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広島市・福山市全事業所PCR検査集中実施 



お申し込みにあたってのお願い 

事業主のみなさまへ 

～ PCR検査のお申込みにあたってのお願い ～ 
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▶従業員に受検を強制しないこと 

▶受検しないことで従業員に不利益な取り扱いをしないこと 

▶受検し、陽性となった場合に陽性者に不利益な取り扱いをしないこと 

（特に非正規雇用の方が陽性となったことで解雇する等を心配しています。）  

この検査はあくまでも任意の受検となっております。  

事業主の皆様におかれましては以下の事項に十分に配慮して、 

受検を促していただくようお願いいたします。  



事業の概要 
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■受検対象 

事業の概要 

10名以上の受検者がいる広島市・福山市の法人・事業所が対象です 

■実施期間 2021年5月6日（木）～5月28日（金）  

※検査の予約受付は、2021年5月6日（木）～5月23日（日）まで 

※検査キットの配送・検体回収は、2021年5月10日（月）より順次 

※予約は回収日の4日前までとさせていただきます。（以後変更もできません） 

■検体採取方法 受検者による唾液の自己採取 

■検体提出方法 事業所のPCR検査担当者様が検査当日の午前中に採取した検体を集めて

いただき、12時以降に事務局が回収にうかがいます。 

■検査結果連絡 陽性判定が出た方のみに、検査日の翌々日を目安に、受検者ご本人にお電

話にてご連絡します。 

（陰性の方にはご連絡はいたしません。）※詳細は後述 

★今回の検査は、原則として無症状者が対象です。 

 かぜ症状等ある方は、医療機関を受診していただきます。 

① 業務で出張や県外への往来をした方 

② 業務上、県外の者と接する方 

③ ①②の者と接触した方など気になる方 

新型コロナウイルス感染が再拡大していることを踏まえ，感染者の早期発見と感染拡大 
防止を図るため，広島市・福山市の事業所に対象を絞り，集中的にＰＣＲ検査実施を行います。 

