
TeCOTウェブサイトの構成について

【ウェブページ】
 ＩＤ非保有者への情報提供について【①】
 ＩＤ発行（gBizIDの利用）について【②】
 海外渡航の際に必要な予防接種や、安全配慮義務に関する記載について【②】
 問合せ対応について【②、③】

【予約システム】
 渡航先及び経由国の検査要件の扱いについて【⑤】
 渡航者等が利用可能な検索条件について【⑦】
 申請者を特定するために必要な情報について【⑧】
 即時予約・キャンセル機能について【⑨】
 直前の予約への対応について【⑭】
 空き状況時間の単位について【⑭】
 予約枠対応が難しい場合における電話対応について【⑭】
 医療機関情報の修正について【⑮】

令和２年９月１４日
事務局

資料２

※以下は、当面、経産省ウェブサイト上に構築するTECOT特設サイトのイメージ。
将来的には、独自ウェブサイト（tecot.go.jp）とすることが考えられるが、
その際にも基本的構成は下記に準じるものを基本とすることを想定。



医療機関の
皆様へ

海外渡航者の
皆様へ

●
●
●

TeCOTについて 海外渡航情報 登録医療機関情報 よくある質問

ロゴ FAQ

②へ ③へ

【ポイント】
●TeCOTの利用方法の変
更、海外渡航情報やFAQ
の更新のほか、参加医
療機関の追加、最新機
器に関する情報など利
用者、医療機関に有用
と考えられる情報を広
く案内（網羅的ではな
い）
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①

【ポイント】
●全ての者（ＩＤ非保
有者）が閲覧できる情
報の範囲
ー参加医療機関の名称、
連絡先情報
ー各国の入国要件・証
明様式の例
ー検査会社、検査機器
会社向けの情報
ーFAQ
●逆に、ID保有者のみが
空状況の閲覧、予約・
マッチングが可能。



TeCOT（海外渡航者向け）
gBizIDでログイン

TeCOTの利用について

海外渡航者の皆様へ

●
●
●

・マニュアル
・利用規約（海外渡航者向け） など

お役立ち情報

・経営者の皆様へ（海外出張に関する社員の安全への配慮等）
・登録医療機関リスト
・各国ごとの証明要件・様式
・日本渡航医学会「協力医療施設リスト」
・日本渡航医学会「海外渡航者の予防接種について」
お問い合わせ

・海外渡航者新型コロナウイルス検査センター事務局 担当●●、●●
・電話番号（ナビダイヤル：0570-●●-●●）
・受付時間 9:00-17:00

②

【ポイント】
・法人や個人事業者については
gBizID（法人向け行政サービスを
利用するために政府が構築した共
通認証システム）でログイン。
その他の個人については、gBIZID
が発行できないため、独自アカウ
ントを準備（その際、属性情報を
記入いただく）。
また、旅行代理店等の代理業者の
ＩＤについては、追って検討。

【ポイント】
委員からの指摘を踏まえ、企業の
安全配慮義務に関する事項も掲載。
また、陰性証明以外にも渡航者向
けに必要な情報（例えば、予防接
種）については記載する。

gBizIDアカウントを持っていない方はこちら

よくある質問

FAQ

【ポイント】
フリーダイヤルではなく、ナビダ
イヤル（有料）とする。
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TeCOT（医療機関向け）
gBizIDでログイン

TeCOTの利用について

医療機関の皆様へ
●
●
●

・マニュアル
・医療機関の登録規定・概要
・医療機関の登録申請書・記入要項
・利用規約（医療機関向け）
・これまでのお知らせ（医療機関向けプレスリリースを時系列整理） など
お役立ち情報

・各国コロナ情報（官邸、外務省、厚労省サイト）
・登録医療機関リスト
・日本渡航医学会「協力医療施設リスト」
・・・・・？お問い合わせ
・海外渡航者新型コロナウイルス検査センター事務局 担当●●、●●
・電話番号（ナビダイヤル：0570-●●-●●）
・受付時間 9:00-17:00
・事務局メールアドレス よくある質問

FAQ

③

【ポイント】
参加医療機関になるために必要な
手続・関連情報を体系的に掲載

【ポイント】
問い合わせの専門性を鑑み、ナビ
ダイヤルに加えて、メールアドレ
スによる問合せも可能とする。

【ポイント】
医療機関についてもgBizIDでログ
イン。法人でない医療機関の場合
は、個人事業主向けのgBizIDを取
得いただく。

gBizIDアカウントを持っていない方はこちら
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TeCOT（海外渡航者向け）
gBizIDでログイン

gBizIDアカウントを持っていない方はこちら

TeCOTの利用について

海外渡航者の皆様へ

●
●
●

・マニュアル
・利用規約（海外渡航者向け） など

お役立ち情報

・各国コロナ情報（官邸、外務省、厚労省サイト）
・登録医療機関リスト
・日本渡航医学会「協力医療施設リスト」
・日本渡航医学会「海外渡航者の予防接種について」

お問い合わせ

・海外渡航者新型コロナウイルス検査センター事務局 担当●●、●●
・電話番号（ナビダイヤル：0570-●●-●●） よくある質問

FAQ

gBizIDにログインし、TeCOTにシングルサインオン
gBizIDのプライム、メンバー、エントリーが利用可能

＜gBizIDログイン画面イメージ＞

④

⑤へ

留学生の一時帰国などビジネス渡航者以外の
者（日本人、在留外国人）は、独自IDを取得。
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3. 渡航情報
入力

