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はじめに
当システム（以下V-CHAT）は、新型コロナウイルスワクチン予約管理システムです。

予め設定した予約枠に対して、市民から予約をオンライン・電話で受付けることができます。

ワクチンの在庫管理を行うシステムではないので、在庫については別途管理をお願いしております。

当マニュアルでは、接種会場での主な運用操作を説明いたします。

管理画面の各画面説明については、

別途「【基本操作編】V-CHAT管理画面_操作マニュアル_20211109.pptx」をご参照ください。
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はじめに
予約の全体の流れは以下の通りです。
当資料では、接種会場での予約受付管理手順をご説明いたします。

Web
予約

電話
予約

当資料の説明範囲

4

FUJITSU CONFIDENTIAL

当資料の説明範囲

当資料の説明範囲

当資料の説明範囲



１．予約受付の前準備

1-1. ワクチン在庫数の確認～予約受付数の決定（システム外作業）

・ はじめに、ワクチン数の確認とシステム予約可能数を検討してください。

なお、V-CHATは予約管理システムであるため、在庫数の管理は別システムで実施をお願いいたします。

・ 介護施設での一斉接種の場合は、システム予約枠外の在庫で対応することを想定しています。

（V-CHAT外での管理）
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次頁以降参照

予約受付の前作業として予約枠を設定することで、予約受付が可能となります。
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１．予約受付の前準備

1-2. 予約枠の設定

FUJITSU CONFIDENTIAL

① 設定画面を開いてください。編集したい接種会場を選択します。

ログインIDの閲覧権限に応じて、
編集可能な接種会場が表示されます。

自治体によって、編集権限が異なります。
編集権限については、自治体にご確認ください
※編集権限がない場合は、受付期間の閲覧のみ可能です、
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１．予約受付の前準備

1-2. 予約枠の設定

FUJITSU CONFIDENTIAL

・病院（接種会場）権限のIDのみ、予約枠の設定編集が可能です。

・自治体（コールセンター含む）権限のIDでログインした場合は、

編集はできませんのでご留意ください。

② 休日設定の「追加」ボタンを押下してください。

③ 休日として指定する日を選択してください。（曜日固定の定休日は次頁以降で設定可能です）

×ボタンを押下したら
削除できます。

日付を選択して
休日設定してください。

「更新」ボタンを
押下したら

設定反映されます。
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１．予約受付の前準備

1-2. 予約枠の設定
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④ 期間を追加します。

⑤ 受付可能な曜日と時間に✔を付けてください。
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１．予約受付の前準備

1-2. 予約枠の設定

FUJITSU CONFIDENTIAL

⑥ 1枠（30分）あたりの受付可能数を設定してください。

⑦ 「期間設定の確認」ボタンを押下すると、設定した受付期間が
カレンダー形式で表示されます。設定に間違いがないか確認をして下さい。
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１．予約受付の前準備

1-2. 予約枠の設定

FUJITSU CONFIDENTIAL

⑧ 「保存」ボタンを押下したら、受付期間が反映されます。
保存後に予約が入ってきた場合、対象期間の削除はできません。ご注意ください。

⑨ 追加した受付期間に対して、「期間設定の確認」ボタンを押下すると、
設定した受付期間をカレンダー形式で再度確認できます。
「編集」ボタンを押すと、設定した期間の予約枠を増やすことができます。
（減らすことはできません。）
「削除」ボタンを押すと、設定した受付期間を削除できます。
（対象の期間に予約が1件も入っていない場合のみ可能です。）
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１．予約受付の前準備

1-2. 予約枠の設定

＜期間指定のエラーパターン＞

【予約可能期間の重複】
既存の予約期間と被っている場合は

設定を追加することはできません。

【不適切な期間指定①】
予約可能期間の指定が、

始めと終わりを逆に指定している等、

正しい期間指定が出来ていない場合、

設定はできません。

【不適切な期間指定②】
予約可能期間の指定が、

始めと終わりのどちらか片方しか

指定されていない場合、

設定はできません。
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２．予約状況の確認

2-1. 予約一覧の表示

① 予約一覧を表示すると、当日の予約データが一覧表示されます。

検索フィルターを指定して
絞込み検索可

② 予約データをCSVダウンロードする場合は、「ダウンロード」ボタンを押下してください。
絞込みを行っていた場合、絞り込まれたデータがダウンロードされます。

準備するワクチン数の把握や、予約状況を確認します。
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３．接種受付

3-1. 予約一覧の表示
① 予約一覧を表示すると、当日の予約データが一覧表示されます。

② 接種会場に来た接種対象者の接種券番号を確認し、検索する

接種券番号を
入力して、Enter

該当データを表示

接種会場に来た接種対象者の受付を行います。
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３．接種受付

3-2. 接種受付

②「受付済」を選択して、「OK」ボタンを押下してください

「受付済」が
選択されていることを確認する

① 「接種受付」ボタンを押下してください。

③ ステータス：受付済に変更されます。
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４．接種報告

4-1. 接種報告

接種券番号を
入力して、Enter

① 予診/接種完了した対象者の接種券番号を確認し、検索してください

該当データを表示

予診/接種を完了した対象者に対して、接種報告を行います。

② 「接種報告」ボタンを押下し、接種報告内容を入力してください。

ワクチン接種した場合は「接種済」
接種しなかった場合は「予診のみ」

副反応があった場合は
入力

副反応以外で
特記事項があれば

メモ欄に入力
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４．接種報告

4-2. 接種完了データの確認

③ 報告内容に誤りが無いかを確認の上、「ＯＫ」ボタンを押下してください。

① 検索フィルターの接種結果を押下して、「接種済」「予診のみ」を選択すると
一覧に表示することができます。

接種結果が「接種済」or「予診のみ」に更新されます。

「接種済」データが
一覧に表示される
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５．1日の締め作業
１日の締め作業として、当日来院が無かった人の後処理を行います。
後処理を行わなかった場合、対象の接種券番号で再予約申請ができないため、忘れずに実施ください。