主に 

実施月日 回収日程 実施地域 

5月6日（木） 
  〜5月19日（水） 

 5月10日（月） 
  〜5月19日（水） 

中区・東区 
・安佐北区・安芸区 

5月14日（金） 
  〜5月28日（金） 

 5月20日（木） 
  〜5月28日（金） 

南区・西区 
・安佐南区・佐伯区 

5月13日（木） 
  〜5月28日（金） 

 5月19日（水） 
  〜5月28日（金） 

福山市 



検査の流れ 
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①事業所単位でのお申し込み 

事業所単位での検査をご希望の事業者様は、各事業者様ごとに、「PCR検査ご担

当者様」を決めていただき、 当事業特設サイトにある事業所受検フォームにてお申し

込みいただくか、コールセンターへのお電話でお申し込みください。 

お申し込みいただいた場所に、検査キットをお送りいたします。 

検査前日までに、受検希望者に、検査キットと問診票をお渡しください。 

受検者が各自で、検査当日の午前中に自宅で検体を採取します。 

PCR検査ご担当者様の立ち会いで、事務局回収スタッフがお伺いし、検体を回収し

ます。 

検査日 

前日まで 

検査日 

午前中 

②検査キット到着⇒受検者へ配付 

③各自検体採取 

⑤検体の回収 

検査日 

4日前まで 

検査日 

12時まで 
④事業者様にて検体集約 

PCR検査ご担当者様の立ち会いで、受検者の検体と問診票を集めてください。 

検査日 

12時以降 

検査機関にて検査を実施 

陽性判定者にのみ、ご本人にお電話にてご連絡いたします。 

※陰性の方には基本的に連絡はいたしません。 

⑥検査結果報告 
検査日の

翌々日頃 

PCR検査 
ご担当者様 

PCR検査 
ご担当者様 

7ページ 
PCR検査 
ご担当者様 

4ページ 

PCR検査 
ご担当者様 

13ページ 

★以下のフローでのお申し込みは10名以上の受検者がいる 

   広島市・福山市の法人・事業者のみ対象です。 



検査の流れ 
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②検査キット到着⇒受検者へ配付 

キット到着後、荷物を開梱し、下記内容物をご確認ください。 

名称 詳細 個数 特記事項 

受検者にお渡しす
る検査キット 

①採取容器 希望数 

②ストロー 個包装 希望数 

③封入用ビニール袋 A6 希望数 

④問診票 希望数 

⑤検体採取マニュアル 裏:検査結果案内 希望数 

⑥家庭で気を付けること 両面1/1c 希望数 

［1.検査キット配布時に使用するもの］ 

① ② ③ ①採取容器 
②ストロー 
③封入用ビニール袋 

④問診票 

⑤検体採取マニュアル 

⑥家庭で気を付けること 

広島県 

新型コロナウイルス対策 

 

 

 

 

 

【換気，湿度】 

・こまめに換気をしましょう。（１時間ごとに５～１０分又は常時窓を少し開けておく） 

台所や洗面所などの換気扇を常時運転することでも，最小限の換気量は確保できます。 

・18℃を目安に室温が下がらないよう暖房器具を利用しながら，窓を少し開けましょう。 

暖房器具の近くの窓を開けると，入ってくる冷気が温められるので，室温低下を防ぐことができます。 

・湿度の管理をしましょう。（加湿器を使った保湿を。目安は 50～60％） 

【家に帰ったら】 

・うがい，水と石鹸で 30秒以上の手を洗いましょう。 

・手指消毒は，15秒以上かけて手に擦り込む（指先や手首も）ようにしましょう。 

・使用した不織布マスクは，部屋に入る前に捨てましょう。 

・衣服も，すぐに着替えましょう。 

【食事】 

・食事の前には，手洗い・消毒をしましょう。 

・できれば，時間をずらす，真正面は避ける，テーブルを別にするなど，工夫しましょう。 

・食事は短時間で会話を控えましょう。 

・料理は，大皿は避け，個々に盛り付けましょう。 

・取箸は使い回さずに最初に取り分けましょう。食器や箸，スプーンなどの共用は避けましょう。 

・普段，会わない人との会食は避けましょう。 

【広げない】 

・共有部分（トイレ，ドアノブ，電気スイッチなど）を 1日 1回以上，消毒しましょう。 

・トイレ，キッチン，洗面所でのタオルの共用を避けましょう。（ペーパータオルの活用） 

・歯ブラシは個別に保管しましょう。コップは別々のものを使いましょう。 

・トイレでは，蓋を閉めてから水を流しましょう。 

【消毒，手洗い】 

・帰宅時，出社/退社時，食事の前，トイレの後，ゴミを捨てた後は，手洗い・消毒をしましょう。 

・拭き掃除は，一方向に行いましょう。 

・アルコール消毒の場合，乾いた雑巾を使いましょう。（濡れ雑巾は濃度低下） 

・トイレが汚れた場合には，市販されている家庭用漂白剤等，またはアルコールできれいに拭きましょう。 

【健康管理など】 

・毎朝の体温測定，健康チェックをしましょう。 

・発症した時のため，誰とどこで会ったかをメモしておきましょう。 

・体調が悪い家族がいるときは，家族全員がマスクを着用しましょう。 

（乳幼児，特に 2歳未満は推奨されません。） 

また，迷わず，かかりつけ医又は積極ガードダイヤルに連絡しましょう。 

・接触確認アプリ，ひろしまお知らせＱＲを活用しましょう。 

・買い物は，できるだけまとめて行うようにして，外出機会を減らしましょう。 

・集中対策期間中は，面会の代わりにスマートフォン等を活用して，リモートで交流を保ちましょう。 

 

 

