
第２回神奈川県抗原検査キット適正使用推進協議会 

2021年 11月 17日（水）18:30開催 

神奈川県庁西庁舎６階災害対策本部室・Zoom 

 

＜会議結果＞ 

 

杉山 未来創生担当部長  それでは定刻となりましたので、ただいまから第２回神奈川

県抗原検査キット適正使用推進協議会を開催いたします。私、

本日進行を務めます未来創生担当部長の杉山と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは本協議会開催にあたり

まして、黒岩知事からご挨拶を申し上げます。お願いします。 

 

黒岩 知事    本日は大変お忙しい中、多くの皆様に本協議会にご出席いた 

            きまして心より御礼申し上げます。 

さて、10月 7日に開催いたしました第 1回協議会では、医療用

の抗原検査キットを正しく使ってもらう周知が重要、スクリー

ニング検査であり適切な受診との連携が重要など、数多くのご

意見をちょうだいいたしました。 

これを受けまして県では、県ホームページでのキット使用方

法の動画公開など、できることから着手いたしました。また、

県民の皆様がどういうご意見をお持ちなのかを確認するため、

ＬＩＮＥパーソナルサポートを活用しての抗原検査キットに関

するアンケートも実施いたしました。アンケートでは、県民の

皆様の生の声が様々届きまして、今後取り組むべき課題も浮か

び上がって参りました。 

そこで本日の協議会では、このアンケート結果を踏まえ、今

後の取り組みを中心に、皆様に活発な議論をお願いしたいと考

えています。この場でいただくご意見を参考に、県として対策

を進めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。以

上です。 

 

杉山 未来創生担当部長 黒岩知事ありがとうございました。本日の議事進行について

ご説明いたします。本協議会は 18時半から 20時まで概ね 1

時間半予定しております。ご出席の皆様のご紹介につきまし

ては、時間の都合上名簿の配付をもって代えさせていただき

ます。また、本日はウェブでの参加をお願いしております。



ご発言があれば、お手数ではございますが、挙手ボタンを押

して事務局にご連絡いただきますよう、よろしくお願いいた

します。なお、本日の会議はすべて公開させていただきま

す。会議の撮影、録音、こちらにつきましても許可をさせて

いただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

 

１ 報告事項 

第１回協議会を受けて 

 

 

 

杉山 未来創生担当部長  それでは議事に入らせていただきます。まず、第 1回協議会

を受けての報告事項でございます。資料説明について、畑中

統括官、よろしくお願いします。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官  はい、医療危機対策統括官の畑中でございます。前回の協

議会に皆様ご参加いただきましてありがとうございました。

2点ご報告をさせていただきます。 

抗原検査キット各社に、お声がけをさせていただきまし

て、使い方を県民の皆様にしっかりお伝えするということ

で、動画、パンフレット、添付文章をまとめたサイトをリリ

ースしております。特に動画によって、どの検査キットを買

っても、より分かりやすく県民の皆様に使い方をお伝えでき

る状況になったかなと思っております。また、厚労省の方で

も、そういった状況情報をまとめていきたいというお話も前

回ありましたので、ご参考にしていただければと思います。

ご協力ありがとうございました。 

報告事項 2点目でございますけれども、実際にたくさんの

メーカーの皆様が製品を出されているということ。前回、知

事も驚かれておられましたけれども、実際にどういったもの

なのかということを具体的に目に見える形でということで、

各社にキットを提供していただきました。現在、県庁の正面

玄関のところに置かせていただき、県民、県職員含め、多く

の方々の目に留まる所に展示しております。ぜひ、こういっ



た形で、色々なものが色々な形で提供されているということ

を伝えていきたいと思っております。報告は以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい。畑中統括官ありがとうございました。本当に製造メー

カーの皆様ご協力ありがとうございました。ただいま報告ご

ざいました 2点について、ご意見等ございましたら挙手ボタ

ンの方よろしくお願いいたします。はい。それでは、特にご

意見がないようでございますので議題の方に移りたいと思い

ます。 

 

 

 

２ 議題 

（１）キットの薬局配布チラシの改訂について 

 

杉山 未来創生担当部長  続きまして、まず（１）薬局で配布をお願いしておりますキ

ットの案内チラシの改訂につきまして、こちらも畑中統括官

よろしくお願いします。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官          はい。畑中です。今現在、神奈川県では薬局で販売される

検査キットの販売時に、神奈川県が作っておりますチラシを

併せて配布していただくということをお願いしております。

検査キットを使った後、症状がある方や、あるいは陽性反応

が出た場合は医療機関にかかってくださいというご案内をし

ていただくためのチラシになっております。こちらにつきま

して、この協議会にご参画いただいております皆様もです

ね、こういった適正使用を推進しているということを県民に

伝えていくことが大事だと考えておりますので、この推進協

議会の名前と、ご参加いただいている団体様のお名前を入れ

た形で、チラシをバージョンアップしたいというふうに考え

ておりますこちらについてご了解いただきたいということで

ございます。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。ただいまのチラシの改訂

についての説明に関しまして、ご意見等があればお願いいた



します。 

 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会  

長津 副会長        薬剤師会の長津でございますけどよろしいですか。まず、

抗原検査キットのこの表記なんですけど、定性という文字が

入るか入らないかという議論は、こちらで 1回でもあったの

かということをお伺いしたいのが 1点。それと裏面のところ

の、これ笹生先生のご意向が大事だと思うんですけど、かか

りつけ医がいる方、かかりつけ医がいない方っていう表記で

すが、ここ医師会さんとしては「かかりつけ医」という表記

で、よろしいのか。今、色んな所で“かかりつけ”と書いて

る場合と書いてない場合とあって、そこが医師会さんでご了

解いただけているのかという 2点お伺いしたいんですが、よ

ろしいですか。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官          すみません、ちょっと 1点目の質問が、正確に掴めなかっ

