2022 年 3 月 8 日改訂
医療法人社団 明寿会 雨晴クリニック
院長

海外渡航時における「PCR 検査」と「陰性証明書」作成のご案内

当院では以下要件にて、ビジネス渡航者及び個人の方に対して PCR 検査による陰性証明
書の発行が可能です。
ただし、当院が現時点で発行できる陰性証明書は、アメリカ国ハワイ州と、中国のみです。
それ以外の国の陰性証明書は発行できませんのでご注意願います。

★ 受付条件
以下の要件を全て満たしている方がお受けできます。
① ビジネス目的の海外渡航または、個人による観光旅行であること（帰省を含む）
② 有効期間内のパスポートがあること
③ 渡航国の政府等公的機関より「新型コロナウイルス感染症に関する陰性証明書」が要求
されており、渡航国に応じた記載内容や所定書類の有無を渡航者自身があらかじめ外務省
や大使館のホームページ等で確認していること（所定書類がある場合は必ず提出してくだ
さい）
＜外務省 URL＞https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
④ 検査実施から陰性証明書発行までの時間を承諾してもらえること
⑤ 2 週間以内の体調が良好であること
⑥ 検査結果が陽性だった場合は、感染者として保健所の指示に従うこと
★ 当院が発行している証明書
中国渡航用につきましては「中国駐名古屋総領事館」発行の様式、にて陰性証明書を発行
いたします。
ハワイ州用につきましては、アメリカ大使館が必要とする項目が記載されている様式にて
発行いたします。
ただし、渡航先により必要な記載項目が異なる場合や、専用様式が必要になる場合、また
新しい株の出現等により突然証明書の記載項目が変更になることがありますので、検査を
お受けになる前に必ず渡航国の大使館等へご確認下さい。
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★注意事項
〇ハワイ州への渡航・・・2021 年 12 月 5 日までは「出発前 72 時間以内」に行った新型コ
ロナウイルス検査による陰性証明書のみ有効であったのですが、オミクロン株の影響によ
り、2021 年 12 月 6 日より、「出発前 1 日以内」に行った新型コロナウイルス検査による陰
性証明書のみ有効となりましたのでご注意ください。
〇中国への渡航
１、搭乗予定日の７日前に PCR 検査（予備検査）を行ってください。
２、検体採取日から 7 日間(搭乗の前日まで)の健康観察及び自己健康状況観察表.docx の記
入が必要となります。
３、搭乗予定日の 3 日以内に ２つの指定検査機関で

２４時間以上間隔をあけて 別々

に行う 交差 PCR 検査 を行ってください。
４、搭乗予定日 1 日前 20:00 までに、健康コード申請書類をまとめてアップロードしてく
ださい。（詳細は以下の中国大使館ホームページリンクの表をご確認ください。）
＊ 搭乗予定日の３日以内に行う「交差 PCR 検査」は 必ず 同一管轄地域内の 2 つの指定
検査機関で

別々に検査 を行わなければなりません。

なお 当院は 名古屋総領事館の管轄となっております。
＊ 搭乗予定日の７日前に行う「予備検査」は 管轄地域外の指定検査機関 または
「交差 PCR 検査」を行う検査機関のどちらかを選択しても支障ありません。

[中国大使館ホームページリンク]
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202201/t20220107_10479866.htm
上記すべての検査は中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。
★ 検査結果の説明および証明書の受渡しについて
・陰性の場合、PCR 検査翌日の 10：00～17：00 の間に陰性証明書が発行されます。
・当院ではトラブル防止のため、郵送でのお渡しを行っておりません。外来窓口での直接
のお渡しとなりますのでご協力をお願い致します。
・「再検査」を要する場合は更に 1 日お時間が掛かります。
・陽性確定例は保健所への届け出が必要となり、証明書の発行はいたしません。
なお、多くの渡航国では出発の 72 時間以内の「発行」が求められております。
必ず渡航国大使館の情報等を事前にご確認いただき、余裕を持ったご予約をお願いいた
します。
※ただし渡航国により要件が異なりますので、必ず大使館等に「日数と陰性証明書の記載
必要項目・様式等」を事前にご確認下さい。
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★ PCR 検査内容について
当院では鼻スワブ（インフルエンザの検査のように鼻から細い綿棒を入れる）による検査
が可能です。
★ ご予約方法と検査可能日時
・ 完全予約制とさせていただきます。検査希望日の３日前までに PCR 検査予約状況を事前
にご確認の上、予約受付フォームの入力をお願い致します
※なお予約は３０分刻みで 同時刻３人までです。
※電話では受け付けておりませんのでくれぐれもご注意をお願い致します。
PCR 検査予約状況リンク：
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=51dkktduppa2re9vv6eqqomui0%40gr
oup.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo
PCR 検査予約状況ＱＲコード：
↓↓↓

