
第２回 新型コロナウイルス感染症医療用抗原検査キットの薬局販売及び 

薬局等を活用した都道府県の無料検査事業への対応に係る説明会 

 

日  時：令和４年１月 12 日（水）19:30～20:30 

開催方法：Web（Zoomウェビナー）開催 

司  会：（公社）熊本県薬剤師会 理事 髙田 良子 

 

 

１． 開  会 

 

 

２． 挨  拶          （公社）熊本県薬剤師会 副会長 丸目 新一 

 

 

３． 内  容 

「医療用抗原検査キットの薬局販売への対応について」 

（公社）熊本県薬剤師会 専務理事 福原 慶寿 

 

「無料検査事業について（ワクチン・検査パッケージ等）」 

熊本県健康福祉部健康危機管理課 主幹 立山 亮 

 

 

 

４． 閉  会 
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ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業・感染拡大傾向時の 

一般検査事業に伴うＰＣＲ等検査無料化事業実施事業者募集要項 

 

１ 目的 

  新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立に向け、健康上の理由等に

よるワクチン未接種者や感染拡大傾向時の感染に不安を感じる県民へのＰＣＲ等検

査を無料で実施する体制を整備するため、当該無料検査を実施する事業者（以下「実

施事業者」という。）を募集する。 

 

２ 事業概要 

 （１）補助対象事業 

①ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業（以下「定着促進事業」という。） 

 健康上の理由等により新型コロナワクチンを接種できない者（※１）のうち、

 新型コロナウイルス感染症の症状が出ていない（以下「無症状」いう。）者を対

 象として、「ワクチン・検査パッケージ制度」（※２）及び飲食、イベント、旅 

 行・帰省等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する民間の

 取組みのために必要な検査を無料とする。 

 ※１ 基礎疾患、副反応の懸念など健康上の理由によりワクチンを接種できない者。

    １２歳未満の子ども。 

 ※２ 「ワクチン・検査パッケージ制度」･･･飲食店やイベント主催者等の事業者が、

  入店者や入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを

  確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点

  措置等おいて課される行動制限を緩和する制度。 

 ア 実施期間 

  実施事業者登録後、検査実施の準備が完了した日から、令和４年（２

      ０２２年）３月３１日まで 

 

②感染拡大傾向時の一般検査事業（以下「一般検査事業」という。） 

     感染拡大の傾向が見られる場合に、県知事の判断により、次に掲げる無症状

  の県民を対象に、特措法第２４条第９項等に基づき、検査の受検を要請し、要

  請に応じた県民に対して実施する検査を無料とする。 

   ア 対象者 

    ・感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる県民 

      （ワクチン接種済・未接種を問わない。） 

   イ 実施期間 

    ・感染拡大の傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間 
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【参考】 

 ワクチン・検査パッケージ等定

着促進事業 

感染拡大傾向時の一般検査

事業 

補助対象期間 令和４年３月末 令和４年度も継続予定 

感染拡大状況 問わない 

 

※緊急事態宣言やまん延防止等重

点措置等の下における行動制限の

緩和のほか、行動制限の緩和とは関

係なくワクチン接種歴や陰性の検

査結果を確認する民間事業者の自

主的な取組に必要な場合も受検可

能 

 

感染拡大傾向時に、法に基

づく知事の要請がある場合 

県民限定等 県内滞在者 県民に限る 

ワクチン接種済みの方 対象外 対象 

健康上の理由等による

ワクチン未接種者 

対象 対象 

自己都合によるワクチ

ン未接種者 

対象外 対象 

 

（２）実施事業者による検査の実施方法 

  ①検査受検者の検査申込 

   ・申込書（別紙１）の記入、身分証明書等の提示 

   ・原則、予約不要 

 