たんですが。 

 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会  

長津 副会長        抗原検査キットというのは定性と定量があるわけで、こち

らは定性なんですけれども。その定性という文字を、厚労省

が薬局に出す通知や事務連絡では括弧で括って（定性）と書

くんですけど、これは一般市民の方が対象ですからそこまで

いるかいらないかっていう、どっちでも私はいいと思うんで

すけど、その議論はあったのかということが 1点目です。 

 

阿南 医療危機対 

策統括官          はい、医療危機対策統括官の阿南でございます。議論とし

てはございません。これはもう、そのタイプのキットですの

で、定性を意味するで良いであろうと。従来からの様々な議

論の段階でこの抗原検査キットとはイコール定性キットであ

るということでずっと通してきましたので特別な議論はして

おりません。 



 

杉山 未来創生担当部長 はい。よろしいでしょうか。では、2点目につきまして、笹

生先生よろしいでしょうか。 

 

 

公益社団法人神奈川県医 

師会 笹生 理事  はい、笹生です。前のパンフレットですと、そのかかりつ

け医がいる方って表記はなくて、みんな相談窓口の方を通し

てっていう形ではなかったのかなと。ちょっと今、手元に資

料がないので、確実ではありませんけども、そのようだった

思いますが。やはり医師会としては、かかりつけ医っていう

のは大事な制度ですので、そちらに相談するっていうこと。

そういう、かかりつけ医がいない方は、やはり従来の相談窓

口を通してっていうことで、形としてはこれで問題はないの

かなと思います。 

 

公益社団法人神奈川 

県薬剤師会  

長津 副会長        機能として、かかりつけのお医者さんがいるっていうこと

ではなくて、ここ「かかりつけ医」という表記で医師会さん

がよければいいんですけども。 

公益社団法人神奈川県医 

師会 笹生 理事  そうですね。一応ちょっと理事会に報告しなきゃいけないか

もしれませんけども、形としてはこういう形で、かかりつけ医

がいれば、その機能がここで発揮されるということで、僕とし

てはこの表記でよろしいんではないかなという。 

 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会  

長津 副会長 ありがとうございました。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長 ありがとうございます。あと厚労省の方からも手が挙がってお

ります。厚労省の方お願いします。 

 

 

 



 

厚生労働省新型コロナ   

ウイルス感染症対策推 

進本部検査班  

高城 参事官  厚生労働省参事官の高城と申します。たいへん分かりやす

いパンフレットを作っていただいたと思っているところでご

ざいます。ありがとうございます。私どもこちらのキットの

販売についてですね、事務連絡を出させていただく際に、医

師会ですとか薬剤師会ですとかに相談させていただいたんで

すけれども、やはり皆さん検査キットのいわゆる精度を心配

しているようでして。陰性と出たからといって安心をしない

ようにというようなことで、私どもの事務連絡の方にも基本

的なことを守ってくださいと。例えば手洗いですとか、3密

を避ける、そういったことはもちろんですが。陰性と出たか

らといって感染していないということが確定したわけじゃな

いというような注意書きを付けるように、現場の薬局には指

導をしていただくですとか。そういった旨を事務連絡で出し

ているところです。こちらのパンフレットでも、もちろん陰

性の場合も慎重にというメッセージが出てるんですけども、

できればそういった点もしっかりと、わかりやすく県民の皆

様にお伝えいただければと思った次第でございます。参考に

していだだければ幸いでございます。以上でございます。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。実は本日、欠席されてる

方が、チェーンドラッグストア協会さんなんですけども、原

案のまま了承というようなご意見をちょうだいしておりま

す。よろしければ、今ご意見いただいた中で、この案どおり

早速配布の準備を進めさせていただきたいと思ってるんです

が、よろしいでしょうか。もし細かい点等お気づきになられ

ましたら、この協議会終了後でも是非ご意見ちょうだいでき

ればと思います。それでは、いったん、こちらで決定させて

いただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 



２ 議題 

（２）県民アンケートを踏まえた取組みの方向性について 

・薬局との情報連携基盤構築 

 

 

 

 

杉山 未来創生担当部長   はい。それでは二つ目の議題ですね。県民アンケート踏ま

えた取り組みの方向性についてというところに移りたいと思

います。こちらについても畑中統括官よろしくお願いしま

す。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官           はい。畑中です。議題につきましては県民のアンケート

