
 

日本入国用の新型コロナウイルス検査証明に対応している医療機関 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置に関し、日本への入国の際に必要とな

る検査証明に記載されている事項と同一の内容が記載された証明書が取得できる医療機関

について、６月３０日現在の当館管轄州の状況は概ね以下のとおりとなります。医療機関の

対応状況は、新型コロナウイルスの感染状況や州政府の方針により変更される可能性があ

りますので、以下の留意事項について十分ご注意いただいた上で、かかりつけ医、検査を受

けようとする医療機関にご相談ください。 

 

【留意事項】 

・以下に記載されている医療機関は、当館が指定・斡旋する医療機関を意味するものではあ

りません。６月３０日現在の参考情報として提供するものです。 

・PCR 検査については、一般的に時間を要する傾向にあり、各医療機関では 72 時間以内に

検査結果が得られない場合があります。 

・診療の一環として検査を実施している医療機関においては、医師による診察が伴い、検査

のみ行うことができないことがあります。 

・州により無料で検査が可能な施設も設置されていますが、医療機関における検査は有料で

す。（検査費用は、受ける検査の種類にもよりますが、100 ドルから 200 ドル前後となって

おり、米国の民間保険が適用になる場合もあります。保険適用の対象となるか否かについて

は，各医療機関及び保険会社に事前にご確認ください。） 

 

 

（１）イリノイ州 

 大規模な医療機関では、症状のない方への検査を実施しておらず、これら医療機関からは、

イリノイ州保健局のコミュニティーベースのテストサイトの利用を勧められることがあり

ます。また、病院だけでなく診断機関（ラボ）でも検査を行っている場合があります。 

 イリノイにおいては、日本が受け入れている検査方法で検査が行われていますが，採取さ

れる検体が「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal 

swabs」のいずれかであることを事前に確認の上検査をお受けください。 

州の検査機関検索サイト 

 http://www.dph.illinois.gov/testing 

  http://www.dph.illinois.gov/testing/mobile-testing-sites 

 https://www.questdiagnostics.com/home/ 

 

Nihon Clinic 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf
http://www.dph.illinois.gov/testing
http://www.dph.illinois.gov/testing/mobile-testing-sites
https://www.questdiagnostics.com/home/


http://www.nihonclinic.com/english/clinics/chicago/index.html 

(847) 952-8910 

 

Northwestern Memorial Hospital (International Health) 

https://www.nm.org/ 

（予約用メールアドレス) international@nm.org 

 

（２）インディアナ州 

大規模な医療機関では、症状のない方への検査を実施していない場合があります。また、

核酸増幅検査（インディアナでは RT-PCR、LAMP が実施されています）については、需

要の高い時期は特に事前に所要時間の確認が必要です。州内の薬局、検査センターなどで短

時間で結果が得られる検査が受けられます。採取される検体が「Nasopharyngeal Swab」，

「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」のいずれかであることを事前

に確認の上検査をお受けください。 

州の検査センター検索サイト 

https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm 

 

（３）アイオワ州 

 日本の検査証明書に記載されている検査方法で検査を行っている医療機関、検査センタ

ーは以下のとおりですが、核酸増幅検査（Nasopharyngeal または Saliva を利用した RT-PCR

が行われています）については、結果が得られるまでに長時間かかる場合がありますので事

前に所要時間について確認が必要です。ラピッドテストを受ける場合には、Quantitative 

Antigen Test(ＣLEIA)によって検査が行われているか事前に確認をする必要があります。ま

た，採取される検体が「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」または「Nasopharyngeal and 

oropharyngeal swabs」のいずれかであることを事前に確認の上検査をお受けください。 

州の検査機関検索サイト 

Test Iowa 

https://www.testiowa.com/en 

 

University of Iowa Hospital and Clinics   

１－(800) 777-8442(フリーダイヤル）または (319) 384-8442 

https://uihc.org/ 

 

Mercy One 

(515) 974-0836 

https://www.mercyone.org/desmoines/health-and-wellness/covid-19-recovery/covid-19-

http://www.nihonclinic.com/english/clinics/chicago/index.html
https://www.nm.org/
mailto:international@nm.org
https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm
https://www.testiowa.com/en
https://uihc.org/
https://www.mercyone.org/desmoines/health-and-wellness/covid-19-recovery/covid-19-tests-for-travelers


tests-for-travelers 

 

Unity Point 

https://www.unitypoint.org/covid-19-testing.aspx 

 

Iowa Clinic 

https://www.iowaclinic.com/coronavirus/testing/ 

 

（４）カンザス州 

大規模な医療機関では、症状のない方への検査を実施していない場合があります。症状のな

い方は、州内にある検査センターや薬局などで検査が受けられます。検査結果が得られるま

でにかかる時間、ラピッドテストを受ける場合には Quantitative Antigen Test(ＣLEIA)に

よって検査が行われているか事前に確認をする必要があります。また，採取される検体が

「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」の

いずれかであることを事前に確認の上検査をお受けください。 

州の検査機関検索サイト 

https://www.gogettested.com/kansas 

https://www.coronavirus.kdheks.gov/280/COVID-19-Testing 

 

（５）ミネソタ州 

日本の検査証明書に記載されている検査方法で検査を行っている医療機関、テストセンタ

ーには以下のような機関があります。また，採取される検体が「Nasopharyngeal Swab」，

「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」のいずれかであることを事前

に確認の上検査をお受けください。 

州の検査機関検索サイト 

https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp 

 

