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愛知県ＰＣＲ等検査 事業
検査事業者向け
検査運営マニュアル

無 料 化

令和４年度

第1稿 2022.12.20

〜 ワクチン検査パッケージ等・対象者全員検査等定着促進事業について 〜
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（1）ワクチン検査パッケージ等・対象者全員検査等定着促進事業
2022年12月24日（土）→ 2023年1月12日（木）の期間で再開となります。

無料検査事業における事業期間の延⻑・変更
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5１．愛知県PCR等検査無料化事業とは
（１）目的

新型コロナウイルス感染症対策と日常⽣活の両⽴の⼿段として、「ワクチン・検査パッケージ」等の利⽤を促し、検査の受検の定着を図るため、経済社会活動を⾏う者や感染不安者の検
査を無料化します。

（２）概要
感染の状況に応じて、以下の２つの事業が実施されます。

事業名 ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業

事業内容 「ワクチン・検査パッケージ」制度の実施時及び⺠間事業者が⾃主的に⾏う陰性確認
のために必要な検査

感染拡⼤傾向時に感染不安を感じる無症状者の検査（知事が特
措法24条第9項の要請をした場合）

対象検査 原則抗原定性検査（以下②の場合のみPCR検査も対象） PCR検査等・抗原定性検査

無料対象となる
検査対象者

○飲⾷、イベント、旅⾏、帰省等の経済社会活動を⾏うに当たり、必要であるため
（ワクチン検査パッケージ制度⼜は対象者全員検査等）
〇オミクロン株対応ワクチン接種未了の無症状者
※無症状の方に限ります。
※愛知県内在住の有無は問いません

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、3回目接種完了の無症状の方
でも無料対象となります。
①高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う活動に際して検査結果が求めら
れる場合等、受検の必要が認められる場合
②受検者が10歳未満である、または高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予
定される場合

○感染不安を感じる無症状である愛知県在住の者

※ワクチン接種済・未接種を問わない
※愛知県内に住所があることがわかる公的証明書が必要です。
※無症状の方に限ります。

無料対象となる
検査実施期間 2022年12月24日（土） 〜 2023年1月12日（木） 感染拡⼤の傾向がみられる場合に、知事が必要と認める期間

1月10日まで延⻑決定

無料対象となる
検査受検理由

感染状況 ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 感染拡⼤傾向時の一般検査事業

感染の拡⼤の傾向が
⾒られない場合 ◯ ×

⾏動制限が要請され
ている場合 ◯ ×

感染拡⼤の傾向が
⾒られ、知事が必要
と認める場合

○ ◯
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「ワクチン・検査パッケージ制度」とは
飲⾷店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利⽤者のワクチン接種歴⼜は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、
感染リスクを低減させ、緊急事態宣⾔やまん延防⽌等重点措置等において課される⾏動制限を緩和するものです。

ワクチン・検査パッケージ制度の適⽤により、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく「飲⾷」「イベント」「移動」の⾏動制限を、以下のように緩和します。

第三者認証制度の適⽤事業者に
おける利⽤者の⼈数制限（一卓
５人以上の会⾷回避の要請・呼び
かけ）を緩和し制限なしとします。飲食

感染防⽌安全計画を策定し県の
確認を受けたイベントの⼈数上限
を緩和し、収容定員までとします。

イベント

不要不急の都道府県を跨ぐ⼈の
移動について自粛要請の対象に含
めないこととします。

移動

2

ワクチン接種歴 検査結果の陰性

事業者

確認
内容

・予防接種済証等により、利⽤者が3回接種を完了していることを確認
・3回目接種日から14日以上経過していることを確認

・検査事業者が発⾏する「検査結果通知書」により、利⽤者の検査結果が陰性である
ことを確認

確認
対象物
（証明・
結果通知

書）

○予防接種済証等（接種証明書、接種記録を含む）＋身分証明書等
○ワクチン接種証明書（電子版）＋身分証明書等
※予防接種済証等を撮影した画像や写し等による確認も可能

