
新型コロナワクチン

京あんしん予約システム（仮称）

＜個別接種医療機関予約システム＞

一般社団法人京都府医師会
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※ 基礎疾患を持つ人は、原則かかりつけ医が接種を担当します。

※ かかりつけ医を持たない人は、LINEで「新型コロナワクチン 京あんしん予約システム

（仮称）」（株式会社ボットロジー開発・提供）から予約いただきます。

※ LINEを使えない市民は従来どおり、京都市ポータルサイトに登録いただきます。

※ 本システムに参加する医療機関は、京都府医師会を通じて登録します。

※ 京都府医師会並びに京都市は新たにネット上にページを開設し、協力医療機関を行政区毎

に明示します。

※ 予約を希望する市民はそのページから予約システムに入り、LINEで予約できます。

※ 医療機関は、原則６人単位で接種可能な日時を設定します。

※ ２回目の接種は接種した医療機関で予約を行います。

※ 予約者が６人に満たない場合（端数）は、京都市から被接種者を紹介します。

※ LINEで予約するので、電話での予約や問い合わせに係る医療機関の負担軽減に繋がります。
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予約システムの概要
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空いている枠からいつでも予約ＯＫ！

新型コロナワクチン 京あんしん予約システムの概要

LINEで簡単アクセス

予約枠を作成

予約を確認



医療機関側の手順

準備・申込

・インターネットにつながっている パソコンorタブレットを準備。

・ログイン用メールアドレスを準備。

・基本情報を登録すれば、すぐに使用できます。

予約

・予約枠（日時・人数）の設定。

※ＬＩＮＥで予約を受け付けることで、電話での予約や問い合わせ

がなくなります。

接種

• 予約した日時に予約者が「接種券」、「本人確認書類」（運転免許証、
健康保険証等）、 「予診票」、「お薬手帳」を持参しますので、接
種をお願いします。

• ２回目の予約をお願いします。

4

★接種日に必要なワクチンの発注は、医療機関でお願いします。
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予約枠を作成。
受け付けている予約枠は○で表示

【医療機関】 受け付ける「予約枠」をつくる



医療機関にご用意いただくもの

（１）インターネットにつながっている

パソコン or タブレット

※ 予約管理画面を操作するために必要です。

（２）メールアドレス

※ 下記①～③の用途で使用します。

※ メールアドレスをお持ちでない場合は、サポート会社から付与します（Gmail）。

① 予約管理画面ログイン用

② 京都府医師会・サポート会社との連絡用

③ ＬＩＮＥ公式アカウント管理画面ログイン用
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医療機関の登録時に必要な情報

１．医療機関名

２．開設者の代表者氏名・住所

３．管理者の氏名

４．診療日・診療時間

５．診療科目

６．医療機関住所

７．電話番号

８．メールアドレス

９．ホームページアドレス

10．医療機関として既に所有しているＬＩＮＥ公式アカウントがあれば、それを使用

します。
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予約とは

💡 予約で必要な事は３つだけです。

（１）【医療機関】 受け付ける「予約枠」をつくる

✔例：６月２３日の「13:30～14:00」、「14:30～15:00」で受け付けます。

（２）【住 民】 空いている（○の）「予約枠」に予約する

✔例：６月２３日の「13:30～14:00」の枠を予約！

（３）【医療機関】 確定した予約を確認⇒受付する

✔例：『明日は「13:30～14:00」の枠で６人が予約しているな』
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予約枠の作り方

💡 予約枠の作り方は大きく５つです。

（１）【通常営業時間】 曜日ごとに受付時間帯を設定

✔例：月・水・金は13:30～15:30、土は14:00～17:00… 等

（２）【臨時営業時間】 祝日などの特別な日は臨時設定

✔例：５日は祝日だから「臨時休業」、８日は余裕があるから１時間多く「臨時営業」

（３）【予約枠の長さ】 何分単位で予約枠を管理するか

✔例：５分・10分・15分・30分・60分単位で設定可能

（４）【予約数の制限】 １枠・１日当たりの定員、全体の予約上限数（在庫数）

✔例：30分あたり６人受け入れ、１日24人まで 等

（５）【公開設定】 予約を公開する開始日と予約受付の締切日

✔例：14日前で予約を開始し、ワクチンの発注があるので、７日前には予約を確定したい 等 9



予約の確認方法

💡 予約の確認方法は２つです

（１）「確定予約」タブから一覧を確認する。

日ごとの予約者の一覧を確認できます。

（２）後日、集計するためにＣＳＶファイルで出力できます。

出力したデータはExcel等で確認できます。
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住民側の手順

