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COVID-19ワクチン接種証明書の取得方法 

予防接種記録（immunisation history statement）には、COVID-19 ワクチン接種の有無が記録されます。 

この書類は、以下のいずれかの方法で簡単に取得できます: 

• myGovアカウントから 

• Express Plus Medicareモバイルアプリから。 

 

Immunisation history statementの取得方法 ― Medicare有資格者の

場合 

myGovを通じて取得する方法： 

1. myGovアカウントにサインイン。 

2. ワクチン記録へのクイックリンク（COVID-19 vaccination status）を選択。 

3. 自分の名前を選択し、View immunisation history statement (PDF) を選ぶ。 

 

Express Plus Medicareモバイルアプリによる方法： 

1. アプリにサインインする。  

2. Servicesから Immunisation historyを選択。 

3. 自分の名前を選択し、View immunisation history statement を選ぶ。 

 

オンラインで immunisation history statementを取得する方法が分からない場合は、1800 653 809にお

電話ください。  

 

Medicare onlineアカウントがない場合 

Medicare onlineアカウントを設定するためには、myGovアカウントとMedicareアカウントをリンクさせる

必要があります。  

まず、myGovアカウントにサインインします。アカウントがない場合は、my.gov.auで登録します。 

以下のいずれかを入力して Medicareアカウントをリンクします: 

• Medicareカード番号とMedicare履歴 

• 電話またはサービスセンターにて発行されたリンク用コード番号。 

Medicare myGovのリンクについて分からないことがあれば、

servicesaustralia.gov.au/medicareguidesにご連絡ください。 
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オンラインで immunisation history statement を取得する方法 ―

Medicare の登録資格がない場合 

myGov アカウントを通じて、個別保険番号（Individual Healthcare Identifiers、(IHI) service ）を利

用すれば、予防接種記録を取得できます。 

 

本人確認のため、以下のいずれかの証明書類が必要になります: 

o パスポート（有効なオーストラリアのビザを取得していること）   

o オーストラリアで発行された運転免許証。 

本人確認が済んだら、その個人情報をもとに IHI を作成します。同時に、IHI service と myGov account

をリンクさせます。これで、IHI service を使って immunisation history statement を見られるようになりま

す: 

1. myGovアカウントにサインイン。 

2. ワクチン記録へのクイックリンク（COVID-19 vaccination status）を選択。 

3. 自分の名前を選択し、View immunisation history statement (PDF) を選ぶ。 

 

詳しい情報 

• Medicareサービスについて、詳しい情報が必要な場合は、翻訳通訳サービス Translating and 

Interpreting Service (TIS National)（電話：131 450）を通じてお問い合わせください 

• servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof にも、さらなる情報が掲載されています。（英

語） 

• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage には、文書や音声、ビデオなどの情報が各国語で提

供されています 

• COVID-19に関する最新情報やアドバイスは australia.gov.auをご覧ください 

• サービスセンターの窓口にてお問い合わせください。  

 

ご注意：13で始まる電話番号に国内からかける場合は一定の料金が適用されます。料金は市内通話料

金とは異なる場合があり、電話会社によっても違うことがあります。固定電話から 1800で始まる電話番

号にかける場合、通話料金はかかりません。公衆電話や携帯電話からかける場合は、時間制もしくは割

高な料金になる場合があります。  

 

http://humanservices.gov.au/yourlanguage
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Get proof of your COVID-19 vaccination 
Your immunisation history statement records your COVID-19 vaccination status. 

The easiest way to get your statement is online using either: 

 your myGov account 

 the Express Plus Medicare mobile app. 

 

How to get your immunisation history statement if you are eligible 
for Medicare 

Using myGov: 

1. Sign in to your myGov account. 

2. Select the COVID-19 vaccination status quick link. 

3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF). 

 
Using the Express Plus Medicare mobile app: 
1. Sign in to the app.  

2. Select Immunisation history from Services. 

3. Select your name, and then View immunisation history statement. 

 
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.  

 

If you do not have a Medicare online account 
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.  

Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au 

You can then link Medicare using either: 

 your Medicare card number and information from your Medicare history 

 a linking code we have given you either over the phone or at a service centre.  

For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides 

 

How to get your immunisation history statement online if you 
are not eligible for Medicare 

You can get your immunisation history statement online using the Individual Healthcare 
Identifiers (IHI) service through your myGov account. 
 
You need to give us details from one of the following identity documents to verify your identity: 

 your passport, with your valid Australian visa   
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 your Australian driver licence. 

Once we have verified your identity, we will use your details to create your IHI. We will also link the 
IHI service to your myGov account. Then you can use the IHI service to view your immunisation 
history statement: 

1. Sign in to your myGov account. 

2. Select the COVID-19 vaccination status quick link. 

3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF). 

 

For more information 

 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your 
language about Medicare services 

 go to servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof for more information in English 

 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos 
with information in your language 

 go to australia.gov.au for the latest COVID-19 updates and advice  

 visit a service centre.  

 

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a 
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone 
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and 
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.  

 


