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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）モニタリング調査の考え方

出所：沖縄県立中部病院高山義浩医師のFacebookより作成

類型2

類型4

類型1
類型3

ランダムに無症状者に対
し検査を実施した際に発
見される陽性者の類型

PCR検査で陽性となる4類型
• 【類型1】発症前の感染者：感染性が強く、
活動性も低下していないがPCR検査による発
見が困難な感染者

• 【類型2】症状を有する感染者：感染性も保
たれているが、症状を自覚しており、本検査で
は対象外

• 【類型3】感染性を失った既感染者：感染性
を失っているにも関わらずPCR検査にて陽性と
判定される層

• 【類型4】無症候のままの感染者：自覚症状
はないが感染性があり、PCR検査にて陽性と
判定される層

検査を有効に実施していくために・・・

① 特定の集団に対して１週間おきにスクリーニン
グ検査を実施

② 緊急事態宣言解除後に検査を引き続き行
い、流行の立ち上がりを見極める検査を実施
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）モニタリング調査のご協力について

• モニタリング調査に協力いただくために必要な以下情報は本人の同意を得たうえでMRIが収集し内閣官房及び研究者
に提供されます（以下アンケートフォームのイメージ）

アンケートフォーム：https://questant.jp/q/P7FBRYLA
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）モニタリング調査のご協力について

• モニタリング調査に協力いただくために必要な以下情報は本人の同意を得たうえでMRIが収集し内閣官房及び研究者
に提供されます（以下アンケートフォームの質問項目）

冒頭

新型コロナウイルス調査アンケート
新型コロナウイルス感染症モニタリング検査は国（内閣官房）・都道府県共同事業です。
事業受託者である株式会社三菱総合研究所が楽天と協力して実施します。 楽天「新型コロナウイルスPCR検査規約」第4条に記載の料金は（株）三菱総合研究
所が負担します。

Q1
検査結果は、楽天より、個人情報を削除して、性別・年齢、職業、居住市区町村情報とともに、内閣官房、都道府県、（株）三菱総合研究所に提供します。
個人情報の提供について同意しますか。

Q2 陽性疑いの判定が出た場合は、医療機関を受診することに同意しますか。※医療機関受診にあたっては、診察料等、自己負担が発生することがあります。

Q3 新型コロナワクチンを摂取しましたか。

Q4 申し込みID (バーコードラベル番号)（必須）※半角ローマ字の大文字と数字でご入力ください。

Q5 お名前（必須）

Q6 性別を選択して下さい。

Q7 生年月日

Q8 あなたがお住まいの都道府県をお知らせください。

Q9 市区町村をご記入ください。

Q10 勤務先企業の業種を選択してください。

Q11 勤務先企業でのあなたの職種を選択してください。

Q12 電話番号
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）楽天PCR検査の特徴

• 陽性結果の場合には当該検査医療機関
が「診断」へと移行する等、万が一のバック
アップ体制を整備。

• 医療機関に希望すれば医師による陰性証
明書の発行も可能。

• ウイルスの不活化により、自宅等での検体採取・
一般配送が可能。簡易・安全な検査。

• PCR検査に適した唾液採取キットをタカラバイ
オと共同開発。（1反応8 Copyのウイルス量で
検出可能。）
※一般的に5-50 copyが高性能の指標
※抗原検査では、約500copyのウイルスが必要

• 医療機関への人の往来を低減し、医療機
関での二次感染リスクを抑制。

• 外部研究機関の協力のもと、新型コロナウ
イルスの実検体で不活化を確認。

• コロナ検体配送のガイドラインに準拠。

安心の
医療連携

厚労省の
検査ガイ
ドラインを
遵守

多数の
自治体・
企業での
活用

※UNマーク
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

全体の流れ（概要）

MRI*へ検査のご注文
※原則、各配送先にて10キット以上 唾液採取・検体送付

郵送にて検査ラボへ PCR検査
医療機関による
結果の判断 検査結果の通知

検査キット配布
※受検者へのキット・同意書別紙配布

N-9日 N-1日 N日

N＋1～3日

陽性者が
発生した場合

 楽天提携医療機関から団体への連絡
 医療機関からの指示を陽性者に速やかに連絡
 指示に従い受診

N＋1～3日

*: MRI: 株式会社三菱総合研究所
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

全体の流れ（詳細）

• 唾液採取日・人数を調整の上、三菱総合研究所へ注文必要情報を送ります(excel)
• 検査キット到着日前後に検査IDリストが楽天より届きます
• 検査キットを配布するまでに、検査IDと受検者と紐づけ、保管・管理します
• 検査キットを受領したら同意書別紙と共に受検者に配布します（受検者は自宅等で唾液を採取）
• 翌日午前中に検体と同意書を回収、キットが入っていた箱に入れて郵送します

