
検査機関・住所・Webサイト 電話番号 検査日・時間 予約方法 費用 テスト結果
医療機関様式

インフォーマル適用

厚生書様式

検査証発行
検査法(厚生省所定)　※該当にチェック

採取検体　　　　　　(

厚生省所定)
備考（体験談、取得方法、取得事例）

Passport Health Clinic Houston

9601 Katy Freeway Suite 315 Houston, TX 77024

https://www.passporthealthusa.com/covid-19-testing/

713-467-6575     
月-金　　　 9am-

5pm
電話のみ

$400(お持ちの保

険にもよります)
24から48時間 発行あり　〇 可

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

   nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑核酸増幅検査（LAMP法）

   nucleic acid amplification test （LAMP）

□抗原定量検査　

   quantitative antigen  test (CLEIA)

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

☑唾液　Saliva

通知方法：登録したemailに通知

【取得例】

事例１：1/18 PCR検査、1/20 検査結果判明・証明書発行、1/21出発

事例２：2/2 PCR検査、2/3 SMSで検査結果通知、その後日本の所定フォームをemailで入手。2/5出発

※日本への渡航者にはSwabでのPCR検査を実施

(検査場はヒューストン内にいくつもありますので、お近くの検査場をお探しください

https://www.passporthealthusa.com/book-now/?satid=735)

Houston Concierge Medicine

9432 Katy Freeway Suite 400, Houston Texas 77055

https://www.houstonconciergemedicine.com/covid-19-

antibody-testing/

713-333-6464

月-金　　　 9am-

4pm

土曜日の実施有

無は予約サイト

で確認

オンラインまたは電話　
（2021年11月中旬より、予

約時に厚生省様式の必要性

について事前に入力できる

ようになりました）

　"Do you require a 

Japanese Government 

Certificate for travel?"

鼻咽頭ぬぐい液 

$200-$315

Nasopharyngeal 

Swab

唾液 $200 Saliva

24から48時間

(結果受領がいつにな

るか確認お勧めしま

す）

不可

レターヘッド、住所、医

者名記載あるが署名無し

。採取日時が分かりにく

い、唾液採取をSPUTUM

と記載

可

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

    nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

□核酸増幅検査（LAMP法）

    nucleic acid amplification test （LAMP）

□抗原定量検査

    quantitative antigen  test (CLEIA)

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

☑唾液　Saliva

WEB申込方法：３日前から前日でも可

①WEBの「SCHEDULE COVID TEST」から入る、

②「 Choose Appointment」で「COVID 19 PCR TESTING」を選択、

③「RT-PCR COVID 19 Testing Nasal Swab (15 minutes @ $200.00)」、　または「RT-PCR COVID 19 Saliva Testing (15 minutes @ $200.00)」を選択。

　a) Swabは鼻咽頭ぬぐい、Salivaは唾液、　b) 結果は24時間以内に届く。Swabは朝いちで受けると夕方には届く。

　c) 唾液は別なLabで検査するため結果受領まで24時間以上かかる可能性あり。

　→　当日中に結果必要な場合、「RT-PCR COVID 19 Testing Nasal Swab 1 Hour Result (15 minutes @ $315.00)」、　または「RT-PCR COVID 19 Saliva Testing Same Day (15 

minutes @ $300.00)」　を選択。確実を期すならば午前中の検査をお薦め

④希望日時を選択し、OKなら「Continue」を選択。

⑤「２ Your Information」を入力。（ここで"Pay Now"と出るので支払う）→最終確認にすすむ。

　a) "Do you require a Japanese Government Certificate for 

travel?"日本人向けにパスポート番号、国籍の入力欄があるので、入力、検査当日はパスポート又は写しを「必ず」持参。　b) 

