
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

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 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

☑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-5pm

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

鼻咽頭ぬぐい

液 $200-$300

Nasopharyngeal 

 Swab

唾液 $200 

Saliva

24から48時間

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S

PUTUM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

☑唾液　Saliva

検査方法：①3日前から予約を受け付け（支払いの上）、検査方法RT-

PCRを指定、採取検体を選択する。②「鼻咽頭ぬぐい液($300)」は24時間以内、「唾液($200)」は翌日5時以降に結果がメールにて通知。③受付にて

身分証明書提示とパスポート写し渡す（厚生省様式に記入必要上）、④個室に通され、自分（セルフ）で採取する、⑤ 

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、⑦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、念のため確認することお薦めします。

【取得例】

「鼻咽頭ぬぐい液」事例：１日で、検査と結果の通知（厚生省様式の記入含む）が完了する。

「唾液」事例：5/8WEBで予約、5/10 3pm PCR（唾液）検査、5/11 9pm 検査結果メール（クリニック様式）にて判明、5/12 12pm 

厚生書証明書発行メールに送付、5/13出発

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

（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

☑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）

Memorial Village ER

14520 Memorial Drive Suite 4, Houston, TX 77079

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

_medium=organic&utm_campaign=gmb

281-496-6837 9am-3pm 予約不要

$150

（保険対応に

て無料とする

こと可能）

最短24時間

最長48時間
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

☑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。

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 （Drive 

Through)

24～48

時間以内

 (ID NOW は

最短で1時間

結果判明)

医者署名は無し　

（採取検体記載な

し、医師名記載あ

り）

店舗により可能

<#7251>

11038 Westheimer Rd, 

Houston（大道近く）

<#7491>

 6802 S. Fry Rd,  Katy

＜#7720＞ 

21106 Kuykendahl Rd. 

Spring

<#2428> 

2717 FM 1960 Rd, 

Houston（空港近く）

<#3696> 

4711 Sweetwater Blvd, 

Sugar Land

事前にご確認願います

☑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）

□抗原定量検査

   quantitative antigen  test (CLEIA)  

☑核酸増幅法（LAMP法）

   Nucleic acid amplification test （LAMP）

☑鼻咽頭ぬぐい液

Nasopharyngeal Swab

□唾液　Saliva

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/test

ing?ban=covid_vanity_testing。

以下、ID NOW (NEAR法）検査について、実際の体験に基づきご案内します。 

Walgreens 対象店舗：<#7251>11038 WESTHEIMER RD HOUSTON, TX 77042 

。こちらの店舗は、厚生省様式に署名できる医師が常駐（平日/週末）しており、すでに多くの受診者の署名(日本人中心に)したと伺っております。

事前にご確認願います。加えて、左の欄に掲げた複数の店舗も厚生省様式に記載/署名いただけます。医師の判断で拡散増幅検査（LAMP法）にチェ

ックされることもあります。

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）梱されたテストキット配布（鼻咽頭ぬぐい液）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、８）当結果を踏まえて、駐車してWalgreens店舗内の医療/薬受

け渡し窓口(ドライブスルーとは異なる窓口）に向かい、あらかじめ用意した厚生省所定様式を持参、結果について記載と署名/スタンプ印をお願い

する（送られてきた‘Walgreensメール様式の結果だけでは、採取検体（鼻咽頭ぬぐい液、or 

唾液）の記載がないことから、検疫所より書類不備の対象となるので要注意）、９）当厚生省様式には、名前やパスポート番号、生年月日等必要事

項あらかじめ記載、１０）検体採取時間の表記を、walgreensから送られてくる+6時間進んでいるUTC（ロンドンの時間）ではなく、CST（中部時間

）にて記載（手書き）するようお願いする。その他の、採取検体(鼻咽頭ぬぐい液 Nasopharyngeal 

Swab)、検査法(核酸増幅法（NEAR法）)、検査結果（陰性）等、記載（手書き）漏れないこと必ず確認する、１１）当日、厚生省様式に記載と署名

ができる医師がいない場合は、または、厚生省所定様式に署名できない店舗の場合は、Walgreens様式の当該結果に基づき、係りつけの医師やクリ

elite care

2500 Rice Boulevard, Houston, TX 77005 

https://elitecarehouston.com/

713-527-4400 24 hour
備考欄に記

載
$350 最長で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

☑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。

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 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。

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

（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

☑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。

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）

発行あり

（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

※下記情報は6/11/2021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。
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