アクセス
・スマホを使ってＬＩＮＥで予約

予約

・予約日時を選択

・接種券番号、氏名、連絡先等の予約者情報を入力

⇒送信で予約完了

接種

・予約した日時に「接種券」、「本人確認書類」（運転
免許証、健康保険証等）、 「予診票」、「お薬手帳」
を持参
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LINEで簡単アクセス

空いている枠からいつでも予約ＯＫ！

【住民】空いている「予約枠」に予約する



住民の予約方法

💡 住民はLINEで予約

（１）住民がLINEで「友だち登録」後に予約

（医療機関は好きな時に予約状況を確認できます）

（２）５ステップで予約完了！

①空き状況を確認⇒②予約日時を選択⇒③詳細内容を入力

⇒④予約内容を確認⇒⑤送信

（３）住民が「友だち登録」しているので、医療機関からの一斉配信案内や個別の

連絡・キャンセル通知も可能
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【市民・医療機関】予約の確認も簡単

＜市民＞LINEトークで「予約確定通知」

＜医療機関＞
毎日の予約状況が
一目でわかる



画面イメージと作業手順

💡 以下は実際の画面イメージと作業手順です。

💡 【医】：医療機関の作業（登録・設定）

【民】：住民の作業 を解説。
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【医】予約システムへのログイン
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ログインに必要な情報は事前にメールで送ります。
メールアドレスとパスワードを入力してログインをクリック。



【医】予約システムの開始設定①
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ログイン後、下記の画面が表示されるので、「予約リクエスト」を選択。



【医】予約システムの開始設定②
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以下の画面が出ますので、「予約枠の長さ」、「受付開始（何日前から）」、
「受付締め切り（何日前に）」を設定。

予約枠



【医】予約システムの開始設定③

19

入力後、「この設定で予約リクエストを開始する」を選択。
※ 予約リクエストを開始後、「予約枠」当たりの受付人数や週ごとの受付時間を設定できます。



【医】予約メニューの作成と編集①

○ 接種希望者は、LINEのトーク画面で「予約画面を開く」を選択す
ることで、メニュー選択の画面が表示され、予約メニューを選択
することができます。

○ よって、医療機関はあらかじめ「メニュー」を作成しておく必要
があります。
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【医】予約メニューの作成と編集②
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「予約リクエスト」＞「メニュー」 で、中央下に表示されている「新規作成」を選択。



【医】予約メニューの作成と編集③
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以下の画面が出るので、新型コロナワクチンでは、「テンプレートから選択する」を押して
「新型コロナワクチン」を選択。



【医】予約メニューの作成と編集④
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「新型コロナワクチン」を選択し、「作成」を押すと、メニューが作成されます。

「新型コロナワクチン」を選択

在庫管理による予約の制限を行わ
ない場合は、「なし」を選択



【医】予約メニューの作成と編集⑤
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メニューが作成されると、編集画面が表示されます。

貴院で受付から健康観察終了までに
係る所要時間を選択して下さい。

在庫数に応じた予約管理（制限）
もできますが、予約確定後にワク
チンを発注する場合は、想定する
最大予約数を入力してください。



【医】予約メニューの作成と編集⑥
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メニューを非公開にしておくとLINE予約に表示されません。非公開の状態で、
営業時間や定員・在庫等の設定を済ませた後に「公開する」を選択して下さい。

「公開する」を選択すると一般の
方が閲覧可能になりますので、メ
ニューや予約枠の設定を終了した
後、「公開する」に✔を入れてく

ださい。



【医】予約メニューの作成と編集⑦
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メニュー設定画面を下にスクロールすると、注意書き等を記載できる「説明」と、１枠・１日
当たりの定員を設定する「予約制限」を入力できます。



【医】予約メニューの作成と編集⑧
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注意書き、１枠・１日当たりの定員を入力し、「保存する」を押して下さい。
保存後、右上の×を押して下さい。

①

②

③

④



【医】予約メニューの作成と編集⑨
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メニューが出来上がりました。



