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高齢者施設等管理者・施設長 様 

介護サービス事業所管理者 様 

 

大 阪 府 福 祉 部 高 齢 介 護 室 長 

 

高齢者施設等「スマホ検査センター」の対象拡大等について 

 

 日頃より大阪府政への御理解御協力を賜りお礼申し上げます。 

さて、高齢者施設等「スマホ検査センター」については、令和３年１月 21日に開設し、同３月９日

に対象拡大を行ったところです。今般の第４波による急激な感染拡大を受け、4 月 16 日（金）午前 9

時より、福祉施設等に勤務するすべての職員（別添１のとおり）に対象を拡大することとしましたので、

ご案内いたします。 

また、大型連休中（４/29～５/５）について、別添２のとおり、検査センター本部及び一部のサテラ

イトにおいて、検査を実施しておりますので、併せてご案内します。 

◆高齢者施設等「スマホ検査センター」（以下「検査センター」という。）について 

・高齢者施設等におけるクラスターの発生防止と感染拡大の最小化、福祉サービスの安定的な提供を

確保するため、従来のかかりつけ医や保健所(新型コロナ受診相談センター)での体制に加え、職員・

入所者に少しでも症状が出た場合にスマートフォンや PC でインターネットから検査申込できる仕

組みを構築し、簡易・迅速に検査を行うものです。 

・検査センターの利用にあたっては、検査申込マニュアル及びホームページの注意事項や 

ＦＡＱ一覧をご確認下さい。また、お問合せは以下メールアドレスあてにお願いいたします。 

◆大切な注意点 

・受診が必要な場合（息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが

ある場合）などは、お近くのかかりつけ医にご相談ください。 

・夜間・休日やかかりつけ医がいない方などは、施設等所在地や職員の住所地を管轄する保健所（新

型コロナ受診相談センター）へご相談ください。 

【検査センターホームページ】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/coronafukushi/index.html 

【検査センターに関するお問合せメールアドレス】 

 kensasenta1@medi-staffsup.com 

【添付資料】（各施設種別共通資料） 

・ファイル 01 検査対象施設種別 

・ファイル 02 検査を受ける職員の職種 

・ファイル 03 高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用にあたっての FAQ等 

・ファイル 04 高齢者施設等「スマホ検査センター」のフロー 

・ファイル 05 高齢者施設等「スマホ検査センター」における検査申込マニュアル（Ver.1.2） 

・ファイル 06 ＷＥＢ申込フォームの入力方法等（Ver.1.2） 

・ファイル 07 検査センター本部・サテライト所在地 

・ファイル 08 福祉施設等の管理者、職員の皆様へ 

                                      

 

★検査の申込は上記ＷＥＢページへ 

★検査センターへのお問合せは上記メールアドレスへ 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 

居宅Ｇ 06-6944-7099  施設指導Ｇ 06-6944-7106  

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/coronafukushi/index.html
mailto:kensasenta1@medi-staffsup.com


検査対象施設種別 

現在の対象施設等 ※利用者及び職員 拡大する対象施設等 ※職員のみ 

高齢者福祉サービス等】  

・介護老人福祉施設（地域密着型含む）  

・介護老人保健施設  

・介護医療院  

・介護療養型医療施設  

・認知症対応型共同生活介護事業所 

・養護老人ホーム  

・軽費老人ホーム  

・有料老人ホーム  

・サービス付き高齢者向け住宅  

・通所介護（地域密着型含む） 

・通所リハビリテーション  

・認知症対応型通所介護  

・小規模多機能型居宅介護  

・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

・短期入所生活介護  

・短期入所療養介護  

 

【高齢者福祉サービス等】  

・訪問介護 

・訪問入浴介護 

・訪問看護ステーション 

・訪問リハビリテーション（介護保険サービスを提供して

いる事業所に限る） 

・居宅療養管理指導（介護保険サービスを提供してい

る事業所に限る） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・居宅介護支援 

・福祉用具貸与・福祉用具販売 

〇介護予防・生活支援サービス 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・その他の生活支援サービス 

・介護予防ケアマネジメント 

〇その他 

・地域包括支援センター 

・老人福祉センター 

【障がい者福祉サービス等】 

・療養介護 

・施設入所支援 

・共同生活援助（グループホーム） 

・福祉型障がい児入所施設 

・医療型障がい児入所施設 

・生活介護 

・短期入所 

・重度障がい者等包括支援 

・自立訓練（機能訓練） 

・自立訓練（生活訓練） 

・就労移行支援 

・就労継続支援（A型） 

・就労継続支援（B型） 

 

