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１．PCR検査の流れ（申込～検査～結果通知）

No 内容 FROM TO 方法 期日

1
PCR検査キット

申込
各競技団体
代表者

宮城県選手団
PCR検査事務局

「PCR検査キット申込書」エクセルフォームに入力。
事務局宛てにメールにて送信してください。
パスワードを「kokutai」に設定して送信してください。
選手・監督は1人につき2個。（無料）
その他同行者は任意申込。（有料）

・競技開始が1/24以降
→1/7（金）まで申込
・競技開始が2/17以降
→1/28（金）まで申込

2
PCR検査キット

送付
にしたんクリニック

各競技団体
事務局又は
選手個人宅

「PCR検査キット申込書」記載の住所にヤマト便で
検査キットが到着します。

「PCR検査キット申込書」送付後、7
～10日以内にキットが到着。

3
【出発前】

PCR検体（1回目）
送付

選手・監督 にしたんクリニック

唾液採取後、検体をにしたんクリニックへ送付。
「切手」を貼りポストへ投函してください。
平日は普通郵便（220円）
土日祝は速達（510円）

現地到着前72時間以内に唾液を
採取し送付する。

4
【出発前】
検査結果
通知

にしたんクリニック 選手・監督
検体到着後、24時間以内に検査を実施。
その後、本人のメールアドレスに「検査結果」が通知
されます。

検体をポストへ投函後の翌日又は
翌々日。

5
検査結果とりまとめ

報告 宮城県選手団
PCR検査事務局

各競技団体
代表者

事務局より、とりまとめた検査結果を各競技団体代表者
へ電話又はメールでお知らせいたします。

開催県への到着日に連絡。
＊検査結果報告前に開催県へ移
動も可能です。

6
【帰着前】

PCR検体（2回目）
送付

選手・監督 にしたんクリニック
唾液採取後、検体を送付。
「切手」を貼りポストへ投函。

試合終了後、開催県を出発する前
日又は当日の午前中。

7
【帰着前】
検査結果
通知

にしたんクリニック 選手・監督

検体到着後、24時間以内に検査を実施。
その後、本人のメールアドレスに「検査結果」が通知されま
す。1回目同様にとりまとめた検査結果を代表者へご連絡
いたします。

検体をポストへ投函後の翌日又は
翌々日。
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２-1.「PCR検査キット申込書」の作成と送付

各競技団体代表者は「PCR検査キット申込書」を作成の上、期日までに「国体宮城県選手団PCR事務局」へお送りください。
記入ミスや申込書送付の遅れは、PCR検査キットが届かないなどのトラブルになりますので、ご留意の上手続きをお願いいたします。
エクセルフォームのシートは２つあります。

①「送付先一覧」 ②「代表者連絡先」

【申込書送付期日】
■競技開始が1/24以降 → 1/7（金）まで
■競技開始が2/17以降 → 1/28（金）まで

＊送付先毎に一行づつ入力をしてください。
＊「競技団体事務局に一括送付」又は「個人宅へ送付」のどちらも選択が可能です。団体と個人の併用も可能です。
例）全体練習日や集合日があり、その際に選手へ手渡しをしたい為、各競技団体事務局へ一括送付する。
例）集合する機会がなく、県外に住む選手もいるため、各選手個人宅へ送付する。

＊数量はお一人様につき２個をカウントをして入力してください。

①「送付先一覧」

競技名 種別 担当者(個人)名 担当者(個人)名(カナ)
電話番号

(ハイフンなし)

郵便番号

(ハイフンなし)
都道府県 市区町村 町名地番 建物名+団体名 数量 費用負担

例）団体 サッカー 成年男子 山田太郎 ヤマダタロウ 08000001111 1506126 東京都 渋谷区渋谷 2-24-12 〇〇高等学校 20 無料

例）個人 テニス 全種別 佐藤太郎 サトウタロウ 08000002222 1506126 東京都 渋谷区渋谷 1-2-3 〇〇アパート〇階 2 無料
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２-2.「PCR検査キット申込書」の作成と送付