家庭で気をつけたいポイント 
～大切な方を守るために～ 

広島積極ガード宣言 
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②検査キット到着⇒受検者へ配付 

名称 詳細 個数 特記事項 

運用ツール 

⑦検査依頼書 1枚に10本分 必要数 検体10本につき1枚ずつありますので、検
査キット回収の際に貼ってください ⑧IDラベルシート 1枚に10本分 必要数 

⑩ビニール手袋 1 検体回収の際にご利用ください 

⑪まとめ用ビニール袋 A4サイズ 必要数 検体10本を1袋にまとめてください 

⑫保冷剤 箱数個 保冷ボックスを冷やすためにご利用ください 

⑬検体数確認書 箱数分 回収時の検体数を確認する受領書です 

⑭提出時外箱ラベル A5×2枚1組 箱数枚 シールになっています 

⑮回収用段ボール 必要数 送られてきた段ボールです 

⑯間仕切り 
段ボール
×2 

段ボール1箱につき2枚使用します 

⑰運用マニュアル 1 本マニュアルです 

［2.検査キット回収時に使用するもの］ 

⑩ビニール手袋 

※事前に保冷剤を冷凍庫に入れて凍らせておいてください。 

⑪まとめ用ビニール袋 

⑫保冷剤 

⑬検体数確認書 ⑭提出時外箱ラベル 

⑧検査依頼書 ⑨IDラベルシート 



検査の流れ 
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②検査キット到着⇒受検者へ配付 

検査予約日の前日までに、受検者全員に、検査キットをお配りください。 

その際、以下の4点をしっかりと各受検者に周知してください。 

〃検体採取マニュアル〄 

②採取するだ液の量については、採取容器のサンプルをみせて、 

  必要量を採取するようにお願いしてください。 

③事業所毎に回収する日時、場所をしっかり説明してください。 

（表面） 

（裏面） 

④持ち運びまで時間があるときは、冷蔵庫で保管するようにお願いしてください。 

（4℃以下推奨） 

①提出日の朝に、ご自宅で採取するように、ご案内をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 広島市内 PCR 検査集中実施事業 
【 中区 法人・事業所 】 

PCR 検査キット  在中 

企業番号 

企業名 

検査日 

検査人数（ 検査キット入数）  

2 0 2 1 年   ⽉   日（    ）  

名 

【広島市内 PCR 検査集中実施事業事務局】 〒7 3 0 -0 0 5 3  広島市中区東千⽥町 2 -1 1 -2 0  広電本社ビル別館 （ 電話） 0 8 2 -2 0 7 -2 3 2 2  

 
広島市内 PCR 検査集中実施事業 

【 中区 法人・事業所 】 

PCR 検査 検体 在中 

企業番号 

企業名 

検査日 

検査人数（ 検体数）  名 

【広島市内 PCR 検査集中実施事業事務局】 〒7 3 0 -0 0 5 3  広島市中区東千⽥町 2 -1 1 -2 0  広電本社ビル別館 （ 電話） 0 8 2 -2 0 7 -2 3 2 2  

 

2 0 2 1 年   ⽉   日（    ）  
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④事業者様にて検体集約 

回収用段ボール 

［提出時］ 

検査日と団体名、中に入っている検体数

を間違えないように記入し、回収用段ボー

ルの側面2面に貼ってください。 

45 

※「ビニール手袋」を同梱していますのでご利用ください。 

※同梱の「提出時外箱ラベル」を2カ所に貼って、中に入ってる検体数を記入して提出してください。 

株式会社ひろしま 

30 

金 

▶回収用段ボールに、底を敷き、間仕切り（2枚）をたて

て、下図のように仕切りをつくってください。 

▶凍った保冷剤をいれてください。 

 ※保冷剤は検体に直接触れないようにしてください。 

☆間仕切りは写真のように組み立ててください。 

☆間仕切りの仕様は変更になる場合があります。 

5 14 

❶事前に受検者にお知らせしていた場所・時間にご担当者様が待機します。 

  その際、下記のように、回収用の段ボールに「凍った保冷剤」を入れて準備するとともに、 

  検査キット送付時に同梱の「検体まとめ用ビニール袋」、「検査依頼書」、「IDラベルシート」、 

  お手持ちのボールペンをご用意ください。 
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④事業者様にて検体集約 