【障がい者福祉サービス等】 

・居宅介護 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・自立生活援助 

・就労定着支援 

・相談支援（一般、特定） 

○障がい児福祉サービス 

・居宅訪問型児童発達支援 

・保育所等訪問支援 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

○地域生活支援（促進）事業 

・基幹相談支援センター 

・手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

・移動支援事業 

・日常生活用具給付等事業 

・地域活動支援センター 

現在の対象施設等 ※利用者及び職員 拡大する対象施設等 ※職員のみ 

別添１ 



 ・日中一時支援事業所 

・福祉ホーム 

・高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する

支援普及事業 

・盲ろう通訳・介助者派遣事業 

・失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 

・障がい者就業・生活支援センター 

【児童養護施設等】  

・乳児院 

・児童養護施設 

・児童心理治療施設 

・母子生活支援施設 

・婦人保護施設 

・児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 

・小規模住居型児童養育事業（ファミ リーホーム ） 

・里親（※今回追加） 

・児童自立支援施設 

・児童相談所一時保護所 

・婦人相談所一時保護所 

 

 

【児童通所施設等】 

・保育所 

・認定こども園 

・小規模保育事業 

・家庭的保育事業 

・事業所内保育事業 

・居宅訪問型保育事業 

・認可外保育施設（企業主導型保育施設含む） 

・児童厚生施設（児童館） 

・放課後児童健全育成事業 

・利用者支援事業 

・一時預かり事業 

・病児保育事業 

・母子・父子福祉施設 

・地域子育て支援拠点事業 

・子育て短期支援事業 

・子育て援助活動支援事業 

・児童家庭支援センター 

・幼稚園 

 

【救護施設等】 

・救護施設 

・更生施設 

・医療保護施設（※今回追加） 

・無料低額宿泊所（※今回追加） 

 

 

  



 

 

高齢者施設等「スマホ検査センター」・サテライト ゴールデンウィーク期間（４／29～５／５）の稼働状況について 

 
所在地 最寄り駅 

開設状況等 

開所日 時間帯 

① スマホ検査セン

ター本部 

大阪府 旧職員会館 

大阪府大阪市中央区大手前２丁目 

・Osaka Metro（旧大阪市営地

下鉄）谷町線 

・京阪本線「天満橋駅」３番出

口から約 0.5㎞ 

４ / ２ ９

～５ /５

の毎日 

午前９時

３０分から

午後１ １

時 

② 港区サテライト 株式会社日本医学臨床検査研究所 関西

中央営業所 

大阪府大阪市港区福崎１丁目１番５４号 

・Osaka Metro（旧大阪市営地

下鉄）中央線「朝潮橋駅」から

北西へ約 1.1㎞ 

４/３０、 

５ /１の

み 

午前９時

３０分から

午後７時

３０分 

③ 吹田サテライト 株式会社日本医学臨床検査研究所 大阪

北営業所 

大阪府吹田市原町２丁目４５番１号 

・ＪＲ東海道本線「吹田駅」から

北東へ約 1.4㎞ 

④ 守口サテライト 株式会社日本医学臨床検査研究所 大阪

東営業所 

大阪府守口市大宮通１丁目１３番３６号 

・京阪本線 西三荘駅から西

へ約 0.9㎞ 

⑤ 堺サテライト 株式会社日本医学臨床検査研究所 堺営

業所・大阪南営業所 

大阪府堺市西区鳳北町７丁７番地 

・ＪＲ阪和線 津久野駅から南

西へ約 0.9㎞ 

⑥ 三島サテライト  三島府民センタービル ２階 控室 

大阪府茨木市中穂積１丁目３－４３ 

・ＪＲ東海道本線（京都線）「茨

木駅」西出口から北西へ約 0.7

㎞ 

・阪急京都線「茨木市駅」から

西へ約 1.7km 

・大阪モノレール「宇野辺駅」

から北へ約 1.3km 

４ / ２ ９

～５ /５

の毎日 

午前９時

３０分から

午後５時

３０分 

⑦ 南河内サテライト 南河内府民センタービル３階第３会議室 

大阪府富田林市寿町２丁目６－１ 

・近鉄長野線「富田林西口駅」

から北へ約０．１５km 

⑧ 北河内サテライト 北河内府民センタービル４階第１会議室 

大阪府枚方市大垣内町２丁目１５－１ 

・ 京 阪 本線 「 枚 方市 駅 」       

中央出口から南東へ約 0.7km 

・京阪交野線「宮之阪駅」から

西へ約 0.5km 

⑨ 泉南サテライト 泉南府民センタービル１階第３セミナー室 

大阪府岸和田市野田町３丁目１３－２ 

・南海南海線（本線）「岸和田

駅」西出口から東方面へ約

0.8kｍ 

・ ＪＲ阪和線「東岸和田駅」          

西出口から西方面へ約 0.9kｍ 

⑩ 泉北サテライト 泉北府民センタービル １階 第２会議室 

大阪府堺市西区鳳東町４丁３９０－１ 

・ＪＲ阪和線「鳳駅」東方面へ約

0.6km 

⑪ 中河内サテライト 中河内府民センタービル ３階第１会議室

大阪府八尾市荘内町２丁目１－３６ 

・近鉄大阪線「近鉄八尾駅」か

ら約 0.9kｍ 

・ＪＲ大和路線「八尾駅」から約

1.9kｍ 

⑫ 池田サテライト 池田・府市合同庁舎 ４階青少年相談コー

ナー 

大阪府池田市城南１丁目１－１ 

・阪急宝塚線「池田駅」東方面

へ約 0.5kｍ 

 

別添２ 