を踏まえた取り組みと、いうことでございます三つお諮り

したいと思っておりますけれども、県民アンケート概要を

次のページ、6ページ目に挙げさせていただきました。先

日の協議会の後に２回に分けてアンケートラインパーソン

サポートで、県民に対して、させていただきました。150

万人ほどに、県はお聞きすることができるんですけれど

も、第１回３万人第２回４万 3000人ということで、ご回

答いただきました。第 1回はその抗原検査キットについて

の認知度、そして講演先等について知りたいこと等をお聞

きしました。 

また、第 2回は、実際に薬局でどこで買えるのかですとか

薬局でどんな説明を受けているのか、それについて思うこ

とということのお話をお聞きしました。アンケートの詳細

については別紙で、皆様にお配りしている次第でありま

す。その中でですね、今回お話を差し上げたいのが案の 1

の情報基盤のところになります 7ページ目 8ページ目に行

っていただきたいと思います。先ほどのアンケート 2回目

でやったんですけれども、抗原検査キット等をについて近

くで買えるところをご存知ですかという質問に対して、7

割の県民の方々が知らないと。買える場所を検索できたら

どうかということについては半分以上の方が検索できるこ

とが必要ですとか、検索できたほうがいいということであ

りました。まず、そもそもそのシステムの作成のために、



この検索という機能が必要なんだなということを認識いた

しまして、こちらの県の方で、検索ができる仕組みを作ろ

うということを考えている次第です。そのためにはそもそ

もすべての薬局についてのレジストリというものを構築が

必要になって参ります。全薬局の中でどこが実際に近くで

買えるところなのかということを探すことができる仕組み

づくりということをお諮りしたいんですけれども。 

ちょっとご参考までにですね、神奈川県がこれまで整備し

てきた、その他のレジストリ、をご紹介いたします。先ほど

150万人の県民にという話をしましたけれども、これが個人

の方と県が繋がっている基盤です。それ以外に飲食店ですね

10飲食店等事業者さん、14万事業者と、今、神奈川県は、

直接繋がる基盤を整備してきました。またコロナ対応をいた

だいているすべての病院、そして福祉施設とも繋がっており

ます。これはコロナ対策の中で整備してきたものになりま

す。 

こういった直接繋がる基盤をしっかり行政として整備するこ

とによって、何ができたかということを 10ページ目、次の

ページで、福祉施設でですね。繋がった時にあったこととい

うのをご紹介しております。後で読んでいただければと思う

んですけれども、今、例えばですね、すべての福祉施設には

無償の PCRの検査ができる。ここら辺のご案内ですとか申

し込み、こういったことを受けられる仕組みですとか、クラ

スターが発生する、或いはその兆候が見られる陽性者が発生

したらすぐに一報いただいて、我々がご支援すると。或いは

ワクチンの接種状況等をタイムリーに教えていただくといっ

た形でデジタル基盤というものを整備して参りました。 

また 11ページ目、今回その薬局と行政と繋がりましょうと

いう話ですけれども、今後ですね、薬局の皆さんに通知です

とか様々な調査を即時的に発出するですとか、各種申請の電

子化、そして、様々な交付の電子化と言うことができようか

と思います。またその中で一部、オープンデータにして情報

公開して良いというデータに関しましては、例えば先ほどの

抗原検査キットを買える薬局かどうかということを、検索サ

イトを県で県民に対して提供する、こういったことができる

ようになると考えております。 



12ページ目に、その抗原検査キットの検索サイトを作るとい

う以前に、すべての薬局の皆さんに登録いただくWebフォー

ムを 10月１日から開始しておりまして、情報収集するため

のWebフォームを公開しております。こちらについての情報

収集ですね、マスターを作る情報収集なんですけども 13ペ

ージ目に、その通知を出させて一応ご紹介しております。薬

局の連絡先のWebフォームの入力をお願いしておりますが、

14ページ目にある通り、なかなか、回収率が、思わしくなく

てですね 12％の薬局が収集中の内容について、ご回答いただ

いてるという状況でございますので、まずはこのレジストリ

化に向けて主に連絡先をしっかり県として把握させていただ

きたいということで、レジストリにご協力いただきたいとい

うことで薬局の皆様にお願いする次第です。こちらの内容が

15ページになっております。 

また、直近の政府の動きを鑑みまして 16ページ目 17ページ

目でこのレジストリを使って、やっていきたい、或いはこの

レジストリの活用案というところで、例えば、ワクチン・検

査パッケージ等で。薬局も検査をする機関としてですね、書

かれておりました。そういったところの取り組み状況或いは

それにまつわる、様々な行政とのやりとりというもの電子化

というものの基盤になるだろうと考えております。 

また、活用案の３の方では、経口薬の地域内配布を効率的に

ということで厚労省の方からですね、経口治療薬を周りの薬

局にも提供、融通していくと。こういう拠点的な薬局をしっ

かり集めて欲しいという通知出ておりましてこういったもの

をしっかりと皆さんにお伝えして、手を挙げていただく。そ

ういったところにも使えるだろうというふうに考えておりま

す。ちょっと長くご説明しましたけれども県民の声として、

ご自身が住んでいる近くの、どこの薬局でこのキットが使え

るのかということについて、検索ができる仕組みを整備した

いと思っております。こちらの方向性について皆さんにお諮

りしたいと思っております。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長 はい、ありがとうございます。ではただいまの情報連携基盤