PCR等検査 抗原定性検査

検査結果通知書＋身分証明書等
※受検者氏名、検査結果（陰性・陽性）、検査
方法、検査所名、検査日、検査管理者氏名、有
効期限が記載されていること。

結果通知書
※受検者氏名、検査結果（陰性・陽性）、使⽤した検査
キ ットの製品名、検査日、事業所名、検査管理者氏名、
有効期限が記載されていること。

有効
期限 有効期限の設定は無し 検体採取日+3日以内まで 検査日+1日以内まで

利⽤者入⼿方法

①市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」を確認
②ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場に予約
③ワクチン接種3回接種後、予防接種済証等の受取り
■以下、厚⽣労働省ホームページ「ワクチン接種方法」を参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121
431_00218.html

医療機関⼜は衛⽣検査所等（厚⽣労
働省 において「⾃費検査を提供する検
査機関一覧」として別に公表されている
検査機関が推奨される）にて検査
※その他の詳細︓新型コロナウイルス感染症対策
本部「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」

医療機関⼜は衛⽣検査所等で検査を
受ける場合のほか、事業者等が設けた場
所にて検査
※その他の詳細︓新型コロナウイルス感染症対策
本部「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」

利⽤者のワクチン接種歴または検査結果の陰性の確認⽅法

なお、未就学児（概ね6歳未満）については、同居する親等の監護者が同伴する場合には、⾏動制限を緩和する上で、検査を不要とする。（6歳以上 〜12歳未満の児童については、検査結果の陰性の確認が必要。）

※検査の有効期限（例）︓PCR検査検体採取日（2022年1月12日）→有効期限（2022年1月15日）／抗原定性検査日（2022年1月12日）→有効期限（2022年1月13日）



7（検査実施に向けた準備）

検査実施数（最大検査回数）の計画
検査を実施する期間に対して、検査を実施する最⼤回数を設定します。STEP1で計画した「検査キットの
仕入数」や「検査実施場所」、「検査管理者人数」を鑑みて、無理のない計画を⽴てましょう。

検査キットの準備
決められた検査方法、検査試薬、採取方
法等を把握した上で、検査キットの仕入等
の準備をします。検査に掛かる費⽤につい
ては、事業実施期間終了後に補助⾦交
付となりますので注意が必要です。

実施場所の準備
検査実施場所は、検査事業者が⽴会う場所です。
検査受検者人数等を鑑みて実施場所の準備をしま
す。検査の管理や結果通知等、専⽤のシステムを利
⽤するため、パソコンやインターネット環境、プリンター等
も必要となります。また、登録申請時には、実施場所
の図面が必要です。

⾃⼰採取を実施する医療機関以外の検
査事業者は、検査に⽴会う専門スタッフ
「検査管理者」の設置が必要です。事前
の研修受講が必要となり、登録時に検査
管理者の氏名登録が必要です。

検査管理者の準備STEP

１

STEP

２

薬局

STEP

３
検査実施体制の作成

STEP1とSTEP2で計画したことを踏まえ、検査を実施するために必要な事項をまとめておきましょう。
検査受検者の受け入れから、案内事項、検査への⽴会い、検査結果の通知（検査結果が陽性となった者に
紹介する医療機関⼜は受診・相談センターの名称・連絡先）を流れに沿って運営マニュアル等を作成しておくと
スムーズです。検査の実施体制は、事業者登録時に必要となります。

STEP

４
検査事業者の登録

検査事業者登録を実施する前に、本マニュアルを理解した上で登録に進みましょう。
事業実施期間終了後に、適正に検査が⾏われたかや、領収書等の審査を実施したあとに補助⾦が交付されます。
交付申請時の必要な準備をしっかりと確認しましょう。

