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本書の見方

押す箇所を赤く囲んでいます。操作の順番と内容です。

お知らせ
初めてサインインをされる際には、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。

操作の補足、関連操作の紹介、その他、
重要なお知らせなどです。
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１



最初にお読みください
（HER-SYSの環境設定）
初めにログインIDとパスワードをもらう

※HER-SYSを使うには、専用のIDとパスワードが必要になります。

HER-SYS ID（ログインID）の申請は、

管轄の保健所にお問い合わせをお願い致します。

管轄の保健所よりHER-SYS IDとパスワードを付与されました
ら、次にお進みください。
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HER-SYSの接続環境設定

①インターネットに接続ください。

“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。
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。

次ページ参照
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シークレットモード開き方（複数の呼び方があります。）

4



HER-SYSのURLを入力 [ ]を押す

※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。）

Sign in
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１ ２

Sign in

Sign in

＊

＊サインインの詳しい方法が記載されている
ページに遷移します。

※URLは、保健所又はヘルプデスクにお聞きください。



HER-SYSのIDを入力

→[ ]を押す

パスワードを入力

→[ ]を押す次へ サインイン
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３ ４



[ ]を押す
[Japan（＋81）]を選択、電話番号入力→「コードを

SMS送信」か「電話する」のどちらかを選べます。

選択後[ ]を押します。※手順は「電話する」の案内となります。

次へ

次へ

お知らせ
※代表電話番号は、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。ご注意下さい。
なお、固定電話は「電話する」のみになります。 7

●コードをSMS送信する
●電話する

５ ６



※電話に出ないと、エラー表示がさ
れます。

電話中の表示がされ、音声に従って

入力します。

電話番号の認証がされましたら、

[ ]を押す次へ
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７ ８

SMSの場合は、携帯に番号が送
られてきますので、案内に従い
番号を入力ください。



⑨ 電話番号が認証されましたら、

[ ]を押します。

新しいパスワードを入力します。

[ ]を押します。完了 サインイン
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新規入力の方法
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発生届タブから新規登録したい方 P.12へ

ID管理タブから新規登録したい方 P.16へ

登録済IDを検索して入力したい方 P.24へ

新たに発生届を使用

発生届の提出前に使用

閲覧・編集

自由選択できます。



の手順
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新たに発生届を提出
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１

発生届

新たに発生届を提出

発生届の提出は、感染症法に基づく義
務になりますので、入力できる箇所は
必ず入力してください。
その後[ ]を押す。

確認

確認

Onにすると発生届法令様式の書式に画面がかわります。
※どちらの方法で発生届を入力いただいても構いません。

こちらに医師名を入力すると の表示がでます。

チェックを押すと、医師名が登録されます。
次回以降より医師名の選択項目がでてきます。
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２

赤枠

続ける

入力する

必須項目の入力がないと下記の表示が出現し

ます。［ ］を押すと次の画面に遷

移します。

［ ］を押すと元の画面へ

※ の部分が必須項目の表示形式です。

新たに発生届を提出

３

日付入力がないと下記の表示が現れることが
あります。問題なければ

続ける［ ］を押すと次の画面に遷移します。

報告

報告［ ］を押すと次の画面に遷移します。
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４

新たに発生届を提出

［ ］を押すと次の画面に遷移します。完了 ５
［ ］を押すと他のタブが表示されます。

登録完了 連続登録

登録完了

［ ］を押すと新規登録画面に戻ります。連続登録



の手順
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発生届の提出前に使用



必須[ ]は入力下さい。

他の情報は、わかる範囲で入力下さい。

入力後→[ ]を押す確認
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１ ２

確認

ID管理

[ ]を押します。登録

発生届の提出前に使用

登録
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３ ［ ］を押す。完了 ４
検査タブを入力します。

［ ］を押す

新規入力

新規入力

発生届の提出前に使用
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５ ［ ］は必ず入力ください。必須

