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Ver 変更内容 更新日

1.2 • 「非滅菌手袋」追加に伴う記述を更新 2020/8/5

1.3 • 冒頭において、本マニュアルが「病院」（=
診療所、検査センター以外の医療機関）用
のものであることを追記

• 「非滅菌手袋」について、「現在の在庫の
備蓄見通し」が「2～3週間」でも要請でき
るようになったことに伴う更新

• 入力例を追記

2020/10/28

都道府県ご担当者様用
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緊急配布要請（SOS）とは

緊急配布要請（SOS）とは、条件を満たした医療機関において、
各都道府県や国から医療用物資の緊急配布が必要な場合において、
アラートを発生できる仕組みです。

SOS

SOS

SOS

厚労省

GMIS
（Kintone）

DLサイト

更新タイミングは
毎日14時

厚労省

各都道府県
担当者

厚労省より14時の時点で
登録があった医療機関の
都道府県に一斉配信

各医療機関は毎日13時ま
で（※１）に緊急資材要

請の登録。

各都道府県は、基本的に
17時まで（※２）に緊急

資材要請の登録

都道府県から要請があっ
た緊急資材の手配

【緊急配布要請（SOS）のしくみ】

（※２）基本的に当日17時までに入力をお願いしま
す。当日中の対応が難しい場合は、翌営業日以
降速やかなご対応をお願いします。

（※１）13時以降の要請は、翌営業日以降の対応と
なります。
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緊急配布要請（SOS）ができる医療機関

緊急配布を受けるには、以下の①と②の両方を満たすことが必要です。

①日次調査においていずれかを満たすこと

「(1)新型コロナウイルス感染疑い患者用の外来設置状況」の「診療・検査医療機
関（検体採取等を行う地域外来・検査センターを含む）」チェックボックスに
チェックが入っていること

「(3)貴院における検査実施状況」（うち新型コロナウイルス抗原定性検査（簡易
キット）実施人数）が1以上

「(5)貴院におけるPCR検査実施の可否」ラジオボタンが、「可能」

「(4)新型コロナウイルス感染患者の入退院状況」において「入院中」が1以上

「(8)空床状況」おいて「新型コロナウイルス感染患者受入可能病床」が１以上

②週次調査において、要請する医療用物資の「現在の在庫の備蓄見通
し」が１週間以内または2～3週間であること

緊急配布（SOS）要請を受けた後、都道府県と国で数量等の整合を確認し
ます。緊急配布（SOS）要請＝配布ではありませんのでご注意願います。

また、今後、配布実績として医療機関名を公表する場合があることもご了
承願います。

Ver1.3更新



医療機関からSOSがあった場合、厚労省より14時頃に
以下のメールが届きます。

 前日13：01から23：59までに、緊
急配布要請があった医療機関が所在
する都道府県名

 当日0：00～13：00までに、緊急配
布要請があった医療機関が所在する
都道府県名

要請があった都道府県は、①ダウンロードサイト
（https://kintone-survey.com/home）にアクセスして情報を
確認の上、配布計画を進め、②G-MIS(kintone）の「都
道府県入力欄」に必要事項をご記入ください。

緊急配布要請 メールについて



【kintone入力項目】
～各都道府県担当者様～

専用入力サイトにアクセスいただき、事前に配布してお
りますIDおよびパスワードにてログインしてください。

【kintone ログイン画面】

URL： https://covid-19-monitoring.cybozu.com/k/#/portal

ログイン名：登録のメールアドレス
パスワード：事前に配布したパスワード

ログイン名、パスワードを入れて、「ログイン」ボタンをクリッ
クしてください。
※「ログイン名を保存する」にチェックを入れますと次回以降のログインがスムーズ
になります。

・1都道府県につき1IDとなります。
・初期パスワード発行後再度パスワードを変更してください。
（※半角英字と数字を組み合わせて、8文字以上）



【kintone入力項目】
～各都道府県担当者様～

専用入力サイトにアクセスいただき、ログインしてくだ
さい。

【kintone ログイン画面】

初期パスワードの変更が完了したら画面左側の
「kintone」をクリックします。



要請があった場合、基本的に当日の17時までに入力をお願
いします。

※17時を過ぎますと、ダウンロードサイトで厚生労働省が
確認する18時時点のエクセルデータに反映されません。
（翌日14時のCSVデータには反映されます。）
※当日中の対応が難しい場合は、翌営業日以降速やかなご
対応をお願いします。

【アプリメニュー】

【kintone入力項目】
～各都道府県担当者様～

アプリメニューから「緊急配布要請」をクリックしてくだ
さい。
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緊急配布要請 必須入力項目について

左図のようなポップアップが出ま
す。記載事項をご確認いただき、
OKをクリックします。

画面に以下のリストが表示されます。

画面左側の青いファイルマークをクリックし、各医療機関の
情報を開いてください。

画面右上にある「レコードを編集する」ボタンをクリック
します。

Ver1.3更新



10

要請のあった物資のエリアに必要事項を記入してください。

①緊急配布の要否
緊急配布が必要かどうかを判断し「要」または「否」を選択

②配布方法
都道府県で用意する場合は「都道府県の備蓄」、国に配布を要請する場合
は「国による直送」を選択

③「県の配布枚数」「国の配布枚数」「総配布枚数」
それぞれ記入してください。

④記入後、「保存」ボタンを押してください。保存しないと完了していま
せんのでご注意ください。

画面下部に「都道府県入力欄」がありますので、ここをク
リックすると入力欄が表示されます。

緊急配布要請 必須入力項目について
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緊急配布要請 必須入力項目について

以下、サージカルマスクを例とした入力例です。
ご参照ください。

①都道府県の備蓄対応の場合

②都道府県備蓄と国備蓄の両方で対応する場合

④対応なしの場合

Ver1.3更新

③国備蓄対応の場合



【データダウンロードサイト】

当日00:00～当日13:00までに各医療機関から入力された
情報は、当日の14時にデータダウンロードサイトにアッ
プされます。また、当日17時までに入力した配布情報は、
当日の18時にアップされます。

【データダウンロードサイト】

～SOS情報確認（データダウンロード）方法～

データをダウンロード

SOS調査のCSV、Excelファイル
がダウンロードされます。
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データについて

SOS_ALL.csv

●Kintoneに入力されたSOSデータを全日分集計
5資材分、CSVファイルでダウンロード

※過去データや土日祝日分のデータは、こちらからご確認いただけます。

SOS.xlsx ●Kintoneに入力されたSOSデータを毎日集計
・14時時点：当日の医療機関データを記載
（当日00:00～当日13:00に医療機関が入力したデータ）

・18時時点：当日の都道府県データを記載
（当日17時までに都道府県が入力したデータ）

※17時までに入力しないと、エクセルデータには反映されません。
それ以降に入力されたデータはCSVにのみ格納されます。
※日単位で出力するため、過去データや土日祝日分のデータは
CSVデータからチェックいただく形となります。

毎日のSOSエクセルデータと、今までのSOSのCSVデー
タがダウンロードされます。

医療機関

ID（検索
用）

医療機関

名（検索

用）

区分 郵便番号
都道府県

名

医療機関

住所
電話番号

担当者氏

名

感染症指

定医療機

関

日次調査

提出日

新型コロ

ナウイル

ス感染患

者受入可

否

PCR検査実
施可否

週次調査

記入日

現在の在

庫の備蓄

見通し

a.前日時点
の在庫量

b.購入見込
量　（1週
間）

c.想定消費
量　（1週
間）

想定消費

量－購入

見込量（c-
b）

医療用物

資の緊急

配布

緊急配布
の要否

県の配
布枚数

国の配
送枚数

総配布
枚数

都道府県意見
国の配布承
認

11201182 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1 2020/6/3 可(10床) 不可 2020/6/3 1週間以内 58,850 6,000 6,000 0 1 要 24000 0 24000
12201124 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 0 2020/6/3 可(4床) 不可 2020/6/2 1週間以内 22,000 8,000 14,000 6,000 1 要 0 1000 1000 承認

10901068 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1 2020/6/3 可(1床) 不可 2020/5/27 1週間以内 30,000 0 6,000 6,000 1 否 0 0 0

県の一斉配布（第

○弾で対応するた
め）

12201067 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 0 2020/6/3 可(0床) 不可 2020/6/3 1週間以内 2,500 0 2,000 2,000 1 否 8000 0 8000
11401304 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 0 2020/6/2 可(26床) 可 2020/5/27 2～3週間 4,000 0 1,500 1,500 1 要 6000 0 6000

12101028 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 0 2020/6/3 可(19床) 可 2020/6/3 2～3週間 205,500 0 6,850 6,850 1 要 0 27400 27400

在庫が乏しいた

め、国で対応願い

たい 承認

14001342 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1 2020/6/3 可(8床) 可 2020/6/3 2～3週間 32,000 7,000 7,300 300 1 否 0 0 0
備蓄が４週分以上

あるため

11301233 ・・・・・ 病院 〒000-0000 ○○県 ・・・・ ・・・・ ・・・・ 0 2020/6/3 可(5床) 可 2020/6/3 2～3週間 28,000 13,450 13,450 0 1 否 0 0 0
自ら調達できるた

め

【エクセルファイルイメージ】
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＜Windows＞
Internet Explorer 11
※Internet Explorer に搭載されている「互換表示」機能、もしくはエンタープライズモー
ド（IE11）を使用しての表示は動作保証外です。
Microsoft Edge最新版
※Chromium版対応
Mozilla Firefox最新版
※FirefoxのESR版はサポート対象外です。
Google Chrome最新版

＜macOS＞
Safari最新版
Mozilla Firefox最新版
Google Chrome最新版

インターネット接続制限をされている環境の場合は下記ドメインをすべ
て許可してください。
設定方法については、各医療機関のネットワークご担当者様にご確認く
ださい。

＜ドメイン名＞
covid-19-monitoring.cybozu.com
customine.gusuku.io
scripts-customine.gusuku.io
ws.gusuku.io

動作環境


