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新型コロナワクチン接種
ネットからの予約操作方法

よくある質問

注意事項等をご確認の上、ご予約ください。

はじめに

山田医院

初めて来院される方

診察券をお持ちの方

予約

変更

予約確認

TOP ページから必ず「ご利用登録」
を行ってください。

当院の新型コロナワクチン接種
予約受付 TOPページです

ご利用登録
予約にはご利用登録が必要です。

新型コロナワクチン予約
患者情報登録後、予約へお進みください。

予約前にご用意ください

…仮番号 (９万番台 ) が発行されます。
　診察券をお持ちの方も「ご利用登録」が必要です。

…接種券番号の入力、分類を選択してください。

…希望の日時を選択して、1回目の予約を完了してください。

…続けて 1回目と同じ手順で 2回目の予約操作を行ってください。

…1回目、2回目の 2 回分の予約が取れたら、完了です！

…診察券番号または仮番号（9万番台）+誕生日 (4 ケタ )を入力

予約の流れ

『接種券番号』……市から郵送された『券番号』が記載された用紙です。
『診察券番号』……診察券をお持ちの方はお手元にご用意ください。

❶『ご利用登録』をする

❷ 予約者情報の入力

❸1回目の接種の予約

❹2回目の接種の予約

❺内容の確認・予約完了

例）1人目　999990101

←まだ終わりではありません

Q．予約が取れません

→A．ご利用登録ができていない可能性があります。診察券をお持ちの方も必ず
　　ご利用登録を行ってください。
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ご利用登録の手順

ご利用登録

登録

内容を確認して［登録］をクリック
TOPページから［ご利用登録］

ご利用登録をする

よろしければ登録ボタンを押してください。

お名前：　山田　花恵
表示名（個人情報保護のため）

：やまだはなえ
連絡先電話番号：06-6622-3166
メールアドレス：yama-in@osaka.med.or.jp
生年月日：YY年 01 月 01 日［XX歳］

仮登録の確認

ご利用登録の完了

→まだ予約は完了していません、
　TOPページに戻り予約をするをクリックして
　『予約の操作手順』に沿って、予約をお取りください。

TOP ページに戻り予約をする

診察券番号をお持ちの方

 診療券番号または仮番号 (9 万番台 )
99999で登録をいたしました。

引き続き、トップページより予約操作を行
ってください。
※まだ予約は完了しておりません。

仮番号

★仮番号を控えておいてください。診察券をお持ちの方は
　そのまま診察券番号が登録されますので、お間違えの無
　いように登録してください。

登録する

必要事項を入力

間違いのないよう全て入力して
［登録する］をクリック→

以下の情報を入力してください。
名前（ひらがな）
性
名
ニックネーム（個人情報保護のため）

連絡先番号

メールアドレス

生年月日
　令和　　　　　　　　　年

　　　　　　月

　　　　　　日

■ 予約の前にご利用登録が必要です。（診察券をお持ちの方も必要です）

※診察券をお持ちの方も必要です

やまだはなえ様ですね

続けて他の方の情報登録へ

山田医院
山田医院
ご利用登録

山田医院
ご利用登録

山田医院
ご利用登録

初めて来院される方

診察券をお持ちの方

予約

変更

予約確認

ご利用登録
予約にはご利用登録が必要です。

新型コロナワクチン予約
患者情報登録後、予約へお進みください。
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１

1 回目の予約を取る　→　2回目の予約を取る

予約の操作手順

次へ

はい

いいえ

次へ

TOP ページから［予約］を選択

ご希望の日時をクリック→ よろしければ［はい］→
1回目の接種予約の完了です

新型コロナワクチン 1回目を選択→
診察券番号または仮番号 (9 万番台）
+誕生日（4ケタ）を入力

予約を選択 接種券番号・区分選択1回目の予約

日時の選択 内容の確認

08:00
08:20
09:00
09:40
10:00
10:20
10:40

21/10/29( 金 )

21/10/30( 土 )

1 人目 999990101

2 人目

2人目

接種：

◉新型コロナワクチン 1回目

〇 新型コロナワクチン 2回目

新型コロナワクチン 1回目  1 人
やまだはなえ 様

接種券番号を入力してください。
やまだはなえ様

以下の分類から選択してください。( 必須 )

選択してください

新型コロナワクチン 1回目  1 人
やまだはなえ 様
接種券：**********

：高齢者

ご希望の時間帯を選択してください。

新型コロナワクチン 1回目   1 人
やまだはなえ 様

接種券：**********：高齢者 

2021/10/29( 金 ) 08:00
で予約しますか？

※まだおわりではありません

人数によって空き状況が異なります。ご希望
の診察券番号を人数分入力してください

診察券番号または仮番号（9万番台）
+誕生日 (4 ケタ )：
入力例 )　1456760205

ここで終わらないでください！

接種券番号を入力→
区分を選択して［次へ］をクリック

次へ

続いて［次へ］をクリックし、
2回目の予約画面へ進みます

2回目の予約画面へ

新型コロナワクチン 1回目  1 人
やまだはなえ 様

で予約をお取りしました。
続けて 2回目の予約に進みます。

人数によって空き状況が異なります。

2021/10/29( 金 ) 08:00

接種：新型コロナワクチン 2回目
やまだはなえ 様

※２回目の予約を忘れずにお取りください

入力に戻る

山田医院
山田医院

予約・空き状況

初めて来院される方

診察券をお持ちの方

予約

変更

予約確認

ご利用登録
予約にはご利用登録が必要です。

新型コロナワクチン予約
患者情報登録後、予約へお進みください。
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★TOPページの［予約確認］から、確認を行う予約者様番号を
　入力して→［次へ］をクリックすると予約状況が表示されます。
　1回目・2回目、両方予約が取れているか確認してください。