  ②実施事業者における検査 

   医療機関、薬局、衛生検査所又はワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者が、

  以下のアⅰ、アⅱ、イⅰ、イⅱいずれかの方法により検査を実施 

    ア ＰＣＲ検査等（LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。） 

     ⅰ 実施事業者立会いの下、検体（唾液に限る。）を受検者が採取し、検査機

      関（医療機関又は衛生検査所）で検査 

     ⅱ 実施事業者が自ら検体（鼻咽頭ぬぐい液及び唾液に限る。）を採取し、検

      査を実施（医療機関に限る） 

    イ 抗原定性検査 

     ⅰ 実施事業者立会いの下、検体（鼻腔ぬぐい液に限る。）を受検者が採取し、
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      検体の検査結果の読み取り等を実施 

     ⅱ 実施事業者が自ら検体（鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。）を採

      取し、検査を実施（医療機関に限る） 

 

    ※「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交

    付金に係る実施要領（令和 3年 12月 20日内閣府地方創生推進室、内閣官房新

    型コロナウイルス等感染症対策推進室）」、「ＰＣＲ検査等の検体採取の立会い

    等に係る留意事項（令和 3年 12月 20日内閣官房新型コロナウイルス感染症対

    策推進室）」及び「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施

    要綱（令和 3 年 11 月 19 日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室）」

    を遵守すること。 

 

 ③検査結果の通知 

  ・実施事業者が結果通知書（別紙２）を作成し、受検者に発行 

   （上記アⅰの場合は、検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行す

    るよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう

    求めること。） 

 

 ④検査結果の有効期限 

  ・ＰＣＲ検査等 検体採取日＋３日 

  ・抗原定性検査 検体採取日＋１日 

 

  上記２（２）②のアⅰ、イⅰの方法による検査については、次のＡ又はＢの方法

  によることも可能である。 

 

  Ａ 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、オン

    ラインにより検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項

    を遵守すること。 

  ・オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンライ

    ンによることについて検査申込者の同意を得ること。 

  ・検査の受付に当たり、オンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者

    と取り決めること。 

  ・検査の受付又はキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するな

    ど、オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合はこれを中止し、

    直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。 

  ・受験者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオ

    ンラインの立会いを行い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採

    取を行うことを求めること。 
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  Ｂ ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし、

    次に掲げる事項を遵守すること。 

  ・事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。 

   ・駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全

    に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。 

   ・検査受検者のプライバシーに十分留意すること。 

 

３ 補助対象経費等 

補助対象経費 補助率 補助上限額 

検査体制の整備に係る

費用※１ 

 

補助対象外経費 

 職員の人件費、用地費、貸

付金又は保証金、本事業の実

施と関連しない費用 

10/10 

 

検査会場１か所あたり 

    上限１３０万円（税込） 

 

 ※イベント等で臨時的に設置する検査会

場については、上限５０万円（税込）とす

る。 

検査等に係る費用 

  

  

検査１回あたり①＋②の額 

 

【ＰＣＲ検査等】 

①検査費用（検査キット原価、検査費用、

  送料等） 

   上限８，５００円（税込）※２ 

②各種経費 

   一律３，０００円（税込） 

 

【抗原定性検査】 

①検査費用（検査キットの原価） 

   上限３，０００円（税込）※３ 

②各種経費 

   一律３，０００円（税込） 

   

  ※１ 検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること。 

    ・受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。 

     （パーテーション等による仕切りでも差し支えない。） 

    ・当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏ま

    え、一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮すること。 

     （必ずしも検査ブースを２以上設ける必要はない。） 
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    ・十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。 

    ・特に高額な備品については、原則、リースで対応すること。 

 

  ※２ ＰＣＲ検査等については、実施事業者が医療機関である場合は、令和 3年 12

    月 31 日以降、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委

    託し実施した場合を除き、上限額を 7,000 円（税込）とする。令和 4 年 4 月 1

    日以降については、ＰＣＲ検査等の上限額を 7,000円（税込）以下に変更する

    予定。 

 

  ※３ 抗原定性検査については、令和 3年 12月 30日までは、上限額を 3,500円 

   （税込）とする。 

 

４ 応募方法 

 （１）応募期間 

令和３年（２０２１年）１２月２２日～令和４年（２０２２年）１月２１日（金） 

 

