
２．Ｖ－ＳＹＳについて④

１．新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について④

新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体説明会（第４回）
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資料２



ワクチン接種円滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ）で実現する主な機能【更新】
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主な機能 主な対象 稼働予定

１．ワクチン接種契約の受付
医療機関等、とりまとめ団体（市区
町村を含む）

１/１８
【稼働中】

２．医療機関等の情報の集約 医療機関、特設の接種会場
２/１５
【稼働中】

３．ワクチン・針・シリンジの分配量の決定
決定内容の伝達

国・都道府県・市町村、医療機関等
ワクチンメーカー、卸業者

２/１５以降
段階的

【一部稼働中】

４．最寄りの医療機関・特設の接種会場の検索
接種予約の受付状況の見える化
［コロナワクチンナビ］

国民、医療機関等
３月２２日
一部稼働予定

５．特設の接種会場における接種予約受付支援 市町村（予約受付コールセンター）
３月２２日
稼働予定

６．接種状況等の見える化 国民等向け
３月２２日
稼働予定

７．費用請求用の総括表の出力 医療機関等
４月１日
稼働予定

８．その他

（医療従事者個人向け予診票の出力、住所地外
接種の申請、クーポン券再発行依頼）

優先接種を実施する会場、市町村、
国民

２/１５以降
段階的

【一部稼働中】



1. Ｖ－ＳＹＳについて

① トレーニングについて

② IDの払い出しについて

③既存の保険医療機関コード等がない施設について

④基本型・連携型接種施設について

⑤実績報告について

2. V-SYSトレーニングの詳細について

3. 前回以降のV-SYSに係る補足説明
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国 市町村 Ｖ－ＳＹＳ

関係者
（医療機関・ワクチン
メーカー・卸業者等） 国民都道府県

ワクチンメーカー等
と調整

Step１

各都道府県の
ワクチン分配量を決定

01_北海道 ●箱
・
・
・

47_沖縄県 ●箱

Step２

各市町村の
ワクチン分配量を決定

Step３

接種会場別の
ワクチン分配量を決定

Ａ市 ■箱
Ｂ市 ■箱
Ｃ町 ■箱
Ｄ村 ■箱
・
・

医療機関Ａ ▲箱
医療機関Ｂ ▲箱
医療機関Ｃ ▲箱

・
・
・

決定内容を伝達

決定内容を登録

伝達

登録

登録

決定内容から
・ワクチン
・針とシリンジ
の物流を開始

接種の実施

接種実績の報告

○３月上旬の医療従事者向け優先接種では、ワクチン1000箱の配送先について、都道府県と国でエクセルとメールで調
整したが、この方法を大規模・高頻度で正確に行うことは困難。

○クラウドシステムのV-SYS上で国・都道府県・市町村が決定した内容を物流につなげ、円滑な接種を実現する。

ワクチン分配にかかるV-SYSを活用した情報連携プロセスのイメージ

V-SYS
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ワクチンメーカー等
と調整

Step１

各都道府県の
ワクチン分配量を決定

Step２-１

各市町村の
ワクチン分配量を決定

Step３-１

接種会場別の
ワクチン分配量を決定

Step２-２

各市町村のワクチン
分配量を確定させる。
（以降、決定内容の
差替は不可となる。）

Step３-２

各接種会場のワクチン
分配量を確定させる。
（以降、決定内容の
差替は不可となる。）

Step２-２,３-２

の決定内容から
・ワクチン
・針とシリンジ
の物流を開始

接種の実施

接種実績の報告

伝達

登録

伝達

登録

○都道府県の決定内容を管内の市町村に伝達する前に、国が状況を確認し、確定処理（データロック）を行う。

○同様に、市町村の決定内容を管内の接種会場に伝達する前に、都道府県が状況を確認し、データロックを行う。

○関係者への情報伝達や物流の開始後であるため、データロック後は都道府県・市町村の決定内容を見直したい場合で
あっても、差し替えが不可となるため留意が必要。

ワクチン分配にかかる情報連携の詳細プロセス
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国 市町村 Ｖ－ＳＹＳ

関係者
（医療機関・ワクチン
メーカー・卸業者等） 国民都道府県

V-SYS



＜目的＞V-SYSの本番環境とは異なるトレーニング環境を設け、以下のとおり、段階的に仮想トレーニン
グを実施することで、自治体がV-SYSを通じたワクチン配分を確実に実施できるようにする。

手順その１ 3/12(金)

・国から割り当てられたワクチン
量（箱数）をV-SYS上で確認
（今回は管内の市町村数＝ワクチン量）

手順その２ 3/12(金)～15(月)

・市町村に割り当てるワクチン量
をV-SYS上で決定
（今回は管内の全市町村数に１箱ずつ割り
当てる。）

手順その３ 3/16(火)AM

・都道府県の決定内容を国が確定
処理（データロック）したことを
確認。

手順その１ 3/16(火)PM~

・都道府県から割り当てられたワ
クチン量（箱数）をV-SYS上で確
認 （今回は全市町村１箱）

手順その２ 3/16(火)～18(木)

・接種会場に割り当てるワクチン
量をV-SYS上で決定
（今回は１箱を割り当てる基本型接種会場
として、仮想の病院を選定。）

手順その３ 3/19(木)

・市町村の決定内容を都道府県が
確定処理（データロック）したこ
とを確認。

手順その１ 3/18(木)～

・市町村の手順その２が未完了の
市町村があった場合、督促。
（V-SYS上で完了/未完了を確認可能）

手順その２ 3/19(金)

・市町村の決定内容を都道府県が
をV-SYS上で確定させる（データ
ロックする）。

都道府県 市町村 都道府県

トレーニングメニュー 第１回

・全国で1,741箱の配布を想定。
・（人口比率などにかかわらず、）都道府県は全市町村に１箱ずつ、ワクチンを割り当て、市町村
は、仮想の病院に１箱を割り当てる作業を実行する。
⇒V-SYS上の基本的な処理の方法や情報伝達の流れを理解いただく。

