
TeCOT利用者とIDの種類について

渡航者の種類 IDの種類 利用開始可能時期

優
先
枠

企業従業員（航空会社乗員含む） gBizID（法人）の取得。 10/8

個人事業主（フリーランス含む） gBizID（個人）の取得。 10/8

公務員 gBizID（公務員）の取得。 10/8

企業従業員の同伴家族 企業従業員のgBizID（法人）を使って、代理申請で予約。
代理申請できる点は利用者向けマニュアル等に記載予定。

10/8

スポーツ選手（所属団体あり） 所属団体が法人（一般社団法人等）であれば、所属団体の名義
で、gBizID（法人）の取得。

10/8

在留外国人（受入企業あり） gBizID（法人）の取得。 10/8

研究者 所属大学のgBizID（法人）の取得。 10/8

一
般
枠

在留外国人（受入企業なし） 一般個人IDの取得。 開発中
（10月下旬発行予定）

留学生 一般個人IDの取得。 開発中
（10月下旬発行予定）

観光客・その他 一般個人IDの取得。 開発中
（10月下旬発行予定）

令和２年９月２９日
事務局

TeCOTにおける予約マッチングを近日中に開始する際、まずは企業従業員等のビジネスを目的とする渡航者（在留
外国人を含む）を対象としたい。その他の渡航者（留学生、観光客等）については、gBizIDとは別のID発行を行う準
備もあるため、後日（10月下旬目処）に対象に追加することを想定※。また、旅行代理業者については、顧客の区分
方法（優先、一般枠）など論点を整理した上で対応を検討したい。
※いずれにせよ、TeCOTの設置趣旨を踏まえ、ビジネス渡航者以外の渡航者の利用は、予約枠の余裕時に限定。
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令和２年９月２９日
事務局TeCOTのシステム設計について

（前回委員会のご指摘への運用開始時における対応）

【主な設計変更事項】
①標準的な検査価格を表示【P6】
②市区町村単位での医療機関検索機能を追加【P6】
③検査証明書の発行までにかかる時間を表示【P6】
④医療機関からの注意事項及びキャンセルポリシーを表示する画面を追加【P7, 12】
⑤航空券情報入力の必須化【P8】
⑥予約確認メールの自動送付機能を追加【P9, 14】
⑦システム上の予約・キャンセル機能の変更【P9, 10, 14, 15】
⑧医療機関による登録情報の変更機能追加【P13】

これまでの各委員のご指摘を踏まえ、運用開始時におけるシステム上の対応の方向性についてご確
認いただきたい。今後、引き続き、システムの使い勝手向上のための改修を行う予定。なお、次回運
営委員会において、運用開始後の渡航者、参加医療機関双方からのご意見、苦情等について、その概
要をご報告する予定。
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TeCOT特設ウェブサイト（トップページ）

「利用者注意事項」のアイコンを新たに
設置。医療機関に対する免責事項など
TeCOTを利用するに当たっての注意事項
等がまとめられたページに移行。

トップページの新着情報に関しては、渡
航者向けの情報だけでなく、医療機関向
けの情報（新たに薬事承認された検査機
器の案内）や検査会社・検査機器会社向
けの情報（唾液の自宅採取の可否に関す
る案内）についても掲載。

3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面
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TeCOT
渡航者ログイン後の画面
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渡航者向け渡航情報入力画面
3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面
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渡航者向け医療機関検索画面

次ページで拡大

3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面
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参考 PCR検査費用は診療報酬上は、1800点（18000円）となっております。
（証明書発行費用、初診料、判断料等は含みません）

【①】参考価格として、診療報酬上の
検査費用を表示。証明書発行費用、初
診料、判断料等は医療機関によって異
なる可能性があるため、ここで表示す
る検査費用に含まれない旨を明記。

【③】証明書発行までに要する期間
（医療機関の実績ベース）については、
予約時のタイミングに応じて、発行日
が異なる可能性があるため、一定の幅
を設けて表示されるようにする。
その上で、最短で検査証明書を発行で
きる場合の条件等については、特記事
項として確認できるようにする。

【②】市区町村単位での
検索を可能とした。

選択をクリックした場合については、
次ページで説明。

渡航者向け医療機関検索画面（医療機関の選択段階）
3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面

6



【④】選択をクリックすると、その医
療機関の定めるキャンセルポリシーや
注意事項が渡航者向けに表示される。
渡航者はこれを確認したうえで、申し
込みボタンをクリックすることになる。

【キャンセルポリシー】
患者様のご都合で、急なキャンセルが生じた場合は、キャンセル料金として～
【予約時の注意事項】
ご予約確定のために、お電話でご連絡させていただく場合がございます。
ご来院時には、マスクの着用をお願いしております。