（２）提出書類 

   ①実施計画書 医療機関、薬局、衛生検査所（別紙３－１） 

           ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者（別紙３－２） 

   ②検査を実施する場所の図面 

   ③検査体制整備費積算資料 

 

（３）提出先 

   郵送又はメールにより提出すること。 

    郵送先 〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6-18-1 熊本県庁 新館 8階 

        熊本県健康福祉部健康危機管理課 感染症対策第一班 

    メール kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp 

 

 （４）留意事項 

  ・応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

  ・応募事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整す 

    ることがある。 

  ・応募事業者が少数の場合やワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者が臨

    時に実施する場合については、適宜申込みを受け付ける。 

 

５ 問い合わせ 

  ・この募集要項に係る質問は、「質問票」（別紙４）に記載のうえ、メール又はＦＡ

  Ｘで送付すること（電話・口頭での質問は受け付けない） 
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  ・質問の受付は、令和４年（２０２２年）１月２１日（金）１７時までとする。 

  ・回答内容については、質問者に回答のうえ、必要に応じて、県ホームページに掲

  載する。（法人名などは除く。） 

   質問票の送付先 

    熊本県健康危機管理課 感染症対策第一班 

    メール kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp 

    ＦＡＸ ０９６－３８３－０６０７ 



                            No.    

 申込書 

 

 

１ 本人確認 

氏名：             フリガナ：                    

  住所：                                                              

  性別：             生年月日：               

  連絡先：（電話番号）                         

（E メールアドレス）                         
 
２ 検査利用回数 
  過去に利用した、無料検査（行政検査を除く）の回数 

※回数・頻度が多い場合には、理由の疎明をお願いすることがあります。 

     回 
 
３ 検査目的（✓を記入ください）  
  本日の検査の目的について、下記より１つ選択 

1. ☐イベント・飲食・旅行・帰省等の経済社会活動を行うに当たり、必
要であるため（ワクチン・検査パッケージ等）（2.に該当する場合を除
く） 

2. ☐都道府県知事から要請を受けて、感染不安があるため 
3. ☐その他 

 
４ ワクチンの接種の有無（✓を記入ください） 
  ３で「1.」を選んだ場合、ワクチンを２回接種済みか 
  ☐はい 
  ☐いいえ 
 
 
 

別紙１ 



５ ４で「いいえ」を選んだ場合、その理由（✓を記入ください） 
1. ☐ 12 歳未満である 
2. ☐ 健康上の理由 
3. ☐ その他（自己の意思等） 

 
（確認事項） 
☐仮に検査結果が陽性であった場合には医療機関を受診します（✓を記入く
ださい） 

☐上記項目につき、虚偽がないことを証するとともに、本申込書は都道府県
から求めがあった場合には都道府県に提出されることがあることについて
同意します。また、都道府県が必要と認め、本事業の適正執行を確保する
ため、ワクチン接種の有無についてご記入いただいた氏名・住所・性別・
生年月日の情報に基づき、市町村に照会を行ったときは、市町村がワクチ
ン接種歴の有無について回答することがあることに同意します（✓を記入
ください） 

※１：ご申告いただいた内容が虚偽であることが判明した場合、検査費用の負担を求め
るほか、都道府県が必要と認める措置を講じる場合があります。また、ワクチン
接種の有無については、別途自治体において確認する場合があります 

※２：次回の検査申込に当たっては、 PCR検査等の結果通知書等の有効期間が３日間
とされていること及び抗原定性検査の結果通知書等の有効期間が１日間とされて
いること等も踏まえ、前回の検査から経過した日数等を考慮の上、申込を行うよ
うお願いします 

 
担当者確認欄 （事業者名：         、担当者名：     ） 
本人確認の実施 無料検査事業における区分 
 VTP 等分 

（５で「1.」また
は「2.」を選んだ
場合） 

一般分 
（３で「2.」を選
んだ場合） 

対象外 
（左記のいずれ
にも該当しない
場合） 

   

（その他：回数疎明を求めた際等に記入） 
 

   

 

 

 

