
当クリニックは日本経済産業省ならびに中国駐日大使館の

「指定検査医療機関」として認定されております。

≪お知らせ：2022 年 2 月 28 日より中国渡航における

検査が新しくなりました。≫

１．最新措置について

現在オミクロン株の感染拡大が続く中、水際対策の為、2022 年 2 月 28 日(当日含む)より日

本から中国へ渡航する際の検査方法が変更されました。搭乗予定日の７日前に行う PCR 検査

(以下「予備検査」という)＋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

隔を空けて別々に行う PCR 検査(以下「交差 PCR 検査」という)に変更されました。

変更後の検査及び健康コードの申請手続きについて：

→ ①搭乗予定日の７日前に「予備検査」を行います。

→ ②７日間(搭乗の前日まで)の健康観察を行います。

→ ③搭乗予定日の３日以内に「交差 PCR 検査」を行います。

→ ④陰性証明書を取得します。

→ ⑤健康コードを申請します。

→ ⑥搭乗となります。

例：搭乗予定日が 3 月 10 日の場合、3 月 3 日に「予備検査」を行い、3 月 3 日から 3 月 9

日に健康観察及び「自己健康状況観察表（7日間）」を記入、3月 7日から 3月 9 日に「交

差 PCR 検査」を行い、3月 9日 20:00 までに、健康コード申請書類をまとめて提出してく
ださい。

２．操作手順及び注意事項について

（一）検査機関について

中国渡航に関する「７日前予備検査・３日以内検査」の同意書

⇒ ダウンロード
赴华“7 天前初检，3天前检验”同意书 ⇒ 下载

スムーズな検査を行うために事前に書類を記入してお越し下さい

请提前填写文件，以便顺利检查

http://osaka.china-consulate.org/jpn/xwdt/202202/P020220218742382545662.png
https://www.adachi-naikaclinic.jp/wp-content/uploads/new_go_china_info-2.pdf
https://www.adachi-naikaclinic.jp/wp-content/uploads/new_go_china_info-2.pdf


渡航前検査は必ず中国駐大阪総領事館が指定する検査機関で行ってください。中国駐

大阪総領事館管轄地域指定検査機関リストの詳細は(中国駐大阪総領事館管轄地域

指定検査機関リスト.pdf )をご覧ください。

＜注意事項＞

1.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。

2.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。

上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した

検査費用は、中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払

方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応

時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約確認を行って

ください。

（二）渡航前検査及び健康観察について

1、「予備検査」：搭乗予定日の７日前に PCR 検査を行ってください。検査日の計算方

法は「搭乗予定日−７＝検査日」となります。例：搭乗予定日が 3月 10 日の場合、3

月 3日に「予備検査」を行ってください。

2、健康観察：「予備検査」の検体採日から７日間、搭乗予定日の前日まで健康観察

及び「自己健康状況観察表（７日間）」(自己健康状況観察表（7 日間）.pdf)の記入

が必要となります。

3、「交差 PCR 検査」：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

隔を空けて、別々に２回の PCR 検査を行ってください。例：搭乗予定日が 3月 10 日

の場合、3月 7日から 3月 9日に「交差 PCR 検査」を行ってください。

4、注意事項

（１）全ての検査結果は陰性であり、中国駐日本国大使館・総領事館の所定フォーマット

を使用した検査証明書を取得してください。（所定フォーマットは以下の画像ご参照く

ださい。）

https://www.adachi-naikaclinic.jp/wp-content/uploads/220318.pdf
https://www.adachi-naikaclinic.jp/wp-content/uploads/220318.pdf
http://osaka.china-consulate.org/jpn/xwdt/202202/P020220218742502732246.pdf