の構築、こちらにつきまして、ご意見がある方。はい。薬剤

師会さんお願いいたします。 



 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会  

長津 副会長  はい。度々すいません。薬剤師会の長津です。まず 8ペー

ジ目のこのアンケートの結果で、確かに、どこで買えるのか

を知っているという方が 3割しかいないっていう結果なんだ

けども、ただこれってアンケートの対象ってのは特に、何か

分母にバイアスがかかってるわけじゃなくて一般の県民に、

したと思うんですが、我々薬局でも抗原検査キットを販売す

るときに、抗原検査キットを皆さんお持ちになっておいた方

がいいっていうことを、知ってるのか知らないのか。まず、

聞いたときに半分以上の人は知らないわけですよ。で、検査

キットが必要ということを知らない人は当然、どこで売って

るか知らない。興味がないから。だから、この 3割しか知ら

なかったっていうこの表記は、少しその、元々の抗原検査キ

ットが必要ということを知っている方に対してのアンケート

ならいいんだけど、そうじゃないので、この 3割という数字

はちょっとずれてるかなということと、でも確かにどこで売

ってるかは知った方がもっと知ってる方がもちろん良いと思

いますし、それをアナウンスできることはとても大事なこと

だと思います。 

それから、17ページ最後の最後のところですね、まず、抗

原検査キットも経口を治療薬もそうなんだけど、どこに配備

するかっていう話になったときに、まず、ちょっと僕は、行

政としてやった方がいいんじゃないかなというご提案として

は、今、神奈川県内には 100の地域連携薬局の認定取ってる

薬局があるんです。その 100件にはやっぱり直接、ダイレク

トにこれを呼びかけたほうがいいんじゃないの、認定の権者

は県庁ですので、その認定を出した県から、この抗原検査キ

ットだとか、あとはその経口治療薬だとか、その地域の医薬

品提供の核となってくれというのは、県庁さんの方からも、

声をかけちゃえばいいんじゃないかなと思うのと、この 17

ページ目のこの二次医療圏に少なくとも 1薬局という数字は

余りにも、現実的ではないかな。二次医療圏に１薬局じゃど

うにもならないと思うんですよ。どうしてこういう数字にな

ったのかよくわからないんだけど。少なくとも、市区町村に



１軒とか、日常生活圏域に 1軒とかっていうそういうレベル

じゃないのかなと思うんだけど一方、この経口治療薬自体の

流通がそこまでないという、そういう見込みの上で、二次医

療圏に 1薬局としてならそれはそれとしていいんですが、そ

うじゃないとそういうこの物流の問題も含めてということ

が、アナウンスされてないと、二次医療圏って、三浦半島に

１軒とか、藤沢茅ヶ崎寒川に１軒とか、ちょっとこれでは到

底対応できないと思うんです。この辺いかがなんでしょう

か。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官          17ページの話は今日のお話とは直接関係ないんですけれど

も、おっしゃる通り必要な大きなエリアであれば二次医療圏

に一つということではなくて、直接県としてもアプローチし

つつ、一方で、取り扱いたいという手も上がるとは思ってお

りますので、両方アプローチしていかなくちゃいけないんだ

ろうと思っております。 

また、先ほど 4万人のアンケートに対して、バイアスがとい

うお話ございましたんで、大体ですねこの抗原検査機器は

我々のラインパーソナルサポートって 150万入ってますね

と。これ大体 30代から 50代とか、60代まで、若い人とい

うよりはどちらかと 30代から 40代 50代、ここ多くなって

いくとこういう傾向になってます。ここら辺の皆さんがどう

いう。背景で、お答えされたのかっていうのはもう少し分析

させていただきたいと思うんですけども、一方ですね、98％

の方が、そういった政策を提供してくれと、欲しいというこ

とでございますので、それはそれで幾らバイアスがかかった

としてもですね、マジョリティではあるんだろうなと。いう

ふうには考えておりますけれども。 

 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会  

長津 副会長  はい。このことに関しては大賛成です。で、現場の意見と

てなんですが。当初第 1回目のこの会議の時に私、言わせて

いただいたわけなんですけど、実際にこの抗原検査キットを

薬局で販売できるようになったんだよというのを、いろんな



マスメディアがワイドショーなんかでもみんな一斉に言った

んですよ。あのときの売り方っていうのはすごかった。だけ

ど、そういう そのメディアからのそういう情報がなくなっ

てきたら、なかなか、購買行動が起こらない。我々も一生懸

命、一生懸命説明しますけど、あの瞬間の、県民の購買意欲

と、今とではもうかなり違う。だから、やっぱり行政さんも

一生懸命その、これが必要なんだというアナウンスをしつ

つ、私たちも現場で来た方にはこれが必要なんだって。とい

うこの両方がないと、県民の、これは知事がおっしゃった 1

家庭に 1個なんてのはこれ絶対に到達できない。そこはやっ

ぱり行政さんも、検索できるシステムは絶対に大事です。い

ろんな施策がある中で、県民に対してのアピールというのを

もう少しご検討いただかないと、なかなか目標値には到達で

きないと思いますのでその辺のご議論も今後、お願いしたい

と思ってます。以上です。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官         ありがとうございます。ぜひ一家庭 1つということを知事か

ら申し上げてきた通りですので、こういった我々そのライン

パーソンサポートですとか、県のお知らせですとか、様々通

して、今後も、県民に周知徹底していきたい。というふうに

進めていきたいと思います。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい。ありがとうございました。他にご意見ある方いらっし

ゃいますでしょうか。はい。医師会、笹生先生お願いします。 

公益社団法人神奈川県 

医師会 笹生 理事  確かにこれレジストリが大事でどこで抗原検査キット買え

るかってことは非常に大事な情報情報で、県民の方への周知

ってことは今言われた通りのことで、大賛成なんですけど

も、そこはやはり一番大事なちょっとしっかり診断をして、

治療薬ってのは、全然別個の話で治療の話になってくるん

で。160万キットくらいしかなくて各二次医療圏に 1ヶ所っ

て伺ってますけども。それとちょっと混同しちゃうとなんか

ちょっと話が複雑化しちゃうかなというふうにちょっと思っ

たんで言わせていただきました。以上です。 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。他にご意見ある方いらっ



しゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。そう

しましたら、この情報連携基盤の構築、引き続き県の方でで

すね取り組みを進めさせていただきたいと思います。まだま

だご協力いただく部分が非常に多いので、ぜひともですね薬

剤師さん、薬剤師会さんの方も一緒になってですねこの取り

組みについて後押ししていただけると非常に助かります。ま

た県民の方への周知、こちらについてもですね、我々もどう

いったことができるか、引き続き検討していきたいなという

ふうに考えております。 

 

 

２ 議題 

（２）県民アンケートを踏まえた取組みの方向性について 

・薬局による発熱外来の紹介 

 

 

 

 

杉山 未来創生担当部長  はい。それでは続きまして案の 2に移りたいと思います。こ

ちらについては畑中さんお願いします。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官          はい。二つ目のアンケート結果を踏まえた精査です。19ペ