ワクチン・検査パッケージ制度（VTP 制度）等登
録事業者は「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原
定性検査の実施要綱」 （令和３年 11 月 19 日内閣
官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室）の【様
式】確認書を卸売販売業者に提出することで、抗原定性
検査キットを購入することができます。

・検査の⽴会いを検査管理者により実施すること
が確認できること

・検体採取の⽴会い⼜は検査実施に係るマニュア
ルが作成されていること

（「PCR 検査等のための検体採取の⽴会い等 に係る留意事項」をいつでも参照できるよ
うに常置することで代えることも可能）

Point

実施場所は下記の条件を満たすことが必要です。

厚⽣労働省が公開するWEB 教材（「ガイドライ ン」及
び「理解度確認テスト」）の学習が必要

「検査管理者」の条件は以下の通りです。

抗原定性検査

PCR検査等

留意事項の内容を理解した者①「他の場所と明確に区別すること」
②「一定の広さ」※
及び「受験者のプライバシーへの配慮」

③「十分な照明」

Point
Point

Point

※「一定の広さ」とは、利⽤者同⼠が感染防⽌の観点から適切な距離をとることができ、また利⽤者と検査管理者の間に十分な距離（抗原定性検査の場合は目安2メートル）が確保できるかガラス窓のある壁等により隔たりを設けることができること

１．愛知県PCR等検査無料化事業とは
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検査事業者登録資格



9２．検査事業者登録資格
検査事業者登録資格

業種 検査事業者登録の対象となる基準 参考

薬局
「薬局」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律
第 145 号）第２条第 12 項に定める「薬局」を指しており、 単に店舗販売業（第 25 号第一号）の許
可を受けた者 （いわゆる「ドラッグストア」）等を含まない。ただし、いわゆる「ドラッグストア」等であっても、薬
局を併設している場合には、 当該薬局において、無料検査の対象となる。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）
【検査促進枠交付⾦を活⽤した検査無料化の実施に関するＱ＆Ａ（第１版）（内閣府HP 
R3.12.20）】
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/QA_kensasokusinwaku.pdf

医療機関 医療法（昭和23年法律第205号）に定める病院及び診療所を指す。 健康保険法（⼤正11年法律第70号）他

衛⽣検査所等 衛⽣検査所は、「臨床検査技師等に関する法律昭和33年法律第76号」に基づく登録を受けた衛⽣検査
所の内、対象とするＰＣＲ等検査を実施している機関を指す。 臨床検査技師等に関する法律（昭和33年法律第76号）

イベント主催者
県に提出する「安全計画（※）」においてワクチン・検査パッケージ制度を適⽤する旨を県に登録したイベント
主催者が対象となる。
（※）参加人数5000人以上かつ収容率50%超のイベントで県に提出することによって収容人数の上限の
緩和をするもの。 ←削除

内閣官房HP【イベント開催等における感染防⽌安全計画等について（R3.11.19 内閣官房事務連絡）】
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku.pdf
【基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使⽤制限等に係る留意事項等について
（R3.11.19 内閣官房事務連絡）】
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_kihon_event_ryuuijikou.pdf
愛知県HP【イベント開催にあたっての「感染防⽌安全計画」の提出について】
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anzenkeikaku.html

旅⾏業者
観光庁⻑官⼜は都道府県知事による旅⾏業⼜は旅⾏業者代理業の許可をうけており、ワクチン・検査パッ
ケージ等を活⽤することによって、観光庁や愛知県の施策（県⺠割、全国支援割等）への参加を可能とし
たい旅⾏業者が対象となる。

観光庁HP
【旅⾏においてワクチン・検査を活⽤した安全・安⼼な仕組みを導入します︕
〜「旅⾏業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運⽤ガイドライン」を策定しました〜】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000346.html
【別添】「旅⾏業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運⽤ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf

宿泊業者
都道府県知事（保健所設置市⼜は特別区にあっては、市⻑⼜は区⻑に旅館業の許可を受けており、ワク
チン・検査パッケージ制度を活⽤することによって、観光庁や愛知県の施策（県⺠割、全国支援割等）への
参加を可能としたい宿泊業者が対象となる。

