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本マニュアルの見方

・クリックする場所を赤く囲っています。

例）

・操作の補足、関連操作の案内、お知らせなどは
このように青く囲って表示します。

初めてサインインをされる際
二段階認証の電話番号を登録する必要があります。
手順に従って、電話番号の設定をお願いします。

例）
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HER-SYSのIDとパスワードについて

2

IDとパスワード発行

HER-SYSを利用するには、管轄の保健所から発行された
HER-SYS専用のIDとパスワードが必要です。
お持ちでない場合、管轄の保健所に申請してください。

ご利用前に、保健所からHER-SYSログインIDと
パスワードを取得してください。



HER-SYSの接続環境設定

①インターネットに接続してください。

“Microsoft Edge”又は“Google Chrome” の推奨をしておりますが、

インターネットにつながるところであれば、問題ございません。
スマートフォンではなく、パソコンによる利用を推奨しております。

②InPrivateモード、シークレットモードでお試しください。

(次のページで解説します）
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InPrivateモード/
シークレットモードの開き方

（ブラウザによって、さまざまな呼び方があります）
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サインインの手順
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サインインの手順
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Sign in

①HER-SYSのURLを入力 ②Sign inをクリック

※この画面はGoogle Chromeを使用しての説明
（クロームとも呼びます。）

※URLは保健所またはHER-SYSヘルプデスクに
お問い合わせください。(ヘルプデスクへのお
問い合わせ時には医療機関名等を確認させて
いただきます)

※ここにURLを入力

ここをクリックすると、
サインインできない場合の対処方法
が記載されたページへ移動します
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③HER-SYSログインIDを
入力し、 をクリック次へ

④パスワードを入力し、
をクリックサインイン

※管轄の保健所から発行されたIDを入力します。
※初めてHER-SYSを利用する場合は、保健所から
通達された初期パスワードを入力してください。

サインインの手順
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・コードをSMS送信する

・電話する

※以下の手順は「電話する」の案内となります。

⑤ をクリック次へ

※代表番号は、自動応答やフリーコールの場合は認証
されない場合があります。ご注意ください。
なお、固定番号は「電話する」のみになります。

Japan(+81)
を選択

サインインの手順

⑥[Japan(+81)]を選択し、電
話番号を入力

↓
「コードをSMS送信」か
「電話する」のどちらかを選
択後、 をクリック次へ
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⑧電話番号の認証が終了し
たら、 をクリック次へ

※SMSの場合は、携帯電話に認証コードが送
られてくるので、案内に従い、その番号を
入力してください。

※電話に出ないと、エラー表示がされます。

サインインの手順

⑦画面に“電話中”という表示
が出た後、⑥で入力した番
号へ電話が来るので、電話
をとり、音声に従って入力
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⑨電話番号の認証がされたら
[ ]を押す完了

⑩「現在のパスワード欄」
に初期パスワードを、
「新しいパスワード欄」
にご自身で設定したパス
ワードを入力して、

をクリックサインイン

２回目以降のサインイン時には、５～10の
手続は不要です。

ただし、二段階認証（SMSまたは電話）は
必要です。

サインインの手順
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※外来医療機関のIDでログインし
た場合には、「入院状況一覧」と
いうメニューが表示されません。

左上の ≡ マークをクリックすると
メニューバー（赤枠）が表示されます

操作マニュアルを見ることが
できます

外来医療機関が
閲覧できるメニュー

入院医療機関が
閲覧できるメニュー

サインインの手順

⑪サインインに成功すると、以下の画面が表示されます。



発生届 新規入力の手順

13



14

①「新たに発生届を提出」ボタンを押してください

発生届 新規入力手順



FAX様式トグルボタンをONにすると
書式が変わります
（紙様式と同じ形式で入力可能）
どちらで入力してもかまいません。
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②入力できる箇所は必ず全て入力してください。

発生届 新規入力手順

※発生届の提出は、感染症法に基づく義務です

“医師の氏名”を入力すると、右側に
の表示が出ます。

チェックをつけると医師名が登録でき、
次回以降、その医師名が選択項目に表

示されます。

入院医療機関のユーザーでサインイン
しても、こちらは「外来機関」と表示
されますのでご注意ください。



16

発生届 新規入力手順

③

確認

上から順に入力していき
ます

最後に一番下にある
をクリックして

ください
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④「 」ボタン押下後、
入力がない箇所があると、
この画面表示が出ます。

をクリックすると、
次の画面へ移ります

をクリックすると、
元の画面へ戻ります

続ける

修正する

⑤最後に をクリック
してください

報告

※日付の整合性確認のために以下の画
面表示が出る場合があります。
確認の結果、問題ない場合には

をクリック続ける

発生届 新規入力手順

確認
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⑥ をクリック完了 ⑦ をクリックすると、画
面が登録情報一覧へ遷移します

をクリックすると、新
規登録画面へ戻ります

を選択すると、病
院名(診療所名)や医師の氏名が引
き継がれるので同じ医師が診断し
た患者を、連続して入力する場合
に便利です。

登録完了

連続登録

発生届 新規入力手順

発生届を報告すると、届出保健所、
担当保健所、担当保健所を管轄して
いる都道府県に発生届が報告された
内容のメールが送信されます。

連続登録(引継ぎ)