（２）検査結果受取り時、必ず氏名、旅券番号、生年月日、連絡先等の個人情報を確認し、

記載ミスなどがあればその場で訂正をしてください。また所定フォーマットかどうかも

ご確認ください。

5、参考例

搭乗予定日が 3 月 10 日の場合、必ず 3 月 3 日に「予備検査」を行い、3 月 3 日から 3

月 9 日までに「自己健康状況観察表（7日間）」を記入、3月 7 日から 3月 9 日に「交

差 PCR 検査」を行い、3月 9日 20:00 までに、健康コード申請書類をまとめて提出して

ください。

当院での新型コロナウイルス PCR 検査法について

※ 2022 年 2 月時点： 中国政府が求める新型コロナウイルス PCR 法について

1. 検査試薬は内因性内部統制を使用

2. 試薬検査領域≥2 個，且 ORF1ab と N 遺伝子領域を含む

3. 検出限界値 ≤200 Copies/ml

4. 鼻咽頭ぬぐい法



当院の新型コロナウイルス PCR 検査法

（日本語）

2022 年 2 月 28 日より渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について

（中国語）

关于自 2022 年 2 月 28 日起调整赴华人员行前检测及申请健康码政策的通知

PCR検査について
Details of SARS-CoV-2 nucleic acid testing

1
核酸检测试剂品牌

Brand of the test reagent

TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) リアルタイム PCR 検

出キット

詳細はこちら☞

2
样本类型

Specimen type
鼻咽拭子 Nasopharyngeal swab (NPS)

3

核酸提取方法

Nucleic acid extraction

method

磁珠法 Magnetic beads technology

4

核酸提取设备品牌

Brand of nucleic acid

extraction instrument

KingFisher Duo Prime

5

核酸扩增检测设备品牌

Brand of nucleic acid

detection instrument

アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx

詳細はこちら☞

6

核酸扩增检测方法

Nucleic Acid detection

method

荧光 PCR Quantitative Real-time PCR

7
靶标

Target genes
ORF1ab、N protein、S protein

http://osaka.china-consulate.org/jpn/xwdt/202202/t20220218_10643398.htm
http://osaka.china-consulate.org/chn/xwdt/202202/t20220218_10643385.htm
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/ivdDetail/ResultDataSetPDF/840863_30200EZX00023000_A_01_05
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiDetail/ResultDataSetPDF/840863_13B1X10227000007_A_01_01


今後も中国政府から当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性があります

ので、引き続き、駐日中国大使館ホームページを確認するなどして、関連する最新情

報にご留意下さい。

中国渡航に際した「７日前検査」と「３日以内の検査」に対応しています。

検査費用はＰＣＲ検査＋陰性証明書を含めて自費となります。

Ａ: 中国渡航予備検査：７日前の PCR 検査：

価格 13,000 円税込（大使館指定証明書含む）

Ｂ: 中国渡航予定３日以内交差 PCR 検査 ：

価格 13,000 円税込（大使館指定証明書含む）

Ｃ: 中国渡航２回 PCR 検査セット（A + B）：

（7 日前の予備検査 ＋ 渡航予定 3日以内交差 PCR 検査）：

価格 26,000 円税込（大使館指定証明書含む）

鼻咽頭ぬぐい液による PCR 検査を実施しております。

当日の検査結果のお渡しも可能ですが、曜日・予約時間・混み具合で異なります。

検査希望の方は、お問い合わせと予約をお願いします。

中国渡航に関する「７日前予備検査・３日以内検査」の同意書

⇒ ダウンロード
赴华“7 天前初检，3天前检验”同意书 ⇒ 下载

スムーズな検査を行うために事前に書類を記入してお越し下さい

请提前填写文件，以便顺利检查

https://www.adachi-naikaclinic.jp/wp-content/uploads/new_go_china_info-2.pdf
https://www.adachi-naikaclinic.jp/wp-content/uploads/new_go_china_info-2.pdf
https://select-type.com/rsv/?id=8oL6fUbHBCA&c_id=222445


予約方法

現在、お電話での予約のみとさせて頂きます。

ＴＥＬ：０６－６９５５－６７００（直通①）

ＴＥＬ：０６－６１６７－６０６５（直通②）

ＴＥＬ：０６－６９５８－５１５０（代表）

医療法人永紘会