❷受検者が提出にきたら、下記の要領にて、「検査依頼書」と「問診票」と「検体」に、 

  「IDシール」を貼って回収してください。 

※手間のかかる作業ですが、この工程をしっかりと行っていただかないと正しい検査 

  結果が得られなくなりますので、しっかりと読み込んでご対応をお願いいたします。 

（1）まずは、「検査依頼書」に「一覧ラベル」を貼り付けます。 

［検査依頼書］ 
［IDラベルシート］ 

Ⓐ検体貼付用シール 

Ⓑ問診票（表） 
  貼付用シール 

Ⓒ問診票（裏） 
  貼付用シール 

Ⓓ検査依頼書 
  貼付用シール（10枚綴り） 

Ⓓ検査依頼書 
  貼付用シール（10枚綴り） 

※シールが1~10の枠にそれぞれ収まる位置に貼り付けてください。 

ここは記入不要 
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④事業者様にて検体集約 

（2）受検者が提出にきたら、検査依頼書にカタカナでお名前を記入してください。 

ヒロシマイチロウ 

（3）名前を記入したところにある番号と、同じ番号の下記3種類のシールにも、 

   カタカナでお名前を記入してください。 

Ⓑ問診票（表） 
  貼付用シール 

Ⓒ問診票（裏） 
  貼付用シール 

（4）その受検者の問診票に記載の表と裏に、 

   指定するシールをそれぞれ貼ってください。 

Ⓐ検体貼付用シール 

ヒロシマイチロウ 

ヒロシマイチロウ ヒロシマイチロウ 

※問診票は表裏両面に記入漏れがないか確認し、あれば記入してもらってください。 

使用しない 使用しない 

使用しない 

［表面］ 

［裏面］ 

名前以外は 
記入不要です 
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④事業者様にて検体集約 

（5）同じ番号の検体貼付用シールを、受検者にお渡しし、受検者ご自身で採取容器に 

   下記のようにシールをはってもらいます。 

※バーコードが上になるように、巻き付けて貼ってください。 

※必ず受検者ご自身に貼ってもらってください。 

※お名前と番号を確認し、貼り間違えのないようにご注意ください。 

Ⓑ問診票（表） 
  貼付用シール 

Ⓒ問診票（裏） 
  貼付用シール Ⓐ検体貼付用シール 

ヒロシマイチロウ 

ヒロシマイチロウ ヒロシマイチロウ 使用しない 使用しない 

使用しない 

❸ シールを貼った検体を、封入用ビニール袋に戻していただき、封入用ビニール袋のまま、 

  受検者ご自身で「検体まとめ用ビニール袋（A4サイズ）」に入れていただきます。 

  ★1袋10名分まで入れたら閉じてください。 

❹ 10本まとまった「検体まとめビニール袋」はしっかり封をして、凍った保冷剤を入れた 

  「回収用段ボール」に、できるだけ立てて入れてください。 

  ★検体と保冷剤が直接触れないように入れてください。 
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④事業者様にて検体集約 

❺ 10人分の検体が集まって、検査依頼書の枠にすべて名前が埋まったら、 

  新しい検査依頼書に、先と同様に「一覧ラベル」を貼り付けます。 

※先に貼った番号と重複しないように確認して貼ってください。 

8-① 

10本以上の回収では検査依頼書

を2枚以上使うことになります。 

検査依頼書①の1番から10番の検

体は、①の袋に必ず入れてください。 

検査依頼書に書いてある番号と袋

の中の検体を必ず一致させてください。 

※検査依頼書が、10人分全部埋まらなかった場合、空欄部分には斜線を入れてください。 

ヒロシマイチロウ 

ヒロシマジロウ 

ヒロシマサブロウ 

名前以外は 
記入不要です 
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④事業者様にて検体集約 

※受検者の名前を記入してある「検査依頼書」と余った「IDラベルシート」は、 

  その番号の検体が入っている箱に一緒に入れてください。 

※「検体」「問診票」は必ず同じ数であることを閉じる前に確認してください。 

※「問診票」は回収用段ボール箱に入れないでください。 

［使用しないシール］10検体に貼っても紫部分は使用しません 

※余ったシールは、処分してください。 

❻ 全部回収できたら、検体の数をもう一度数え、合計数を外箱のラベルに間違えないように 

  ご記入いただき、箱にガムテープ等で封をしてください。 
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⑤検体の回収 