キャンセルポリシー等の記載（Terms & Conditions）確認（予約変更やキャンセル24時間前まで、以降は25ドルのキャンセル料適用）

検査方法と検査結果/証明書受領：

①受付にて身分証明書提示とパスポート（写し可能）渡す（厚生省様式に記入必要上）、

②個室に通され、自分（セルフ）で「唾液」採取する、

③ 

a)「鼻咽頭ぬぐい液」の場合、数時間後に（その日のうちに）、結果の通知をメールで受ける。その後、厚生省様式に記入された結果が送付される。b)「唾液」

採取の場合、翌日5時以降にクリニック様式にて結果をメール通知受信する、翌々日お昼12時頃に登録したメールに厚生省様式に記入された結果が送付される、

④金曜日採取の場合、翌日が休業の土曜日に関わらず、土曜日中に送付されるとスタッフより回答あったが、週末（木、金）に検査を行う場合は、念のため結

果受領日を確認することお薦め

POST OAK ER

5018 San Felipe St, Houston, TX 77056

https://postoaker.com/

832-581-2277 24/7 電話＆WEB＆Email 保険対応可能
最短で1日

（同日）
― 可

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

予約方法：WEB/メール/電話にて24時間受付。

結果は同日（same day） にて判明。厚生省様式に記載/署名可能。

AUSPICIOUS Laboratory

3707 Westcenter Dr # 100, Houston, TX 77042

https://www.auspiciouslab.com/

(713)266-0808

月-金:

8am - 5pm 

土：

8am - 4pm 

電話＆WEB＆Email
$130 - $200

保険適用可能

・11amまで検査：午

後4時-5時結果判明

・11時以降検査：翌日

お昼に結果判明

適用不可　X

採取検体の記載がなく入

国の検疫書類として適用

不可。厚生省様式に記載・

署名が必要

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

Memorial Village ER

14520 Memorial Drive Suite 4, Houston, TX 77079

https://memorialvillageer.com/?utm_source=google&utm_me

dium=organic&utm_campaign=gmb

281-496-6837 9am-3pm 予約不要
$150

保険適用可能

最短24時間

最長48時間

不可

医者署名は無し

可　

（医師署名・印影（スタンプ

）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

   nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

□核酸増幅検査（LAMP法）

   nucleic acid amplification test （LAMP）

□抗原定量検査

   quantitative antigen  test (CLEIA)  

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

☑唾液　Saliva

（5/26/2021、6/4/2021、日本渡航用のPCR検査を受けた体験談）

1) 受付にて、20ページ弱の個人書類記入、QRコード読み取り、結果送付メールアドレス等必要な情報入力（←車の中で行うよう指示）

2) 検査時にフライト日時、採取法、検査法を確認。検査方法はRT-PCRで、結果が出るまでの8時間(以前の情報よりだいぶ短くなっている）

3) 検査時に日本の厚生省様式を先に預け、医師による記入と署名お願いする。

4) 明日（翌日）以降受付にいつでも取りに来ることができると伝えられる。検査日時など記入漏れがないよう、受け取り時、要チェック

( 結果メールは届くのが遅く、メールが来る前でも、病院ではもう書類は出来上がっているので、取りに行けばもらえます。）

5）取得例

a) 5時pmに検査行う、b) 厚生省様式を渡す時に医師より当日中に結果出ること確認、c) 明日以降ならいつとりに来てくれても大丈夫と伝えられる

d) 

別の日程でテスト受けた方は（以前は）、結果が届いてからフロントへ厚生省様式持っていってと言われたので、フロントや担当により対応が異なる

可能性あり要事前確認。

SpectraCell Laboratories, Inc

10401 Town Park Dr, Houston, TX 77072

https://www.spectracell.com/covid-19

(800) 227-5227

受付：月-

金8:30am - 

4:30pm 

土日/定休

電話＆WEB＆Email

covidtest@spectracell.com
$95 - $289 

保険適用可能

１２時間～４８時間以

内に結果判明

可（発行あり）〇

（採取検体Nasophartngeal

、採取法（RT-

PCR)、採取日時（Central 

Time)、医療機関名・医師名

、印影（スタンプ）、本人

パスポート番号など必要な

情報が全て記載）

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

 RIOS HEALTHCARE ASSOCIATES, PLLC

13899 Southwest Fwy, Houston, Tx 77027

https://www.rioshealth.com/

(832) 323-9230

受付：月-

金9:00am - 

7:00pm 

土日9am-2pm

電話,WEB,Email,portal

office@rioshealth.com
料金要問合せ

保険適用可能

当日判明

又は、

１２時間以内に結果

判明

―

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（LAMP法） 

nucleic acid amplification test（LAMP）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