ージ目お願いします。今回抗原検査キットですけれども陽性

判定が出たら、しっかりと受診行動につなげるということの

目的で、皆さんやっていただいて、我々も取り組んでおりま

すけれども、この医療機関を自分で探すと、要請が出た、家

で出たと。いう時に自分で探すということについてはどう思

いますかということであります。薬局で買ったときに、後に

家で、自分で要請が出た場合にどうかということについて、

右からいきますと、自分で医療機関を探せるので問題ないと

思うという方が 6.7％。どこで受診したらいいかもっとわか

りやすい仕組みにすべきだと思うというのが 37％ほど。この

抗原検査キット購入時に最寄りの医療機関を案内してくれる

仕組みが良いと思うという声が非常に大きかった、というと

ころでございます。 

これを踏まえましてですね、薬局がこの抗原検査キットを販



売する際にですね。近くの、その買われた方の近くの発熱診

療機関等をですね、ご案内いただけるような仕組みを構築し

てはどうかということを考えました。 

20ページ目いきます。実はこの発熱等診療機関につきまして

は、すでにオープンデータにさせていただいておりますけれ

ども、先ほどのチラシの裏側にもあります通り、かかりつけ

がいる方はかかりつけ医と、かかりつけがいない方について

は電話かけてくださいという仕組みになっておるんですけれ

ども、実際にオープンデータにしておりまして、薬局の方々

向けだけに、原則、その用途でということで、県が薬局向け

にですね。そのオープンデータで CSVで置いてあるだけな

んですけれども、こちらについて検索できるようなシステム

というのはすぐにご提供できるだろうというふうに考えてお

りまして、県民の方が買った際にですね、実際陽性になった

らどこ行ったらいいんだろうねというところでいくつか候補

をお伝えいただけるような仕組みになるんではないか或い

は、販売した後にですね。薬局にお問い合わせいただいたり

した際に、ご覧いただけるようなツールになるんじゃないか

というふうに考えております。このキットを販売する際、県

民に最寄りの発熱診療機関をご案内いただくような仕組み、

こちらの整備を進めたいなと思っておりますけれどもいかが

でしょうかというお問い合わせなります。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。ではこちらにつきまし

て、ご意見のある方、挙手の方、お願いいたします。はい。

では薬剤師会の小川会長お願いいたします。 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会 

小川 会長  はい。非常にいいシステムだと思うんですけども。問題は

そういうことを医療機関側の方がちゃんと了承してもらって

るのかどうなのか、正しい情報をもらわないと逆に惑わせて

しまうんで、その辺がしっかり構築されてれば,非常にいいと

思いますけど、その辺の担保っていうものをしっかりしてい

ただきたいなっていうのが、ちょっと意見としてあります以

上です。 

 



杉山 未来創生担当部長 はい、ありがとうございました。はい、笹生先生、お願い

いします。 

 

公益社団法人神奈川県医 

師会 笹生 理事  すいません。システム今会長の言われたようなパターン

ことをちょっと危惧するところがちょっとあるんですけど

も、これを一番最初の段階で販売する時に発熱医療機関の

情報を全部渡されてしまうと。かなり問い合わせの電話が

かかってきちゃうと思うんですねそうすると、今みたいな

時期だったらまだ対応できると思うんですけども、第５波

みたいになってる時にやっぱり電話が、殺到するとちょっ

と通常の医療業務ができなくなっちゃうんじゃないかとい

うことで、やっぱり陽性になった時にやっぱりコールセン

ターを通しての方を主流とした方が、僕はいいのかなとち

ょっと思いました。以上です。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官           県の方でもですね、私も実は抗原検査キット県内の薬局

で調達したんですけれども、そのとき実際陽性になります

よねと。県はもちろんパンフレットをつけていただいてお

りますけれども、実際には薬局のお名前が入った袋に、抗

原検査キットを入れていただいて、おりまして、多分薬局

に相談がする方もおられるでしょうという時に、要は、い

つのタイミングでこの検索サイトを使ってご案内いただく

かというところだというふうに認識いたしました。先ほど

の笹生先生のお話ですと陽性になったときに、もし薬局に

買った方がですね。お問い合わせいただいたときに使って

いただくようなツールとしては、いいんじゃないかなと。

一方で、売ったときに全部あなたのところこうですよって

ご案内いただくっていうのは、多くの問い合わせが医療機

関に先に行ってしまうということで、なかなか難しいとい

うふうな形かなと思いましたので、ツールとしては同じな

んですけど使い方のところで、要請が出た方が薬局にお問

い合わせいただいたときは、こういったツールを使ってご

案内くださいということでいかがでしょうか。 

公益社団法人神奈川県医 



師会  

笹生 理事          笹生です。ただいまの意見を伺ってもやっぱり、どの時点

でっていうこともあるかもわかりませんけども、やっぱり

そのコールセンターがそこでやっぱりちょっと入らない

と、問い合わせの件数ちょっと大分多くなっちゃうのかな

っていうふうに思うんですけど。ちょっとそれ医師会でち

ょっと検討してみたいと思いますけど、明日ちょっと相談

してみます。 

 

阿南 医療危機対 

策統括官                   阿南です。笹生先生、この考え方としてはシンプルに考え

るんであれば、現在の相談センター機能を薬局に担っていた

だくと、薬局側が、一つ相談センターになるそういう視点で

どうだろうかというふうに考えるのが一つではないかと思い

ます。機能的にはだから、今の相談センターと同じと言うこ

とでまず、居住地等で一番近いところ、そういうところをこ

こですねということは、答えられれば、相談センターを使う

のと同じですよね。 

 

公益社団法人神奈川県医 

師会  

笹生 理事    そうですね。はい。ありがとうございます。 

 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会  

長津 副会長   神奈川県薬剤師会としてですが長津でございますけども、

今の両先生のお話はもっともで私もそれが一番スマートかな

と思います。ですからここの薬局→購入時に案内というのは

ちょっとその購入人の案内の内容が問題なわけですけど、そ

の下の、キット販売する際というのはやはりこれは、よろし

くない。私たち薬局、薬局も様々な考え方あると思いますけ

ど、私の薬局で言えば、売るときに、コールセンターの番号

は当然、案内しますけども、ただそれでも、判断悩んだとき

はとにかく薬局に聞いてくれと、そういうふうにアナウンス

をして売ってますし、基本的に日本薬剤師会はじめ、薬剤師

会はそういうふうに、会員薬局にアナウンスしてますので、



ここの 2－2のスライドのこの分は、もう少し工夫をしてい

ただいてもう一度拝見したいなと思います。よろしくお願い

します。 

 