②「代表者連絡先」 （記入例）

競技名 サッカー 記入日

人数 選手 監督 合計 キット数（人数×2個）

＊選手・監督はキット代の費用負担はありません。

（費用負担なし） 20 3 23 46

その他同行者 人数 キット数（合計） PCRキット代請求先

（有料で購入希望の場合）

5 10

住所 宮城県●●●●●

宛名 ●●●

代表者名

項目

代表者

種別 氏名 連絡先（携帯） メールアドレス

開催県

又は

監督 到着日

記入例 代表者 成年男子 宮城 太郎 090-0000-0000 ●●●●@docomo.ne.jp 1月22日

① 監督 成年男子 ●● ●● 090-0000-0000 ●●●●＠docomo.ne.jp 1月22日

② 監督 少年男子 ●● ●● 090-0000-0000 ●●●●＠docomo.ne.jp 1月22日

③ 監督 女子 ●● ●● 090-0000-0000 ●●●●＠docomo.ne.jp 1月22日

④

⑤

その他

＊代表者は監督又は同行スタッフ等で選手を管理している方の登録をお願いします。

＊代表者宛てにPCR検査結果（選手全員の取りまとめ結果）をお知らせいたします。

＊移動開始日までに検査結果通知が来ない場合でも、開催県への移動は開始してください。

＊連絡先及びメールアドレスは、移動時でも着信ができる携帯電話等の登録をお願いいたします。

＜お申込み・お問い合わせ＞

近畿日本ツーリスト株式会社 仙台支店内 「国体宮城県選手団PCR検査事務局」

mailto:miyagitaro@docomo.ne.jp
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日数 時間 業務

1 AM ７２h前
【選手】検体を午前中にポストに投函。にしたんクリニック（東京）へ送付。
平日：220円の切手。土日祝：速達510円の切手。

2 終日 ４８h前
にしたんクリニック（東京）に検体が到着。到着後24時間以内に検査。
＊早い場合は当日中に検査結果が選手本人にEメールで通知されます。

3 終日 ２４h前 検査結果が本人へEメールで通知されます。

4 AM 移動日
【選手】開催県へ出発。各県へ到着。
【各競技代表者】事務局から取りまとめた選手全員の結果の連絡が来ます。電話又はメールにて。

5 予備日

6 試合開始

【出発前】

３．検査スケジュール（目安）

【帰着前】

日数 時間 業務

1 終日
移動日の前日
又は 移動日

【選手】検体をポストに投函。にしたんクリニック（東京）へ送付。
平日：220円の切手。土日祝：速達510円の切手。

2 終日
移動当日

又は移動日翌日
にしたんクリニック（東京）に検体が到着。到着後24時間以内に検査。
＊早い場合は当日中に検査結果が選手本人にEメールで通知されます。

3 終日 検査結果が本人へEメールにて通知されます。

4 【各競技代表者】事務局から取りまとめた選手全員の結果の連絡が来ます。電話又はメールにて。

＊帰着前の検体は、「移動日前日」又は「移動日のAM中」にポストへ投函してください。

＊各選手は検査結果通知「陰性」を確認してから移動するのが望ましいですが、出発を妨げるものではありません。



© All rights reserved by KNT Tohoku Co.,Ltd. 

5

４.検査通知

「検査結果通知」

①にしたんクリニック➡選手・監督（個人メールアドレス）

件名：【医療法人社団直悠会 にしたんクリニック】PCR検査結果のお知らせ

-----------------------------------------------------------------------
※本メールは、自動的に配信しています。
こちらのメールは送信専用のため、直接ご返信いただいてもお問合せには
お答えできませんので、あらかじめご了承ください。
-----------------------------------------------------------------------

●●様

いつもご利用いただきありがとうございます。
医療法人社団直悠会 にしたんクリニックです。
PCR検査が完了しました。
検査結果に関しては添付のPDFをご確認ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                                        

ご不明な点は下記までご連絡ください。
フリーダイアル：0120-222-545（受付時間12:00～19:00）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下記のサンプルの通り、選手・監督の個人メールアドレスに結果が通知されます。
各競技代表者は、可能な限り選手本人の携帯画面を確認し全員「陰性」であることを確認してください。

＊メール文

＊検査結果
「メール添付PDF」

②国体宮城県選手団PCR検査事務局➡各競技団体代表者（電話又はメール）

事務局から各競技団体代表者へ「検査のとりまとめ結果」を報告いたします。

連絡日：①開催県到着日 ②宮城県へ帰着後
報告内容：検査数、検査結果、未受検者数
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５.発送の際の諸注意

