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発熱パスポートについて
はじめに
現在、地球規模で猛威をふるう「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」を前
に、私たちはいかに地球規模の感染症を克服するか真価が問われています。当Ｎ
ＰＯ法人は新型コロナウイルスと共存していくためには、個人が感染症にうつら
ないうつさない行動が重要になってきます。その為の新型コロナウィルスなど感
染機序に基づく平熱管理により、感染リスクを見える化したシステム『発熱パス
ポート』を開発しました。
問題解決として、自覚症状が出る前に感染を広げてしまう新型コロナ感染症を早
期対処を目的としています。
利便性は、アプリではない無料WEBサービス（個人がQRコードですぐ使えます）

現在、日本には多くの外国籍の在住者もいますので外国籍の方たちにも使えるよ
うに28言語の多言語に対応しました。

使用できる言語は
日本語、英語、韓国語、タイ語、中国語、フランス語、アラビア語、イタリア語
、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語、ドイツ語、トルコ語、ネパール語
、マレー語、モンゴル語、ロシア語、シンハラ語、ラオス語、ハンガリー語、オ
ランダ語、デンマーク語、ウルドゥー語、クメール語、ヒンディー語、台湾語、
スペイン語、ポルトガル語になります。
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１．新規登録の仕方
１）インターネットで発熱パスポートにアクセスします。

・インターネットのブラウザを起動し、下記のアドレスを入力します。

https://fever.center/

・ホームページが表示したら、表示されているＱＲコード読み込んでアクセス
をします。

２）仮登録をします。

① 右上にある【新規登録はこちら】をタップ
します。

② ご自分でお使いのメールアドレスを入力し、
【仮登録する】をタップします。

・日本語以外の言語を選択する場合は、

の ▽ をタップして
リストボックスを表示し、選ぶことがで
きます。
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③ 仮登録は終了です。

管理者から入力したメールアドレス宛に
本登録のご案内メールが送信されます。
記載されているアドレスにアクセスをして
本登録をしてください。

3）サインアップ
必要事項を入力します。

① ニックネーム
② 性別
③ 生年月
④ 言語
⑤ 地域・・・最下部にある日本を選択して

ください
⑥ 平熱・・・ご自分の平熱を入力します。
⑦ 温度の単位
⑧ パスワード
⑨ パスワード（確認用）
⑩ 個人情報保護方針を確認する 使用許諾

を確認する
□にタップしてチェックを付けます。

入力が完了したら【新規で登録する】をタッ
プします。

これで登録は終了です。
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４）サインアップが終了すると発熱パスポート
の基本画面に移動します。

① メニューをタップします。
下記の画面が表示になります。

② 設定
登録した内容を確認し修正があれば
修正します。

・検温時間の指定
検温は決まった時
間に行うことをお
勧めします。

・基礎疾患の選択
・処方箋の画像登録
・定期検温の通知
メールにて検温の
通知をします。

・評価に基づく検温
通知
メールにて評価に
変動があった場合
に通知します。

【保存】をタップす
ると保存されます。
【戻る】をタップす
ると保存されずに戻
ります。
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２．定期検温の登録の仕方

１）アイコン タップして、
サインインの画面を表示します。

① メールアドレスとパスワードを入力
し【サインイン】をタップします。

② 青いパスポートの画面が表示になり
ます。

★ 登録後10日間は黄色いパスポート
が表示になります。

★ 1週間に3日間入力がない場合は、
下記の画面が表示になるので、
自己申告平熱を選択して【保存】
をタップします。

２）【メニュー】をタップしてメニュー画面を
表示し、定期検温を入力します。

① 【定期検温】をタップします。
下記の画面が表示になるので、【新規
登録】をタップします。

★または画面下部の をタップすると
【新規登録】画面へ移動します。
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② 定期検温を登録します。

・日付・時刻・体温（設定の平熱）は自動的
に入力になります。
・問診はタップするとチェックが付きます。

・入力が終了したら【新規登録】をタップし
ます。
・メニューに戻る場合は【戻る】をタップし
ます。
・入力したデータを削除したい場合は【削除】
をタップします。
・一度、新規登録をしていると、下記のメッセ
ージが表示になります。

③ 定期検温の修正をします。

修正したいデータの【編集】をタップして
修正することができます。

④ 【発熱パスポート】または【パスポート】を
タップすると、右の画面が表示になり、パス
ポートの色とグラフを確認できます。
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３．体調不良を感じた時の入力の仕方
【メニュー】をタップしてメニュー画面を表示し、
【体調不良】をタップします。

１）日付・時間・体温を入力し
症状にチェックを付け、
【新規登録】をタップしま
す。
下記の確認画面が表示にな
ります。

２）【発熱パスポート】または【パスポート】をタップ
すると、画面のパスポートが黄色や赤色になり、グ
ラフには『 ▲ 』が表示になります。（発熱と症
状によってポイント計算され、色の表示が変わりま
す）
メニュー画面に警戒メッセージが表示になります。
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３） 検査の結果陰性だった場合、又は、完治した
場合は【解除証明】によって発熱パスポートの
色を変更できます。

① 【解除証明】をタップします。右の画面が
表示されます。【新規登録】
をタップします。

② 日付・医療機関・受診結果証明書（画像）
・解除日を入力して【保存】をタップします。

③ 【解除証明】を登録すると下記の画面表示となり
パスポートの色はグレーとなります。
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４．受診結果の入力の仕方
定期的に病院やクリニックを受診されている方は、
その情報も入れておきましょう

① メニューの【受診結果】を
タップします。

② 日付・受診種別・医療機関
・受診結果・処方箋（画像）
を入力して、【新規登録】
をタップします。

５.レポートの表示の仕方
指定した日までの２週間のグラフ
表示をします。

① 対象日・翻訳言語を選択して、
【実行】をタップします。
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６．サインアウトの仕方
データの登録が終了したら、発熱パスポート
を終了します。

1）画面右上のサインアウトをタップすると
終了します。

７．メールでメッセージを送信

① 定期検温の新規登録がない場合
② 発熱等症状があった場合
③ 毎日見るメニュー画面にも注意喚起をいたします。

・三密を避ける、多人数での酒席を避ける、手洗い、
人混みではマスク着用

・６時間後に検温と症状確認、外出を控える、
マスク着用

・６時間に一度の検温と症状確認、外出しない、
家族との接触を減らす、飲食は一人

・６時間に一度の検温と症状確認、外出しない、
家族との接触を減らす、飲食は一人

・６時間に一度の検温と症状確認、外出しない、
家族との接触を減らす、飲食は一人、医療機関に相談
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８．携帯電話のホーム画面にアイコンを登録する
方法

登録しましょう

《ｉＰｈｏｎｅの場合》

1）アイコンを登録するアドレス画面を表示します。

https://fever.center/fp/signin.php

2）画面下の中央にある をタップします。

ホーム画面に追加を選びます。
内容を確認して追加をタップします。ホーム画面
にアイコンが追加されました。

《Ａｎｄｒｏｉｄの場合》

1）アイコンを登録するアドレス画面を表示します。

https://fever.center/fp/signin.php

2）画面右上にある をタップします。

ホーム画面に追加を選びます。
内容を確認して追加をタップします。ホーム画面
にアイコンが追加されました。
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