検体採取日 
 



検査結果通知書 
・ この検査結果は、「ワクチン・検査パッケージ制度」等においてのみ有効 です。 

 ・ 入店・入場等の際に、身分証明書とともに提示 してください。 

・ 本通知書における検査結果は、新型コロナ感染症の患者であるかどうかの診断結果を

示すものではありません。 

陽性の方は、入場・入店等できません。速やかに医療機関を受診してください。 

 

□ 受検者氏名  ______________________（フリガナ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

□ 検体採取日 ※１  2021 年  月  日 

 

□ 検査結果     陰性 ・ 陽性  ・ 判定不能 ※２ 

 

□ 有効期限 ※３   2021 年  月  日 

 

□ 検査方法       PCR 検査等 ・ 抗原定量検査 ・ 抗原定性検査 

 

□ 検体         唾液 ・ 鼻腔ぬぐい液 ・ 鼻咽頭ぬぐい液 

 

□ 使用した検査試薬又は検査キット名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

※１ 検査日のみがわかる場合は検査日を記入。抗原定性検査の場合は検査日。 
※２ 判定不能は陰性として取り扱うことはできないため、再度の検査を受けてください。その際、

適宜検査の申込みをした事業者等とご相談ください。 
※３ 有効期限： PCR検査等は採取日＋３日、抗原定性検査は検査日＋１日 
 

 

□ 事業所名（又は検査所名）※４      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

□ 検査管理者氏名            ____________________________________ 

 
 
※４ PCR 検査等・抗原定量検査の場合は、検査分析を行った検査所名を記載。 

【陽性の場合】 

□＿＿＿医療機関を受診してください。 
                     電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

別紙２ 

 



（紙で発行する場合の記載例） 

検査結果通知書 
・ この検査結果は、「ワクチン・検査パッケージ制度」等においてのみ有効 です。 

 ・ 入店・入場等の際に、身分証明書とともに提示 してください。 

・ 本通知書における検査結果は、新型コロナ感染症の患者であるかどうかの診断結果を

示すものではありません。 

陽性の方は、入場・入店等できません。速やかに医療機関を受診してください。 

 

□ 受検者氏名  〇〇 〇〇__________________（フリガナ  〇〇 〇〇＿＿＿） 

 

□ 検体採取日 ※１  2021 年〇月〇日 

 

□ 検査結果     陰性 ・ 陽性 ・ 判定不能 ※２ 

 

□ 有効期限 ※３    2021 年〇月〇日 

 

□ 検査方法       PCR検査等 ・ 抗原定量検査 ・ 抗原定性検査 

 

□ 検体         唾液 ・ 鼻腔ぬぐい液 ・ 鼻咽頭ぬぐい液 

 

□ 使用した検査試薬又は検査キット名  〇〇 〇〇_________________  

 

※１ 検査日のみがわかる場合は検査日を記入。抗原定性検査の場合は検査日。 
※２ 判定不能は陰性として取り扱うことはできないため、再度の検査を受けてください。その際、

適宜検査の申込みをした事業者等とご相談ください。 
※３  有効期限：PCR検査等は採取日＋３日、抗原定性検査は検査日＋１日 

 

 

□ 事業所名（又は検査所名）※４      〇〇 〇〇_________________ 

 

□ 検査管理者氏名            〇〇 〇〇_________________ 

 
 
※４ PCR 検査等・抗原定量検査の場合は、検査分析を行った検査所名を記載。 

【陽性の場合】 

☑ 〇〇 医療機関を受診してください。 
                     電話番号 096‐×××‐××× 



別紙３－１
提出日　令和　年　月　日

　熊本県知事　様

１　事業者情報

法人番号 （13桁）
代表者
職・氏名

住所

住所 代表者名

電話番号：　　　　－　　　　－

メールアドレス：　　　　　　　　　@

２　無料検査の事業に関する情報

□

□

□

□

月 火 水 木 金 土 日 祝
その他の
休業日

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

※１

　熊本県ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業及び感染拡大傾向時の一般検査事業に伴うＰＣＲ等検査無料化事業の実施にあたり、次のと
おり実施計画書を提出します。