注文必要情報（Excelで連絡） 同意書（イメージ） 同意書別紙（イメージ）

感染拡大防止を目的としたモニタリング調査における唾液 PCR検査を受検される皆様へ 

2021/3/● 

楽天株式会社 

 

楽天 新型コロナウイルス 唾液 PCR検査 

個人情報の取扱いについて 

 

 

本検査は、「新型コロナウイルス唾液 PCR検査同意書」にてご説明しております、あなたおよびあ

なたが所属する団体に検査結果を通知することに加え、検査情報を、政府による新型コロナウイル

ス感染拡大のための調査・研究（以下、本調査）に活用することを目的としています。そのため、検

査情報は政府から本調査に関する業務を受託した三菱総合研究所に提供されます。また、あなた

の所属する団体から政府に対して、あなたの性別、年齢、ワクチン接種の有無等の情報が、個人を

特定しないかたちで提供される場合があります。本調査は、市中の感染状況をモニタリングするととも

に、そのデータを分析して感染拡大の予兆を早期に探知し感染の再拡大を防いでいくための取り組

みであり、三菱総合研究所と、あなたが所属する団体が合意した上で、実施しています。 

上記の情報提供について理解した上で、「新型コロナウイルス 唾液 PCR検査同意書」に、必要

事項を記入し、提出してください。 

1. 配送先 受取者の部署と氏名
2. 配送先 郵便番号
3. 都道府県
4. 市区町村
5. 町名・番地以降
6. 注文キット数
7. 配送先 電話番号
8. 結果通知担当者名
9. 結果通知担当者メール
10.お届け希望日
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

採取キットの受領及び配布準備

• 注文から約一週間で楽天から送付された検査IDの管理リスト(excel)が届きます
• 検査IDと受検者と紐づけ（検査IDと従業員番号等を紐づける）、保管・管理します

検査キットが大箱で届きます。ご担当者に検査ID管理リストを作成

いただくまでは絶対にキットの配布をしないでください。検査
結果と検査受検者の紐づけができなくなります。

検査ID 社員番号 氏名 受け渡し 回収

RA0000001

RA0000002

RA0000003

RA0000004

RA0000005

RA0000006

RA0000007

RA0000008

RA0000009

RA0000010

RA0000011

RA0000012

RA0000013

弊社からキットをお送りしたタイミングで、検査IDをメールにてご担当
者様にお送りいたします。検査完了時には、検査IDと検査結果の
一覧をリストでお返しいたしますので、予め、検査ID管理リスト
（以下例）を作成ください。
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検体の収集と送付

• 検体と同意書を回収し速やかにキットが入っていた段ボール箱に入れて、郵送します

✅ 検体と同意書が封筒に同封されているか

✅ 同意書に記入漏れがないか

下記2点を今一度確認いただき段ボールへ

• 検体送付時に同封されている送付伝票とUNマークの紙を貼り、検体送付時に同
封されている送付伝票を貼り、検体回収の当日(遅くとも翌日）までにはご郵送を
お願いいたします。

• 送付伝票の商品名を「コロナ検体（不活化済）」に変更お願い致します。
• コンビニエンスストア、ゆうパック取扱所での取り扱い不可のため、お近くの郵便局へ

の持ち込みや集荷依頼での配送をお願い致します。
• 段ボール箱以外（封筒やレターパックなど）では配送できません。
• 送付伝票は申し込みキットの個数に応じてご同封いたします。
• ご返送が複数回にわたる予定がある、などご事情がございましたら、適宜ご相談下

さいませ。

UNマーク
※データを印刷し、マークを
切り取りの上添付ください
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果（Rakuten For Business）

• 検体が検査ラボへ到着後、最短即日～2、3日*で窓口担当者へシステムを通じて検査結果が送付されます
• 窓口担当者は、検査結果を受検者にお知らせください

*: 土日祝日を挟んだ場合や郵便局の集荷状況、交通事情により、検査結果を通知するまでの日数が伸びてしまう可能性をご了承ください

１：陰性
２：陽性
３：陽性の疑いあり
４：検査不能
５：書類不備
６：開示不可

• 検査ID
• 検査日
• 検査方式
• 通知ct値
• 結果通知内容
• 個人名
・・・等
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果（通知内容詳細）

• 陽性の場合、ご選択頂いた医療機関から団体担当者様へご連絡いたします
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