検査結果後、すぐに判明、便利。

Ascent Emergency

2280 Holcombe Blvd, Houston, TX 77030

https://ascentemc.com/pre-travel-covid-19-testing-in-

houston-tx/

713-574-1166

8am tp 8 pm

 7 days 

（土日可）

オンラインまたは電話

$200 -$275

保険適用加

24時間以内

 (最短で1時間)

可　〇

（レターヘッド、採取検体

、採取法、採取日時、医療

機関名・医師名・署名・印

影など必要な全ての検査情

報が明記されている）

可

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

   nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

□核酸増幅検査（LAMP法）

   nucleic acid amplification test （LAMP）

□抗原定量検査

   quantitative antigen  test (CLEIA) 

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

☑唾液　Saliva

(6／7／2021、実際に検査を受けた本帰国日本人からの情報)

・鼻咽頭ぬぐい液 (Nasopharyngeal Swab) 

$275の検査は、50分で結果通知のメール受ける。当結果を受けて、当診療所で厚生省様式に必要事項記入／署名いただく。メール送付対応による厚生

省様式への記載と署名も可能とのこと。

＜取得例＞

1. 6/7/2021 4:34pm 採取（鼻咽頭ぬぐい液）、2. 同日5:24pm 当機関Medical Center LABOより結果判明、3. 結果に基づき、厚生省様式に記載・署名、4. 

6/10/201 搭乗（IAH→羽田） 

(5/30/2021、実際に検査を受けた（日本人）方の情報)

・お昼頃にIAH空港にて当日午後3時半の「唾液」検査予約してテキサスメディカルセンター方面に向かう。３時半に「唾液検査」実施、その後、約１

時間で唾液検査結果が判明、厚生省様式にも記入対応する。翌日、IAH空港にて羽田/東京行き搭乗。

(6/4/2021 受信者情報：「唾液」のみの検査が当日（金）実施され、検査結果は翌日の朝に判明）

南地区（DowntownからTexas Medical Center, Pearland, Clear Lake, Pasadena 地区含む「南」方面）

※下記情報は2022年7月5日時点の確認のものであり、電話確認や伝聞情報をベースとしています。記載内容が変更となる可能性もございますので、利用される場合は事前に各機関に確認をお願いいたします。状況により、72時間以内の検査結果取得が困難または検査方法が変更されるといった可能性もあり得ますので、予約をされる前に必ずご自身で各機関にご連絡の上、日本の要件に合致するかをご確認ください。

 出国前検査の陰性証明書（旧様式の簡素化）：2022年6月10日（日本時間）到着便より、出国前検査の陰性証明書の「検査証明書へ記載すべき内容」について、これまで必要でしたパスポート番号/国籍/性別/結果判明日/医師名/医療機関印影の記載項目が削減し、証明書様式（「所定のフォーマット」としていたもの）も改訂（簡素化）されました。https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

※2022年３月９日午前０時（日本時間）より、「鼻腔ぬぐい液」を有効な検体として取り扱うようになりました。尚、鼻腔ぬぐい液検体(Nasal Swab)の検査方法は核酸増幅検査(Nucleic acid amplification test)のみ有効ですので、核酸増幅検査（RT-PCR 法）核酸増幅検査（LAMP 法）核酸増幅検査（TMA 法）核酸増幅検査（TRC 法）核酸増幅検査（Smart Amp 法）核酸増幅検査（NEAR 

法）のいずれかの方法で検査をしてください。次世代シーケンス法や抗原定量検査の場合は対象外となりますので、ご注意ください。

西地区（DowntownからPost Oak/GalleriaとMemorial City地区含む「西へHighway Beltway ８まで」）

Katy地区（Highway Beltway ８からSugar Land地区含む「西」方面）
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Elite Care

2500 Rice Boulevard, Houston, TX 77005 

https://elitecarehouston.com/

713-527-4400 24 hour 備考欄に記載 $350 １-３日 医師の証明可 可

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

   nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

□核酸増幅検査（LAMP法）

   nucleic acid amplification test （LAMP）

□抗原定量検査

   quantitative antigen  test (CLEIA) 