杉山 未来創生担当部長 はい、ありがとうございました。仕組み自体、システム自体こ

れから厚く県の方で対応していきますが、まずは使い方です

ね、どういう場面だとか、そこを合わせてこれから皆さんのご

意見ちょうだいしながら、この取り組みにつきましても、一緒

に進めさせていただきたいと思います。その他何かご意見あり

ますでしょうか。製造メーカーさんとか、もしよろしければ特

に大丈夫そうですか。はい。いいですかね。はい。ありがとう

ございます。 

 

 

２ 議題 

（２）県民アンケートを踏まえた取組みの方向性について 

・キット説明の最適化 

 

 

杉山 未来創生担当部長  では議題案の 3キット説明の最適化についてこちらについて

畑中統括官お願いします。 

畑中 医療危機対 

策統括官          はい。抗原検査キット販売に関する県民アンケートの結果

です。厚労省の通知によって薬局での販売が始まりましたけ

れども、販売時に薬局からご説明いただく事項が沢山ござい

まして、県民の多くは薬局での説明の必要性は認識されてい

ました。一方で、購入時についての説明についてどう思いま

すかということで、要は、使えばなくなるわけでまた買いに

行くわけですねと、また同じ説明を聞くということについ

て、いかがかということでございます。18.1％の方が毎回必

要だと思うというお答えでありました。一方で 47.3％の方が

毎回必要だと思うけれども不要だと考える人は断る仕組みが

あると良いと思うということでありました。32.5％方が、初

回購入時のみ必要なんじゃないかということでありました。

これは一般の県民の方々のご意見でありますので消費者目線

といいますか、購入者の目線で、この毎回同じ説明を頭から

最後でということについて、最適化が必要なのではないかと



いうことでございました。薬局での説明について 23ページ

にありますけれども、1から全部聞きますかということを聞

いていただいてそうじゃないということであれば、買ったこ

とがあるとかですねそういったことであれば、簡略化すると

いうことなど、ご検討いただいたらどうかということで、消

費者目線での最適化、買いやすいといいますか。つきやすい

というところで消費者の負担にならない形での販売というも

のが求められてるんじゃないかなと考えております。主にこ

れは厚労省さんの通知なので厚労省さんから、意見をいただ

いて、そういった余地があるのかなというところのご意見い

ただければと思っております。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。まず厚労省の検査班の

方、よろしければご意見お願いできますでしょうか。 

 

厚生労働省新型コロナ 

ウイルス感染症対策推 

進本部検査班  

高城 参事官  はい。厚生労働省でございます。こちらのいわゆるその説

明についてでございますけども、きちっと確認をするため

に、つまり様々なチェーン店もございますので、適切に販売

していることが大事だということで、ここは念を入れて書か

せていただいているところでございます。もちろん今回の説

明方法の最適化も、大事かなというふうに思いますんで、ご

意見を踏まえて少し関係者とちょっと意見交換して、検討し

たいと思います。ありがとうございました。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。今の件もそうですけど、一

つ前の議題でも結構ですけど、保険薬局協会さん、もしご意見

があればお願いできますでしょうか。 

 

一般社団法人日本保険 

薬局協会川久保氏  はい。検査キット購入時ですね、ケースバイケースで、こ

ちらに提示されてるような方法でよろしいかと思うんですけ

れども。ただ、キットいろんな種類があると思います。1回

目購入したもの、2回目購入で必ず同じものじゃないと思い



ますので、そこら辺は改めて使用方法を確認してくださいっ

ていうアナウンスは必要になるかと思います。以上です。ち

ょっと前の議題になるんですけれども、情報収集、薬局の基

盤ですね、情報収集、アンケートが 12％っていうところでし

たけれども 14ページなんですけれども。登録情報状況です

ね共有させていただいたら必要に応じて、関連、こちらの団

体を通して、関連薬局ですね。もっと登録促すことも可能か

な協力できるかなと思っております。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい。大変ありがたいお言葉ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いできればと思います。日本薬局共励会さんい

かがですか。 

 

一般社団法人日本薬局 

協励会神奈川支部  

髙橋 副支部長  はい。すいません今日代理で来てるんですけれども、やは

り検査キットの説明なんかも、第一類なんかの説明なんかも

何回も何回も聞いてるってお話も聞くので、やはりそういう

ような説明なんかも、詳しく毎回毎回説明するのは、駄目か

なと思いますので、はい。そこら辺はイエスノーで答えてい

ただければ、お客様に、僕らが説明する必要もないかなと思

います。はい。以上です。すみません。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございます。薬剤師会小川会長お願いし

ます。 

公益社団法人神奈川県薬 

剤師会 小川 会長  この件に関してなんですけども、薬局では誰に言ったか、

どういう患者さんにやったかは記録が必ず残ってるはずで

す。ですので、要するに説明が必要とか必要じゃないってい

うことは、当然、1回目はマストで全部説明しなきゃいけな

いですけどもそれ以降に関しては、来る薬局の 2回目に来た

のか 3回目来たのかは記録残ってますし、この人がどういう

人かってのわかるはずなんで、その判断は薬局に任せてくれ

ればいいだけの話だと思うんですね。わざわざこうやって初

回のみ必要だとか、患者側の目線で言うんではなくて我々の

目線で、この人にどういう説明が必要かっていうのが、我々



薬局・薬剤師の役目だと思ってますんで。そういうような形

でやっていただければいいのかなというふうに私は思ってお

ります。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございます。 

 