トレーニング環境では、全市町村に仮想の接種施設
として、「ダミー病院」、「ダミー診療所」、「ダ
ミー接種会場」の３施設が登録されています。
更に、リアリティのあるトレーニングとなるように、
３月上旬に登録いただいた基本型・連携型の接種施
設（全国で約4000施設）も設定する。

Ｖ－ＳＹＳの仮想トレーニングの実施について その１
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＜目的＞V-SYSの本番環境とは異なるトレーニング環境を設け、以下のとおり、段階的に仮想トレーニン
グを実施することで、自治体がV-SYSを通じたワクチン配分を確実に実施できるようにする。

手順その１ 3/23(火)

・国から割り当てられたワクチン
量（箱数）をV-SYS上で確認
（高齢者人口比率に応じて割り当てる。）

手順その２ 3/23(火)～25(木)

・V-SYSにデフォルト※で入った市
町村毎の分配量を確認
（※国が都道府県に分配量を決定した際と
同様の考え方を反映させた値）

・必要に応じて分配量を修正した
上で、市町村に割り当てるワクチ
ン量をV-SYS上で決定

手順その３ 3/25(木)PM

・都道府県の決定内容を国が確定
処理（データロック）したことを
確認。

手順その１ 3/26(金)

・都道府県から割り当てられたワ
クチン量（箱数）をV-SYS上で確認

手順その２ 3/26(金)～30(火)

・接種会場に割り当てるワクチン
量をV-SYS上で決定。

手順その３ 3/31(水)～

・市町村の決定内容を都道府県が
確定処理（データロック）したこ
とを確認。

手順その１ 3/31(水)

・市町村の手順その２が未完了の
市町村があった場合、督促。
（V-SYS上で完了/未完了を確認可能）

手順その２ 3/31(水)～

・市町村の決定内容を都道府県が
をV-SYS上で確定させる（データ
ロックする）。

都道府県 市町村 都道府県

トレーニングメニュー 第２回

・全国で3,600箱の配布を想定。
・国、都道府県、市町村が人口比率などで濃淡を調整できる環境で、分配量の決定や納品先の接種
施設の指定、登録などの処理をV-SYS上で実行する。
⇒４月下旬から始まる高齢者向け優先接種を想定して、事前トレーニングを完了させる。

トレーニングメニュー第３回として、全市町村に計15,000箱
の配布を想定したメニューを４月中に実施予定。

Ｖ－ＳＹＳの仮想トレーニングの実施について その２
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本
番
環
境

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
環
境 以下２点で区別するので、ご留意ください。

・ログイン時の背景が黄色
・ログイン後の左上にも黄色

Ｖ－ＳＹＳの仮想トレーニングの環境設定について
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⚫ 新型コロナワクチンについては、供給量に応じ
て、国→都道府県→市町村→医療機関等の順に、
分配量の割り当てを行います。

⚫ まず、国から割り当てられた都道府県別のワク
チン量をV-SYS上で確認します。割当量に応じ、
管内の市町村への割当量を検討します。

① 「ワクチン分配作業完了用」画面で、割り当てられたワクチン、
針・シリンジの分配量をご確認ください。

② 分配量を確認後、状況を「確認済」に変更してください。

V-SYS上で各都道府県に割り当てられたワクチンの量や、針・シリ
ンジの量を確認することができました。
割り当てられた量は、管内の市町村への分配量の決定に活用します。

背景 作業内容と結果

画面イメージ

割り当てられたワクチン量の確認

都道府県
Step2-1

市
町
村
に
分
配
で
き
る
ワ
ク
チ
ン
の
最
大
量
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Step2-1

ココをクリック

Step2 市町村への分配量の確認
後、「確認済」をクリック

Step3 状況が「確認済(分配作業中)」に
変わる

Step1 この情報を確認

編集 分配完了確認済



⚫ 新型コロナワクチンについては、供給量に応じて、
国→都道府県→市町村→医療機関等の順に、分配量
の割り当てを行います。

⚫ 都道府県別に割り当てられたワクチン量を上限と
して、管内の市町村への分配量を検討します。

⚫ 検討結果をV-SYSに登録することで、市町村への
情報伝達が実現します。

① 「ワクチン分配作業完了用」画面で、管内の市町村別のワクチン、
針・シリンジの分配量を決定してください。各市町村の人口等に
応じた分配量が自動入力されていますが、必要があれば修正して
ください。

決定した市町村毎のワクチン分配量が国によるデータロック後に市
町村に伝達され、市町村による医療機関等毎の分配に移ります。

背景 作業内容と結果

画面イメージ

市町村別のワクチン分配量を登録

都道府県
Step2-1

ココをクリック

ココをクリック

Step2-1

Step3 状況が分配完了に変わる

Step2 市町村への分配量の検
討が完了したら「分配完了」

をクリック

編集 分配完了確認済

Step1 市町村別に適切な分配量を設定する
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⚫ 新型コロナワクチンについては、供給量に応じ
て、国→都道府県→市町村→医療機関等の順に、
分配量の割り当てを行います。

⚫ まず、都道府県から割り当てられた市町村別の
ワクチン量をV-SYS上で確認します。割当量に
応じ、管内の医療機関への割当量を検討します。

① 「ワクチン分配作業完了用」画面で、 割り当てられたワクチン、
針・シリンジの分配量をご確認ください。

② 分配量を確認後、状況を「確認済」に変更してください。

システム画面より、割り当てられたワクチン量、針・シリンジの量
をご確認頂けました。
確認頂いた内容は、各医療機関等への分配量の決定に活用します。

背景 作業内容と結果

画面イメージ

割り当てられたワクチン量の確認

市町村
Step3-1

医
療
機
関
に
分
配
で
き
る
ワ
ク
チ
ン
の
最
大
量
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Step3-1