はい

いいえ

よろしければ［はい］→

区分選択

希望日時の選択

日時の選択 内容の確認

予約確認

08:00
08:20
08:40
09:00
09:40
10:00
10:20
11:00

21/11/19( 金 )

新型コロナワクチン 2回目  1 人
やまだはなえ 様
接種券：**********

：高齢者

ご希望の時間帯を選択してください。

新型コロナワクチン 2回目   1 人
やまだはなえ 様

接種券：**********：高齢者

2021/11/19( 金 ) 08:00
で予約しますか？

1 回目と同じ内容で入力［次へ］→

現在登録されているメールアドレスです。
yama-in@osaka.med.or.jp

確認メールが届きますので、ご利用可能な
メールアドレスを登録してください。
※既に登録済みで変更がない方は、
そのまま画面を閉じてください。

2021/11/19( 金 ) 08:00
で予約をお取りしました。

新型コロナワクチン 2回目　1人

メールアドレスが未登録・変更
がない方はそのまま画面を

閉じてください

やまだはなえ 様

予約の完了！

メール登録・変更

おわる

次へ

新型コロナワクチン 2回目  1 人
やまだはなえ 様

接種券番号を入力してください。
やまだはなえ様

以下の分類から選択してください。( 必須 )

高齢者

**********

入力に戻る

予約

変更

予約確認

キャンセル

新型コロナワクチン予約
患者情報登録後、予約へお進みください。

次へ

予約確認を行う登録番号を入力して
ください。

診察券番号または仮番号（9万番台）
+誕生日（4ケタ）：入力例）1456760205

1 人目 999990101

2 人目
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予約変更の操方法作

予約変更の手順

TOPページから［変更］を選択 変更を希望する予約者の番号を
入力して［次へ］→

※希望日時がない場合一番下の 2回目を
変更から先に 2回目を変更してください。

現在の予約状況が表示されます
［次へ］で変更日時の選択画面へ

はい

いいえ

新型コロナワクチン 2回目   1 人
やまだはなえ 様

接種券：**********：高齢者

2021/10/27( 水 ) 08:00
で予約しますか？

項目選択 情報入力

変更希望日時の選択

現在の予約状況

現在登録されているメールアドレスです。
yama-in@osaka.med.or.jp

確認メールが届きますので、ご利用可能な
メールアドレスを登録してください。
※既に登録済みで変更がない方は、
そのまま画面を閉じてください。

2021/10/27( 水 ) 08:00
で予約をお取りしました。

新型コロナワクチン 2回目　1人
やまだはなえ 様

メール登録・変更

おわる

08:00
08:20
08:40
09:00
09:40

21/10/27( 水 )

新型コロナワクチン 1回目  1 人
やまだはなえ 様
接種券：**********

：高齢者

ご希望の時間帯を選択してください。

注意！
新型コロナワクチン 2回目が予約済みですので、

変更可能日は以下の日時になります。
1回目と 2回目の接種間隔が 20 日間必要です。

５

よろしければ［はい］→ 2回目も変更したい場合など
同じ手順で行ってください。

内容の確認 予約変更の完了

次へ

新型コロナワクチン１回目  1 人
やまだはなえ 様

接種券番号を入力してください。
やまだはなえ様

以下の分類から選択してください。( 必須 )

高齢者

**********

入力に戻る

21/10/29( 金 ) 08:00 に予約があります。

21/10/29( 金 ) 08:00 に予約があります。

山田医院

初めて来院される方

診察券をお持ちの方

予約

変更

予約確認

ご利用登録
予約にはご利用登録が必要です。

新型コロナワクチン予約
患者情報登録後、予約へお進みください。

次へ

1人目 999990101

2 人目

接種：

◉新型コロナワクチン 1回目

〇 新型コロナワクチン 2回目

人数によって空き状況が異なります。ご希望
の診察券番号を人数分入力してください

診察券番号または仮番号（9万番台）
+誕生日 (4 ケタ )：
入力例 )　1456760205

山田医院
予約・空き状況
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予約のキャンセル操方法作

予約キャンセルの手順

TOPページ→［キャンセル］を選択
キャンセル希望する予約者の番号を

入力して［次へ］→
※1回目・2回目両方予約のある方は

同時キャンセルされます

よろしければ［キャンセル実行］
をクリックしてください

（単独のキャンセルはできません）

おわる

項目選択 情報入力

変更希望日時の選択

現在の予約状況

予約を取り直す場合は同じ手順で
再度［予約］からお取りください

キャンセル完了

キャンセルへ

□ 新型コロナワクチン 1回目
接種券：**********

：高齢者
21/10/29( 金 )08:00

□ 新型コロナワクチン 2回目
接種券：**********

：高齢者
21/11/19( 金 )08:00

やまだはなえ 様

1 人
1 回目・2回目両方予約がある方は、

両方キャンセルされます。

✓

✓

キャンセル実行

新型コロナワクチン 2回目
21/11/19( 金 )08:00

新型コロナワクチン１回目
21/10/29( 金 )08:00

キャンセルしてよろしいですか？
999990101　やまだはなえ様

新型コロナワクチン 2回目
21/11/19( 金 )08:00

をキャンセルいたしました。

新型コロナワクチン１回目
21/10/29( 金 )08:00

999990101　やまだはなえ様

山田医院

初めて来院される方

診察券をお持ちの方

予約

変更

予約確認

キャンセル

新型コロナワクチン予約
患者情報登録後、予約へお進みください。

次へ

1人目 999990101

2 人目

キャンセルを希望する方の診察券番号を
人数分入力してください。

診察券番号または仮番号（9万番台）
+誕生日 (4 ケタ )：
入力例 )　1456760205

山田医院
予約キャンセル

山田医院
キャンセル確認