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

☑唾液　Saliva

予約方法：テキストメッセージを送信、登録する。電話受付不可。

833-413-0287 に“COVID TEST” というメッセージを送り登録、後ほど担当者から予約時間について連絡がある。

受付は朝5時開始、所定の数に達したらその時点で終了

通知方法：① 登録したメールにクリニック所定の書式の証明書を送信、またはクリニックで

直接証明書受け取りも可能

②　所定のフォーマット(Word)への記入を希望する場合、印刷した用紙を受け付け時に提出、

後ほど本人がピックアップ。メールでの通知対応は不可。

APC Health

2825 Miller Ranch Road, Unit 225, Pearland, TX 77584

https://apchealth.net/

281-240-0974
月-日（毎日）

9am - 5pm
電話＆WEB

In person: $60
24時間以内

可　〇

（レターヘッド、採取検体

、採取法、採取日時、医療

機関名・医師名など必要な

情報が明記されている）

無（署名不可）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

   nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

□核酸増幅検査（LAMP法）

   nucleic acid amplification test （LAMP）

□抗原定量検査

   quantitative antigen  test (CLEIA) 

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

☑唾液　Saliva

予約方法：電話受付

281-240-0974に電話をして、アポを取る

事務所は朝9時から夕方5時まで毎日オープンで、検体採取は駐車場にて行われる。

通知方法：検体を午後2時までに採取した場合、その日のうちにメールにて受け取り可能。

午後2時以降に採取した場合は翌日の午後までにメールにて受け取り可能。

政府所定のフォームへの記載は不可能。

Global Health

7720 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505

https://www.hasc.com/contact-us/

(281) 476-9900, 

ext. 338

月-金:

7:30am - 4:30pm 
電話＆WEB＆Email 最短で1日

（同日）

適用不可　X

採取検体の記載がなく入

国の検疫書類として適用

不可。厚生省様式に記載・

署名が必要

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑抗原定量検査 * 

Quatitative antigen test *（CLEIA）

* 抗原訂正検査ではない

* Not a qualitative antigen test.

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

 SE Texas ER - Clearlake

351 Clear Lake City Blvd

Houston, TX 77062

https://setexaser.com/covid-19/

https://setexaser.com/clearlake/

281-883-5521

24時間/7日間対

応、予約必要な

し

電話,WEB,Email

info@ummc.care 

https://www.ummc.care/c

ontactus  

料金要問合せ

当日(早くて30分以内

）判明 ―

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（LAMP法） 

nucleic acid amplification test（LAMP）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

AFC Urgent Care La Porte

8850 Spencer Hwy #100, La Porte, TX 77571

https://www.afcurgentcare.com/laporte/patient-

services/covid-19-testing/

(281) 946-9980
毎日：8:00am-

8:00pm

電話,WEB,Email/予約なし

(walk in)でも検査可能
料金要問合せ

保険適用可能

当日(早くて30分以内

）判明

適用不可　X

採取検体の記載がなく入国

の検疫書類として適用不可

。厚生省様式に記載・署名

が必要

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（LAMP法） 

nucleic acid amplification test（LAMP）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

Genview Diagnosis Inc

3808 World Houston Pkwy, Suite B, Houston 77032

IAH空港から車で５分の場所にある検査所

空港周辺以外も施設あり

5252 Hollister St. Houston TX 77040

10400 S Post Oak RD. Houston TX 77035 

https://i24test.com/

281 824 1800

事前予約なしで

も受診可能

毎日

7days/week, 7am 

to 7pm

電話＆TEXT(281 513 7010)

IAH空港近くテス

ト機関：$200/IHr, 

$150/5Hr., 

$100/10Hr.