ココをクリック

Step1 この情報を確認

確認済 分配完了編集

Step3 状況が確認済に変わる

Step2 医療機関・接種会場への分配量
の確認後、「確認済」をクリック



⚫ 新型コロナワクチンについては、供給量に応じ
て、国→都道府県→市町村→医療機関等の順に、
分配量の割り当てを行います。

⚫ 市町村別に割り当てられたワクチン量を上限と
して、管内の医療機関への分配量を検討します。

⚫ 検討結果をV-SYSに登録することで、医療機
関や卸への情報伝達が実現します。

① 「ワクチン分配作業完了用」画面で、各医療機関・接種会場別のワ
クチン、針・シリンジの分配量を決定してください。

医療機関毎のワクチン分配量が都道府県によるデータロック後に卸業
者に伝達され、卸業者から医療機関への配送が開始されます。
また、同様に医療機関にも分配量が伝達されるので、接種に向けた準
備に移ることができます。

背景 作業内容と結果

画面イメージ

医療機関別のワクチン分配量を登録

市町村
Step3-1

ココをクリック

ココをクリック

ココをクリック

12

Step3-1

Step3 状況が分配完了に変わる

分配完了

Step2 医療機関への分配量の検討が完
了したら「分配完了」をクリック

確認済編集

Step1 各医療機関・接種会場に適切な
分配量を設定する



⚫ 新型コロナワクチンについては、供給量に応じ
て、国→都道府県→市町村→医療機関等の順に、
分配量の割り当てを行います。

⚫ 市町村が各医療機関等に分配した量に間違いが
ないか等を確認し、分配量を確定します。

① 「ワクチン分配量確定用」画面で、市町村別のワクチン、針・シリ
ンジの分配量チェック欄で「○」になっていること、分配の状況欄
で「分配作業を完了」になっていることを確認してください。

② すべての市町村が「分配作業を完了」になったら、ワクチン分配量
を確定するために「データロック」してください。

医療機関毎のワクチン分配量が最終確定します。

背景 作業内容と結果

画面イメージ

市町村が登録した医療機関・接種会場別のワクチン分配量の確定
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Step3-2
都道府県
Step3-2

Step1 「分配の状況」列が「分配作業を完了」になっている行の
「ワクチン分配量チェック」「針分配量チェック」「シリンジ分配

量チェック」列が〇になっていることを確認する

Step2 [データロック]を選択する



1. Ｖ－ＳＹＳについて

① トレーニングについて

② IDの払い出しについて

③既存の保険医療機関コード等がない施設について

④基本型・連携型接種施設について

⑤実績報告について

2. V-SYSトレーニングの詳細について

3. 前回以降のV-SYSに係る補足説明
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主なユーザー 設定状況

自治体

４７都道府県 設定済み

約１７００市町村 設定済み

医療機関 順次、設定作業中

ワクチンメーカー・卸業者等 設定済み

集合契約のとりまとめ団体

郡市医師会 設定済み

それ以外 設定済み

医療関係団体
（医療従事者向け優先接種関係）

設定済み
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■医療機関に対する進捗状況■

＜これまでの状況＞
・先行接種実施 100施設 設定済み
・医療従事者向け優先接種
基本型 約 700施設
連携型 約3,000施設
合計 約4,000施設 設定済み

＜最近の状況＞
３月８日の週
・１日２,０００～３,０００施設にPW設定の
依頼メールを送付（内、約８割がPW設
定を完了）
⇒３月１１日AM時点で約9,400施設に
設定済み

＜今後の対応＞
３月１５日の週以降
・委任状の受領日から３営業日以内を
目処に、PW設定の依頼メールを送付

Ｖ－ＳＹＳのＩＤ／パスワード設定について【更新】

〔ご注意ください〕

① ＩＤを伝達し、ＰＷ設置の依頼メールを不審メールと認識されることがあるので、ご注意ください。

② ＰＷはご自身で設定いただくものです。依頼メールでは、ＰＷを設定いただくためのリンクを御連絡します。
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Ｖ－ＳＹＳのＩＤ／パスワード設定に関するご質問

〔 よくいただく御質問 〕

（１） （人事異動で後任にV-SYSのIDを引き継ぎたい。）登録したメールアドレスを変更したい。

⇒ V-SYS上で新アドレスに変更し、パスワードを設定いただけば完了する手順を
整理しています。近日中に方法をお示しします。

（２）特設の接種会場における接種予約受付支援の機能を利用するために、委託先の
職員（コールセンターの職員等）のＩＤ／パスワードを発行してほしい。

⇒本機能は３月２２日に稼働する予定です。

委託先の職員のＩＤ／パスワードを発行するための申請は３月２２日前後から受付を
開始する予定です。

（３）サービスデスクに電話がつながらなかった。

⇒ V-SYSにログインした状態で質問フォームでの受付を３月下旬から開始する予定です。

所属等の詳細情報の説明や記載なく、質問が可能となりますので、是非、ご活用くだ
さい。



1. Ｖ－ＳＹＳについて

① トレーニングについて

② IDの払い出しについて

③既存の保険医療機関コード等がない施設について

④基本型・連携型接種施設について

⑤実績報告について

2. V-SYSトレーニングの詳細について

3. 前回以降のV-SYSに係る補足説明
17



18

既存の保険
医療機関

コード等※２

新規コード

市町村が設ける

接種施設※１

（市民アリーナ、保健所・保健
センター、市役所庁舎等）

有 不要

無
新規コードの

付番手続※３が必要

都道府県が設ける

接種施設※１

（保健所、県庁庁舎等）

有 不要

無
新規コードの

付番手続※３が必要

上記以外が設ける

接種施設※１

有 不要

無

（地域医師会が新
たに開設する接種
施設、保険外の医
療機関 等）

新規コードの
付番手続※３が必要

※１ 基本型接種施設、連携型接種施設、サテライト型接種施設のいずれの場合も同じ。小分け用の配送センターを含む。
※２ ワクチン接種契約受付システムにコードを入力してヒットしなければ無とする。
※３ 次頁を参照ください。

