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１．はじめに

ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）の利用に際して、アスリート、競技団体スタッフ、統括
団体である日本オリンピック委員会（JOC）及び日本パラリンピック委員会（JPC）スタッフなどの利用者
が、安心して施設を利用できる体制を構築するための一環として、新型コロナウイルス感染症（COVID19）に対する HPSC 利用時検査を実施する。
２．HPSC 利用時検査

HPSC 利用時検査は、HPSC の利用者全てを対象とし、利用開始時だけでなく、定期的に行うこととする。
HPSC 利用前は HPSC 外検査あるいは HPSC 内検査を受検し、検査結果が陰性の場合のみ HPSC を利用でき
る。また、HPSC 利用中には 4-5 日おきに検査を受検することを原則とする。なお、原則として HPSC 内で
の定期的な検査は各競技団体が練習場で検体採取を行う。
HPSC 利用時検査の費用は日本スポーツ振興センター（JSC）が負担する。
2-1．検査の対象・頻度

対

象：HPSC を利用する競技団体（アスリート・コーチ等）

頻

度：来館前および、継続して HPSC を利用する場合は、4-5 日おきに受検する。
（例）来館前、日帰り継続利用、合宿中

そ の 他：HPSC 利用中に体調不良となった場合にも、JISS スポーツクリニックの診察時間内であれば
受診し、検査を実施することがある。
（まず HPSC スポーツメディカルセンターJISS スポーツ
クリニックに電話で連絡すること。）
2-2．検査の種類

検査の種類は、各中央競技団体（NF）が HPSC 利用前に事前に外部で検査を行う HPSC 外検査と、HPSC
が HPSC 内で用意する HPSC 内検査がある。
それぞれの種類や運用は、下記のとおり。

2-2-1．HPSC 外検査（＊項目３と合わせて確認すること）

競技団体がそれぞれ独自に検査会社と契約して実施する検査。実施するにあたっては、競技団体の
医事スタッフと連携することが望ましい。
検 査 日 ：依頼する検査会社によって対応可能日は異なるので、要確認
検査時期：HPSC 利用前は HPSC に入館する 3 日前以内、継続利用する場合は 4-5 日おきに受検する。
検査方法：PCR 検査（LAMP 法、SmartAmp 法含む）、定量抗原検査（定性抗原検査は不可）
留 意 点：競技団体は、万が一陽性者が出た場合の対応について、事前に検査会社や医事スタッフと相
談しておくこと。
2-2-2．HPSC 内検査（＊項目４・５と合わせて確認すること）
HPSC 内検査では、SmartAmp 検査と PCR 検査（外注）を実施する。

検 査 日 ：SmartAmp 検査は、毎日
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PCR 検査は、月～土（日・祝除く。土と祝前日は午前のみ。
）
申込〆切：受検日の 1 週間前まで
検査方法：SmartAmp 検査（おおよそ 2 時間で結果判明）
PCR 検査（AM10:00 に提出の分は、当日夕方に結果判明）
検査時間：SmartAmp検査
PCR 検査

9:00～10:30、13:00～13:30
検査キット受取時間：（午前便）9:00～9:45（午後便）13:00-15:45
提出締切時間：（午前便）10:00

（午後便）16:00

※10:00 までに提出するとその日の 17:00 頃に結果が判明
※16:00 までに提出すると翌日の 15:00 頃に結果が判明
留 意 点 ：定期的（4-5 日おき）な検査は PCR 検査（外注）とし、各競技団体が練習場で検体採取を行
う。唾液を検体とするため、検査前 30 分は飲食禁止。
SmartAmp 法による検査は舌下 30 秒、PCR 検査は舌上 2 分の唾液による検体採取。
検査結果が出るまでは、施設の共用部利用不可。陰性判明後に利用可。ただし、定期的な検
査の場合はその限りではない。
※PCR 検査の採取方法については、別添参考資料（(株)LSI メディエンス検体採取方法）を参照
のこと。

３．HPSC 外検査
3-1．HPSC 外検査方法

HPSC 外検査として HPSC が認めるものは、以下のとおりとする。なお、HPSC 利用前の HPSC 外検査は、
HPSC を利用開始する前 3 日以内に検体採取したものとする。(例：2 月 10 日から HPSC を利用する場合
は、2 月 7 日を含めてそれ以降に検体採取する。)。継続利用する場合は、4-5 日おきに１回受検する。
・PCR 検査（LAMP 法、SmartAmp 法含む）＊１
・定量抗原検査＊２ （定性抗原検査は不可。
）
＊1）

