
新型コロナウイルス
唾液PCR検査
マニュアル
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検査当日までにマニュアルをお読みください。
十分に理解をして検査日を迎えましょう。

プレシジョン・システム・サイエンス㈱
PSS新宿ラボラトリー
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本PCR検査は、松戸市の「高齢者施設等のPCR検査補助事業」として、松戸市に本社を置く
プレシジョン・システム・サイエンス㈱と弊社の提携医療機関のインターパーク倉持呼吸器内科に
よる「高齢者施設の従事者を対象」としたPCR検査です。

本PCR検査は陽性判定者が出た場合に、提携する医療機関が陽性判定者に電話問診を行
うことで確定診断をいたします。

検査を実施する前に、このマニュアルをよくお読みいただき、十分に検査手順・内容をご理解いた
だきまして、スムーズに検査を受けられるようお願い申しあげます。

はじめに
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1.検査申込
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1.検査申込（検査申込書）

松戸市ホームページのリンクからPSSの申込フォームへ

検査申込フォーム

フォームに施設情報を入力
して送信、申込完了。

入力情報は、施設情報で名称、代表者名、住所、担当者名、連絡先、メールアドレス、希望受検者、検査希望日。

申込完了後、施設に自動返信が
されます。これで申込は完了です。
後ほど弊社担当者よりご連絡いた
します。WEB検査申込入力フォーム
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💻 検査申込登録 ☎ 検査日調整 発送

1.検査申込（申込から検査キット発送の流れ）

検査申込

•松戸市のホームページから ➡

PSS申込フォームへ

日程調整

•WEB申込後、PSSより施設へ

電話連絡

•検査日を調整します。

検査日/検体集荷時間

検査キット発送

•決定した検査日までに検査キッ

ト一式をPSSから発送

唾液採取キット・検体輸送箱

STEP 1 STEP 2 STEP 3
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💻 検査申込登録

1.検査申込（結果通知までの流れ）

検査申込

•松戸市のホーム

ページから➡

PSS申込フォーム

へ

日程調整

•WEB申込後、

PSSから☎連絡

•検査日を調整し

て決定

検査キット発送

•検査日までに検

査キット一式を送

付

•Mailで、

検査依頼書、

問診票、

検査マニュアル

等、添付、送信

唾液採取

•問診票記入

•検査申込書記入

•唾液採取

•集荷便で返送

検査

•検体照合

•検査

結果通知

•施設へ結果通知

•通知はメールに結

果リストを添付

•結果は検査日の

翌日中

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6

☎日程調整 唾液採取＆返送 検査 結果通知発送

翌日
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メールに添付にてご案内するもの

マニュアル 検査依頼書

〒　　　　　ー　　　　　

電話

緊急連絡先

1 直近一週間の発熱の有無 有 無

2 頭痛、咳、鼻水、腹痛等の症状の有無 有 無

※有の場合は、以下から選択

頭痛、咳、鼻水、腹痛、関節痛、その他（　　　　　　        ）

3 1.2の症状がある場合、いつ頃から症状が出ているか　（　　　　月　　　日　　　時頃）　　　　　　　　　　　　　

4 重症化のリスク因子となる疾患等の有無 有 無

※有の場合は、以下から選択

悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病

高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI130以上）

喫煙歴、その他（　　　　　　　　　　　　　　）

5 臓器の移植、免疫制御剤、抗がん剤等の利用、その他

の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無

6 妊娠の有無 有 無

7 コロナウイルスワクチン接種の有無 有 無

有の場合（該当しない回数は記入しないこと）

この問診表の情報を松戸市と、診断を行う医療機関に提供することに同意します。

                                                      