Ｖ－ＳＹＳ登録にあたり新規コード付番が必要な場合について

項目名 入力欄

申請者氏名 厚生 花子

申請者所属組織 厚生労働省

申請者部署名 予防接種室

申請者役職 担当

申請者メールアドレス ----@mhlw.go.jp

申請者電話番号 03-0000-0000

申請会場の設置主体 都道府県or市町村orその他

申請会場の種類 医療機関or特設の会場

項目名 入力欄

医療機関・接種会場名※ ブイシスセンター

代表者名 厚生 太郎

郵便番号 999-9999

都道府県 東京都

市町村 千代田区

町名・番地 霞ヶ関町１－２－２

代表電話番号 03-9999-9999

申請者の情報

新規付番の申請書（イメージ）
施設の情報



（１）国保連合会に口座番号の情報提供（集合契約に参加した月（取りまとめ団体へ委任状を提出した日の属する月）の翌月の20 日まで）

（２）ワクチン接種契約受付システムに新規コードを入力して委任状を作成して提出。

市町村
（市民アリーナ、保健所・保健セン

ター、市役所庁舎等）

（都道府県）
（保健所、県庁調査等）

上記以外
（保険医療機関でない医療機関、地

域医師会、財団等）

都
道
府
県

（
と
り
ま
と
め
）

V-SYS
サービスデスク

厚労省

国保連合会

国保中央会

❶

❶

❶

❷

❻

❼

❽

❹❺

❺

❺

❶新規コードの付番申請

❷とりまとめ結果を提出
【月曜AM】

➌新規付番を行い、ワクチン接種

契約受付システムのマスタデー
タを更新する。【火～水曜】

❹❺付番結果を伝達【木曜】

❻～❽付番結果の共有 【毎月末】

付番後の対応

新規付番の流れ

【】内は作業スケジュールの目安

新規コードの付番について（既存の保険医療機関コード等がない場合の対応）

➌

V-SYS
（ワクチン接種契約
受付システム）

市町村IDで
V-SYSにログイン

接種会場のIDで
V-SYSにログイン

○接種施設の接種主体（市町村、都道府県、その他）に関わらず、接種会場を設けたいが既存の保険医療機関コード等がない
場合（ワクチン接種契約受付システムにコードを入力してヒットしない場合）は、新規コードの付番手続が必要です。

○都道府県を経由して、V-SYSサービスデスクに申請し、新規コード（10桁数字）を入手いただくことになります。

○都道府県には、近日中に、手順と様式をお示しする予定なので、取りまとめをお願いいたします。

19



20

接種受託側としての委任状の提出

市町村が設ける

接種施設※

（市民アリーナ、保健所・保健
センター、市役所庁舎等）

他市町村に住民票のある
者への接種を行う可能性

がない場合

委任状の提出は不要

※この場合、接種に要する費用は当該
市町村が支弁するものであり、国保連

への請求はできない

他市町村に住民票のある
者（居住地外接種者）を含めて
対象として接種する可能

性がある場合

初回のみ都道府県宛に
委任状を提出

（新規コードをワクチン接種契約
受付システムに入力することで
委任状の作成が可能）

都道府県が設ける

接種施設※

（保健所、県庁庁舎等）

接種施設毎に市町村宛に
委任状を提出

（新規コードをワクチン接種契約受付システムに入力することで
委任状の作成が可能）

上記以外が設ける

接種施設※

（病院、診療所、地域医師会、
財団等）

接種施設毎に所属団体宛に
委任状を提出

（所属団体がない場合は市町村宛）

（新規コードをワクチン接種契約受付システムに入力することで
委任状の作成が可能）

※ 基本型接種施設、連携型接種施設、サテライト型接種施設のいずれの場合も同じ。

市町村IDで
V-SYSにログイン

接種会場のIDで
V-SYSにログイン

新規コード付番後の対応について

V
-S

Y
S

の

ID
/

パ
ス
ワ
ー
ド
設
定



1. Ｖ－ＳＹＳについて

① トレーニングについて

② IDの払い出しについて

③既存の保険医療機関コード等がない施設について

④基本型・連携型接種施設について

⑤実績報告について

2. V-SYSトレーニングの詳細について

3. 前回以降のV-SYSに係る補足説明
21



基本型接種施設と連携型（サテライト型）接種施設の登録

V-SYS

医
療
機
関
等

❶
入
力

❷委任状（PDF）を出力
施設名 基本型/連携型 所在地 ・・・

Ａ病院 基本型 ーーー ・・・

Ｂクリニック 連携型（サテライト型） ーーー ・・・

・・・

【原則】委任状作成時の情報を登録

【例外】都道府県から登録された情報を変更

都道府県

国登録

更
新
（
変
更
）

３独法先行接種

医療従事者向け
優先接種

委任状作成時

個別確認

基本型接種施設
・＝＝＝＝＝
・＝＝＝＝＝
連携型接種施設
・＝＝＝＝＝
・＝＝＝＝＝
・＝＝＝＝＝

第２弾調整分について、調整中。第３弾以降についても今後調整する予定。22



基本型接種施設と連携型接種施設の変更等について

＜小分けが可能な範囲＞
⚫ １つの基本型から複数の連携型/サテライト型への移送。

※連携型/サテライト型は１つの基本型しか指定することは
できないが、基本型を別の施設に変更することは可能

＜基本型接種施設と連携型接種施設の変更可否の考え方＞

パターン① 基本型から連携型への変更
原則：変更できない。
例外：基本型として登録したが、実際にワクチンの配分を１度も受けていない場合は、

連携型に変更可能。

パターン② 連携型から基本型への変更
原則：変更できない。
例外：連携型として登録したが、実際ワクチンの移送を１度も受けていない場合は、

基本型に変更可能。

パターン③ 連携型が提携する基本型接種施設の変更
前の基本型接種施設から融通されたワクチンを全て使い切り、在庫がない場合に限り、
提携する基本型接種施設の変更が可能