https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV-17-current.pdf

＊2）

https://www.mhlw.go.jp/content/000630270.pdf

3-2．検査料の精算方法

・HPSC 外検査を利用後、受検日の翌月 15 日までに以下の書類を HPSC スポーツメディカルセンター事
業推進課に提出すること。
≪精算に係る提出書類≫
・競技団体から HPSC 宛ての検査料分の請求書原本（金融機関の振込口座を記載すること。
）
・請求内訳書（受検者、検査料金の内訳が分かるもの。業者からの請求書の内訳がこれを満たしていれ
ば代用可。）
・HPSC 利用者・受検者名簿（名簿には採取日記入のこと。）
・検査実施機関発行の検査料の領収書原本または支払金額を証する書類
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なお、
「HPSC 利用者・受検者名簿」ごとに領収書を取りまとめて請求すること。複数回のものをまと
めて請求しても構わない。名簿で確認ができない分については、支払い対象とはならないため、その数
は除いて請求すること。
HPSC は、毎月 15 日を提出書類の締日とし、当月に受領したものは翌月 15 日までに指定の金融機関
口座へ振り込む。ただし、書類の確認が遅れる場合は振込も遅れる場合がある。
＊書類確認状況次第により、支払い時期は変更となる場合がある。
・提出先の住所：〒115-0056 東京都北区西が丘 3-15-1

国立スポーツ科学センター

スポーツメディカルセンター事業推進課
3-3．HPSC 外検査の留意点

・競技団体がそれぞれ独自に検査会社と契約して検査を実施する場合や、競技団体の医事スタッフの
勤務する医療機関等が検査を実施する場合などが考えられる。
・検査会社や医療機関によって結果が出るまでの日数や料金が異なるので、事前に検査会社等に確認
し、計画的に運用する。
・HPSC 利用前及び HPSC 利用中の検査費用については、HPSC が負担する。
・検査料のみ HPSC が負担する。
・陰性証明書にかかる費用は負担しない。
４．HPSC 内検査予約方法
4-1．検査予定日の空き状況の確認

・競技団体は、専用電話にて空き状況の確認を行う。
【HPSC 内検査

受付専用電話番号：03-5963-0246 毎日 9:00～17:00）
】

・検査方法については、仮予約時に SmartAmp 検査もしくは PCR 検査をお選びください。ただし、
SmartAmp 検査の予約数には上限があるため、都度調整することとなる。
・受付開始日は、希望する受検月の前月の 1 日からとする。
4-2．申込書等の送付

・電話による仮予約後、競技団体から HPSC 利用時検査受付担当者へメールにて申し込み、検査受付担
当者から、競技団体へ書類一式をデータにて送付する。
＜送付書類＞
① HPSC 内検査申込書・受検者名簿
② HPSC 内検査説明書（初回のみ）
③ 行動履歴書（検査当日までに記載し、当日持参）
④ 同意書（初回のみ）（検査当日までに記載し、当日持参）
＊同意書については、未成年（20 歳未満）の選手についてはあらかじめ保護者の同意も必要となる。
保護者が署名した同意書を受検日当日に必ず持参すること。
＊知的障害の選手については、20 歳以上の者についても付添い人（保護者等、本人の意思を代弁で
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きる可能性のある者）等の同意が必要となる。
＊視覚障害の選手については、同意書の内容について、代読者から説明を受け、署名は代筆も可とす
る。
4-3．申込書類の提出・申込確定・提出期限

・HPSC 内検査申込書等を競技団体から HPSC 利用時検査受付担当者へメールで提出し、申込書等を確
認し、集合時間・場所等のメールの返信をもって予約確定となる。
申込書の提出締切：1 週間前まで【メールアドレス：hpsc-kensa＠jpnsport.go.jp】
4-4．申込時の留意点

・申込締切日までに HPSC 内検査申込書が提出されない又は内容に不備がある場合は、検査がキャンセ
ルとなる場合がある。
・万が一、検査日までに体調不良等でキャンセルになる場合は、早めに電話あるいはメールにて HPSC
利用時検査受付担当者に連絡する。
【電話番号：03-5963-0246（9:00～17:00）
、メールアドレス：hpsc-kensa＠jpnsport.go.jp】
５．HPSC 内検査当日のながれ
5-1．集合時間・集合場所

・SmartAmp 検査の場合
検査場（旧アーチェリー場）に、申込時に案内された集合時間に、事前に記入済みの行動履歴書と
同意書（初回のみ）を持って集合する。検査場では、検査員の指示に従い検体採取を行う。
※行動履歴書・同意書に内容に不備がある場合は、検査がキャンセルとなる場合がある。
・PCR 検査の場合
PCR 検査受付カウンター（NTC－W1 階研修室 6）に、申込時に案内された集合時間に、事前に記入
済みの行動履歴書と同意書（初回のみ）を持って競技団体の関係代表者のみが集合する。PCR 検査受
付カウンターでは、記入済みの行動履歴書と同意書（初回のみ）と引き換えに検査キットを受取り、
各練習場で検体を採取した後に、検体を PCR 検査受付カウンターに提出する。
※行動履歴書・同意書に内容に不備がある場合は、検査がキャンセルとなる場合がある。
※リハビリやトレーニングなどの継続個人利用の場合のみ、選手自身が集合し、PCR 検査採取場で検
体を採取する。
5-2．練習場で採取の PCR 検査（継続・合宿で利用の場合）

