
【Procedure】

COVID-19 Mass Vaccination at the University of the Ryukyus

Procedure for changing the appointment for 
the 2nd dose

Registration form Receive the 
confirmation email

Check the email

【Procedure for changing】
Request：Please refrain from changing the appointment easily because vaccines are 
prepared for the exact number of amount needed.  You may not change the appointment 
date depending on availability for your desired date.

1. Those who can change
Those who received the 1st dose of vaccine at mass vaccination site of the University of 
the Ryukyus and need to change the appointment date for the 2nd shot due to schedule 
change of a off-campus field course or being in a bad health.

2. Possible dates for change
Please select the 1st to 3rd desired dates from 
the following dates. If there is not enough slot 
for your 1st desired date, you’ll be asked to 
choose either 2nd or 3rd desired dates.

You must choose a date between Sept. 9 
(Thu.) and Sept. 17 (Fri.), which should be 
within a range of 25 to 31 days after the
1st shot. (colored yellow and orange in the 
right figure.) 
※Reception hour after changing the date
will be 10:00 to 12:00. 

3. Registration period for changing
From 13:00 on September 3 (Fri.) until 12:00  on two days before the date you want to      
change to. (e.g.: change to Sept. 9 → need to complete the procedure by 11:59 on Sept. 7.)

4. Registration procedure (You must register after 13:00 on Sept. 3)
Fill in the necessary information in the entry form provided by each university. For the 
University of the Ryukyus, the entry form will be provided through the Academic 
Information System and the intranet website.

5. Confirmation of change
Changing the appointment date is not completed only by filling out the entry form.  
Please make sure to check the confirmation email from the COVID-19 mass vaccination 
project team (ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp).

Inquiries：COVID-19 vaccination project team
email：ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp TEL：098-895-8037
[Please email us during the vaccination period.]
※For a phone call: 10:00～17:00 on weekdays

For inquiries after the office hours, please contact the office by email.

1st
dose 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17

Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
Rehearsal 8/11 Wed 29 30 31 32 33 34 35 36 37
① 8/12 Thu 28 29 30 31 32 33 34 35 36
② 8/13 Fri 27 28 29 30 31 32 33 34 35
③ 8/14 Sat 26 27 28 29 30 31 32 33 34
④ 8/15 Sun 25 26 27 28 29 30 31 32 33
⑤ 8/16 Mon 24 25 26 27 28 29 30 31 32
⑥ 8/17 Tue 23 24 25 26 27 28 29 30 31
⑦ 8/18 Wed 22 23 24 25 26 27 28 29 30
⑧ 8/19 Thu 21 22 23 24 25 26 27 28 29
⑨ 8/20 Fri 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Date of 1st dose

Date of 2nd
dose

Possible periods for change of a date (The number in the box shows
days between the 1st and 2nd doses/regular interval is 28 days.)


掲載用シミュレーション表

		Possible periods for change of a date (The number in the box shows days between the 1st and 2nd doses/regular interval is 28 days.)

		1st dose		Date of 2nd dose				9/9		9/10		9/11		9/12		9/13		9/14		9/15		9/16		9/17

				Date of 1st dose				Thu		Fri		Sat		Sun		Mon		Tue		Wed		Thu		Fri

		Rehearsal		8/11		Wed		29		30		31		32		33		34		35		36		37

		①		8/12		Thu		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		②		8/13		Fri		27		28		29		30		31		32		33		34		35

		③		8/14		Sat		26		27		28		29		30		31		32		33		34								 

		④		8/15		Sun		25		26		27		28		29		30		31		32		33

		⑤		8/16		Mon		24		25		26		27		28		29		30		31		32

		⑥		8/17		Tue		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		⑦		8/18		Wed		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		⑧		8/19		Thu		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		⑨		8/20		Fri		20		21		22		23		24		25		26		27		28







						・・・Inoculation interval 28 days (4 weeks)



						・・・接種間隔２５日から３１日 セッシュ カンカク ニチ ニチ



						・・・接種間隔２１日未満 セッシュ カンカク ニチ ミマン



						・・・接種間隔２４日以下、または、３２日以上 セッシュ カンカク ニチ イカ ニチ イジョウ



変更希望日として選択できます。

選択できません。



接種間隔によるシミュレーション

		予約変更可能範囲の検討（１回目と２回目接種日が交差するセルが接種間隔日数／通常２８日） ヨヤク ヘンコウ カノウ ハンイ ケントウ カイメ カイメ セッシュ ビ コウサ セッシュ カンカク ニッスウ ツウジョウ ニチ