公益社団法人神奈 

川県薬剤師会 

長津 副会長  すいません。ちょっと今の会長の話と関連なんですけど。

もしかしてご理解いただけてないのかなと思うんだけど、薬

局で検査キットを売る時の、説明というかお話の中で、使用

方法なんていうのはそんなに複雑な話じゃないんです。実

は、一番理解してもらわなきゃいけないのはこの検査キット

を使う意義ですとか、使った後の行動ですとか、そういった

ことを理論的に理解していただくということに、時間も労力

も一番割いている。そういう意味では、今うちの会長の小川

が言った通りで、初回はもうマストです。絶対に必要なんで

す。薬局では販売記録しますので、2回目以降の方で大丈夫

だと思えば、これは省略することは、そんなに私は妨げるも

のじゃないけども、ここで消費者目線でこの最適化を検討し

てはどうかという議論をすること自体が私にはちょっと理解

ができない。これ売ってる人間の感想です。売ってる人間と

して、この議論はあまりすべきではないなっていう気はしま

すので、そこはご理解いただきたいと思います。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございます。製造メーカーさんからまだ

ご意見ちょうだいしてないので、よろしければ私の方からで

すね、お願いできればと思うんですけど。そうですね。アボ

ットさんいかがですか。前回も少しお話しいただいたかと思

うんですけども、お願いします。 

アボット ダイアグノス 

ティクス メディカル株 

式会社感染症領域マーケ 

ティング部 大野 部長  アボットダイアグノスティクスメディカルの大野と申しま

す。こちらの、そうですね、薬剤師さんのご意見というとこ

ろは、賛同するところがある一方で、ちょっと別の方がおっ



しゃいました。おそらく薬局によって、取り扱う検査キット

が異なりますので、そこの、記録とともにですね、する中で

のお客さんの方がもう聞いてるよというところと、実際の使

ってた試薬と今回買うものが違ってたりそういったところ

を、ちゃんとギャップなくですね、情報を伝えられるという

ことが重要なのかなというふうに思っております。あくまで

も検査キット使用という側面ですけども。以上でございま

す。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございます。では、積水メディカルさん、

いかがですか？ 

積水メディカル株式会社 

検査事業部 国内営業部  

首都圏第四営業所  

麻生 所長  はい。今アボット様がお話されたことで、ほぼよろしいか

と思うんですけども、使われたキットと違うキットを購入さ

れた場合等ですね、特に薬剤師の方々にお願いしたいのは、

ご存知かと思いますけども、滴下する量だとか、採取する部

位等によってメーカー、各自違いますので、変わった時には

前回来られた方にも、その点、重々ご説明の方をいただけれ

ばと。そうしていただければ、各メーカーが保持している感

度特異性は維持できるんじゃないかというふうに考えており

ます。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございます。あと一名か二名すいませ

ん。ニチレイバイオサイエンスさんいかがですか。 

株式会社ニチレイバイオ 

サイエンス迅速診断薬事 

業部 

坂本 グループリーダー  はい。ニチレイの坂本です。私も日本保険薬局の川久保

様、それから薬剤師会の両先生のおっしゃるところを取って

いただければいいのかなと。メーカーから私の方からあえ

て、追加でお願いするとしたら、同じ薬局でも、薬局によっ

ては、途中でメーカーを変える場合も、あるんじゃないかな

と思っていて、そうなった場合は、前のキットを 1回、一度

買ったお客様だとしても、キットがもし変わっていればやっ



ぱり説明はしていただきたいと。それは他のメーカーさんも

おっしゃってましたけれども、抽出の仕方とか、それぞれメ

ーカーごとに違ってきますので、その辺がクリアできれば、

2回目以降は、はけるんであれば、現場の薬剤師の方々も楽

になると思いますし、お客さんも不必要な説明を聞かなくて

済むと思うので、その辺が、できるんであれば問題ないのか

なと思っております。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。今いくつかご意見ちょう

だいしましてありがとうございました。厚労省さん振り返っ

ていただいてもう一度いかがですかね。意見いただきなが

ら、お願いできればと思います。 

 

厚生労働省新型コロナ 

ウイルス感染症対策推 

進本部検査班  

高城 参事官  厚生労働省でございます。様々なご意見ありがとうござい

ます。確かにメーカーの違いですとか、あとは、昔使って大

分時間が経っているとか、いろんなケースがあるのかなとい

うふうに思います。その上で、完全に購入者目線で判断され

ちゃっていいのかどうなのかっていう辺りについて、実際に

1回説明を受けたかどうかという確認が必要なのかどうなの

かというようなことも、何か少し、論点としてあるのかなあ

と。例えばその薬局さん、購入者にサインしてもらって説明

の確認をやっていただいてるんですけど、例えば 1回その説

明したものについては、何月何日にその何々どういうデータ

のこれこれについて説明しましたみたいな紙を渡しするとか

ですね。何かそういうことなんかもあるのかなあと思った次

第でございます。引続きこの件については、神奈川県さんの

みならず、同様のご意見いただいてるところでございますの

で、少し検討させていただきたいと思っております。ありが

とうございました。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。それでは、全体を通して

ですね、さっきちょっと言い忘れちゃったとかなんかもしあ

れば。笹生先生お願いします。 



 

公益社団法人神奈川県医 

師会 笹生 理事  すいません。しつこいようですけど、さっきのパンフレット

の裏のフローチャートのことなんですけども、かかりつけ医が

いるいないで最初に分かれてますけども、フローの流れとして

その薬局ってのも当然入ってこなきゃいけないですし、かかり

つけ医って先程かかりつけ機能ってのは、医師会の中でちゃん

と確立してるものですけども、ほぼ実際は発熱診療全然携わっ

てないかかりつけ医の方も多いので、何かフローとしてはちょ

っとおかしいかなと。全然例えば外科だとか、婦人科だとかそ

ういうところに、要請なんだけどどうしたらいいっていうの

が、かかった人も困っちゃうと思うんですね。だからそこのと

ころをちょっと工夫して、もうちょっとそのフローチャートを

もう一回練り直していただいた方がいいのかなというふうに考

えました。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長 はい、ありがとうございます。では、チラシのフローは改めて