検査事業者登録には、以下の条件を満たしている必要があります。

薬局、医療機関、衛⽣検査所等⼜はワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者。
（パッケージ制度を適⽤する旨を県に登録したイベント主催者、旅⾏業者、宿泊業者等のいずれかであること。） ※1 業種別基準を参照１

愛知県内に本社または事業所を有すること。2
愛知県物品購入等の契約に係る指名停⽌等措置要領に基づく指名停⽌期間中に該当しないこと。3
⺠事再⽣法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再⽣⼿続開始の申⽴て、会社更⽣法（平成１４年法律第１５４号）の
規定による更⽣⼿続開始の申⽴てまたは破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産⼿続開始の申⽴てが⾏われていないこと。4

宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴⼒団または暴⼒団員の統制下にある法人でないこと。5
過去３年間に、労働関係法令に違反していないこと。6
県税の全税目に滞納がないこと。7

※1 業種別基準
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検査方法
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検査⽅法
PCR検査等

抗原定性検査
PCR検査 抗原定量検査

検査方法番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

検体採取方法 唾液 唾液 ⿐咽頭ぬぐい ⿐腔ぬぐい ⿐腔ぬぐい 唾液 唾液 ⿐咽頭ぬぐい ⿐腔ぬぐい ⿐腔ぬぐい ⿐腔ぬぐい ⿐腔ぬぐい ⿐咽頭ぬぐい

検体採取者 本人 検査事業者 検査事業者 本人 検査事業者 本人 検査事業者 検査事業者 本人 検査事業者 本人 検査事業者 検査事業者

可能な検査事業者 全ての
検査事業者

医療機関
のみ

医療機関
のみ

全ての
検査事業者

医療機関
のみ

全ての
検査事業者

医療機関
のみ

医療機関
のみ

全ての
検査事業者

医療機関
のみ

全ての
検査事業者

医療機関
のみ

医療機関
のみ

検査結果の有効期限 検体採取日+３日 検査日+１日

検査試薬

・新型コロナウイルス感染症の体外診断⽤医薬品（検査キット）の承認情報に記載されている検査試薬
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
※上記ウェブページの「1.核酸増幅法」に記載される検査試薬であること
※上記ウェブページの「2.抗原検査法」の検査法が「定量」とされている検査試薬または、下記記載の試薬であること

・ 「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」
https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV20200319.pdf

・ 「臨床検体を⽤いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子検査方法について」 https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-
nCoV-17-current.pdf
・新型コロナウイルスとインフルエンザの同時検査キットは使⽤を控えて下さい。

新型コロナウイルス感染症の体外診断⽤医薬品
（検査キット）の承認情報に記載されている検査
試薬
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_
11331.html
※上記ウェブページの「1.抗原検査法」の検査法
が「定性」⼜は「簡易キット」とされている検査試薬
であること

⽴会いについて
⾃⼰採取が基本

⾃⼰採取には、PCR検査等のための検体採取の⽴会いなどに係る留意事項の内容を
理解した者の⽴会いが必要

⾃⼰採取には、研修を受けた者の⽴会いが必要。
厚⽣労働省がで公開する WEB 教材（「ガイドラ
イ ン」及び「理解度確認テスト」）を学習すること
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000121431_00270.html

遵守内容 「PCR検査等のための検体採取の⽴会い等に係る留意事項」
(令和３年11月19 日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性
検査の実施要綱」(令和３年11月19 日内閣官
房新型コロナウイルス感染症対策推進室）
https://corona.go.jp/package/assets/pd
f/kougenteisei_jisshi.pdf

その他留意点 検体の搬送は、可能な限り検体採取日に⾏うこと。
有効期限内に結果通知をすること（検査結果通知について遅れる可能性がある場合には予め検査前に受検者に案内すること） 結果は当日に通知すること