5-1. 当日予約データの確認・来院なし
① 予約日：当日を指定、接種結果：「未接種」を指定して検索して、

予約が入っていたのに、受付されていないデータを表示します。

「接種受付」ボタンが
表示されている

② 接種券番号を確認していただき、対象番号の方が来院されていない場合は
当日来院無しとして処理します。
「接種受付」ボタンを押下して、「来院なし」を選択してください。

・ ステータスを「無効」に変更します。
・ 直前キャンセル履歴に、キャンセルした予約日時が自動的に追記されます。（下図）

（編集画面 最下部） （一覧画面 右端）
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事前予約をされていないが、予約枠が空いている、溶解済ワクチンが余っている等の理由で、
当日急遽予約追加したい場合は、管理画面上から追加することが可能です。

6-1. 予約追加

６．当日予約・キャンセル
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６．当日予約・キャンセル

（1回目の場合） （2回目、3回目の場合）

：十分空きあり

：残りわずか（残３割）

：空き無し

翌週を表示
前週を表示

2回目、3回目の推奨接種日

警告メッセージを表示
（そのまま予約登録は可能）

予約内容を対象者へ
メール通知したくない場合は、

チェックを付けてください

接種ワクチンにより、必要な接種間隔が異なるため
推奨接種日を提示します。

事前予約をされていないが、予約枠が空いている、溶解済ワクチンが余っている等の理由で、
当日急遽予約追加したい場合は、管理画面上から追加することが可能です。

6-1. 予約追加
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接種会場に直接キャンセル連絡があった場合には、
接種会場の担当者にてキャンセル作業を行います。当日の予約枠に空きが増える操作ではございません。

6-2. 当日キャンセル

① 「接種受付」ボタンを押下してください。

② 「来院なし」を選択して、「OK」ボタンを押下してください。

更新成功した場合は、
以下メッセージが下部に表示されます。

更新失敗した場合は、
以下メッセージが下部に表示されます。

６．当日予約・キャンセル
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６．当日予約・キャンセル

＜予約追加・変更・キャンセル時のエラーパターン①＞

① 対象接種券番号が

未接種・予約済なのに、新規予約している場合、

エラーとする

⇒ 予約を変更する場合は、

「キャンセル」ボタンを押下後、予約変更操作をしてください。

② 対象接種券番号が

3回目の接種済なのに、新規予約している場合

エラーとする

③ 対象接種券番号が

接種完了しているのに、予約変更している場合

エラーとする

④ 対象接種券番号が

予診完了しているのに、予約変更している場合

エラーとする

⑤ 対象接種券番号の

予約日の前日に変更・取消をしようと

している場合、警告する

⑥ 対象接種券番号の

前回接種の接種ワクチンと異なるワクチンを

予約している場合、警告する

⇒ ワクチンは1人3回までとなっています。

接種状況をご確認ください。

⇒ 誤ったワクチンを選んでいる場合は

「キャンセル」を押下して、接種会場を再選択してください。

21



６．当日予約・キャンセル

＜予約追加・変更・キャンセル時のエラーパターン②＞

⑦ 対象接種券番号が

N回目未接種だが、N+1回目予約を

予約しようとしている場合、警告する。

⑧ 対象接種券番号が

N回目接種済だが、N回目予約を

予約しようとしている場合、警告する。

（3回目の場合、エラーとする。）

⑨ 対象接種券番号が

3回目接種予約時、予約日が

2回目接種日から必要な期間が

空いていない場合、警告する。

⑩ 対象接種券番号が

3回目接種予約時、

2回目(または1回目)の接種情報がシステムに

登録されていない場合、警告する。

⑪ 対象接種券番号の

生年月日がシステムに登録されている値と

異なる場合、エラーとする。

2
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７．よくあるお問合せ

Q1. 管理画面の表記が変になります。

A1. ChromeやEdgeの自動翻訳機能がONになっている場合、
画面上の文字を勝手に翻訳して変な表記に変わることが有ります。
自動翻訳機能をOFFにしてください。

Q2. 予約期間を間違えて設定してしまい、修正する前に予約が入ってしまいました。
どうすればよいでしょうか。

A2．予約が入っている場合は、期間の変更・削除はできません。
変更・削除をする必要が有る場合は、該当の予約をずらしてもらうよう
該当者へご連絡の上、実施してください。

Q3. 受付に来た方の接種券番号が見つかりません。
該当の接種券番号がどこに予約されているかどのように確認してもらえばいいですか？

A3. 自治体・コールセンターへお問合せいただくようご案内お願いいたします。
別の病院・接種会場に予約されている可能性が有ります。

Q4. 別のワクチンを取り扱うことになった場合、どうすれば良いですか？

A4. 複数ワクチンを管理すると、管理が煩雑になってしまうため、
原則、１接種会場あたり１ワクチン管理としております。
そのため、別のワクチンを取り扱う場合は、別接種会場として新たにログインIDを
払い出しますので、管理自治体へご連絡ください。

Q5. 院内感染など、接種会場での接種が行えなくなった場合、
受付を止めることはできますか？

A5. 設定画面で申請不可設定にすることで新規受付を止めることができます。
ただし、すでに予約が入っていた方への連絡は、現状自動通知していませんので
個別に連絡していただくか、自治体へご連絡いただきホームページに記載していただく等の
対応が必要となります。
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