ご相談させていただければと思っております。その他何かご意

見あるでしょうか。全体通して何か。 

 

畑中 医療危機対 

策統括官          アンケートで 1点だけ先日の協議会の最後のところで、知

事からコメントをいただきましたけれども、いろんな価格体

があるよねと。ちょっとここで価格の話を触れるのは、いろ

いろあるかもしれませんけども、幾らぐらいが妥当かという

調査をしております。こちらは、メーカーさんの小売希望価

格等を掲載させていただいていろんな値段のものがいろいろ

あるということでしたし、県民の皆さんが求めている価格帯

というものもあるということで、ぜひメーカーの皆さんには

ご参考にいただきまして、各家庭に 1個ということについて

ぜひ推進するべく、こちらについてもご参考いただきたいと

いうことで資料だけ付けさせていただきました。以上です。 

 

杉山 未来創生担当部長 はい。ありがとうございました。では阿南統括官、畑中統括

官も、本日議事が一通り終わったんですけれども、最後に何

かご発言があればお願いいたします。 



 

畑中 医療危機対 

策統括官           まとめまして、検索、どこで買えるかということについ

ては了承いただけたかなと思っております。またチラシ

についてはもう 1回医師会の皆様にご案内して練らせて

いただきたいなというところであります。 

最後に、どこで発熱医療機関をご案内するかと、薬局

にご協力いただくかということはまた、システムもあり

ますけれども、どのタイミングが最適かということはま

たご相談したいなということであります。また最後に、

先ほどどういった説明が消費者目線でいいかっていう話

は、厚労省さんの方でですね、薬局に裁量権があるの

か、説明についての裁量権を持たせるのかどうかってい

うのが論点だったなというふうに認識しましたので、県

としても、消費者目線あるいは薬剤師の皆さんの声もま

たお聞きしながらですね、厚労省に対してもこうしてい

って欲しいということはお伝えしていきたいと思ってお

ります。以上です。 

 

阿南 医療危機対 

策統括官            ありがとうございます。いいディスカッションできた

なというふうに思います。この抗原検査キットの市販化

に伴う課題といいますか、我々がこだわってきたその後

のちゃんと医療機関につなげるんだ、こういったところ

は、皆で共有できて、そのためにブラッシュアップでき

るところということも浮き彫りになった。そういうこと

で一定程度の役割をこの協議会が果たしてるなというこ

とを、よく我々も感じることができたなと思っていま

す。今日少し話が出ましたけど、やっぱり今後薬局さん

の役割ということが大きくなってきて、ワクチン検査パ

ッケージの中でもちょっと文言が出てきたり、経口薬の

展開という中でも当然絡んでいただくということがある

ので、今後、抗原検査キットという視点では一定の役割

を果たしてきたかなというふうに思いますが、何をする

ということをコミットするという意味ではありません

が、やはりこういった場を有効に活用して今後新たに入



ってくる内容に関しても皆さんとディスカッションす

る、こういったことが非常に重要なんだなというふうに

思った次第です。どういう形になるかというのはわかり

ませんが、またご相談させていただくということを、今

後もぜひお願いしたいなというふうに思います。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、ありがとうございました。本日用意させていただ

きました議事はすべて終了になります。もしその他でご発

言がございましたらお願いできますでしょうか。はい、あ

りがとうございました。では最後に知事から一言お願いい

たします。 

 

黒岩 知事  はい。率直なご意見本当にありがとうございました。し

っかりと重く受けとめてですね、反映させていきたいと考

えております。 

その中で、抗原検査キットが薬局で売られるようになったと

いうニュース、ワイドショー等で取り上げる時にワーッと売

れたけども、その後ピタッと止まってしまったと、こういう

話がありました。確かに一時的にワーッと盛り上がってす

ぐ、あの時は確かに感染者が非常に増えている時でもありま

したから、そういった危機感が非常にあったんだろうなとい

うふうに思いますけども。とかく危機感が去ってくるとです

ね、そういったことがスーッと関心が薄れて一気に萎むとい

うのはよくあることであります。しかしですね今ちょうど感

染者が収まってる状況でありますけど、今我々にとって大き

な課題は何か、やっぱり第 6波に備えなきゃいけないといっ

たことですね。備えるために何が大事なのか、ちょっと今、

心に余裕ができているときでありますから、今までのことを

しっかり振り返りながら検証してちゃんと備えていく。そう

いう中ではですね、やはりこの抗原検査キットをご自宅でし

っかり備えておくということが大事なんだといったメッセー

ジをですね、我々からもしっかりとお出ししていきたいなと

いうふうに思っているところであります。 

そしてこの薬局が、この県内各地にもたくさんあるわけであ

りまして、我々コロナに向き合うときのですね大原則という

か、あれだけ大変な感染者が激増した時もありましたけど



も、我々の大きな方針というのは総力戦ということでありま

す。ですからこれ皆さんともですね、次からまた第６波来た

時にはですね、総力戦で向き合えるような形、これしっかり

作り上げていきたいと思っています。そのために、神奈川県

が一番大事にしてることはですね、それぞれの機関、組織の

皆さんとしっかりと丁寧にコミュニケーションを取ってくる

といったことでありますので、これからもですねこういう場

を使用しながら利用しながらですね、しっかりとコミュニケ

ーションをとって、総力戦で立ち迎えるよう頑張っていきた

いと思います。今日はどうも遅くまでありがとうございまし

た。 

 

杉山 未来創生担当部長  はい、知事どうもありがとうございました。また皆様にお

かれましては長時間にあたり活発なご議論、どうもありがと

うございました。はい。それではこれをもちまして第 2回神

奈川県抗原検査キット適正使用推進協議会を終わらさせてい

ただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

  

 

 