検査方法番号①〜⑬はA・Dの検査⽴会い方法での実施が可能、検査方法番号①④⑥⑨⑪はAに加えB・Cの方法で実施が可能となります。

検査⽴会い⽅法 検査キット受渡⽅法 実施条件

直接対面 直接対面 なし

オンライン 直接対面 なし

オンライン 郵送 離島やへき地、そのほか地域の実情がある場合で、愛知県知事の承認が必要

ドライブスルーでの直接対面 直接 なし

A
B
C
D

３．検査方法
（１）検査の種類
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業務番号 業務内容

T-01 検査受検者が⽴会い等を⾏う検査実施場所へ直接来訪

T-02 検査を受けるために必要な申込書を、検査受検者に記入依頼
申込書記載の「確認事項」への同意の説明
検査結果通知について遅れる可能性がある場合には予め検査前に受検者に案内すること

T-03 記入された申込書、本人確認書を検査受検者から受け取り
申込書と本人確認書の「氏名」と「⽣年月日」が一致していることを確認
本人確認書を返却 ※一致しない場合は検査の受検は不可

T-04 記入された申込書の内容を確認
無料検査の対象となっているか確認の上、検査管理システムへ入⼒・印刷
※無料検査の対象でない場合は、有料検査となるため案内が必ず必要

T-05 申込書を検査受検者へお渡し、入⼒内容の確認

T-06 検査受検者本人から印刷された申込書に署名してもらう
検査目的で、1.を選んだ場合は、詳細について記入もしくは提示が必要です。
※署名⼊りの申込書は検査事業者にて回収・保管が必要（５年保管）

（県職員による⽴ち⼊り調査の可能性があります）
なお、T-02で回収した申込書はシュレッダーにて破棄してください

T-07 検査キットをお渡し、検査の⽴会いを実施

T-08 検体採取を実施
⽴会いには、検査管理者の⽴会いが必須

T-09 検体を回収し、検査結果を確認

T-10 検査結果を検査管理システムへ入⼒し、検査結果通知書をシステムより印刷
PCR検査等の場合において、検査機関から直接検査受検者へ結果を報告する際でも、検査
事業者が速やかに検査管理システムへの入⼒が必要となります
※検査結果が検査管理システムへ⼊⼒されていない検査は補助⾦対象外となります

T-11 検査結果通知書を本人へお渡し（対面またはメール等）

（２）検査の流れ

検査事業者検査受検者

T-03「申込書」の提出・本人確認

T-02「申込書」のお渡し

T-06印刷した「申込書」の内容に署名・提出
目的が１の場合は、詳細について記入または提示

T-11「検査結果通知書」のお渡し
T-10結果入出⼒

T-07検査キットのお渡し・⽴会い

T-04内容確認・入出⼒

T-09検体提出
T-08⽴会いのもと検体採取

T-05印刷した「申込書」のお渡し

署名された「申込書」は
事業者にて5年保管

直接⽴会い・直接検査キット受渡検査⽅式（該当検査⽅法番号①〜⑪）

T-01⽴会い等を⾏う検査実施場所へ直接来訪

３．検査方法

※検査結果の入⼒と「検査結果通知書」の出⼒は必須となります。
事務局への検査結果報告は、T-10の結果⼊⼒をすることで、自動的に報告できます。

イベント等の開催場所において、当日の抗原定性検査を⾏い、事業者⾃らがその場で利⽤者の検査結果の陰性を確認し、
入場させるためにのみ⽤いる等の場合には、必ずしも結果通知書の発⾏は必要ありません。（検査管理システムへの⼊⼒は必要です。）

・「PCR検査等のための検体採取の⽴会い等に係る留意事項」
・「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」をよくご確認ください。A