【まとめて発送の場合】

まとめて発送の場合は、それぞれ梱包した検体を大き
なダンボールに入れ、新聞紙やエア緩衝材を詰めて、
検体が動かないようにして発送ください。
発送は必ず「ゆうパック」にてお送りください。コンビニで
は受付できませんので必ず「郵便局窓口にて」お手続
きください。

【送り状記載の注意】

①「翌日」の日時指定にて発送ください。
②まとめて発送の場合「品名」には
コロナ検体（不活性化済）
（ＵＮ３３７３に梱包済み）
と必ずご記入下さい。

コロナ検体（不活性化済）
（UN3373に梱包済み）
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6.陽性者が出た場合

監督・各競技代表者

連絡【至急】

宮城県スポーツ協会

宮城県スポーツ振興課

連絡【至急】

連絡【至急】

＊「陽性」が出た場合の対応
最初に「本人」へ結果が通知されます。「陽性」の場合は至急、監督・各競技代表者へ連絡をするよう事前案内をお願いいたします。
その後の対応については、宮城県スポーツ協会と宮城県スポーツ振興課で協議の上、指示をいたします。

「陽性者」は各保健所からの指示に従っていただき、医療機関等より処置が行われます。
※「陽性」が出た際、すでに秋田県、栃木県にいる場合でも患者様の住む地域の保健所からご連絡が来ます。
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７．PCR検査概要（にしたんクリニック）

■検査概要
・提供開始：2020年8月24日(月)～ ※2021年4月28日時点で検査申込数95万件突破
・対象：個人、法人(企業・団体)の無自覚・無症状の方が対象

≪企業 導入事例≫
-近くで感染者、濃厚接触者が出て、該当者以外は無自覚無症状だが、心配なので受けさせたい。
また自宅待機期間を設けず、出社の判断基準として活用したい。（体調不良者も同様）
-国内出張者や年末年始の帰省前後に感染対策として検査を受けさせる
-非常時に備え、検査キットを備蓄しておき、迅速な対応が出来るよう準備しておきたい
-医療機関や保健所が逼迫しており、導入を決めた
-イベント開催時の感染対策として検査を受けさせたい

■使用する検査試薬キットや検査機器など
・検査試薬キット：
→「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査法について」(厚生労働省健康局結核感染症課
国立感染症研究所 2020年8月18日版)に記載され、保険適用の対象となっている検査試薬キットと同じものを使用しています。

・検査機器：
→保険適用の対象となっている高性能リアルタイムPCR装置を使用しています。
・唾液採取用キット：唾液保存容器セット、返送案内、吸水シート、緩衝材、密封袋、返送用箱
※返送料はお客様負担です。220円分の切手を返送用箱に貼付してください。

■注意事項
・検査結果が陽性だった場合クリニックより保健所へ報告をします。

保健所より申込者に連絡があるまで自宅待機してください。

保健所から連絡があり次第、保健所の指示に従った行動をお願いいたします。

・使用する検体採取用キットは、説明書を確認いただき、申込者自身の責任による自己採取での使用に限ります。

・使用する検体採取用キットは、日本国内での使用に限ります。

・海外渡航の際に必要な陰性証明書は主要国のフォーマットを用意しています。

・当院が提供するPCR検査は、年齢制限はありません。

・検査結果に関わらず、必要に応じてにしたんクリニックの医師に相談することが可能です。

唾液採取用キット

(今後一部変更が生じる場合があります)
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8.連絡先

近畿日本ツーリスト株式会社 仙台支店 内

「国体宮城県選手団PCR検査事務局」

〒980-0021 仙台市青葉区中央1-7-20東邦ビル5F
TEL022-222-4141
FAX022-221-6188
緊急連絡先（携帯） 担当阿部 080-7719-2672 / 及川 080-2807-1097

Eメール sendai-dantai@or.knt-th.co.jp
平日：9:00～17:45
【業務内容】
・各競技団体代表者・監督の総合窓口。
・PCR検査キット申込受付。検査結果とりまとめ。

「PCR検査キットの申込・お問い合わせ」

「検査機関」

にしたんクリニック PCR問合せ窓口
TEL0120-222-545
電話受付：24時間

【お問合せ内容】
・検査キットの不備。
・検査方法について。
・検査結果のメールが届かない。但し回答はご本人からの問い合わせに限ります。

mailto:sendai-dantai@or.knt-th.co.jp