4. 検査手法
・都道府県入力

5. 医療機関
検索結果

6. 渡航者
情報入力

7. 予約受付完了1. TeCOT
トップ画面

2. 渡航者向け
サイト

渡航者向けサイト 渡航情報入力 ⑤

【ポイント】
渡航先国を入力することで、入国
先の検査要件を満たす医療機関だ
けを検索できるようになる。
渡航先国に加えて、経由国も任意
に入れられるようにすることも検
討。その場合、渡航先国と経由国
の検査要件の両方を満たす医療機
関のみ検索できるようになる。
渡航目的はビジネス、留学、ス
ポーツ、学術、観光といった粒度
を想定。
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3. 渡航情報
入力

4. 検査手法
・都道府県入力

5. 医療機関
検索結果

6. 渡航者
情報入力

7. 予約受付完了1. TeCOT
トップ画面

2. 渡航者向け
サイト

渡航者向けサイト 検査手法・都道府県入力

価格

●●円

●●円

●●円

⑥

次ページで拡大

【ポイント】
各検査手法について、渡航先国
の入国要件を満たしているかど
うかが、「○」または「ー」で、
一覧になって表示される

１１：００～１２：００

１２：００～１３：００

１４：００～１５：００

空き時間
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９月１４日検査日
日時指定予約 電話予約



3. 渡航情報
入力

4. 検査手法
・都道府県入力

5. 医療機関
検索結果

6. 渡航者
情報入力

7. 予約受付完了1. TeCOT
トップ画面

2. 渡航者向け
サイト

渡航者向けサイト 検査手法・都道府県入力 ⑦

【ポイント】
検査手法に加えて、都道府県及び市町村、検査費用、空き状況、所要時間で絞り込みを可能とする。
所要時間については、当日対応可能な医療機関について絞りこみ可能とすることで対応することも一案。
但し、現状の仕様では、現在地からの距離や最寄り駅からの距離では検索できない。
原則として、１時間毎に予約可能枠を表示（参加医療機関の事情による別表示も選択可能）。

９月１４日検査日

空き時間

１２：００～１３：００

１４：００～１５：００

１１：００～１２：００

日時指定予約 電話予約
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3. 渡航情報
入力

4. 検査手法
・都道府県入力

5. 医療機関
検索結果

6. 渡航者
情報入力

7. 予約受付完了1. TeCOT
トップ画面

2. 渡航者向け
サイト

渡航者向けサイト - 6. 渡航者情報入力

申請者情報
（代理人含む）を入力

渡航者情報を入力
（申請者と同じ場合は不要）

航空券情報

⑧

【ポイント】
申請者、渡航者の個人情報、航空券
情報に加えて、個人を特定する情報
として、電話番号、ＶＩＳＡ番号、
パスポート番号のいずれか、または
複数を入力して貰うことを予定。

【ポイント】
航空券の取得前に予約し、航空券の
取得が難しくなった場合に、安易な
キャンセルを抑制するため、航空券
情報の入力を必須とすべきか。
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3. 渡航情報
入力

4. 検査手法
・都道府県入力

5. 医療機関
検索結果

6. 渡航者
情報入力

7. 予約受付完了1. TeCOT
トップ画面

2. 渡航者向け
サイト

渡航者向けサイト - 7. 予約受付完了 ⑨

【ポイント】
各医療機関がTeCOTに付与した
枠については、予約及びその
キャンセルをシステム上で完結
する仕組みとする。ただし、電
話対応も選択可能とする（この
場合は、システム上には電話番
号のみを表示）。

上記のＩＤで予約完了しました。
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TeCOT（医療機関向け）
gBizIDでログイン

●●

gBizIDアカウントを持っていない方はこちら
TeCOTの利用について

医療機関の皆様へ
●
●
●

・マニュアル？
・医療機関の登録規定・概要
・医療機関の登録申請書・記入要項
・利用規約（医療機関向け）
・これまでのお知らせ（医療機関向けプレスリリースを時系列整理） など
お役立ち情報

・各国コロナ情報（官邸、外務省、厚労省サイト）
・登録医療機関リスト
・日本渡航医学会「協力医療施設リスト」
・・・・・？

●●

●●

お問い合わせ

・海外渡航者新型コロナウイルス検査センター事務局 担当●●、●●
・電話番号（ナビダイヤル：050-●●-●●）
・事務局メールアドレス よくある質問

FAQ

医療機関向けサイト - 2. 医療機関向けサイト

gBizIDにログインし、TeCOTにシングルサインオン
gBizIDのプライム、メンバー、エントリーが利用可能

＜gBizIDログイン画面イメージ＞

3. 医療機関向け
機能一覧

4. 予約一覧
・ステータス変更

5. 予約枠設定1. TeCOT
トップ画面

2. 医療機関向け
サイト

6. 医療機関
情報変更

⑩
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医療機関向けサイト - 3. 医療機関向け機能一覧
3. 医療機関向け
機能一覧