事業者として登録完了されると登録事業所ステッカーが愛知県より送付さ
れます。（登録完了されてから目安10日程度）届きましたら、利⽤者から
⾒えるところに掲示ください。
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〇オンラインにより⽣じうる不⾃由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
〇検査の受付にあたり、オンラインによる⽴会いを⾏う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
〇検査の受付⼜はキット等の受け渡しにあたり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
〇検査受検者の状態やキット等の使⽤等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる⽴会いが不適切であると判断した場合はこれを中⽌し、直接の⽴会いに切り替える

⽤意をしておくこと。
〇受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの⽴会いを⾏い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を⾏うことを求めること。

オンライン⽴会い・直接検査キット受渡検査⽅式（該当検査⽅法番号①④⑥⑨⑪）

３．検査方法

オンライン⽴会い・検査キット郵送受渡検査⽅式（該当検査⽅法番号①④⑥⑨⑪）

直接⽴会い・直接検査キット受渡ドライブスルー検査⽅式（該当検査⽅法番号①〜⑬）

地域の実情（※１）を踏まえ、知事が承認した場合には、郵送⼜はオンラインによる検査の受付、検体採取のためのキット等の送付及び検体採取の⽴会いを⾏うことができる。
ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
（※１）その他地域とは離島（昭和28年に制定された離島振興法に基づき、⻄尾市「佐久島」、南知多町「日間賀島」及び「篠島」を対象）その他、真にやむを得ない場合に個別対応とする

〇オンラインにより⽣じうる不⾃由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
〇検査の受付にあたり、オンラインによる⽴会いを⾏う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
〇検査の受付⼜はキット等の送付にあたり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
〇検査受検者の状態やキット等の使⽤等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる⽴会いが不適切であると判断した場合はこれを中⽌し、直接の⽴会いに切り替える

⽤意をしておくこと。
〇受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの⽴会いを⾏い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を⾏うことを求めること。

遵
守
事
項

検体採取を⾞内で⾏うドライブスルー方式により検体採取の⽴会いを⾏うことができる。（検査管理者は⾞外で⽴会い）
ただし、次に掲げる事項を遵守すること。

B

C

D

条
件

遵
守
事
項

遵
守
事
項

条
件

〇事業者の敷地内駐⾞場等において、⽴会いに十分なスペースを確保すること。
〇駐⾞場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、⾞のエンジンを停⽌させ、窓を開けるよう案内すること。
〇検査受検者のプライバシーに十分留意すること。
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（３）検査無料判断
ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業と感染拡⼤傾向時の一般検査事業の該当時期（8ページ参照）且つ以下の申込書選択パターンで、無料検査の対象範囲が異なります。

３．検査方法

B

C

A B
D

D

D ※1

※1

※2

※3

図中の※1〜3、A〜Dの各記号は、次頁の各記号と連動しております。
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15