予約受付フォームリンク：

https://forms.gle/bDVs1FSk6et5QzJY8

予約受付フォームＱＲコード：
↓↓↓

・検査可能日時は、月～金曜日の 9：00～12：00（日曜・祝日 休診）となっております。
・ ご予約受付後、当院からメールでお送りする「個人情報入力フォーム」にて、お名前、
性別、生年月日、検査実施日、渡航先、現地の電話番号、日本の電話番号、英語の氏名、
国籍、パスポート番号、住所、出発日時をご入力いただきます。
・当院担当医師が臨時不在の場合は検査をお受けできません。
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★ 費用
1）国内証明用の場合
・PCR 検査：20,000 円（税込み）
・陰性証明書作成が必要な場合：上記の金額に税込 5,000 円（税込み）の加算
2）ハワイの場合
・PCR 検査：20,000 円＋陰性証明書：5,000 円 ＝ 25,000 円
3) 中国の場合
予備検査のみ もしくは 交差 PCR 検査のみ実施
→ PCR 検査：20,000 円＋陰性証明書：5,000 円 = 25,000 円
予備検査 ＋ 交差 PCR 検査を 1 回実施
→PCR 検査：40,000 円＋陰性証明書：5,000 円 = 45,000 円
＊陰性証明書は２枚発行されますが証明書作成料金は 5,000 円となります。
＜その他注意事項＞
1. PCR 検査の結果が陽性となった場合には感染症法に基づいて届出します。
感染者と認められた場合には法律に基づき隔離等の対応が取られるため保健所の指示に
従います。
2. PCR 検査の診断書は入国を確実に保証するものではありません。
入国時や入国後の対応は渡航国の方針に従うことになります。
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陰性証明書受け取りまでの流れ
①

ｐ3 の予約受付フォームにて、検査希望日の 3 日前までにご予約をお願いいたします。

・検査可能日時：月～金曜日の 9:00～12:00（日曜・祝日 休診）
② 検査日時の連絡
・当院より検査日時のご案内に関するメール又は WeChat を送付致します。
・このメールに「個人情報入力フォーム」のリンクと QR コードを添付致しますので、検
査日までに必ず入力を済ませていただきますよう宜しくお願い致します。
・下記 2 点について、スマホ等で写真撮影して、メール又は WeChat にて事前提出をお願
い致します。
1.健康保険証のコピー
2.パスポートのコピー（顔写真、パスポート番号、国籍記載のページ）
※事前提出のない場合は検査を受けることができませんのでご注意ください。
※入力内容が間違っていた場合、当院は責任を負いかねますので、くれぐれも記載内
容にお間違いの無いようご注意をお願い致します。
③ 当日受付（受付時間：9:00～12:00）
・当院駐車場に来られたら、車の中からお電話をお願いいたします。（0766-44-8061）
「健康保険証」と「パスポート」の原本を確認いたしますので、ご準備ください。
※忘れた場合は証明書の発行はできません。
④ 検査当日のお会計（検査費用は先払いとなります）
⑤ PCR 検査の実施
・当院指定の場所にて鼻スワブによる PCR 検査を行います。
⑥ 陰性証明書の発行
・PCR 検査翌日の 10：00～17：00 の間に発行されます（土曜日は 10：00～12：00）。
・結果が陽性の場合は保健所への届け出が必要となり、証明書の発行はいたしません。
⑦ 陰性証明書の受渡し
・お受渡し時間： PCR 検査翌日の 10：00～17：00（土曜日は 10：00～12：00）の間で、
受け渡し可能。
※ 事前にスケジュールを調整していただき、余裕を持ってご予約ください。
・また ご連絡いただいたメールアドレスに 陰性証明書の pdf を送付いたしますので、
ご確認ください。
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