検査体制整備費（見込） 円 ※積算内訳を添付してください。（様式任意）

担当者

所属部署

連絡先

フリガナ

氏名

事業者の区分 ☐医療機関　　　☐薬局　　　☐衛生検査所

検査の種類
（右記から選択・複数可）

　　　　☐ＰＣＲ検査等　　　　　　　　　　　　　　　☐抗原定性検査

実施する対象事業
（右記から選択・複数可）

＜PCR検査等＞
検体（唾液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検査機関に対する検体の送付・検査受検者への結果通知書
等の発行の求め等を行う事業（第１号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・唾液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業
（第２項第１号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

＜抗原定性検査＞
検体（鼻腔ぬぐい液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検体の検査結果の読み取り、検査受検者への結果
通知書等の発行等を行う事業（第３号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を
行う事業（第２項第２号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

立会い等又は検査を行う事
業所の名称・所在地（複数
の場合は別紙） ※１

（名称）

（所在地）〒　　－

実施計画書

事業者名

事業者の種別（選択）

法人

個人

フリガナ

名称

〒　　－

〒　　－

単価の積算
（例）検査キット仕入額〇○円

検査キット等の調達方法
（例）唾液採取容器を××より仕入

れ

曜
日

営
業

時
間

対
応
で
き

な
い
時
間

帯

：オンライン／オンライン・郵送／ドライブスルー方式により実施する場合は、記載及び実施場所を示す図面の添付は不要。

１日あたりの立会い等又は
検査の実施回数（見込み）
（複数の事業所がある場合
は別紙）

事業開始見込日 令和　　年　　月　　日　～

営業日及び営業時間

抗原定性検査

回（1日あたり） 回（1日あたり）

（見込みの根拠） （見込みの根拠）

検査の種類 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業

PCR検査等

回（1日あたり）

（見込みの根拠） （見込みの根拠）

回（1日あたり）

検査の単価、積算等

検査種類
（例）PCR検査

単価（税込）
（例）○○円



　

（共同事業者に関する情報【任意的記載事項】）※２

※２

（連携医療機関に関する情報）※３

※３

３　実施体制

４　チェック事項

□

□

□

□

　
□

□

□

□

□

（該当する場合のみ）
□ オンライン方式（実施要領第１条第４項前段）により、無料検査を実施します。

□ オンライン・郵送方式（実施要領第１条第４項後段）により、無料検査を実施したいので、熊本県知事の承認を求めます。

□ ドライブスルー方式（実施要領第１条第５項）により、無料検査を実施します。

　 法人名

担当者 （職名） （氏名）

本計画書の証拠書類を保存するとともに、熊本県から必要に応じて提出等の求めがあった場合には、これに応じることに同意します。

本計画書に記載された事項は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意します。また、無料検査の実施事業者として登録され
た場合に、事業所名等を公表されることに同意します。

事業者の代表者、役員等が熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当せず、将来においても該当しないことを誓約しま
す。また、上記内容に該当しないことを確認するため、熊本県が熊本県警察本部に照会することについて承諾します。

連携医療機関
（複数の場合は別紙２）

医療機関名

過去の相当期間において、実施要領の違反に基づく登録取消や関係法令の違反がなかったことを証明します。

検体採取を行う場所として、添付の図面に示した実施場所を確保しています。※１

医療機関の所在地・連絡先
（所在地）〒　　－

（連絡先）

：検査結果が陽性であった場合に、受診を案内する医療機関を記入すること。

「ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業」及び「感染拡大傾向時の一般検査事業」の無料検査を行う実施事業者として登録されるこ
とを希望します。

本計画書の記載内容及びに添付の内容に誤りがないことを証明するとともに、実施要領に従った事業を実施することに違反した場合は、
熊本県から交付される補助金等を返還等する必要があることについて同意します。

　無料検査の事業の実施体制について下欄に記載ください。関係主体がそれぞれどのような活動・どのような役割を担い、また連携を行うかを
具体的に示してください。なお、オンライン方式を採用する場合には具体的にどのような方法及び体制でオンライン体制を確保するかを併せて
示してください。