基本型接種施設とは 連携型接種施設とは

○ファイザーワクチン用ディープフリー

ザーが設置されており、ワクチンがファ
イザー社から冷凍で直接配送され、接
種を行う医療機関等の施設

※ファイザーワクチン用ディープフリーザーの配備が完了する

までの間は、ディープフリーザーがなくても、保冷バックでワ
クチンを保管することで基本型接種施設になれる。

○医療従事者等への接種に当たり、基本型施設から冷蔵でワクチンの移送を受け接種を行う医

療機関等の施設。（ファイザーワクチン用ディープフリーザーが設置されていても連携型接種施設になれる。）

サテライト型接種施設とは

○住民への接種に当たり、基本型施設から冷蔵でワクチンの移送を受け接種を行う医療機関等

の施設。（ファイザーワクチン用ディープフリーザーが設置されていてもサテライト型接種施設になれる。）

ファイザーワクチンの小分けが可能な範囲等

小分けの運用については、関係者の利便性だけではなく、
①ワクチンのトレーサビリティの確保及び②システムの設計と運用方法の
不一致による混乱の回避にも留意が必要。

都道府県で必要
事項を確認の上、
医療従事者向け

優先接種での調
整のタイミングで
国に登録。

医療従事者等への接種のためのワクチン配分や移送を受けた施設が、今後、高齢者向け優先接種に向けて位置付け（基本型・サテライト型）の変更を希望する
場合については、現時点では位置づけの変更はできませんが、可能となる際には、変更方法をお知らせします。 23



1. Ｖ－ＳＹＳについて

① トレーニングについて

② IDの払い出しについて

③既存の保険医療機関コード等がない施設について

④基本型・連携型接種施設について

⑤実績報告について

2. V-SYSトレーニングの詳細について

3. 前回以降のV-SYSに係る補足説明
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今
回
入
力
す
る
欄

前
回
ま
で
に
登
録
し
た
累
計
数

100回350

350 0回

50

50

100回

0回

1 0本

V-SYSへの廃棄数の報告について

※廃棄数とは、
・未開封のバイアルを有
効期間切れ等の理由に
より廃棄した場合

・開封はしたものの１回
も接種をせずに廃棄し
た場合

に、その廃棄したバイア
ル本数のことを言います。

開封後に１回でも接種し
たバイアルについては、
廃棄数に含めないでくだ
さい。

0回

0回400

400

25



1. Ｖ－ＳＹＳについて

2. V-SYSトレーニングの詳細について

3. 前回以降のV-SYSに係る補足説明
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3/8月 9火 10水 11木 12金 週末

★PM 都道府県ID配布★AM 市町村ID配布
★PM 自治体説明会

3/15月 16火 17水 18木 19金 週末

3/22月 23火 24水 25木 26金 週末

3/29月 30火 31水 4/1木 2金 週末

トレーニング第１回

トレーニング第２回

トレーニング事後フィードバック期間

都道府県確認・登録 国確定 都道府県確定

AM 順次～18:00

国登録確定

都道府県確認・登録国登録確定 国確定 市町村確認・登録

都道府県確定市町村（続き）

トレーニング第２回

PM

順次～18:00

都道府県確認・登録

市町村確認・登録

３月に行うトレーニングは、第１回と第２回の2つパートになっています。

トレーニングの期間

3/11(木)
配布済み

ログインが完了していない場合、3/12

（金）以降、平日 9:00頃から順次リ
セットメールが送信されます。

3/12(金) AM
配布済み

ログインが完了していない場合、3/15

（月）以降、平日 9:00頃から順次リ
セットメールが送信されます。

本 番 環 境 の ユ ー ザ 名 が

「 xxx@xxx.xxx」の場合、ト
レーニング用のユーザ名は次

の通りとなります。

xxx@xxx.xxx.training

都道府県のトレーニング用ID 市町村のトレーニング用ID

27



作業は順番に流れていきます。都道府県の方が実施しないと、次のステップへ進めません。

3/15までに実施すること

トレーニング第１回 で 都道府県の皆様に「必ず」やっていただきたいこと

28

国から都道府県への
分配量の確認

市町村から医療機関への
分配量の確定

都道府県から市町村への
分配量の登録と確認

未対応市町村への催促

ワクチンを1市町村に1箱ずつ分配
針・シリンジは各10箱ずつ分配

3/18-19に実施すること



作業は順番に流れていきます。市町村の方が実施しないと、次のステップへ進めません。

3/16 午後～実施すること

トレーニング第１回で市町村の皆様に「必ず」やっていただきたいこと

29

都道府県から市町村への
分配量の確認

市町村から医療機関への
分配量の登録と確認

○○市ダミー病院に
ワクチンを1箱、
針・シリンジは各10箱配布



トレーニング第１回 の目的は、医療機関に1つずつワクチンを届ける
トレーニング第２回 の目的は、分配を意識する

トレーニング第１回 と 第２回 の違い

30

国は、都道府県に市町村の数と
同数箱のワクチンを分配

↓

都道府県は、
市町村に１箱ずつワクチンを分配

↓

市町村は、
○○市ダミー病院に
1箱つずつワクチンを分配

国は、3,600箱のワクチンを分配

↓

都道府県は、
（分配シミュレーションを利用）

↓

市町村は、
○○市ダミー病院
○○市ダミー診療所
○○市ダミー接種会場
に任意の数、ワクチンを分配

トレーニング第１回 トレーニング第２回



トレーニング専用のヘルプデスクをご用意します

V-SYS トレーニング ヘルプデスク

31

期間：3/15～

時間：8:30～19:00（土日祝日除く）

メールアドレス：v-sys_training_val@ml-necvw.jp.nec.com

電話番号：0120-301-550

皆様のご意見を今後の運用に反映させていただくため、トレーニング終了後にアンケートへのご協力を
お願いいたします

アンケートのご協力の依頼



資料投影のみ

ページ調整用 スライド
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34



資料投影のみ

ページ調整用 スライド
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42



資料投影のみ

ページ調整用 スライド
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トレーニングメニュー その1 の目的は、医療機関に1つずつワクチンを届ける
トレーニングメニュー その2 の目的は、分配を意識する