		１回目通番 カイメ トオ バン		第２回目接種 ダイ カイメ セッシュ				9"月"9"日"		9"月"10"日"		9"月"11"日"		9"月"12"日"		9"月"13"日"		9"月"14"日"		9"月"15"日"		9"月"16"日"		9"月"17"日"

				第１回目接種日 ダイ カイメ セッシュビ				(木)		(金)		(土)		(日)		(月)		(火)		(水)		(木)		(金)

		リハ		8"月"11"日"		(水)		29		30		31		32		33		34		35		36		37

		①		8"月"12"日"		(木)		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		②		8"月"13"日"		(金)		27		28		29		30		31		32		33		34		35

		③		8"月"14"日"		(土)		26		27		28		29		30		31		32		33		34

		④		8"月"15"日"		(日)		25		26		27		28		29		30		31		32		33

		⑤		8"月"16"日"		(月)		24		25		26		27		28		29		30		31		32

		⑥		8"月"17"日"		(火)		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		⑦		8"月"18"日"		(水)		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		⑧		8"月"19"日"		(木)		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		⑨		8"月"20"日"		(金)		20		21		22		23		24		25		26		27		28



						・・・接種間隔２１日未満 セッシュ カンカク ニチ ミマン



						・・・接種間隔２４日以下、または、３２日以上 セッシュ カンカク ニチ イカ ニチ イジョウ

				８月２０日接種者の９月９日接種以外の変更を認めるか否か。 ガツ ニチ セッシュ シャ ガツ ニチ セッシュ イガイ ヘンコウ ミト イナ

				認めない場合、どの程度の接種間隔を保つようにするか。 ミト バアイ テイド セッシュ カンカク タモ

				■新型コロナワクチンQ&A シンガタ

				https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0072.html



https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0072.html

前後2日_接種間隔によるシミュレーション

		予約変更可能範囲の検討（１回目と２回目接種日が交差するセルが接種間隔日数／通常２８日） ヨヤク ヘンコウ カノウ ハンイ ケントウ カイメ カイメ セッシュ ビ コウサ セッシュ カンカク ニッスウ ツウジョウ ニチ

		１回目通番 カイメ トオ バン		第２回目接種 ダイ カイメ セッシュ				9"月"9"日"		9"月"10"日"		9"月"11"日"		9"月"12"日"		9"月"13"日"		9"月"14"日"		9"月"15"日"		9"月"16"日"		9"月"17"日"

				第１回目接種日 ダイ カイメ セッシュビ				(木)		(金)		(土)		(日)		(月)		(火)		(水)		(木)		(金)

		リハ		8"月"11"日"		(水)		29		30		31		32		33		34		35		36		37

		①		8"月"12"日"		(木)		28		29		30		31		32		33		34		35		36

		②		8"月"13"日"		(金)		27		28		29		30		31		32		33		34		35

		③		8"月"14"日"		(土)		26		27		28		29		30		31		32		33		34

		④		8"月"15"日"		(日)		25		26		27		28		29		30		31		32		33

		⑤		8"月"16"日"		(月)		24		25		26		27		28		29		30		31		32

		⑥		8"月"17"日"		(火)		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		⑦		8"月"18"日"		(水)		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		⑧		8"月"19"日"		(木)		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		⑨		8"月"20"日"		(金)		20		21		22		23		24		25		26		27		28



						・・・接種間隔２１日未満 セッシュ カンカク ニチ ミマン



						・・・接種間隔２５日以下、または、３１日以上 セッシュ カンカク ニチ イカ ニチ イジョウ

				８月２０日接種者の９月９日接種以外の変更を認めるか否か。 ガツ ニチ セッシュ シャ ガツ ニチ セッシュ イガイ ヘンコウ ミト イナ

				認めない場合、どの程度の接種間隔を保つようにするか。 ミト バアイ テイド セッシュ カンカク タモ

				■新型コロナワクチンQ&A シンガタ

				https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0072.html



https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0072.html
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