・継続・合宿で利用の団体利用の競技団体の場合、PCR 検査は、研修室 6 にて競技団体の代表者が受
付、検査キットを受け取り、練習場にて選手の検体採取を行う。採取の方法及び注意事項は別添参考
資料のとおり。なお、事前に配布された名簿・検体キットを照らし合わせ、必ず本人の検体を採取す
ること。採取が終わったものは PCR 検査受付カウンターに提出すること。
・検査キット受取時間：
（午前便）9:00～9:45（午後便）13:00-15:45
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提出締切時間：
（午前便）10:00

（午後便）16:00

※検体採取の際は、検体採取方法（別添参考資料）を参照の上、ソーシャルディスタンスを守り、会話
を控えること。
5-3．HPSC 利用前の検査後の待機場所（継続・合宿利用の定期検査の場合は、待機不要）

HPSC 利用前の検査の場合、検査結果が出るまで、原則は待機場所（NTC ウエスト 1 階の待機室）もし
くは NTC ウエスト１階の研修室（研修室の予約は NTC 事務所へ事前に連絡（03-5363-0400））で待機す
る。待機室および研修室では濃厚接触の環境となってしまう場合に限り、各競技団体の専用練習場（教
養体育館等、予約済みの練習場含む）または宿泊を伴う場合は宿泊部屋での待機も可能。なお、HPSC 施
設内の共用部（宿泊施設、食堂、JISS トレーニング体育館・ハイパフォーマンスジム、ラウンジ等）は、
原則、使用できない。NTC イーストの練習場へ移動するため公道を通ることはやむを得ない。また、HPSC
内であれば、車両での待機も可能とする。なお、待機場所においても、原則としてマスクを着用し、ソ
ーシャルディスタンスを守り、会話を控えること。なお、待機中に使用した机や椅子など触れたものは、
待機場所に設置されているアルコール等で拭きとってから移動すること。
検査結果が出るまでは、HPSC 敷地内からの外出は、原則、禁止とする。
5-4．検査結果の連絡
5-4-1．SmartAmp 検査

検体採取からおおよそ 2 時間後に申込書に記載された競技団体の検査結果連絡者に検査結果を連
絡する。なお、再検査の場合は、結果連絡に時間を要する。また、検体を取り直すこともあるため。
該当者は、再検査に協力すること。
5-4-2．PCR 検査

午前の検査は、当日中に申込書に記載された競技団体の検査結果連絡者に検査結果を連絡する。
なお、再検査の場合は、翌日午前までに検査結果を連絡する。
午後の検査は、翌日 15：00 頃に競技団体に検査結果を連絡する。なお、再検査の場合は、翌日 17
時頃に検査結果を連絡する。
６．検査陽性時のながれ
6-1．HPSC 外検査

検査で陽性者が出た時に、どこの保健所に発生届を提出すればよいのかは場合によって異なるので、
競技団体は事前に競技団体の所在地の管轄保健所等によく確認しておくこと。
いずれの場合も、競技団体の医事スタッフ等担当者は、速やかに該当者に連絡する。以後は保健所か
らの指示に従うことになるが、該当者は HPSC の利用は当面不可となり、自主隔離を要請する。該当者
と接触のなかった者については、HPSC の利用は可能であるが、該当者と 2 週間以内に濃厚接触のあっ
た者については、検査結果が陰性であっても HPSC の利用は当面不可となる。これに基づいたうえで、
その後の対応については HPSC 利用に当たっての新型コロナウイルス感染症対応方針に沿って、統括団
体と HPSC を含めて協議したうえで行う。
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以後は保健所からの指示に基づいて、必要な対応を行う。
6-2．HPSC 内検査

HPSC 内検査で陽性と判断された場合、競技団体の検査結果連絡者を通じて速やかに該当者に連絡す
る。HPSC スポーツメディカルセンターの医師は、北区保健所に発生届を提出し、以後は保健所の指示に
従う。保健所からの指示があるまでの当面は、該当者が宿泊者の場合は、宿泊部屋に一時的に自主隔離
する。該当者が宿泊者ではない場合は HPSC 内の所定の場所に一時的に自主隔離する。該当競技団体は、
該当者が練習場を利用していた場合、練習場の利用を当面は中止する。
その後の対応については、HPSC 利用に当たっての新型コロナウイルス感染症対応方針に沿って、統
括団体と HPSC を含めて協議したうえで行う。具体的には二次感染の予防、関連各署への連絡・公表、
該当者の専用隔離施設への移動などを行う。二次感染の予防に関しては、該当者の行動履歴を基に濃厚
接触者を推定し、この者についても自主的に待機を依頼し、以後は保健所の指示に従う。また、必要に
応じて該当者の行動範囲を消毒する。
７．HPSC 各担当連絡先

① HPSC 内検査

受付専用電話番号：03-5963-0246（9:00～17:00）
メールアドレス：hpsc-kensa＠jpnsport.go.jp

② HPSC メディカルセンターJISS クリニック電話番号：03-5963-0211（平日 8:30～17:00）
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別紙１

【HPSC 内検査場】

【NTC1 階待機場所】

PCR 検査
受け渡し
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