 日付 　　　　年　　　　月　　　　日　　

提携医療機関                    インターパーク倉持呼吸器内科　　　　　　

実施検査機関　　　　　　プレシジョン・システム・サイエンス㈱

3回目接種日（　　　年　　　月　　　   接種したワクチンのメーカー名：　　　　　　　　          　）

 氏名

ご住所

連絡先

有 無

1回目接種日（　　　年　　　月　　　   接種したワクチンのメーカー名：　　　　　　　　          　）

2回目接種日（　　　年　　　月　　　   接種したワクチンのメーカー名：　　　　　　　　          　）

問診票

お名前

 ふりがな                                                       男 ・ 女 生年月日

　　　　年　　　月　　　日

※検体IDシール貼り付け

問診票 陽性者ガイド

本PCR検査の
マニュアルです

本PCR検査を
受けるための
依頼書です

本PCR検査を
受けるための
問診票です

陽性判明から
療養終了まで
の流れをまとめ
たガイドです

1.検査申込（メール添付にてご案内するもの）



2.検査キット受領
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検査キットは、唾液採取キットと検体輸送箱（一式）が届きます。
検査日の数日前に施設へ直接届くよう弊社が手配いたします。

荷姿

2.検査キットの受領（施設に届く荷姿）

同梱内容



無症状であっても感染力
はあるため、意識せず感染
を拡大させてしまう
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2.検査キット受領（検査キットの構成）

唾液採取キット 発砲スチロールラック バリアパウチ 外箱

唾液採取キットには、
・採取容器
・取扱説明書
・管理IDシール（3枚）

採取容器を立てて入れ
るラックです。50検体分
入ります。穴には1番か
ら50番までナンバーが
あります。1番から順に
採取容器を立てて下さ
い。

発砲スチロールラックを入
れる液漏れ防止のパウチ
です。

発砲スチロールラックを入
れる外箱です。ラックを外
箱に入れる際には、バリ
アパウチでラックを包みま
す。（実際の外箱は折
りたたみの状態で同梱
されています）



3.管理責任者の選任
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事業者に1名以上の管理責任者の選任を
お願いします。

正しい検査を行うために、適切な唾液採取と正しい検体梱包が必要です

管理責任者は、検査依頼書の施設情報記入、従事者の唾液採取補助と正しい検体梱包の監督を行います

3.管理責任者の選任
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管理責任者にお願いしたいこと

3.管理責任者の選任

• 正確な検査依頼書の記入・確認

• 適切な唾液採取の説明

• 正しい検体梱包

①

③

②

検査依頼書、問診票
に記入漏れや不備がな
いことを確認いただきま
す。

唾液採取を適切に行う
ことは検査にとって重要
です。正しい唾液採取
の監督をお願いします

唾液検体の梱包は感
染研のガイドラインに
準じています。正しい梱
包で安全に輸送します
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4.検査当日
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4.検査当日（手順）

検査当日の手順

•検査依頼書の作成（管理責任者＋受検者）

• 問診票の記入（受検者）

• 唾液採取（受検者）

• 検体梱包（検体梱包は予定した集荷時間までに終えてください）

• 検体依頼書をPDFにしてメール送信（P29参照）

• 検体の出荷（検査依頼書、問診票、検体含む）

①

②

③

⑤

④

⑥
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4.検査当日（注意事項）

注意事項

水以外の飲食、歯磨き、喫煙、マウスウオッシュは禁止

採取の60分前から
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4.検査当日（準備）

ご用意いただくもの

検査依頼書 問診票 封筒

・検査依頼書は施設情報を記入する表紙と受検者情報を記入する用紙とに分かれています。
受検者記入用紙は1枚で5名分が記入ができます。当日は受検者分の用紙を印刷してください。
・受検者数分の問診票を印刷しましてご準備をお願いします。
・検査依頼書と問診票を入れる封筒をご用意ください（検査依頼書と問診票は同封しても問題ありません）

検査依頼書と問診票は検査日予約完了後、施設担当者様にメール送信されます。
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4.検査当日（唾液採取キットの注意点）