公式ホームページで
現在の事業範囲が
案内されます。必ず
確認してください。

「有料」（補助⾦交付対象外）の場合でも、システムへは「無料」の場合と同様に登録されますので、申込の際はご注意ください。

パタ
ーン 在住 検査目的 ワクチン

接種状況 その他
定着促進事業 一般検査事業

PCR検査 抗原定性
検査

PCR検査・
抗原定性検査

1 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種未了 有料 無料 －

2 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種未了 ※2 or ※3 無料 無料 －

3 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 有料 有料 －

4 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※1 有料 無料 －

5 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※1 ※2 or ※3 無料 無料 －

6 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※2 有料 有料 －

7 愛知県内 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※3 無料 無料 －

8 愛知県内 2.都道府県知事の要請を受けて〜 オミクロン株対応ワクチン接種済・未了問わず － － 無料

9 愛知県内 3.その他 オミクロン株対応ワクチン接種済・未了問わず 有料 有料 有料

10 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種未了 有料 無料 －

11 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種未了 ※2 or ※3 無料 無料 －

12 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 有料 有料 －

13 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※1 有料 無料 －

14 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※1 ※2 or ※3 無料 無料 －

15 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※2 有料 有料

16 愛知県外 1.イベント・飲⾷・旅⾏・規制などの〜 オミクロン株対応ワクチン接種済 ※3 無料 無料

17 愛知県外 2.都道府県知事の要請を受けて〜 オミクロン株対応ワクチン接種済・未了問わず － － 有料

18 愛知県外 3.その他 オミクロン株対応ワクチン接種済・未了問わず 有料 有料 有料

※1 対象者全員検査等及び特段の事情があり検査結果が必要な方。
※2 受検者が10歳未満
※3 高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予定される。

A B DC
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資料編

申込情報の登録方法



17

①マイページにアクセスし、検査管理システムのログインID・パスワードを確認したうえで、
検査管理システムへ「こちら」ボタンよりアクセスします。

（１）ログインの⽅法

８．資料編「申込情報の登録方法」

sample

sample

sample

sample

sample

sample

・ 検査管理システムはこちらよりアクセスできます。



18

（２）ログイン後

②「ログイン画面」が開きます。
マイページに記載のログインID・パスワードを入⼒し、
ログインしてください。

※Internet Explorer では正しく作動しないため、
Google Chromeをご利⽤ください。

（１）ログインの⽅法

・ログイン名︓事業者登録時にマイページに表示されたログイン名
・パスワード︓事業者様で設定されたパスワード

画面左の「☁kintone」ボタンをクリックし、
「ポータル画面」に進んでください。

※ログイン名およびパスワードは、事業者登録完了後にマイページに表示されます。

８．資料編「申込情報の登録方法」
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（３）スペースの選択

①「ポータル画面」に進んだら、
「すべてのスペース」を選択してください。

（４）アプリの選択

②「すべてのスペース」を選択したら、表示されるタブのうち
「愛知県PCR等検査無料化事業2022（7月〜 」を選択してください。
※他のスペースやアプリは触らないでください。

画面右側の「愛知県PCR等検査無料化事業2022（7月〜…」
を選択してください。

８．資料編「申込情報の登録方法」
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（５）申込情報の⼊⼒

②検査情報登録の画面から、②以降の各検査情報を登録していきます。
検査申込日を選択します。入⼒する申込日は、事業実施期間中であることが必要です。

①＋ボタンを押します。（カーソルを合わせると、「レコードを追加する」と表示されます）
選択後、検査情報登録の画面に遷移します。

＋ボタンクリック後、検査情報登録へ

８．資料編「申込情報の登録方法」

利⽤者から署名もらう日（事業実施期間内）
であることが必要です。

【補足】
方式︓直接⽴会い

申込日＝検体採取日
方式︓オンライン⽴会い

申込日は、検体採取日より前
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③ 次に、「申請データ検索」より、事業者ご⾃身の申込データを設定してください。
「取得」ボタンを選択すると、ご⾃身の事業者登録番号が表示されます。
該当データを確認後、「選択」ボタンを押します。

事業者登録番号

「取得」をクリック

事業者登録番号に間違いが
なければ、「選択」をクリック

※⾃動反映されます。

８．資料編「申込情報の登録方法」
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⑤検査受検者の住所を入⼒します。
郵便番号（ハイフンなし）を入⼒し、「取得」を選択してください。住所が⾃動入⼒されます。
⾃動反映以降の住所は、直接入⼒が必要です。

④次に「本人確認」の欄より、検査受検者の情報を入⼒します。
検査受検者の氏名（漢字）、フリガナを直接入⼒してください。

※丁目・番地以降は、⼿入⼒が必要です。

８．資料編「申込情報の登録方法」
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⑥その他、下記の⾚枠項目に検査受検者の情報を入⼒します。
（⽣年月日、電話番号、メールアドレス、検査利⽤回数）

