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１－１ 緊急事態宣言解除後の方向性・戦略について
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発生数∝医療キャパシティ逼迫度

経済活性度

感染対策レベル別
（業種・エリア）緩和

現在 集団免疫+感染防止対策の徹底

緊急事態宣言

医療体制の維持

医療・福祉 担い手の保護
高齢者・障がい者などの保護

新たな社会経済モデルへの転換

1

2

3

宣言解除



１－２ 面での戦いの最終の打ち手
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①健康時

ワクチン
接種

LINE
パーソナル
サポート

• 2021年7月中
高齢者接種完了

• 全世代に対し接種
を積極的に推進

• 2020年3月5日～
サービス開始

• 130万人以上が登録

②発症時

抗原検査
キット
配布

外来
医療機関
紹介

• 2021年7月29日
LINEパーソナルサ
ポート上で配布開始

• 別途、家庭向け・子
ども向けに配布

• 感染症専用ダイヤル
にて外来診療の病院
を紹介

③療養時

早期薬剤処
方指針発表

地域療養

• 2021年8月20日通知

• 解熱剤等基本的な治
療薬を帰宅前に処方
するよう指針作成

• 2020年4月1日～
各地域で順次開始

• ハイリスク者の訪問
看護・診療体制構築

④緊急時

緊急酸素
投与
センター

臨時の
医療施設

• 2021年8月7日開設

• 入院調整中に緊急
に酸素を必要とす
る患者を受入れ

• 2020年4月より開設

• ヘルスイノベーション
パーク、海老名総合病
院、北里大学病院で開
設中

中和抗体薬
投与

• 2021年8月26日開始

• 基礎疾患保有者等ハ
イリスク者へ中和抗
体薬の投与体制構築

神奈川モデル
に基づく入院

• 高度・重点・協力医
療機関が病床確保

• 入院が必要な患者を
調整・搬送

new

医学的アプローチをより前倒し



２ 神奈川県での抗原検査キットの取組み
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第１弾

第２弾

OTC化

2021年9月27日～

2021年9月9日～

2021年7月29日～

パーソナルサポート上での実証的な配布

幼保・小中学校での実装的な配布

薬局での一般向け販売の開始
2021年9月27日付け厚生労働省事務連絡により、

薬機法の認可を受けた抗原検査キットを薬局で販売することが認められた

教育施設に児童分の抗原検査キットを無償配布することで、
児童本人もしくはその家族が有症状時にセルフチェックしてもらう体制を整備

LINEパーソナルサポート上のアンケートに協力頂いた方の一部を対象に、
使用時の結果等の入力を条件として抗原検査キットを実証的に無償配布



３－１ 神奈川県の取り組み
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個人が自宅でセルフチェック出来る体制の整備

第１弾配布【実証のフェーズ】

手段：抗原検査キットの配布

パーソナルサポート登録者でのアンケートの結果(回答数:13.6万人)、セル
フチェックが出来れば、陽性判明の際、医療機関を受診し、通勤・通学を控え
るということが分かった

アンケートに回答した13.8万人に抗原検査キットを配布する
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神奈川県 県民

第１弾配布【実証のフェーズ】

３－２ 神奈川県の取り組み

抗原検査キットの配布

検査結果の回答

1. 県がLINEパーソナルサポート上で抗原検査キットの配布希
望を募り、希望者にキットを配布

2. キットを受領した県民は、検査結果や簡単なアンケートに
回答

3. 回答状況を取りまとめ、施策に活用



３－３ キット利用者の行動変容の効果
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陽性
8.1%

陽性報告者34人のうち
18人が追加調査に回答

医療機関を受診したか 通勤・通学や外出を控えたか

陽性報告者への追加調査回答結果（回答者：18人）

＊週末で受診できていないなどのケースがあり、
さらに追加アンケートを実施する。

受診した
83%

受診していない
17%

通勤・通学や
外出を控えた

100%

抗原検査キットの使用は早期の医療機関の受診や
外出の抑制に極めて大きな効果があった

• 抗原検査キットで陽性と報告した人を対象に、追加調査を実施

（2021年8月13日神奈川県感染症対策協議会資料）



４－１ 神奈川県の取り組み
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第２弾配布【実装のフェーズ】

12歳未満の児童へ感染が拡大している

抗原検査キットを県内の通園・通学する家庭に配布する

状況

県内で発生するクラスターの多くは保育園、幼稚園、小学校、特別養護学校
（以下「学校等」）と、12歳未満の児童が多数在席する施設で発生している

課題

県では９月以降原則児童を登校させることとしているため、上記施設へ一刻も
早く更なる感染予防施策を講じる必要がある
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県 学校等 家庭各学校ごとに
まとめて送付

各生徒が２キットず
つ持ち帰る

• 県から対象の学校等へ、生徒数×２のキットをまとめて配送する

• 学校等でキットを各生徒用に２キット１セットで再包装する

• 登校した生徒全員にキットを配り、家庭で持ち帰って常備してもらう

第２弾配布【実装のフェーズ】

４－２ 神奈川県の取り組み

キットの使用結果

結果報告は第一弾配布と同じフローでLINEパーソナルサポートにより結果報告
をしてもらう



５ 神奈川県の取り組みの実績
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※第一弾配布、第二弾配布を合わせた数