唾液採取キット

採取キットは、唾液採取前、採取後にかかわらず常温で保管してください

採取キットのろうと部は使用前に絶対にひねり回さないでください

唾液採取は、3分程度（個人差あり）口の中に唾液を貯めてろうと部に滴下してください

唾液採取後のろうと部は、プラスチックゴミとして自治体のルールに従い廃棄してください

プラスチック類ゴミ

廃棄

ろうと部

唾液採取キットは、①採取容器 ②取扱説明書 ③管理IDシール（3枚）で構成されています。

ろうと部は水ですすいでから
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• 正確な検査依頼書の記入・確認①

4.検査当日（検査依頼書）

ID欄は唾液キットに付属
されている管理IDシールを
貼ります。

受検者が記入してください

管理責任者が記入してく
ださい

検査依頼書は検査をする当
日に記入・作成します。

検査はこの依頼書をもとに実
施されます。受検者の情報を
記入していただきます。

依頼書のIDと唾液採取容器
のIDが一致することで受検者
の管理を行います。

先ずは唾液採取キットから
管理IDシールを取りだして
ください。

依頼日 年 月 日

松戸市民PCR検査助成事業

TEL：

施設名 FAX：

フリガナ 申し送り

ご担当者名 事項

E-mail：

材料 ☑　唾液 ☐その他（　　　） 採取日： 年 月 日

保存方法 常温・冷蔵・その他（　　　　　　） 総検体数 件

SARSコロナウイルス核酸検出検査 依頼書

採取日 性別 住居

月 　日

男

・

女

市内

・

市外

採取時間

：

採取日 性別 住居

月 　日

男

・

女

市内

・

市外

採取時間

：

氏(カタカナ) 名(カタカナ) ID

バーコードラベル

添付
生年月日(西暦) 年齢 今月の検査回数

年　　  　月　　    日 才 回

氏(カタカナ) 名(カタカナ) ID

バーコードラベル

添付
生年月日(西暦) 年齢 今月の検査回数

年　　  　月　　    日 才 回
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• 問診票を記入します②

4.検査当日（問診票）

検査の結果、陽性判定
が出た場合は、弊社から
提携医療機関に問診票
が提出されます。

提携医療機関は、記入
いただいた問診票を元に
陽性判定者に電話問診
を行います。

そのため問診票の連絡
先は常に連絡がとれる
番号を記入してください

陽
性

コロナワクチン接種記録
です。接種日と接種した
ワクチンのメーカー名を記
入します。ワクチン接種
記録書で事前に確認
しましょう。

管理IDシールを貼ります

〒　　　　　ー　　　　　

電話

緊急連絡先

1 直近一週間の発熱の有無 有 無

2 頭痛、咳、鼻水、腹痛等の症状の有無 有 無

※有の場合は、以下から選択

頭痛、咳、鼻水、腹痛、関節痛、その他（　　　　　　        ）

3 1.2の症状がある場合、いつ頃から症状が出ているか　（　　　　月　　　日　　　時頃）　　　　　　　　　　　　　

4 重症化のリスク因子となる疾患等の有無 有 無

※有の場合は、以下から選択

悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病

高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI130以上）

喫煙歴、その他（　　　　　　　　　　　　　　）

5 臓器の移植、免疫制御剤、抗がん剤等の利用、その他

の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無

6 妊娠の有無 有 無

7 コロナウイルスワクチン接種の有無 有 無

有の場合（該当しない回数は記入しないこと）

この問診表の情報を松戸市と、診断を行う医療機関に提供することに同意します。

                                                      

