログイン

G：都道府県職員（県調整本部）でログイン



お願い事項
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本資料において、本資料の目的は迅速な情報提供を目的としている為、サンプル画面の画面ショットは開発、
テスト環境から流用しております。その為実在の保健所や医療機関・施設などが表示されている場合がござい
ます。何卒ご容赦いただきますようお願いします。