トレーニングメニュー その1 と その2 の違い

65

国は、都道府県に市町村の数と
同数箱のワクチンを配布

↓

都道府県は、
市町村に１箱ずつワクチンを配布

↓

市町村は、
○○市ダミー病院に
1箱つずつワクチンを配布

国は、3600箱のワクチンを配布

↓

都道府県は、
（分配シミュレーションを利用）

↓

市町村は、
○○市ダミー病院
○○市ダミー診療所
○○市ダミー接種会場
に任意の数、ワクチンを配布

トレーニングメニュー その1 トレーニングメニュー その2



皆様のご意見を今後のトレーニング、マニュアル、手順書等に反映、改善させていただくため、
アンケートへのご協力をお願いいたします

アンケートのご協力の依頼
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アンケート実施期間：3/29～4/2（予定）

アンケート内容：
トレーニング、マニュアル、手順書（本資料）など
に関するご意見・ご要望

方法：別途ご案内



トレーニング専用のヘルプデスクをご用意します

V-SYS トレーニング ヘルプデスク
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期間：3/15～

時間：8:30～19:00（土日祝日除く）

電話番号：0120-301-550

メールアドレス：v-sys_training_val@ml-necvw.jp.nec.com



ワクチン接種契約受付システム～ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）の全体フロー

2．V-SYSについて

◼ワクチン接種契約受付システム
：医療機関等の各接種施設にてワクチン接種を行うための集合契約の委任状の登録および受領を行う

◼ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）
：都道府県、市町村、各接種施設へのワクチン分配量の登録および閲覧、接種実績の登録等を行う
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ワクチン接種契約受付システム ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）

・委任状の登録
・接種施設情報
の初期登録

・委任状の受領

・接種施設情報
の更新
・ワクチン入手の
為の情報登録

・ワクチン
分配

・接種予約
の登録

・接種
(V-SYS外)

・接種実績
の登録

接種施設
ー医療機関
ー都道府県
ー市町村
ー医師会等

医師会
都道府県
市町村

接種施設
ー医療機関
ー都道府県
ー市町村
ー医師会等

国
都道府県
市町村

接種施設
（閲覧）

接種施設
（使用する
施設のみ）

接種施設
ー医療機関
ー都道府県
ー市町村
ー医師会等

接種施設
ー医療機関
ー都道府県
ー市町村
ー医師会等

シ
ス
テ
ム

プ
ロ
セ
ス

対
象
者

本日補足説明する範囲

コロナワクチンナビ
分配シミュ
レーション



ワクチン接種契約受付システム
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ワクチン接種契約受付システム

2．V-SYSについて

＜委任状登録手順＞

◼ワクチン接種契約受付システムにて、委任状の登録、委任状の受領が可能です。

◼特設の接種会場を運営する場合は、委任状の登録が必要となります。（市町村内の場合は初回1施設のみ）

①委任状登録URLへ接続し、必要情報を記載します。

都道府県 市町村

70

1

2

3

4

5

①「保険医療機関コード」欄に、10 桁のコードを入力し、
を押します。

※コードは10桁です。間違えないよう注意願います。
※介護医療院または介護老人保健施設の場合は、
「介護保険事業所番号」欄に入力してください。

②契約代表者の情報を入力します。

③担当者の情報を入力します。

④委任先の情報を入力します。
都道府県が設ける特設の接種会場→市町村
市町村が設ける特設の接種会場→都道府県（初回
のみ）

⑤取り扱うワクチンの種類を選択します。
原則、１種類のワクチンを選択してください。
・基本型→市町村からワクチンを分配される
・サテライト型（連携型）→近辺の医療機関から

ワクチンを融通してもらう

医療機関



ワクチン接種契約受付システム

2．V-SYSについて

＜委任状受領手順（1/2）＞

◼ワクチン接種契約受付システムにて、委任状の登録、委任状の受領が可能です。

◼都道府県、市町村にて、各医療機関・接種施設からの委任状を受領し、メール送信する必要があります。

①ワクチン接種契約受付システムにて未受領の委任状を検索し、
内容を確認の上、受領します。

都道府県 市町村
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①「委任状」タブをクリックします。

②ビューで「未承認一覧」を選択します。

③「Go!」ボタンをクリックします。
未受領の委任状の一覧が表示されます。

④受領登録する委任状のチェックボックスにチェックを付
けます。
※各委任状の詳細内容は、委任状番号をクリック
することが確認が可能です。

⑤「受領」ボタンをクリックします。
※選択した受領書が「受領済み」になります。受領済
みの委任状は「受領済一覧」に表示されます。

対象の委任状番号を押下すると、
委任状の詳細内容を確認できます。

1

2 3

4

5

集合契約
とりまとめ団体



ワクチン接種契約受付システム

2．V-SYSについて

＜委任状受領手順（2/2）＞

◼ワクチン接種契約受付システムにて、委任状の登録、委任状の受領が可能です。

◼とりまとめ団体、市町村、都道府県にて、各医療機関・接種施設からの委任状を受領し、メール送信する必要があ
ります。

①受領した委任状の受領通知メールを送信します。

都道府県 市町村
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①ビューで「受領済み一覧」を選択します。

②メールを送信する委任状のチェックボックスにチェックを
つけます。
※受領済みの委任状を未受領に戻したい場合は、該
当レコードの左部のチェックボックスにチェックを入れ
「未受領」ボタンを押下してください。