 $100 for 12 hour 

and 16 hour;

 $180 for 6 hour; 

$280 for 4 hour 

results

保険適用可能

Laboのため、

最短で1時間～1日

（同日）

適用不可　Ⅹ

（採取検体が不明確）

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

検査場証明省は採取検体の記載が不明確のため、厚生省様式に明記/署名が必要

Haztech Testing Center

18648 Mckay Dr., Suite 120 Humble, TX 77338

（IAH空港から車で8分の場所にある検査所 (I69沿い））

https://haztech.com/book-covid-19-test-houston/

(888) 842-9788

受付：月-金

9am - 5pm 

 週末/祭日

10am - 4pm

電話＆WEB＆Email

houston@haztech.com
$ 250

保険適用不可

30分以内に結果判明

可（発行あり）〇

（採取検体Nasophartngeal

、採取法（RT-

PCR)、採取日時（Central 

Time)、医療機関名・医師名

、印影（スタンプ）、本人

パスポート番号など必要な

情報が全て記載）

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

IAH空港近くのI69沿いに位置するテスト機関。空きがあれば当日予約も受け付ける。結果が30分以内に判明することから、空港チェックイン前（出発

前）に立ち寄ることも可能。厚生省様式への記載/署名も当日対応可能。

Gene Street

11455 Fallbrook Dr #102, Houston, TX 77065

http://www.genestreet.com/

(866) 230-0848

日-木:

 8am to 6pm

金-土:

 8am to 5pm

電話＆WEB＆Email

Laboのため、

最短で1日

（同日）

可（発行あり）〇

（レターヘッド、採取検体

、採取法、採取日時、医療

機関名・医師名・署名（D

ocuSigned)、本人パスポー

ト番号など必要な情報が全

て記載）

―
☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

 United Memorial Medical Center

510 W Tidwell Rd, Houston, TX 77091

https://www.ummc.care/

281-618-8500

受付：月-

金8:00am - 

5:00pm 

電話,WEB,Email

info@ummc.care 

https://www.ummc.care/c

ontactus  

料金要問合せ
当日判明

―

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

Meridian Springs Primary Care

25420 Kuykendahl Rd D-700 Tomball, TX 77375-3405

（Woodlands地域）

https://springsmd.com/covid-19-testing-in-the-woodlands-

texas/

(281)826-1359

受付：月-金

9am - 5pm 

 

検査は週末も実

施

電話＆WEB＆Email $95 - $145 

保険適用可能

2 pm 迄：当日判明

2 pm 以降：翌日判明

適用不可　X

採取検体の記載がなく入

国の検疫書類として適用

不可。厚生省様式に記載・

署名が必要

可　

（医師署名/スタンプあり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

Woodlands /Spring方面にあるクリニック。午後4時に検査を受けて翌日に検査結果判明、厚生省様式の記入/署名の受付可能。

XpressCheck

George Bush Intercontinental Airport

Terminal E, Departures Level

（IAH空港ターミナル(E)内）

https://xprescheck.com/locations

281-743-0668
毎日：8:00am-

6:00pm

電話,Email/空いていれば

予約なし(walk 

in)でも検査可能

＄250　

保険適用不可

当日(60分から120分）

判明 ―

可　

（医師署名・印影

（スタンプ）あり）

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法） 

nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

空港ターミナル内に位置するため、当日有効な航空（搭乗券）券を保有していないとTSA通過ができないため、当日搭乗の場合は薦められない。予約

なし（Walk in)の受付可能になることもあるが、混みあうあと検査結果と証明書発行まで時間を要することもあり、事前予約おすすめ。

北地区（DowntownからCypress, IAH Airport 周辺、Humble, Spring, Woodlands 地区含む「北」方面）                                                                                

Walgreens                                                                                
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Walgreens

https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing

9am -5pm 

(検査時間)

オンライン（WEB又はア

プリ）

無料～125ドル　

　　　　　　　6

＆7月以降は、連

邦政府補助を受

けないことから

保険が適用なら

ないと125ドル支

払い必要と申し

込み時に表示さ

れる。しかしな

がら、実際に受

けたら（7/3時点

)無料でよいと窓

口で回答あり。

24～48

時間以内

 (ID NOW は

最短で1時間

結果判明)