提携医療機関リスト
医療社団法人斗南堂
八王子クリニック

医療法人社団厚生会 埼玉厚生病院 医療法人鳥伝白川会
ドクターゴン診療所

所在地 〒192-0081
東京都八王子市横山町11-5 斗南堂ビル

〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷6丁目5-5

〒906-0203
沖縄県宮古島市上野字宮国746-17

電話番号 042-643-3717 048-281-7611 0980-76-2788

メールアドレス pcr@hachicli.net snd25626@nifty.com snd25626@nifty.com

診療時間 10:00-18:00（月・水・木・金・土）
10:00-14:00（第1・3日曜日）

11:00-12:00/16:00-17:00 (月・火・木・金) 8:30-17:00(月～土)

診察手段 電話診察 電話診察 電話診察

診察料 当面はなし 2,140円～
請求領収書 郵送代（84円）

約880円

陰性証明書*2
発行手数料

3,850円 3,000円 3,000円

陰性証明書
受取方法

郵送orPDF（どちらでも可） 郵送orPDF（どちらでも可） 郵送

備考 ▼お問合せフォーム
https://hachicli.or.jp/rakuten/

URL https://hachicli.or.jp/ http://saitamakousei.com/ http://www.drgon.net/drgon/

mailto:pcr@hachicli.net
mailto:snd25626@nifty.com
mailto:snd25626@nifty.com
https://hachicli.or.jp/rakuten/
https://hachicli.or.jp/
http://saitamakousei.com/
http://www.drgon.net/drgon/
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

医療法人内科・小児科前広医院 医療法人與治兵衛 男鹿加藤診療所 松本外科内科医院

所在地 〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町10-7

〒010-0342
秋田県男鹿市脇本脇本下谷地39番地1

〒860-0803
熊本県熊本市中央区新市街12-5

電話番号 045-571-2333 0185-22-2001 096-352-0388

メールアドレス kohei-m4571@77.netyou.jp yojibee.1124@asahi-net.email.ne.jp takatugu-matumoto@rj8.so-net.ne.jp

診療時間 9:00-14:00、15:00-18:00（月-金）
9:00-14:00（土）
休診（第2・4木曜日・日・祝）

<オンライン診療の診療時間>
12:30-13:00、17:30-18:00（月・火・水・金）
12:30-13:00（木・土）

9:00-18:00 (月・火・木・金)
9:00-13:00 (水・土)

診察手段 電話診察 オンライン診察*1 電話診察

診察料 2,140円 2,200円(税込/自費診療扱い） 約2,000円(3割負担の場合)

陰性証明書*2
発行手数料

5,000円 2,200円(税込/自費診療扱い） 3,000円

陰性証明書
受取方法

郵送 PDF（メール） 郵送

備考 *1株式会社メドレーが提供するオンライン診療システム「クリニク
ス」を使用します。クリニクス使用時、保険証及び決済用のクレ
ジットカード登録が必要になります。陽性者疑い、陽性者は、全
例オンライン診療の予約が必要になります。陽性者は、オンライ
ン診療で状態確認後、こちらから保健所へ連絡を入れるので、
保健所からの連絡があるまでは、感染予防に努め、自宅待機
するようお願いいたします。
*2陰性証明書発行は、メールでのみ受付しており、PDF文書
で発行します。

URL https://www.tsurumiku-
med.org/clinic/result_out.php?org_i
d=86

https://oga-naika.com/ http://matsumotogeka.jp/

mailto:kohei-m4571@77.netyou.jp
mailto:yojibee.1124@asahi-net.email.ne.jp
mailto:takatugu-matumoto@rj8.so-net.ne.jp
https://www.tsurumiku-med.org/clinic/result_out.php?org_id=86
https://oga-naika.com/
http://matsumotogeka.jp/
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）キット内容

まとめてご配送いただくための段ボール資
材は同封されておりませんので、各自ご
用意ください。

同意書取扱説明書採取キット

消毒シート ３重梱包セット



15

新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）唾液採取方法

• 受検者は、窓口担当者から検査キットを受け取り、唾液採取をします
• 採取後は窓口担当者からの指示に従い提出をします。その際、記名済の同意書の同封が必要です
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）関係図