 日付 　　　　年　　　　月　　　　日　　

提携医療機関                    インターパーク倉持呼吸器内科　　　　　　

実施検査機関　　　　　　プレシジョン・システム・サイエンス㈱

3回目接種日（　　　年　　　月　　　   接種したワクチンのメーカー名：　　　　　　　　          　）

 氏名

ご住所

連絡先

有 無

1回目接種日（　　　年　　　月　　　   接種したワクチンのメーカー名：　　　　　　　　          　）

2回目接種日（　　　年　　　月　　　   接種したワクチンのメーカー名：　　　　　　　　          　）

問診票

お名前

 ふりがな                                                       男 ・ 女 生年月日

　　　　年　　　月　　　日

※検体IDシール貼り付け
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• 唾液を採取します③

4.検査当日（唾液採取）

唾液採取キット 唾液採取キットマニュアル

唾液採取は付属の取扱い説明書に従って採取ください

管理IDシール3枚

管理IDシールは、①検査依頼書 ②唾液採取容器
③問診票 の3ヶ所に貼ります

管理IDシール

唾液採取キットから採取容器を取り出します。実際の唾液採取の方法は付属の唾液採取マニュアルをご確認ください。
管理IDシールは ①検査依頼書 ②問診票 ③採取容器 の3ヶ所に貼ります
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4.検査当日（唾液採取の手順）

※口にくわえないででください
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4.検査当日（検体容器を発砲スチロールラックに入れる）

検体容器を発砲スチロールラックの番号1から順番に挿していきます。

唾液採取キットから検体容器へ 発砲スチロールラック

検体容器ろうと外す

1番から順番に挿します

穴番号

唾液採取時の設置例 検査依頼書（受検者リスト）と問診票 唾液検体を入れる発砲スチロールラック

全ての検体容器を入れ終えてから
ラックにフタをします
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5.検査当日・検体梱包と発送
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5.検査当日・検体梱包と発送

検査当日の手順

•検査依頼書の作成（代表者＋受検者）

• 問診票の記入（受検者）

• 唾液採取（受検者）

• 検体の梱包（検体梱包は予定した集荷時間までに終えてください）

• 検体依頼書をPDFにしてメール送信（P29参照）

• 検体の発送（検体依頼書、問診票、検体を含む）

①

②

③

④

⑥

⑤
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5.検査当日・検体梱包と発送

発砲スチロールラックの蓋を閉めます

発砲スチロールラックをバリアパウチに入れます

外箱を組み立てて、バリアパウチに入った発砲スチロールラックを入れます

外箱をガムテープ等で封をします

唾液採取が終わったら検体を梱包します。新型コロナウイルスの唾液検体は
国立感染症研究所の検体輸送マニュアルに準じた形で梱包していきます。

④

③

②

①完成形

手順
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5.検査当日・検体梱包と発送

外箱 外箱を組み
立てます

発砲スチロー
ルラック

外箱に入れ
てガムテープ
等で封をして
ください

バリアパウチ
に入れます

しっかりと封
をします

組み立て 発砲スチロールラックをバリアパウチに収納 外箱に収納

• 検体の梱包④

検体梱包は集荷時間までに終えてください
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6.検査結果と通知

• 検査依頼書をPDFで送付⑤

受検者全員分が記入された検査依頼書をPDFにして弊社にメール送信お願いします。
（先に送信いただくことで受検者情報の入力を行います）※ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※原本は検体と一緒に発送してください

検査依頼書

をPDFに

メール送信先

matsudo.jyutaku@pss.co.jp

新宿ラボラトリー

入力開始

matudo.jyutaku@pss.co.jp

mailto:matsudo.jyutaku@pss.co.jp
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5.検査当日・検体梱包と発送

検体輸送箱 検査依頼書 問診票

検体輸送箱は
ガムテープ等で
しっかりと封をし
ます

検査依頼書＆問診票

封筒

封をする

②① ③

記入漏れ、管
理IDシールの
貼り忘れがな
いか確認

記入漏れ、管
理IDシールの
貼り忘れがな
いか確認

A B＋

検体

集荷便

封筒に入れます

• 検体の発送⑥
検体発送時に集荷便に渡すもの（A＋B）
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6.検査結果と通知
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6.検査結果と通知（陰性）

検査結果のお知らせ
松戸市高齢者施設 様
検査結果を下記の通りにお知らせいたします。
------------------------------------------------

受検者 ：56人
結果 ：陰性56人
検査日 ：2022/06/01

------------------------------------------------

採取した検体からはSARS-CoV2は検出されませでし
た。新型コロナウイルスに感染していないことを保証する
ものではありません。
-------------------------------------------------