③「メール送信」ボタンをクリックします。
該当するメールアドレス宛にメールが自動で送信され、
「メール送信日時」の列にメール送信日時が表示され
ます。

1

2 3

メール送信するとデータロックされ、
未受領の状態に戻すなどができなくなります。

送信メールのイメージ

集合契約
とりまとめ団体



ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）
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基本型とサテライト型（連携型）の違いについて
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ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）

2．V-SYSについて

＜基本型とサテライト型（連携型）の違い＞

◼接種施設には、基本型とサテライト型（連携型）があり、それぞれでV-SYSを使用した業務に違いがあります

都道府県 市町村
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市町村

基本型
接種施設

サテライト型（連携型）
接種施設

ワ
ク
チ
ン
分
配

ワ
ク
チ
ン
融
通

・市町村からのワクチン分配を受けるため、
接種可能量および希望量の登録が必要
・ワクチン分配を受ける際の納入予定日
の確認等が実施可能
・分配された量に対する接種実績を
入力する

・基本型施設から融通を受けるため、
接種可能量および希望量の登録は
不要
・融通された量に対する接種実績、
ロット情報などを入力する

医療機関



ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）

2．V-SYSについて

＜基本型とサテライト型（連携型）の違い：実績入力画面＞

◼接種施設には、基本型とサテライト型（連携型）があり、それぞれでV-SYSを使用した業務に違いがあります
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接種可能量および
希望量の登録
※現在は非表示としています。

実績入力画面テスト病院01

基本型
接種施設

5

400

400 400

400

接種実績の登録（累積）
※現状は医療従事者のみ入
力可能としています。

廃棄数の登録（累計）
※１バイアル丸ごと廃棄した数を入力



ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）

2．V-SYSについて

＜基本型とサテライト型（連携型）の違い：実績入力画面＞

◼接種施設には、基本型とサテライト型（連携型）があり、それぞれでV-SYSを使用した業務に違いがあります
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サテライト型（連携型）
接種施設

実績入力画面テスト病院01

5

400

400 400

400

サテライト型（連携型）のみ入力

連携型／サテライト型接種施設の場合は、融通を
受けた当日中に
・基本型接種施設からワクチンの融通を受けた日
・ワクチンのロット番号（※）
・融通を受けたバイアル本数
を登録してください
（※）ワクチンのロット番号は、バイアル箱またはバイア
ルに記載されています。

累計接種回数の登録

基本型と同様

基本型と同様



特設の接種会場について
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特設の接種会場について

2．V-SYSについて

79

市町村

◼特設の接種会場の場合、以下の操作をV-SYSにて実施します

⚫ 市町村内の特設の接種会場の確認

⚫ 施設分類の設定

⚫ 特設の接種会場へのワクチン分配の確認

⚫ 予約枠設定、接種予約の登録（任意）

＜市町村内の特設の接種会場の確認＞

1

2

3

①市町村ユーザのホーム画面から「全医療機関・接種会
場の一覧」ボタンをクリックします。

②医療機関・接種会場のタブに遷移するので、「23_市
町村内の特設の接種会場」のビューを選択します。

③詳細内容を確認する場合、該当の医療機関・接種
会場名をクリックし、詳細内容を確認します。



特設の接種会場について

2．V-SYSについて

80

市町村

◼特設の接種会場の場合、以下の操作をV-SYSにて実施します

⚫ 市町村内の特設の接種会場の確認

⚫ 施設分類の設定

⚫ 特設の接種会場へのワクチン分配の確認

⚫ 予約枠設定、接種予約の登録（任意）

＜施設分類の設定＞

1

2

3

①医療機関・接種会場の詳細情報画面にて、「編集」
ボタンをクリックします。

②施設分類で特設の接種会場を選択する
※市町村運営の場合と委託する場合で分類が異な
るため、区別をお願いします。

③その他の必須項目を入力した後、「保存」ボタンをク
リックします。

特設の接種会場テスト



特設の接種会場について

2．V-SYSについて
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市町村

◼特設の接種会場の場合、以下の操作をV-SYSにて実施します

⚫ 市町村内の特設の接種会場の確認

⚫ 施設分類の設定

⚫ 特設の接種会場へのワクチン分配の確認

⚫ 予約枠設定、接種予約の登録（任意）

＜特設の接種会場へのワクチン分配の確認＞

2

①市町村ユーザのホーム画面から「医療機関・接種会
場単位の分配状況」ボタンをクリックします。

②表示されたワクチン分配のビューにて各接種会場へ
のワクチン分配の量や納入状況を確認します。

1



特設の接種会場について

2．V-SYSについて

82

市町村

◼特設の接種会場の場合、以下の操作をV-SYSにて実施します

⚫ 市町村内の特設の接種会場の確認

⚫ 施設分類の設定

⚫ 特設の接種会場へのワクチン分配の確認

⚫ 予約枠設定、接種予約の登録（任意）

＜予約枠設定＞

2

①市町村ユーザのホーム画面から「接種会場の予約枠
の設定」ボタンをクリックします。

②予約一括登録画面で以下の項目を入力し、「予約
枠作成」ボタンをクリックします。
・医療機関・接種会場名
・ワクチン種別
・接種開始日、接種終了日
・繰り返す曜日
・開始時間、終了時間
・１枠あたり時間
・１枠あたり予約可能人数