申込団体（御支払）

1. 申込書
2. 御注文書
3. 同意書別紙

※受験者本人から提供
1. 検査ID
2. 年齢
3. 性別
4. 職業
5. ワクチン接種有無

1. 同意書別紙
2. その他

1. 検査結果（検査ID ）

1. 業務委託

 ー契約関係
 ーデータ関係

1. 検査結果（検査ID ）

検査実施団体
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）よくあるご質問

Q. 検査費用はかかりますか？

A. 検査費用は無償となります。

Q. 参加するための条件はあるでしょうか？

A. 事業所の所在地が次の場所にあること：北海道（札幌）／栃木（宇都
宮）／埼玉（さいたま）／東京／千葉（千葉）／神奈川（横浜）／岐阜

（岐阜）／愛知（名古屋）／兵庫（神戸）／京都（京都）／大阪／福岡
（福岡）／沖縄（那覇）と、モニタリング調査に必要なアンケートにご回答いただ

くことの２点になります。（アンケートの回答有無に限らず、検査は行われます。）

Q. 対象者は限定する必要がありますか？

A. 全従業員様を対象としていただいて問題ございません。
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

お問い合わせ窓口一覧

担当/内容 窓口連絡先 受付時間

【本事業に関するお問合せ】

株式会社三菱総合研究所
デジタル・イノベーション本部
モニタリング検査事務局

問合せメールアドレス

proactive_test@ml.mri.co.jp

【検査に関するお問合せ】

楽天株式会社
窓口担当者・受検者共通

よくある質問Webサイト
https://r10.to/hznj8Q

問い合わせフォーム
https://r10.to/hyIZoZ

電話番号：050-5491-5013

コールセンター営業時間：

平日9時～17時30分

土日10時～16時

mailto:proactive_test@ml.mri.co.jp
https://r10.to/hznj8Q
https://r10.to/hyIZoZ


19

検査結果通知システム
Rakuten for Business（RFB）について
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - 新規登録

①初期登録のメール受信 → 「アカウント登録」を押下
※メール受信のタイミングは企業御担当者様へアカウント付与するタイミングとなり、御申込時のアドレスにお送り致します。

「アカウント登録」
をクリック

画面が遷移しない場合は
ブラウザのバージョンを
ご確認ください。
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - 新規登録

②楽天会員への新規会員登録で楽天IDを作成 ③企業・団体のお申し込み登録時のメールアドレス、パス
ワードと姓名を登録

既に楽天IDを
お持ちの場合でも、
新規で楽天IDの
作成をお願い
いたします。

※個人IDとの混同
を防ぐため、みなさま
に新規ID発行をお
願いしております。
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - 新規登録

⑤チェックボックスに✔を入れる④個人情報保護方針をよくお読みいただき、
ご同意いただける場合には、⑤へ
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - 新規登録

⑥画面左下の言語選択で、日本語を選択 ⑦利用規約、個人情報保護方針、Cookieポリシーに同意
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - 新規登録

⑧再び、画面左下の言語選択で日本語を選択 ⑨「ログイン」を押下
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - 新規登録

⑩楽天IDでログイン ⑪画面上にある、「PCR Testing（検査結果）」を押下
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2回目以降ログインは、検査結果通知メール内の
URLをクリックしてログインが可能です。
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - ２回目以降ログイン

②パスワードを入力し、
楽天会員でログイン

①下記のような検査結果通知メールが届きますので、
2回目以降はメール内のURL
（https://r10.to/pcr-g-mail-mypage）
をクリックして、ログインしてください。

https://r10.to/pcr-g-mail-mypage


28

新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - ２回目以降ログイン

③ご登録いただいたメールアドレスに
セキュリティコードが送信されますので、
セキュリティコードを登録し、認証を押下

④下記のようなメールが届きます。
赤枠のセキュリティコードを入力します。
※2回目以降のログインでは、検査結果のシステムに
ログインするため、セキュリティコード入力が必須となります。
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

検査結果通知システム - ２回目以降ログイン

■MacVersion: 10.11 and above

Browser: Safari 11 and above, 
Firefox, current version (as of November 2020, ver. 82)
Chrome, current version (as of November 2020, ver. 86)

現在、セキュリティレベルを向上する為にシステム化を進めております。そのため、3月末よりExcelの運用に代わり、Webでの検査結果参照へ移行となります。
ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

• 端末利用の条件は、下記の通りです。

■WindowsVersion: 8.1, 10

Browser: Microsoft Edge, current version (as of November 2020, ver. 86),
Internet Explorer 11, 
Firefox, current version (as of November 2020, ver. 82), 
Chrome, current version (as of November 2020, ver. 86)
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新型コロナウィルス感染症モニタリング検査

（参考）よくあるご質問

Q. メールが届きません。どうしたらよいでしょうか？

A. 楽天の担当者へ連絡し、アカウント登録メールの再送を依頼してください。
※それでも届かない場合は、迷惑メールに入っていないか、ブロックされていない

かご確認をお願いいたします。

Q. 2回目から、ログイン時にセキュリティコードを聞いてこないのですが、どうしてでしょ
うか？

A. 内部でタイマーを持っており、10分間は再入力が不要となります。
ログアウト後10分経って再度ログインする際は再度セキュリティコードの

入力が必要となります。

Q. アカウント登録を押しても反応しません。

A. お使いになっているブラウザの条件をご確認ください。