可　〇

医者署名は無し　

（Walgreensが発行する検

査結果原本をダウンロード

した上、SOSファーストラ

ックに添付の上申請を受け

付け可能となり実績が数件

あり）

以下は会員の体験をベースに現

時点でとりまとめた可能な店舗

ですが、  

変更の可能性もあり、事前にご

確認願います。

<#4027>

5250 Westheimer Rd, Houston

<#3735>

1919 W Gray St, Houston

<#3407>

12550 Westheimer Rd, Houston

<#7491>

 6802 S. Fry Rd,  Katy

＜#7720＞  

21106 Kuykendahl Rd. Spring

<#2428> 

2717 FM 1960 Rd, Houston

　<#3419> 

4790 Lexington Blvd, Missouri City

<#4745>

5280 Buffalo Speedway, Houston

以下の店舗は、当直の薬剤師によ

り厚生省様式に記入/署名できな

いケースがあり、対応が異なりま

す。

 <#3696>

4711 Sweetwater Blvd, 

Sugar Land

☑核酸増幅検査（real time RT-PCR法）

   nucleic acid amplification test（real time RT-PCR）

☑核酸増幅法（NEAR法）

   Nucleic acid amplification test （NEAR）

☑核酸増幅法（LAMP法）

   Nucleic acid amplification test （LAMP）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

☑鼻腔ぬぐい液

Nasal  Swab

<検査法＞

PCR とID NOW核酸増幅検査（ Nucleic acid amplification test） （NEAR法）が厚生労働省が求める対象になります。PCRの場合は結果が出るまで１日以上、ID NOW  

の場合は24時間以内に結果が判明すると記載ありますが、ID NOW (NEAR法) 

は90分以内にメールにて結果が配信されるケースが多いと聞いています。検査手順は次の通りです。https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing

。

以下の体験は、Walgreensの検査方法Rapid NAAT Testが厚生省所定の検査法の一つ(例えば、ID NOW (NEAR法）)であることを前提に、ご案内します。 

＜鼻咽頭ぬぐい液　Nasopharyngeal Swab」＞

1) 

Walgreensの店舗、係員や当直医師によって『採取方法にばらつきがあり、厚生省様式に基づき確実に署名をいただけるかどうかにもばらつきがあります、ご自身で事前に確

認が必要です。』こちらの情報は会員の体験をベースに、参考までに（事前に各自が確認することを前提に）、Walgreensの情報も掲載することといたしました。

2) 「ばらつき」の対象（要因）：厚生省が求める採取検体「鼻咽頭ぬぐい液　Nasopharyngeal 

Swab」は「(個人差ありますが5cm近く)ゆっくり挿入して鼻の奥の壁まで到達の上、鼻の内側全周に綿棒が触れていることを確認しながらゆっくり回して採取します。鏡を見

ながら採取することおすすします。」必要があります（自己採取は比較的困難）。店舗係員によっては鼻の奥までしっかり挿入の上20秒間採取するよう指導の上モニターし

ています。

＜鼻腔ぬぐい液  Nasal  Swab ＞

比較的自己採取が容易な「 鼻腔Nasal Swab 」（鼻の手前（上）あたりを採取）は、今般(3/9より)、厚生省が求める検体の一つとして追加されました。Walgreensでは、Source: 

Swan of internal nose, Type: Nasal - Anteriorを記載されており、厚生省が求める検体Nasal Swabとは異なります。

＜手順＞

１）WEB又は、アプリにて３～４日前より予約可能。２）予約確認メール受信、３）予約日時に所定店舗のWalgreensドライブスルーへ向かう(5分前までに)、４）ドライブス

ルー窓口にて身分証明書提示、５）梱包されたテストキット配布され、車の中でセルフ（鼻の中奥まで）で実施。６）セルフで行ったテスト（棒）を所定の袋に入れて窓口

に提出、テスト完了、24時間以内に結果が判明すると係員よりアナウンス受ける、７）90分以内（これまで多くの方が）、登録したメールアドレスに結果が送付。

＜SOSファーストトラック手続き＞

８）メールで送られてきたWalgreen原本結果を携帯に一旦ダウンロード。９）検疫手続き事前登録の陰性証明書に必要事項入力（採取日時、採取検体、検査法等）の上、Wal

green検査結果をアップロード。１０）数時間後にSOSアプリ上に審査完了と表示。１１）検疫手続確認センターからは、「接続不具合やスマートフォンの故障等が起こった

場合に備えて、必ず証明書原本を携帯するよう」指示あり。

https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing

