
①集合契約の委任状作成時に受付システムに登録したメールアドレスへ、V-SYS用のID
が送付されます。パスワードは届いたメールから自ら初期設定を行ってください

②V-SYSにログインします

Ｖ－ＳＹＳへの初期登録

STEP１：V-SYSにログインワ
ク
チ
ン
接
種
契
約
受
付
シ
ス
テ
ム

①医療機関・接種会場の編集ページを開き、医療機関登録情報を更新・追記します
（ディープフリーザー保有台数／医療機関HPのURL／駐車場台数 等）
※受付システムに登録した情報は、V-SYSに引き継がれています。

②取扱ワクチン、ワクチン接種の責任者（医師）等の情報を入力します

STEP２：医療機関情報の更新

①厚生労働省が開設する新型コロナワクチン接種総合案内サイト「コロナワクチンナ
ビ」に掲載する情報を追記します

（予約受付用電話番号／予約用webページ、予約受付時間 等）
②可能な場合は、医療機関名の英語表記も入力ください

STEP３：HP掲載情報入力

①医療機関でワクチン接種を行う医師の情報を入力します
（医師氏名、メールアドレス、電話番号）
※接種医師情報は、ワクチン製造販売業者からの情報の提供・収集・伝達を実施するた
めに必要な情報なため、確実に登録してください。

STEP４：接種医師情報の登録

Ｖ－ＳＹＳのＩＤが発行されたら、初期登録として、①Ｖ－ＳＹＳにログイン・パスワードの設定、②
医療機関情報の更新、③HP掲載情報の入力、④接種医師情報の登録を行います。



❶ salesforceからパスワードリセットの完了依頼メールが届きます

❷ メールに記載されているURLをクリックすると、

ログインユーザ初期設定画面が表示されます

❸ salesforceから確認コードが記載されたメールが届きます

❹ メールに記載されている確認コードを入力し、

検証ボタンをクリックします

Ｖ－ＳＹＳへの初回ログイン①

このリンクは24時間で有効期限が切れますの
で、メールを受け取ったら24時間以内に１回
ログインしてください
24時間以内にログインされなかった医療機関
等へは、翌日に再度メールをお送りしていま
す（平日のみ）

注意！

医療機関

ユーザー名＝V-SYSのIDです
このメールは保存してください

注意！



❻個人情報同意画面が表示されますので、「V-SYSにおける個人情

報保護方針」を確認の上、同意するにチェックを入れ「次へ」をク

リックします

❺検証に成功すると、パスワード変更画面が表示されま

すので、新しいパスワード、セキュリティの質問と回答を

記載し、パスワードを変更ボタンをクリックします

Ｖ－ＳＹＳへの初回ログイン② 医療機関

❼ V-SYSにログインし、「医療機関・接種会場」の自医療機関の情

報が表示されます。



❶ ログインURLに接続し、❶のメールに

記載されているユーザ名とパスワードを

入力し、ログインボタンをクリックします

❷携帯電話を登録画面が表示されるので、

「電話を登録しません」をクリックします

❸ ホーム画面へ遷移し、ログインが完了します

※市町村にて予約業務を代行する医療機関の場合は、

検証コードの入力が必要になります。

※初回ログイン時と遷移する画面が異なります。

Ｖ－ＳＹＳへのログイン（２回目以降） 医療機関

※一度「電話を登録しません」を押すと、

今後はこの画面は表示されません。



Ｖ－ＳＹＳ操作_まずはマニュアルをご覧ください

Ｖ－ＳＹＳの操作マニュアルは、V-SYS内の「ナレッジ」に最新のものを格納しています。

操作方法でわからないことがあった場合は、まず操作マニュアルをご確認ください。

①「ナレッジ」タブを押します
②「すべての記事のタイプ」から「マニュアル」
を適用させると、操作マニュアルのみが表示さ
れます
③確認したいマニュアルを選択します。

V-SYS操作マニュアルの見方

❶

❷
❸

操作マニュアルをダウンロードしたい場合は、各
マニュアルのページの左上の「ダウンロード」を
押して保存してください。

V-SYS操作マニュアルのダウンロード



❶
❷

❸
❹

ワクチン接種契約受付システムから情報連携されています
代表者名・電話番号が変更になった場合、情報を更新して
ください

情報を更新する場合のみ修正

Ｖ－ＳＹＳに初回ログインすると、「医療機関・接種会場の詳細」のページが開きますので、「編集」
ボタンを押して、医療機関情報の更新、ＨＰ掲載情報の入力、接種医師情報を登録してください。

Ｖ－ＳＹＳの医療機関情報の更新① 医療機関

❺

000-0000

1234567890

○○病院

東京都中央区

△△１－１－１

東京都中央区△△１－１－１

①ファクシミリ番号を入力してください［任意］
②医療機関のホームページを開設している場合は入力して
ください
③ディープフリーザーを割り当てられている場合は、台数
を入力してください
④駐車場を保有している場合は、台数を入力してください
⑤ワクチン納入先施設名を入力してください
1)納入先住所が医療機関住所と同じ場合は、「納入先住
所は医療機関住所と同じ」をチェックしてください
2)納入先住所が医療機関住所と異なる場合は、「（入力
用）納入先郵便番号」を入力し、住所自動入力ボタンを
押した上で、「（入力用）番地・建物名」を入力してく
ださい

※ワクチン納入先が間違っていると、ワクチンを配送でき
ない場合があります。必ず確認してください。

※②、④は接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」に掲載される項目です。

必ず確認



Ｖ－ＳＹＳの医療機関情報の更新② 医療機関

❶

❷

❶

❷

①取扱ワクチンを変更する場合、選択しなおします
※基本型⇔サテライト型（連携型）が変更できる条件は、基本型と連携型／サテライト型の設定を変更する時の注意事項
をよくご確認ください

②製薬メーカー等によるワクチン詳細説明が不要になったら、「求めない」を選択ください

情報を修正する場合のみ選択

①ワクチン接種の責任
医師情報を記載してく
ださい
②ワクチン保管管理の
責任者情報を記載して
ください（※病院のみ表示

される項目です）

必ず入力

針・シリンジ、ドライ
アイス保管の責任者が
ワクチン保管管理責任
者と異なる場合は入力
してください（※病院のみ

表示される項目です）

当てはまる場合は入力



Ｖ－ＳＹＳへのHP掲載情報入力、接種医師情報登録 医療機関

厚生労働省が開設する新型コロナワクチン接種総合案内サイト
「コロナワクチンナビ」に掲載する情報を記載してください
（予約受付用の電話番号／予約受付用WebページのURL、接種
対応期間、予約受付時間）

必ず入力

・記載可能な場合は、医療機関名称の英語表記や
ふりがなを入力してください
・ワクチン接種にあたり医療機関からお知らせが
ある場合は、お知らせ欄に入力してください

可能な場合は入力（任意）

・接種を実施する医師情報（氏名、
メールアドレス、電話番号）を入力し
てください
・各医師が対応可能なワクチンを選択
してください
※接種医師情報が入力されていないと、
ワクチンを配送できない場合がありま
す。

必ず入力

①企業内診療所等、特定
の方のみ予約を受け付
ける場合は、「一般不
可」を選択してくださ
い

②接種を行わないワクチ
ン配送センター等の場
合は、「コロナワクチ
ンナビ非表示」を
チェックしてください

必ず選択
❶

❷



○ 医療機関等の接種施設がワクチンを入手するには、①基本型接種施設としてファイザー社から直送を受ける方法と、
②連携型・サテライト型接種施設として基本型接種施設から小分けを受ける方法がある。

○ 高齢者向け優先接種が本格化する4月26日週以降の納品分から、V-SYSを用いて基本型接種施設へのワクチンの分配
先の決定作業が本格化するため、以下の方法等に十分ご留意いただきたい。

Ｓｔｅｐ１ 事前準備
（１）V-SYSにログイン
（２）接種医師の情報、ディープフリーザーの台数等の基本情報を入力。

＜注意１＞これらの情報が未入力の場合、ワクチンを希望しても割り当てられない可
能性があります。
また、入力された情報（氏名、メールアドレス等）はファイザー社等による
ワクチンの最新情報の提供や安全対策に用いられるため、正確な記載をお願
いします。

（３）ファイザー社ワクチンの基本型接種施設にチェック

Ｓｔｅｐ２ 希望量を登録
（１）V-SYSにログイン
（２）ワクチンの希望量等を入力。併せて、接種実績も入力。

＜注意２＞接種実績が未入力の場合、ワクチンを希望しても割り当てられない可能性が
あります。（実績０と入力することも可能です。）
連携型やサテライト型へ小分けしたワクチンの実績は小分け先で入力するこ
ととなるので、自施設内での実績を入力ください。

Ｓｔｅｐ３ 納入量・納入時期等の確認
（１）V-SYSにログイン
（２）納入量・納入時期等を確認。

＜注意３＞全国の供給量が希望量より少なかった場合は、一部のご希望に沿えない場合
がありますので、予め、御了承ください。

Ｓｔｅｐ１ 書面での記録
（１）基本型接種施設から提供さ
れる情報提供シート（医療機関
向け手引き様式7-1）を入手

（２）保管期限を記載の上、保管。

Ｓｔｅｐ２ V-SYS上で記録
（１）V-SYSにログイン
（２）情報提供シートを参照し、
基本型接種施設名、ロット番号、
バイアル本数を入力。

Ｓｔｅｐ３ 接種後の対応
（１） V-SYSにログインし、接種実
績を入力。

（２）情報提供シートに使用日、
使用本数、残りの本数を記載。

（３）情報提供シートで「残りの
本数」が０になったことをもっ
て、在庫なしの状態となる。

ファイザー社からの直送 基本型から小分け

接種施設がワクチンを入手するための方法について



以下の場合に、基本型からサテライト型（連携型）への変更、サテライト型（連携型）から基本型への変更が可能
① 基本型又はサテライト型（連携型）として登録されていた間に、一度もワクチンの配分を受けていない場合
② 配分されたワクチンの在庫がない場合

基本型→サテライト型（連携型）、サテライト型（連携型）→基本型の変更条件

連携型・サテライト型が小分けを受けた場合

サテライト型（連携型）接種施設に小分けする際には以下の対応が必要。

【情報提供シート（様式7-1）の作成】

サテライト型接種施設名、年月日、ロット番号、バイアル本数を情報提供シート（様

式7-1）に記載。

【ワクチン分配管理台帳（様式7-2）の作成と保管】

サテライト型接種施設名、年月日、ロット番号、バイアル本数をワクチン分配管理台帳

（様式7-2）に記載。

【V-SYSへの情報登録】

小分けした年月日、ロット番号、バイアル本数をV-SYS上に入力。
※ワクチン分配管理台帳（様式7-2）を参照の上、正確に入力ください。

基本型としてサテライト型（連携型）に小分けする場合

左部分を記載の後、

連携型・サテライト型

接種施設に提供

【融通を受けたタイミング】

基本型接種施設、年月日、ロット番号、バイアル本数をV-SYS上に入力。
※融通を受けた際に基本型接種施設から提供される「ワクチンの管理に使用する

情報提供シート」（様式7-1）の左部分を参照の上、正確に入力ください。

【ワクチンを使用するタイミング】

ワクチンの使用日、使用本数、残り本数を情報提供シート（様式7-1）の右

部分に記載し、保管。

様式7-1様式7-1

様式7-2

参照の上、記載

ワクチンの保管期限や使用日

などを記載し、3年間保存

参照の上、記載

基本型と連携型／サテライト型の設定を変更する時の注意事項

V-SYS
必ず入力

V-SYS

必ず入力



ワクチン
製造販売業者

医療機関

V-SYS

接種責任者（医師）
及び接種医のメールアド
レスを登録

V-SYS V-SYS

ワクチン接種責任者（医師）

接種医師

V-SYS

情報の提供・収集・伝達先となる
医師リストの提供

必要な確認を行った上で、メール等
による情報提供・伝達（市販直後
調査を含む。）の実施

1

2

3

副反応情報等の登録・報告4

※メール等による情報提供が困難な場合は、上記によらない方法で情報提供等を行うこともある。

（参考）ワクチン製造販売業者による市販直後調査を含む情報の提供等について

 ワクチン接種を開始した後、ワクチン製造販売業者各社がワクチンの適正使用等のため、情報の提供・収集・伝
達を実施するが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従来の医薬情報担当者（MR）の通常訪問
による活動が限定される。

 そのため、当該ワクチンの市販直後調査を含む情報提供・収集・伝達は、原則、各ワクチンの製造販売業者か
らメール等を通じて実施する。現時点では、市販直後調査期間（販売開始から６か月間）は、直後調査の関
連通知に基づく頻度でメールを配信する想定。

※市販直後調査：新しい医薬品の販売開始後の６か月間において、製造販売業者が医療機関に対し適正な使用を促すとともに、重篤な副作用等が発生した場合は速やかに
当該製造販売業者に報告するよう協力を依頼するもの。個別症例の情報を集めるための調査ではありません。