⑦検査目的を下記の1〜3よりプルダウン選択します。

８．資料編「申込情報の登録方法」

※半角で⼊⼒してください
※電話番号は-（ハイフン）を⼊⼒してください
（本事業における検査の利⽤回数を⼊⼒ください）

検査が有料の該当者も無料の場合と同様にシステムへ⼊⼒されますので、ご注意ください。
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【⑦で“1.イベント・飲⾷店・帰省等の経済社会活動を⾏うに当たり、必要であるため”を選択した場合】

どちらか選択

＊必須

＊必須

＊必須

＊必須

複数選択可能です。 無料か有料か選択によって異なります。
有料バナーが出ますが、同様に
登録されますので、ご注意ください。
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⑨同意事項（2ヶ所）にチェックを入れます。

⑩担当者確認欄の本人確認の実施の項目に、⽴会い事業者の担当者名（漢字フルネーム）を入⼒してください。

⑪申込書に記載があった場合のみ、記載内容をそのまま入⼒してください。

８．資料編「申込情報の登録方法」

記入例︓○○＿花子 （※全角スペース）
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⑫検査結果の入⼒をします。⾚枠の「サブテーブル 取得」を押し、該当の検査キットを選択します。
選択すると、下記の項目（検査キット名、検査方法、検体、有効期限、事業所名）が⾃動反映されます。

⑬検体採取日をカレンダーより選択します。

※自動反映

８．資料編「申込情報の登録方法」

《注意事項》
検査キット名をサブテーブルから取得せず、
⼿⼊⼒や空欄で登録されている不備レコードが
多発しております。
検査キット名は、必ず「サブテーブル取得」から
選択いただきますようお願いいたします。
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⑮「別紙1_申込書」になっていることを確認し、「出⼒」ボタンを押すと、申込書を出⼒できます。

以上で、申込情報の登録は完了です。
出⼒した申込書を受検者へお渡しし、署名をいただいてください。

※署名いただいた申込書は、検査事業者側で5年間保管が必要です。提出は不要です。

８．資料編「申込情報の登録方法」

⑭入⼒内容を全て確認後、画面上部にある「保存」ボタンを押してください。
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申込書の受検者への⼿交

８．資料編「申込情報の登録方法」

1.ワクチン・検査パッケージまたは対象者全員検査等を選んだ場合は
署名時に受検者にどちらかに☑してもらうことが必要です。

①飲⾷、イベント、旅⾏・帰省等の経済社会活動の日にち・内容の記入
②概要・日付がわかる予約票の提示（検査事業者にて確認が必要です。）

※提示物の例
・ 飲⾷店の予約がわかるもの（紙、電子媒体画面等）
・ イベントの参加表（チケットや電子媒体画面等）
・ 旅⾏の予約がわかるもの（日程表や予約票、電子媒体画面等）
・ 交通機関の切符

NEW 2022.04.01〜

署名の記⼊

※受検者に記⼊・署名してもらった申込書は、検査事業者側で5年間保管が必要です。提出は不要です。
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（６）レコードを削除したい場合（検査結果⼊⼒前）

①該当のレコードを開き、申請内容登録時と同じように、えんぴつボタン（編集ボタン）を押します。

８．資料編「申込情報の登録方法」

検査結果（陰性・陽性・判定不能）を登録した後はレ
コードを取消できないため、万が一誤って登録した場合は、
事務局までご連絡ください。

②「取消データ」の「はい」にチェックを入れて保存して下さい。チェックが入っているレコードは削除レコードとみなします。
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お問い合わせ先
●愛知県 PCR 等検査無料化事業コールセンター（事業者専⽤窓⼝）���-����-

����
●受付時間 �:��〜��:��（平日のみ／土日祝日休み）年末年始（��/��〜

�/� 休み）
※��:�� 以降は、つながりづらい場合がございます。

愛知県ＰＣＲ等検査 事業無 料 化
事業者専⽤コールセンター
電話番号 050-3646-5259
受付時間 09:00〜18:00（平日のみ／土日祝日休み）