事務局の回収担当者が、検査日の12時以降、検体の回収にうかがいます。 

❶回収スタッフに、以下の品目をお渡しください。 

❷検体数確認書に提出個数を記入し、1枚を企業様、もう1枚は回収担当者が 

  持ち帰ります。 

［回収品目］ ○検体が入った箱 

 （※検査依頼書は箱に入れてください） 

○問診票（※箱に入れないでください） 

○未使用の検体キット（※箱に入れないでください） 

以上で検査に伴う作業は終了となります。 

※検査を受けられなかった方の未使用の検査キットは回収いたします。 
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⑥検査結果報告 

検査の結果は、事業所には連絡いたしません。 

原則、陽性判定の方のみに直接お電話にてお知らせいたします。 

陰性判定の方には連絡はいたしませんが、ホームページで確認することができます。 

陰性の場合 

結果通知後の 

対応 

検査の結果、陽性判定が出た方には、原則として検査日の翌々日を目安に、ご本

人に電話連絡をさせていただきます。 

下記の事務局の電話番号から着信がありますので、必ず応答してください。 

【事務局電話番号】 050-1741-7480 （発信専用） 

陽性の場合 

陰性判定の方には、事務局からの連絡は行いません。また陰性証明もで

ません。 

各検査日における陽性判定者への連絡が終了次第、広島県のホームページにその旨を掲載

しますので、下記URLからアクセスしてただき、ご確認いただくことができます。 

掲載時点で連絡がなかった方は陰性です。 

【広島県ホームページ】県内PCRセンター及び薬局モニタリング事業検査結果について 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/269/hiroshimapcrcenter-kensa.html 

＜掲載例＞  
○月○日分検査分までの陽性者への連絡は終了しました。 
連絡がなかった方は陰性です。 

ホテル療養や医師による診断の日程調整を行いますので、 

家庭内での感染防止対策を行い、自宅待機をお願いします。 

★企業側への結果のご連絡はいたしません。 
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対象地域と地域外に事業所があり、日常的に地域外の社員が出入りしている場合、

その社員も受検できるのでしょうか？ 

はい。受検可能です。対象地域にある事業所に出入りがあれば対象となります。 

Q : 

A : 

週に1回しかこないアルバイトも県外往来していた場合、対象になるのでしょうか？ 

はい。受検可能です。 

Q : 

A : 

受検期間に出張で他県から来ている業務関係者も、受検できるのでしょうか？ 

はい。受検可能です。 

Q : 

A : 

陽性判定になった場合、公表されるのでしょうか？ 

検体採取場所や個人名の公表はありませんが、保健所等への連絡はいたします。 

Q : 

A : 

受検の年齢制限はあるのでしょうか？ 

基本的には18歳以上としていますが、唾液が採取されれば、未成年でも受検できます。 

Q : 

A : 

個人向けで受検したが、事業所でも受検可能でしょうか？ 

はい。受検可能です。 

Q : 

A : 



FAQ 

16 

事業所で、複数回にわけて団体申し込みしてもいいでしょうか？ 

はい。問題ないです。 

Q : 

A : 

検体を1カ所に集める時間は、何時まででしょうか？ 

基本的には12時までにお願いします。どうしても困難な場合は事前にコールセンターにご相談ください。 

Q : 

A : 

検体はどこで採取したらいいでしょうか？ 

基本的には各自のご自宅でお願いいたします。 

Q : 

A : 

事業所に陽性判定者がいた場合、保健所等から消毒を求められるのでしょうか？ 

状況によりますので、保健所の指導に従ってください。 

Q : 

A : 

検体を部署でまとめて、会社の集積場所に持って行っていいでしょうか？ 

封入用ビニール袋に入っていて、しっかり封がされている場合は、まとめて提出してもかまいません。 

ただし、問診票の記入漏れがないか、しっかりと確認してお預けください。 

Q : 

A : 

陽性判定になった場合、どうしてもホテル療養しないといけないのでしょうか？ 

はい。今回、無症状の感染者を早期に発見し、感染の連鎖を断ち切ることが目的なので、できるだけ

早く県の準備するホテルに入所していただく必要があります。そのため、受検前から、陽性判定時に備

えた準備（子ども、介護が必要な方、ペットなどの預け先や8泊程度の身の回りの準備）を行っておい

てください。 

Q : 

A : 
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