4. 予約一覧
・ステータス変更

5. 予約枠設定1. TeCOT
トップ画面

2. 医療機関向け
サイト

6. 医療機関
情報変更

⑪

【ポイント】
医療機関が初めて利用する場合は、登録審査通知の
際に通知される、認証パスを入力して貰うようにす
ることで、医師のなりすましを阻止する。

●●●●

認証パス
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医療機関向けサイト - 3. 医療機関向け機能一覧
3. 医療機関向け
機能一覧

4. 予約一覧
・ステータス変更

5. 予約枠設定1. TeCOT
トップ画面

2. 医療機関向け
サイト

6. 医療機関
情報変更

必須記載情報

任意記載情報

医療機関名（和・英）

医療機関所在地（和・英）

その他基本情報（営業時間、電話番号、ウェブサイトＵＲＬ、日本語以外の対応言語）

検体採取方法・検査手法

各検査採取方法・検査手法毎のセンター提供数（原則１時間毎）

検体採取から検査証明発行までの標準所要時間、検体採取当日の検査証明発行可否

検査証明の受取方法（対面orメール）

検査証明の発行に要する価格

キャンセルポリシー

最寄り駅からのアクセス

割引情報（法人割引やクーポンなど含む）

予防接種への対応可否

備考 ← その他、渡航者に発したい内容を各医療機関が自由記述で記載可能
12
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医療機関向けサイト - 4. 予約一覧・ステータス変更
3. 医療機関向け
機能一覧

4. 予約一覧
・ステータス変更

5. 予約枠設定1. TeCOT
トップ画面

2. 医療機関向け
サイト

6. 医療機関
情報変更

⑬

予約

【ポイント】
申請者が入力した予約情報が確定情報として一覧で表示される。
医療面の要請をはじめとする、やむをえない事情により、医療
機関側で、受け入れられなくなった場合には、「予約」を
「キャンセル」に変更することで、キャンセル手続が完了。
その場合、申請者に自動でキャンセル通知メールが送付される。
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医療機関向けサイト - 5. 予約枠設定
3. 医療機関向け
機能一覧

4. 予約一覧
・ステータス変更

5. 予約枠設定1. TeCOT
トップ画面

2. 医療機関向け
サイト

6. 医療機関
情報変更

【ポイント】
医療機関側で、検査の空き状況を手動でメ
ンテナンスすることが可能。
空き状況は、１時間毎の区分を原則とする。
また、手動での対応が難しい場合は、予約
枠を設置せず、「電話で問い合わせくださ
い」とだけ表記することも可能とする。

⑭

【ポイント】
直前の予約（例えば、出発３日前）は、陰
性証明の発行に向け、医療機関の迅速な対
応が必須となるため、システム上予約不可
能とし、自動で電話対応のみと切り替わる
ようにする（直前のため、電話で必要事項
をいくつか確認しないと、受け入れられる
かの判断ができない）。

１０：００～１１：００

１２：００～１７：００

１５：００～１８：００

１３：００～１５：００

１４：００～１９：００

１２：００～１９：００

１９：００～２１：００

２０２０年９月１４日

２０２０年９月１４日

２０２０年９月１５日

２０２０年９月１８日

２０２０年９月１９日

２０２０年９月２０日

２０２０年９月２１日
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医療機関向けサイト - 6. 医療機関情報変更
3. 医療機関向け
機能一覧

4. 予約一覧
・ステータス変更

5. 予約枠設定1. TeCOT
トップ画面

2. 医療機関向け
サイト

6. 医療機関
情報変更

【ポイント】
その他の詳細な医療機関情報についても、
医療機関側で常時、修正が可能。

⑮
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（参考）gBizIDについて
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 gBizIDとは、法人や個人事業主が国に対して行う各種行政サービスについて、同一のアカウントでの
利用を可能とする認証システムのこと。

 gBizIDの対象手続きは、順次拡大されており、現時点でも、厚生労働省の所管する社会保険関連
の手続きや、農林水産省の行政手続きサービス、その他、各種補助金の申請等が対象となっている。

gBizIDのアカウントは３種類存在。
各々の従業員が直接利用申請し、即日発行・利用で
きるgBizIDエントリーというアカウントに加えて、法人の
代表者等が取得し、従業員に権限を分け与える
gBizIDプライム（管理者側）及びgBizIDメンバー
（従業員側）というアカウントが存在してる。法人側の
ニーズに応じて使い分けることが可能。

同一アカウントで複数の行政手続きにログイン可能

gBizID

Ｘ省庁

Ｙ省庁

Ｚ省庁

行政手続Ａ
行政手続Ｂ
行政手続Ｃ

行政手続Ｄ
行政手続Ｅ
行政手続Ｆ
行政手続Ｇ
行政手続Ｈ
行政手続Ｉ
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