【医】予約枠（営業時間）の管理①

○ 予約枠とは、接種希望者が予約可能な時間枠のことです。

○ 接種希望者はカレンダーで○になっている予約枠に対し、予約申し込
みが可能です。

○ 医療機関が休業時間として設定した枠と、定員や在庫が上限に達した
枠は、カレンダー上で×と表記されます。

○ 「設定」タブで、予約枠を５分・10分・15分・30分・60分単位で設定
できます。

○ 「営業時間」タブで、メニューごとの「通常時間の設定」、「臨時営
業・休業の設定」ができます。
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【医】予約枠（営業時間）の管理②
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「予約リクエスト」＞「設定」タブでメニュー全体の「予約枠の長さ」「受付
開始（何日前から）」「受付締め切り（何日前に）」を設定できます。
入力は「【医】予約システムの開始設定②」をご参照ください。



【医】予約枠（営業時間）の管理③

31

「予約リクエスト」＞「営業時間」タブで各メニューの曜日ごとの予約受付状
況（受付の○×）を設定できます。
画面は「予約調整○×ボード」です。

枠をクリックすると、○×が選択
できます。



【医】予約枠（営業時間）の管理④
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本システムはワクチンの予約システム
として使用しますので、外来標榜時間
ではなく、ワクチン接種実施時間を設
定して下さい。

「ボード切り替え」の右側をクリックすると、「通常営業ボード」に切り替わ
ります。「通常営業ボード」では、毎週の通常営業時間を設定できます。



【医】予約枠（営業時間）の管理⑤
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各曜日の設定が完了したら、「保存する」を押して設定が完了します。



【医】予約受付開始（公開）①
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①「予約リクエスト」＞「メニュー」を選択し、
②「新型コロナワクチン」の「編集」を選択。

① ②



【医】予約受付開始（公開）②
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①「公開する」に✔を入れて、

②「保存する」で予約受付（公開）が開始します。
③保存後、×を押して下さい。

①

②

③



【医】予約受付開始（公開）③

36

メニュー画面に戻り、右側の「LINE側の表示」に「新型コロナワクチン」の
タブが追加されたことが分かります。これがスマホから見たイメージになりま
す。



【医】予約の確定①

37

自動承諾モードを選択していない場合、予約を受け付けた情報が蓄積されるの
で、それぞれの予約者を「承諾する」作業が必要になります。
蓄積された予約情報は、「予約リクエスト」＞「リクエスト」で確認できます。

予約者を選択すると、詳細情報が確認
できます。



【医】予約の確定②

38

予約者の情報を確認し、問題がない場合は、「承諾」を選択し、「確認へ」を
押す。次の確認画面で、「確認」を押すと、予約者に対し、LINEで予約確定の
通知が送信され、予約が確定します。



【民】住民からのアクセス①

★スマホを使ってＬＩＮＥで予約
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「予約画面を開く」
を選択



【民】住民からのアクセス②

★予約リクエスト画面が表示され

るので、「新型コロナワクチン」

を選択する。
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【民】住民からのアクセス③

★注意事項と接種希望選択が表示

されます。

ここでは、１回目接種を選択し、

「決定する」を選択。
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【民】住民からのアクセス④

★「日時選択に進む」を選択。
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【民】住民からのアクセス⑤

★予約可能な日時を選択し、

「情報の入力に進む」を選択。
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予約可能な日時
（○の日）を選択。



【民】住民からのアクセス⑥

★予約者の情報を入力し、

「確認画面に進む」を選択。
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必須情報を入力

・接種券番号
・接種者氏名
・ふりがな
・携帯電話番号
・住所
・生年月日
・性別
・接種者との関係



【民】住民からのアクセス⑦

★確認画面を確認し、

「送信」を選択。
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【民】住民からのアクセス⑧

★送信によって予約が完了。

LINEトークで送信完了の通

知が来ます。
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【民】住民からのアクセス⑨

★医療機関が予約を確認し、承諾。

⇒予約が確定し、予約者の

スマホにLINEで通知されます。
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○ この予約システムは１年間、使用料を京都市が負担し、各医療機関が無料で

活用できるLINE予約システムです。

○ 使用後、１年が経過した時点で、

①各医療機関で公式のアカウントとして継続利用（有料）

又は

②利用を停止（アカウントを削除）

を、選択できます。

○ １年経過後も継続して使用する場合は、別途、医療機関と(株)ボットロジーで契
約が必要です。

○ 利用の継続・停止については事前に(株)ボットロジーよりご案内いたしますので、

その際にご回答ください。
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留意事項