渡航者向け医療機関検索画面（特定の医療機関の選択段階）

申し込みをクリックした場合について
は、次ページで説明。

3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面
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【⑤】航空券の取得を予約のための必須条件とする。
（チケットの航空券番号または予約番号を入力）

※その他の番号（ＶＩＳＡ番号、パスポート番号等）につ
いては、現時点では求めない。必要性については、リリー
ス後の利用状況を見つつ、今後検討。

渡航者向け渡航情報入力画面（特定の医療機関への申込み手続）
3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面
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【⑥、⑦】予約申請時に、申請者に対して、自動で
メールが送付されることとする。
予約申請した時点（予約確定時ではない）で、医療
機関がTECOTに登録している予約可能枠はシステム
上自動的に１つ減る（その後、当該予約がキャンセ
ルされた場合は、減った分の枠は戻る）。

渡航者向け予約申請確認画面(特定の医療機関への申込み完了）
3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面

・また、医療機関の指示に応じてパスポート等、本人を確認できるものお持ちください

@mail.tecot.go.jp@mail.tecot.go.jp
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【⑦】予約成立後（医療機関の確認後）においても、
渡航者はキャンセルが可能。

渡航者向け予約内容確認画面
3. 医療機関
予約検索

4. 渡航者
情報入力 5. 予約申請完了 6. 予約内容確認1. TeCOT

トップページ
2. 渡航情報
入力画面
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TeCOT
医療機関ログイン後の画面
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【④】キャンセルポリシー及び注意事項について、
医療機関側にて自由に記述することを可能にした。

医療機関向け登録基本情報編集画面
3. 検査手法
予約枠設定 4. 予約一覧確認1. TeCOT

トップページ
2. 医療機関
基本情報編集

患者様のご都合で、急なキャンセルが生じた場合は、キャンセル料金として～

ご予約確定のために、お電話でご連絡させていただく場合がございます。
ご来院時には、マスクの着用をお願いしております。
・・・・・
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【⑧】各種検査方式に関して、空席状況、検査証明
書発行までに要する時間、価格等の情報を医療機関
側で自由に編集することが可能。

医療機関向け検査手法・予約枠設定画面
3. 検査手法
予約枠設定 4. 予約一覧確認1. TeCOT

トップページ
2. 医療機関
基本情報編集
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【⑥、⑦】海外渡航者からの予約申請を受け入れる場合
には、医療機関側にて、ステータスを予約確定に変更す
ることとする。
予約申請を受け入れない場合には、ステータスをキャン
セルに変更することで即時にキャンセルが成立。
いずれの場合にも、自動で申請者にメールが通知される。

医療機関向け予約一覧確認画面
3. 検査手法
予約枠設定 4. 予約一覧確認1. TeCOT

トップページ
2. 医療機関
基本情報編集
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医療機関向け予約一覧確認画面

【⑦】予約成立後（医療機関の予約確定後）に、やむ
をえない事情で医療機関側からキャンセルする場合は、
必ず電話で申請者に連絡の上、ステータスを確定後
キャンセルに変更することとする（キャンセルの場合
はその旨のメール通知もシステムから同送される）。
電話で申請者に連絡することで、予約できているつも
りになって、申請者が来院してしまうことを防ぐ。
また、確定後キャンセルに変更することで、システム
上及び、通知メールによって、確かにキャンセルされ
たことが証拠として残る。

3. 検査手法
予約枠設定 4. 予約一覧確認1. TeCOT

トップページ
2. 医療機関
基本情報編集
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今後の検討事項

今回の初期リリース時点では対応しないものの、今後の利用状況を見ながら対応を検討している
ものを以下に記載する。

【今後の検討事項】

• 最寄り駅単位での医療機関の検索機能
• 予約申請から予約確定まで一定時間経過しているものについてアラートする機能
• 国を指定しなくても、指定の場所から近い病院を検索できる機能
• 残りの予約可能数に応じて、○（余裕あり）、△（残りわずか）などを表示する機能
• ビジネス以外の渡航目的を追加
• 一般向けＩＤの発行

16


	スライド番号 1
	ADP3761.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	渡航者向け渡航情報入力画面
	渡航者向け医療機関検索画面
	渡航者向け医療機関検索画面（医療機関の選択段階）
	スライド番号 7
	渡航者向け渡航情報入力画面（特定の医療機関への申込み手続）
	渡航者向け予約申請確認画面(特定の医療機関への申込み完了）
	渡航者向け予約内容確認画面
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16