発生届の提出前に使用する場合の手順
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・発生届の提出前に、氏名や担当保健所、基礎
疾患の有無、検査情報等を入力できます。

・こちらで入力した内容は、発生届提出時には、
入力内容が自動反映されます。

①「発生届の提出前に使用」ボタンを押してください

発生届の提出前に使用する場合の手順



確認

登録
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② は、必ず入力が必要
です。
他の情報はわかる範囲で入
力してください。
入力後、 をクリック確認

必須 ③ をクリック登録

発生届の提出前に使用する場合の手順
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④ をクリック完了

発生届の提出前に使用する場合の手順

登録を押した時点で、対象者にHER-SYS ID
が振り出されます。

完了を押すと、各タブ(発生届や基礎情報
や検査等)に対象者の情報が入力ができる

ようになります。

××××××××



閲覧・編集の手順

23



24

メニュバーの「登録情報一覧」
から開くことも可能です

①「閲覧・編集」ボタンを押してください

閲覧・編集の手順
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③検索画面下部に、絞り込み条件に該当する方の一覧が表示されるので
閲覧・編集したい方の氏名をクリック

②絞り込み条件を入力し をクリック検索

閲覧・編集の手順



誤って入力した発生届の削除手順
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発生届タブの最上部または最下部の「削除」をクリック
すると、誤って入力した発生届を削除できます

発生届上部(操作メニュー)

発生届下部

誤って入力した発生届の削除手順



入力した発生届の印刷手順
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発生届タブの最上部または最下部の「PDF（印刷用）」を
クリックすると、印刷できます

発生届上部(操作メニュー)

発生届下部

入力した発生届の印刷手順

「PDF（印刷用）」の隣にある
「HER-SYS ID印字」にチェックを入れると、
印刷時にHER-SYS IDも印字されます。



HER-SYS入力時の注意点／
操作方法が分からないときの問合せ先等
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発生届の提出は、感染症法に基づく義務です。

入力できる箇所は必ず入力してください。
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発生届を報告する際には、

間違いがないか

今一度ご確認ください。

※テスト入力はできません

HER-SYS入力時の注意点

HER-SYS入力時の注意点
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電話番号の入力間違いに注意！

→ 電話番号の入力間違いがあると、間違った方（対象ではない方）へ
SMSが届いてしまいます。

また、本来入力してもらうべき陽性者等（自宅療養者等）にSMSが届
かず、健康状態をHER-SYS上でフォローし続けることができなくなりま
すので、入力時には入力間違いがないかどうかの確認をお願いします。

生年月日の入力間違いに注意！

→ 生年月日の入力間違いがあると、My HER-SYSに登録できません。

その場合、保健所で生年月日を修正していただく必要があり、陽性者
等御本人からも保健所に電話していただく必要があります。このように、
陽性者等御本人にも多大なる負担が生じることから、入力時には、入力
間違いがないかどうかの確認をお願いします。

HER-SYS入力時の注意点



【医療機関の皆様からの相談をお受けします】
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HER-SYSの操作方法がわからない場合には・・
↓

ヘルプデスクにお問い合わせください

mail:helpdesk@cov19.mhlw.go.jp

Tel:03-6877-5154
受付時間：月～金（土日祝を除く）9:00-18:00

※ ヘルプデスクは、自治体や医療機関等の皆様向けの専用相談窓口です。
一般の方からの問い合わせは受け付けておりません。

操作方法が分からないときの問合せ先



用語解説集①
用語 解説

アカウント
HER-SYSのユーザーIDで、HER-SYSにログインするための
権利のこと。

ログインID
HER-SYSのユーザーIDのこと。（管轄保健所から付与され
ます。）

パスワード
HER-SYSにログインするためのパスワードのこと。
（初期パスワードは管轄保健所から付与されます。）

Microsoft Teams

都道府県や自治体同士でコミュニケーションをとる際に使用
できます。登録方法はHER-SYSヘルプデスクへお問い合わ
せください（03-6877-5154）

二段階認証

不正アクセス防止のために、IDとパスワードを使用したロ
グインの他に、別の方法でもう一度認証を行うこと。HER-
SYSでは通話またはSMSコードまたはセキュリティーキーで
認証を行います。

シークレットモード
InPrivateモード

ホームページの閲覧履歴やダウンロード履歴が、使用したパ
ソコンなどに残らない機能のこと。
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用語解説集②

タブ

この選択肢をタブといいます。

キャッシュクリア
訪問したホームページの情報を一時的に保存する仕組みを
キャッシュといいますが、その閲覧した履歴を削除するこ
と。

Microsoft Edge
(マイクロソフトエッジ）

基本的に無料で使用可能で、高機能なWebブラウザのこと。
HER-SYS利用の際、こちらの利用を推奨しています。

Google Chrome
(グーグルクローム）

Firefox
(ファイアーフォックス)

基本的に無料で使用可能で、高機能なWebブラウザ
のこと。

用語 解説
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