1

特設の接種会場テスト

＜左記画面の場合＞
以下の予約枠を、3/15～26の月、水、金（6日間）で作成
・9:00～17:00（8時間）
・1枠60分あたり4人
→32人/日

合計：6日間×32人/日＝192人分の枠を作成

4

・



特設の接種会場について

2．V-SYSについて

83

市町村

◼特設の接種会場の場合、以下の操作をV-SYSにて実施します

⚫ 市町村内の特設の接種会場の確認

⚫ 施設分類の設定

⚫ 特設の接種会場へのワクチン分配の確認

⚫ 予約枠設定、接種予約の登録（任意）

＜接種予約登録（1/2）＞

2

①市町村ユーザのホーム画面から「個別の予約（接種
予約一覧）」ボタンをクリックします。

②予約枠検索画面で検索条件を指定し、「検索」ボ
タンをクリックします。
＜検索条件＞
・医療機関・接種会場名
・キーワード
・日付
・ワクチン種別

1

特設の接種会場テスト

③検索結果から取得したい予約日の「〇」をクリックし
ます。

3



特設の接種会場について

2．V-SYSについて
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市町村

◼特設の接種会場の場合、以下の操作をV-SYSにて実施します

⚫ 市町村内の特設の接種会場の確認

⚫ 施設分類の設定

⚫ 特設の接種会場へのワクチン分配の確認

⚫ 予約枠設定、接種予約の登録（任意）

＜接種予約登録（2/2）＞

5

④選択した日付から希望の時間帯をクリックします。
※予約の空き数が数字で表示されます

⑤接種予約の編集画面が開くので、以下の予約者情
報、接種者情報を入力します。
＜予約者情報＞
・予約者氏名（かな）
・予約者電話番号
＜接種者情報＞
・接種者氏名（漢字）
・接種者氏名（かな）
・接種者生年月日
・接種対象者分類
・接種回数
・クーポン番号

4

9:00

～

10:00

10:00

～

11:00

11:00

～

12:00

13:00

～

14:00

15:00

～

16:00

16:00

～

17:00

14:00

～

15:00

15 15 15 15 15 15 9

特設の接種会場テスト 2021年2月1日 ファイザー



レポート参照機能
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レポート参照機能

2．V-SYSについて

86

市町村

◼V-SYS内には様々なレポートを用意しております。トップページにあるレポートとその他のレポートについて説明します。

⚫ 納入予定日の登録進捗確認

⚫ 配送状況の進捗確認

⚫ その他のレポートの参照方法と活用方法

＜納入予定日の登録進捗確認、配送状況の進捗確認＞

1

2

都道府県

①ホーム画面から「納入予定日の確認」をクリックします。
納入予定日が登録されていないデータが表示されます。
納入予定日の登録期日も合わせて表示されますので、
納入予定日の登録進捗がどの程度遅れているのかが
確認することができます。

②ホーム画面から「配送状況の確認」をクリックします。
納入実績日が登録されていないデータが表示されます。
納入予定日も合わせて表示されますので、
納入予定日に対する配送状況の進捗を確認することが
できます。



レポート参照機能

2．V-SYSについて

87

市町村

◼V-SYS内には様々なレポートを用意しております。トップページにあるレポートとその他のレポートについて説明します。

⚫ 納入予定日の登録進捗確認

⚫ 配送状況の進捗確認

⚫ その他のレポートの参照方法と活用方法

＜その他のレポートの参照方法と活用方法＞

③表示されるレポートから参照したいレポートをクリックします。

1 ①「レポート」タブをクリックします。

2

都道府県

②「R3_市町村レポート」（※市町村ユーザの場合）をクリッ
クします。

3

④該当のデータが表示されます。

4

⑤該当のデータをExcelにダウンロードしたい場合は、「詳細の
エクスポート」ボタンをクリックします。

5

6

⑥「エクスポート」ボタンをクリックするとExcelファイルがダウン
ロードされます。



コロナワクチンナビへの情報連携
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コロナワクチンナビへの情報連携

2．V-SYSについて

89

市町村

◼ 「コロナワクチンナビ」を使用して住民への情報発信が可能です。

⚫ ワクチン接種を行っている接種施設の情報

⚫ 都道府県、市町村からのお知らせ

＜ワクチン接種を行っている接種施設の情報＞

都道府県

テスト医療機関

港区芝5-7-1

テスト医療機関

医療機関・接種会場

コロナワクチンナビ

①V-SYSの医療機関・接種会場の中にある「コロナワクチン
ナビでの公開情報」を登録すると、コロナワクチンナビ側で
参照が可能です。
※特設の接種会場も同様です

医療機関

テスト医療機関

港区芝5-7-1

テスト医療機関

コロナワクチンナビ

※接種を行わない基本型接種施設
（配送センター）は、V-SYSにて
「一般不可：特定の人のみ」を選択

テスト医療機関



コロナワクチンナビへの情報連携

2．V-SYSについて

90

市町村

◼ 「コロナワクチンナビ」を使用して住民への情報発信が可能です。

⚫ ワクチン接種を行っている接種施設の情報

⚫ 都道府県、市町村からのお知らせ

＜都道府県からのお知らせ＞

都道府県

都道府県マスタ

コロナワクチンナビ

＜市町村からのお知らせ＞
市町村マスタ

コロナワクチンナビ

「お知らせ」の公開には以下の承認が必要となります。
都道府県の場合：国が承認
市町村の場合：都道府県が承認

※自動翻訳はされませんので、可能な限り、英語名称等
入力をお願いします。



市町村メールアドレス変更

91



中略

市町村 メールアドレス変更手順［概要］
2．V-SYSについて

① 市町村ユーザでログインする。

② 画面右上の「ユーザ名」の▼（プルダウ
ン）を押下し、「私の設定」を押下する。

③ 画面左メニューの「個人用」＞「個人情
報」を押下する。

④ 「メール」の領域に変更したいメールアドレ
スを入力して「保存」ボタンを押下する。

⑤ 変更確認のメッセージが出力されるので、
「OK」ボタンを押下する。

⑥ 画面上部に正常に終了した旨のメッセー
ジが表示されることを確認する。

⑦ 旧メールアドレスに送付された、メールアド
レス変更を有効化するためのURLを押下
する。

⑧ 「メールが変更されました」という画面が表

示されるので、「次へ」ボタンを押下する。

⑨ V-SYSのホーム画面に遷移することを確
認する。

⑩ 新メールアドレスに送付されたパスワードリ
セットメールの対応を行う 92

｢個人用」

｢個人情報｣
｢メールアドレス｣：

変更したいメールアドレスをいれる

｢保存｣

旧メールアドレスに届くメール 新メールアドレスに届くメール