新規入力

６ ［ ］を押す。

確認

確認

発生届の提出前に使用
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７ ［ ］を押す登録

登録

発生届の提出前に使用

８ ［ ］を押す。完了

お知らせ

※検査を複数回登録したい場合は、
追加登録ボタンを押下し、入力ください。

※同日日付に複数回検査を行った場合は、
検査１、検査２、検査３・・・と入力ください。

その他、目的に応じて「基礎情報タブ」「健康
観察タブ」等に情報を入力することも可能です。



[発生届タブ]を押す。

[ ]を押す。新規入力

発生届の提出は、感染症法に基づく義務に
なりますので、入力できる箇所は必ず入力
してください。

※診断分類と診断年月日は入力をしないと
次に進めません。

発生届の上部ページ
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１ ２

新規入力

発生届の提出前に使用

発生届

検査タブを入力し、後日発生届を提出されたい方はこちらより登録ください。



※１ ※２が出現する場合もあります。問題なければ[ ]を選択下さい

発生届の下部ページ発生届の中ページ

検査欄には、「検査タブ」で入力

した情報がそのまま転記されます。

（必要に応じて修正して下さい。）
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全て入力後[ ]を押してください。確認４３

確認

※１
※２

発生届の提出前に使用

続ける

診断方法
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５

報告

報告［ ］を押すと次の画面に遷移します。 ６ ［ ］を押す。完了

発生届の提出前に使用
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閲覧・編集 の手順



[ ] を押すとメニュー画面が表示され登録一覧でも検索可能です。
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１

検索項目を入力し［ ］を押す検索

検索方法は、複数の検索が可能です。

（スマホIDや電話番号が簡単です。フリガナで検索する場合、全角カナで入力してください。）

検索

登録情報一覧
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登録された方の一覧が出てきます。

入力したい方の名前を選択します。

２ ３

検索

ID管理画面に遷移します。

[ ]を押す。

編集

発生届

発生届

テスト
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［ ］を押す（※）
4 ５

新規入力

全て入力後［ ］を押す

発生届の提出は、感染症法に基づく義務に
なりますので、入力できる箇所は必ず入力
してください。
※診断分類と診断年月日は入力をしないと
次に進めません。

登録

登録

新規入力

発生届

※ 氏名等は登録したものの、発生届を提出していない場合に、本手順
により発生届を新たに提出する場合の手順です。
一旦提出済みの発生届の内容を修正する場合には、「編集」ボタン

を押して下さい。
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６ ［ ］を押す

報告

報告 ７ ［ ］を押す。完了



三 を押すと表示されますメニュータブの表示方法
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マニュアルが閲覧できます。

操作マニュアル



発生届の削除機能
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[ ]を押す編集 [ ]を押す削除 [ ]を押す削除2１ 3



発生届の印刷機能
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チェックすると印刷時にスマホIDが印字されます。

「操作メニューを開く」を押すと下記の表示が現れます。



他の情報について

他の情報については、可能な範囲で入力してください。
（無理に入力していただく必要はありません。）
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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。



操作方法がわからない場合には・・・
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ヘルプデスクへ
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
※ HER-SYSを利用される医療機関（利用予定を含む。）以外の方からのお問い合わせはお受けして

いませんので、ご了承ください。



用語解説集①
用語 解説

アカウント HER-SYSのIDでログインするための権利（TeamsとHER-SYS）

ログインID HER-SYS ID（管轄保健所から付与されるID）

パスワード HER-SYSのパスワード（管轄保健所から付与されるパスワード）

Teams マイクロソフトのサービス…都道府県や自治体コミュニケーションとるための手段
（Teams登録方法はヘルプデスクへ（03‐6877‐5154））

二段階認証 認証作業を2回行うこと。1回目はIDとパスワード、2回目は電話番号使用

Secretモード
(シークレット)

自分が閲覧したホームページの閲覧履歴やダウンロード履歴が残らない機能のことです。

InPrivateモード
（インプライベート)
上記同様、名前の呼び

方が異なる

自分が閲覧したホームページの閲覧履歴やダウンロード履歴が残らない機能のことです。

タブ

この一つをタブと呼びます。 34



用語 解説

Microsoft Edge”
（マイクロソフト
エッジ）

「マイクロソフト エッジ」と読みます

“GoogleChrome”
（グーグルクロー
ム）

「グーグル クローム」と読みます

“Firefox”
（ファイアー
フォックス）

「ファイアーフォックス」と読みます

キャッシュクリア ホームページ上の閲覧履歴の削除を指します。

Microsoft Edge”又
は
“GoogleChrome”
“Firefox”

こちらは、高機能かつ基本的に無料のWebブラウザ です。ネット環境にて、高機能かつ
基本的に無料のWebブラウザのことを指します。

用語解説集②
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