Health Partners  

各施設により電話番号が異なります。下記リンクで確認できます。 

https://www.healthpartners.com/care/find/locations/primary-care/ 

https://www.healthpartners.com/covid-19/testing/ 

 

Mayo Clinic  

(507) 284-4594(自動音声案内４番) 

https://www.mayoclinichealthsystem.org/covid19 

 

https://www.mercyone.org/desmoines/health-and-wellness/covid-19-recovery/covid-19-tests-for-travelers
https://www.unitypoint.org/covid-19-testing.aspx
https://www.iowaclinic.com/coronavirus/testing/
https://www.gogettested.com/kansas
https://www.coronavirus.kdheks.gov/280/COVID-19-Testing
https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp
https://www.healthpartners.com/care/find/locations/primary-care/
https://www.healthpartners.com/covid-19/testing/
https://www.mayoclinichealthsystem.org/covid19


Fairview Hospitals and Clinics 

各施設により電話番号が異なります。下記リンクで確認できます。 

https://www.mhealthfairview.org/locations 

https://www.mhealthfairview.org/covid19/diagnostic-testing 

 

（６）ミズーリ州 

日本の検査証明書に記載されている検査方法で検査を行っている医療機関、テストセンタ

ーは以下のサイトで検索が可能です。検査結果が得られるまでにかかる時間、ラピッドテス

トを受ける場合には Quantitative Antigen Test(ＣELIA)によって検査が行われているか事

前に確認をする必要があります。また，採取される検体が「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」

または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」のいずれかであることを事前に確認の

上検査をお受けください。 

州の検査機関検索サイト 

https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/mobile-

testing.php 

 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/580bb6a25b5b44859bc73013ebf

0235f 

 

（７）ネブラスカ州 

医療機関やテストセンターによっては無症状の患者の検査を受け付けていない場合があり

ますので事前に確認が必要です。薬局などで検査を受けることが可能です。検査結果が得ら

れるまでにかかる時間、ラピッドテストを受ける場合には Quantitative Antigen Test(Ｃ

LEIA)によって検査が行われているか事前に確認をする必要があります。また，採取される

検体が「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」

のいずれかであることを事前に確認の上検査をお受けください。 

 

州の検査機関検索サイト 

Test Nebraska 

https://www.testnebraska.com/en 

 

（８）ノースダコタ州 

無症状の患者の検査を受け付けていない医療機関もありますので事前に確認が必要です。

地域の公共保健ユニット、コミュニティー衛生センター、および予約で検査を受け付けてい

る薬局において検査を受けることが可能であり、州の HP に一覧が掲載されています。検査

結果が得られるまでにかかる時間、ラピッドテストを受ける場合には Quantitative Antigen 

https://www.mhealthfairview.org/locations
https://www.mhealthfairview.org/covid19/diagnostic-testing
https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/mobile-testing.php
https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/mobile-testing.php
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/580bb6a25b5b44859bc73013ebf0235f
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/580bb6a25b5b44859bc73013ebf0235f
https://www.testnebraska.com/en


Test(ＣLEIA)によって検査が行われているか事前に確認をする必要があります。また，採

取される検体が「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal 

swabs」のいずれかであることを事前に確認の上検査をお受けください。 

州保健局の HP https://www.health.nd.gov/covidtravel 

 

（９）サウスダコタ州 

日本の検査証明書に記載されている検査方法で検査を行っている医療機関、テストセンタ

ー等には以下のような機関があります。検査結果が得られるまでにかかる時間、ラピッドテ

ストを受ける場合には Quantitative Antigen Test(ＣLEIA)によって検査が行われているか

事前に確認をする必要があります。また，採取される検体が「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」

または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」のいずれかであることを事前に確認の

上検査をお受けください。 

州の検査機関検索サイト 

https://covid.sd.gov/drivethrutesting.aspx 

 

Sanford Health 

(877) 629-2999 

https://www.sanfordhealth.org/ 

 

Avera Hospitals 

(877) 282-8372 

https://www.avera.org/ 

 

Monument Health 

（800）279-1466 

https://monument.health/covid-19-south-dakota/ 

 

（１０）ウィスコンシン州 

日本の検査証明書に記載されている検査方法で検査を行っている医療機関、検査センター

等には以下のような機関があります。薬局等でも検査が行われています。検査結果が得られ

るまでにかかる時間、ラピッドテストを受ける場合には Quantitative Antigen Test(ＣLEIA)

によって検査が行われているか事前に確認をする必要があります。また、採取される検体が

「Nasopharyngeal Swab」，「Saliva」または「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」の

いずれかであることを事前に確認の上検査をお受けください。 

州保健局のテストセンター検索サイト 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm 

https://www.health.nd.gov/covidtravel
https://covid.sd.gov/drivethrutesting.aspx
https://www.sanfordhealth.org/
https://www.avera.org/
https://monument.health/covid-19-south-dakota/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm


 

Wisconsin Diagnostic Laboratories  

(414) 805-7600 

https://www.wisconsindiagnostic.com/ 

 

Aspirus Health Care Business Health units 

(844) 888-5873 

https://www.aspirus.org/business-health 

 

https://www.wisconsindiagnostic.com/
https://www.aspirus.org/business-health