検体採取の立会いは検査管理者により実施します。（第１号事業・第３号事業を実施する場合に限る。）

：第２号事業を行う検査機関が登録する場合は、当該検査機関に関する情報を本項目に記載の上、第１号事業を行う事業者と共同して登
録すること。

□医療機関　　□衛生検査所等　　□その他（　　　　　　　　　　　）

検体採取の立会い若しくは検査実施に係るマニュアルを作成し、または「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要
綱」又は「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」をいつでも参照できるように常置しています。

共同事業者

法人名、法人番号、代表者氏名
（法人名）　　　　　　　　（法人番号）

（代表者氏名）

事業所の名称・所在地
（名称）

（所在地）〒　　－

担当者の氏名・連絡先
（氏名）

（連絡先）

事業者の事業内容



提出日　令和3年12月22日
　熊本県知事　様

１　事業者情報

法人番号 （13桁）
代表者
職・氏名

住所 〒○○○－○○○○ 熊本市中央区水前寺○－○－○

住所 〒　　－ 代表者名

電話番号：　　　　 　　　　XXX－XXX－XXXX

メールアドレス：　　　　　　　　　○○○○ ＠ ○○○○．com

２　無料検査の事業に関する情報

☑

□

☑

□

月 火 水 木 金 土 日 祝
その他の
休業日

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 12:00

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

※１

　熊本県ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業及び感染拡大傾向時の一般検査事業に伴うＰＣＲ等検査無料化事業の実施にあたり、次のと
おり実施計画書を提出します。

実施計画書

事業者名

フリガナ

名称

事業者の種別（選択）

法人

個人

1234567890123

　　　株式会社　○○○○　　■■薬局

検査の種類
（右記から選択・複数可）

　　　　☑ＰＣＲ検査等　　　　　　　　　　　　　　　☑抗原定性検査

実施する対象事業
（右記から選択・複数可）

＜PCR検査等＞
検体（唾液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検査機関に対する検体の送付・検査受検者への結果通知書
等の発行の求め等を行う事業（第１号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・唾液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業
（第２項第１号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

＜抗原定性検査＞
検体（鼻腔ぬぐい液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検体の検査結果の読み取り、検査受検者への結果
通知書等の発行等を行う事業（第３号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を
行う事業（第２項第２号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

立会い等又は検査を行う事
業所の名称・所在地（複数
の場合は別紙） ※１

（名称）　■■薬局

（所在地）〒○○○－○○○○　　熊本市中央区水前寺○－○－○

担当者

フリガナ

所属部署
氏名

連絡先

事業者の区分 ☐医療機関　　　☑薬局　　　☐衛生検査所

2,500円 検査キット2,500円 株式会社□□より仕入

検査の単価、積算等

検査種類
（例）PCR検査

単価（税込）
（例）○○円

単価の積算
（例）検査キット仕入額〇○円

検査キット等の調達方法
（例）唾液採取容器を××より仕入

れ

PCR検査等 8,500円 検査ｷｯﾄ6,000円、検査費用2,500円 △△検査機関より調達

抗原定性検査

検査体制整備費（見込） 800,000　円 ※積算内訳を添付してください。（様式任意）

１日あたりの立会い等又は
検査の実施回数（見込み）
（複数の事業所がある場合
は別紙）

検査の種類 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業

PCR検査等

　４　回（1日あたり） 　８　回（1日あたり）

事業開始見込日 令和３年１２月３０日　～

営業日及び営業時間

曜
日

営
業

時
間

12/31～1/3
対
応
で
き

な
い
時
間

帯

（見込みの根拠）対応時間は1人30分。1日（8時間）
で16件/日の見込。PCR：抗原=1:3と仮定。

（見込みの根拠）
　定着促進：一般検査=1:2と仮定。

抗原定性検査

　１２　回（1日あたり） ２４　回（1日あたり）

（見込みの根拠）対応時間は1人30分。1日（8時間）
で16件/日の見込。PCR：抗原=1:3と仮定。

（見込みの根拠）
　定着促進：一般検査=1:2と仮定。

：オンライン／オンライン・郵送／ドライブスルー方式により実施する場合は、記載及び実施場所を示す図面の添付は不要。

　　　カブシキガイシャ　○○○○　　■■ヤッキョク

代表取締役　○○　○○

○○部　○○課
○○　○○

○○　○○



　