検査実施機関：PSS新宿ラボラトリー
提携医療機関：インターパーク倉持呼吸器内科

検査結果は原則、唾液を発送した翌日中にお知らせいたします。
通知は、施設代表者もしくは担当者のメールアドレスに送信されます。

メール本文

陰性
プレシジョン・システム・サイエンス㈱
PSS 新宿ラボラトリー（衛生検査所）
福保医安登第250号
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6.検査結果と通知（陽性）

検査の結果、陽性者が出た場合の通知は以下の通りです。

メール本文

陽性
インターパーク倉持呼吸器内科

検査結果のお知らせ
松戸市高齢者施設 様
検査結果を下記の通りにお知らせいたします。
------------------------------------------------

受検者 ：56人
結果 ：陰性55人 陽性1人
検査日 ：2022/06/01

------------------------------------------------

検査の結果、陽性判定者が出ましたので、規定に則り
提携医療機関に連絡いたしました。その後、医療機関
より陽性診断の連絡がありました。行政上の手続きによ
り医療機関から発生届を保健所に提出いたします。
-------------------------------------------------

検査実施機関：PSS新宿ラボラトリー
提携医療機関：インターパーク倉持呼吸器内科

発熱外来、呼吸器疾患の診療所

長引く咳・痰・息切れ

土日祝日も通常通り診療
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6.検査結果と通知（陰性/陽性共通）

受付日 PSS.No Tube ID 施設名 部署名 氏 名 検査項目 検査結果

報告書リスト

2022-06-01 2 00734735201 松戸園 マツド

2022-06-01 1 00734735200 松戸園 マツド

マツド ジロウ

タロウ SARS-Cov-2 Negative

SARS-Cov-2 Negative

ハナコ SARS-Cov-2 Negative

2022-06-01 3 00734735202 松戸園

検査通知は、報告書リストも添付されます。
報告書リストは、「パスワード付きPDFファイル」を添付いたします。



③発生届

①陽性疑いで☎連絡①トラックデータと問診票を提出

②陽性疑いで連絡

プレシジョン・システム・サイエンス

②電話問診

②
①

④連絡

検査で陽性判定者が出た場合は、施設
担当者にPSSから電話連絡をいたします。

同時に提携医療機関にも連絡を行い問
診票と検査データを提供します。

医療機関が陽性判定者に電話問診を実
施します。

結果、陽性と診断された場合は、提携す
る医療機関は保健所に発生届を提出い
たします。

提携医療機関

保健所

陽性判定者

高齢者施設

③

④

②②

①①

6.検査結果と通知（陽性判定者が出た場合のフロー）

陽性判定時のフロー
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6.検査結果と通知（留意事項）

陽性判定者が出た場合の対応は、あらかじめ施設で決めておきましょう。

検査通知は原則、検査日の翌日中ですが再検査等が発生した場合は、その限りで
はありません。

新型コロナウイルスPCR検査の留意点

検査結果は唾液採取時の感染状況に関するもので、陰性であっても感染早期のため
ウイルスが検知されない可能性があります。

留意事項



結果通知書

提携医療機関

インターパーク倉持呼吸器内科
〒321-0114

栃木県宇都宮市中島町765-1

TEL:028-653-5969

発熱外来専用ダイアル
TEL : 028-666-5259

インターパーク倉持呼吸器内科

発熱外来、呼吸器疾患の診療所

長引く咳・痰・息切れ

土日祝日も通常通り診療
呼吸器・アレルギー専門医常勤・

CT・MRI・PSG検査・内視鏡完備

施設紹介

プレシジョン・システム・サイエンス㈱ 新宿ラボラトリー（登録衛生検査所）
〒160-0023

東京都新宿区西新宿4-29-6 TEL:03-6381-6325  

衛生検査所登録:福保医安登第250号

プレシジョン・システム・サイエンス松戸本社
PSS新宿ラボラトリー

検査実施機関
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お問合せ先 TEL:047-303-4800

「営業2部 高齢者施設等のPCR検査補助事業 予約係」まで

プレシジョン・システム・サイエンス松戸本社