６－１ 医療用抗原検査キットの薬局での販売
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令和3年9月27日厚労省事務連絡
「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での
医療用抗原検査キットの取扱いについて」

• 有症状時に家庭でセルフチェックが出来るよう、
医療用抗原検査キットの薬局での販売を認める

• 薬機法における薬局医薬品として、販売時の薬剤
師による指導や販売記録の保存等が必要

• 陽性時に医療機関を受診することや、キットの仕
様方法等、薬剤師が丁寧に説明する必要がある

県の抗原検査キット配布施策の効果が
国に認められました



６－２ 県から薬局への通知

11

• 10/1付通知で、県内
約4,000の薬局にチラ
シを配布

• 陽性判明時は個別の
医療機関ではなく各
自治体の相談窓口に
連絡をするよう強調

医療機関へ個別の連絡が
集中することを予防



本日のアジェンダ
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1. 抗原検査キットへのアクセシビリティ確保

2. 抗原検査キット利用者の医療連携支援

3. 抗原検査キットの精度管理



１ 抗原検査キットへのアクセシビリティ確保
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１－１ 希望する全ての県民が購入できるか
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販売地域 販売価格

県民の抗原検査キットへのアクセシビリティを定期的・定量的に
把握し、必要に応じて対応を検討する必要がある

どこで購入できるか いくらで購入されているか

県内薬局のデータベース化と、定期的な
調査への協力をお願いしたい



１－２ 神奈川がこれまで整備してきたコミュニケーション基盤
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間接コミュニケーション 直接コミュニケーション

医療機関

個人

県

事業者

県

県 県

福祉施設

出先機関 業界団体

電話・FAX・メール

電話・FAX・メール

Web
システム

Web
システム

Web
システム

用途
・お知らせシステム
・パーソナルサポート

用途
・病床管理
・物資調整等

用途
・PCR検査実施
・クラスター対応
・ワクチン接種

県(本庁)
用途
・感染防止対策取組書

LINE

メッセージ
通知

メッセージ
通知

LINE



１－３ 使用者への使い方指導・啓発をどうするか
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神奈川県「新型コロナウイルス抗原検査キットの使用方法」
https://www.youtube.com/watch?v=ipElOrrHzBQ

配布事業の際に県が作成した
使用方法の説明動画

• 説明動画を県で制作・更新し
続けるのは負担が大きい。

• バラバラな場所で案内すると、
県民は混乱してしまう

課題

対策

• メーカーで統一した構成の動
画をタイムリーに提供してほ
しい

• 他の自治体での展開も想定し
てほしい

• 県のパーソナルサポートや薬
剤師会経由での配信を行う



２ 抗原検査キット利用者の医療連携支援
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２－１ 神奈川県のコールセンター架電件数
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0

200000

400000

600000

県の配布事業 445,360セットを配布 → コールセンターに2,508件の相談あり

神奈川県民 9,200,000人が購入 → コールセンターに 400,000件以上の相談？

2,508件

445,360件（推計）

神奈川県配布事業

（～9/30）

メーカーで連携してキット利用者向けの
コールセンターを設置してほしい

薬局での販売時



２－２ 検査キット製造会社による合同団体設置の提案
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抗原検査キット
相談センター
（仮称）

抗原検査キット
使用者

県内の受入協力
医療機関

神奈川県

提供

• 抗原検査キットを利用し、結果が陽性だった使用者から、抗原検査キット相談センター（仮称、
以下「相談センター」という）に相談が入る

• 相談センターが、使用者に最寄りの受入協力医療機関を紹介する

• 神奈川県は、県内の受入協力医療機関のリストの情報を定期的に収集し相談センターに提供する

• LINEパーソナルサポートでの受入協力医療機関リストの案内も検討する

受入協力医療
機関情報



２－３ 利用実態把握基盤の整備
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抗原検査キット
相談センター（仮称）

利用日・製造会社名・
検査結果・等々…

メーカーで連携してキット利用者と
つながる仕組みを構築してほしい

• 陽性が判明した利用者に対して受入可能医療機関を紹介する等、利用者のフォロー
アップをする仕組みが必要

• 未知の変異が発生した場合等、抗原検査キットそのものの有効性が担保されなく
なった際に、利用者にいち早く利用上の注意を発信できる仕組みが必要



２－４ 利用実態把握基盤の整備-神奈川県の例
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新型コロナ対策パーソナルサポート（行政）

① 抗原検査キット入手時に利用登録を行う

② 抗原検査キット使用時に判定結果を入力する

陽性時 陰性時

市町村の相談窓口を案内し

医療機関の紹介を受ける

症状が出た場合の対処法を

案内する



３ 抗原検査キットの信頼性管理
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３ 検査結果の信頼性の担保
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検査結果の信頼性は、次の関係であらわされる

検査結果 精度 正確性・適正利用＝ ×

特に正確性・適正利用を担保するためには、

本人確認 陰性確認＋ が肝要である

メーカーで連携して検査結果の正確性・適
正利用を担保する仕組みを構築してほしい