（共同事業者に関する情報【任意的記載事項】）※２

※２

（連携医療機関に関する情報）※３

※３

３　実施体制

４　チェック事項

☑

☑

☑

☑

　
☑

☑

☑

☑

☑

（該当する場合のみ）
□ オンライン方式（実施要領第１条第４項前段）により、無料検査を実施します。

□ オンライン・郵送方式（実施要領第１条第４項後段）により、無料検査を実施したいので、熊本県知事の承認を求めます。

□ ドライブスルー方式（実施要領第１条第５項）により、無料検査を実施します。

　 法人名

担当者 （職名） （氏名）

　▼▼病院

医療機関の所在地・連絡先
（所在地）　〒▼▼▼－▼▼▼▼　　熊本市中央区水前寺▼－▼－▼

（連絡先）　XXX－XXX－XXXX

共同事業者

法人名、法人番号、代表者氏名
（法人名）　△△株式会社　　　　　（法人番号）　9876543210987

（代表者氏名）  代表取締役　△△　△△

事業所の名称・所在地
（名称）　　△△研究所

（所在地）　〒△△△－△△△△　熊本市中央区水前寺△－△－△

担当者の氏名・連絡先
（氏名）　　△△　△△

（連絡先）　XXX－XXX－XXXX

事業者の事業内容 □医療機関　　☑衛生検査所等　　□その他（　　　　　　　　　　　）

株式会社　○○○○

○○ ○○　○○

　
　適切な研修を受講した検査管理者を配置し、検体採取を実施する。
　ＰＣＲ検査については、△△株式会社に検査を依頼する。
　検体については、△△株式会社が、午前中１回と午後に１回、回収を行い、検査結果判明後、受検者に検査結果を通知
する。

　検査の結果、陽性だった場合は、医療機関を受診したか、受検者へ確認を行う。

過去の相当期間において、実施要領の違反に基づく登録取消や関係法令の違反がなかったことを証明します。

「ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業」及び「感染拡大傾向時の一般検査事業」の無料検査を行う実施事業者として登録されるこ
とを希望します。

本計画書の記載内容及びに添付の内容に誤りがないことを証明するとともに、実施要領に従った事業を実施することに違反した場合は、
熊本県から交付される補助金等を返還等する必要があることについて同意します。

本計画書の証拠書類を保存するとともに、熊本県から必要に応じて提出等の求めがあった場合には、これに応じることに同意します。

本計画書に記載された事項は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意します。また、無料検査の実施事業者として登録され
た場合に、事業所名等を公表されることに同意します。

事業者の代表者、役員等が熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当せず、将来においても該当しないことを誓約しま
す。また、上記内容に該当しないことを確認するため、熊本県が熊本県警察本部に照会することについて承諾します。

：検査結果が陽性であった場合に、受診を案内する医療機関を記入すること。

　無料検査の事業の実施体制について下欄に記載ください。関係主体がそれぞれどのような活動・どのような役割を担い、また連携を行うかを
具体的に示してください。なお、オンライン方式を採用する場合には具体的にどのような方法及び体制でオンライン体制を確保するかを併せて
示してください。

検体採取の立会いは検査管理者により実施します。（第１号事業・第３号事業を実施する場合に限る。）

検体採取の立会い若しくは検査実施に係るマニュアルを作成し、または「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要
綱」又は「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」をいつでも参照できるように常置しています。

検体採取を行う場所として、添付の図面に示した実施場所を確保しています。※１

：第２号事業を行う検査機関が登録する場合は、当該検査機関に関する情報を本項目に記載の上、第１号事業を行う事業者と共同して登
録すること。

連携医療機関
（複数の場合は別紙２）

医療機関名



提出日　令和　年　月　日
　熊本県知事　様

１　事業者情報

法人番号 （13桁）
代表者

職・氏名

住所

住所

電話番号：　　　　－　　　　－

メールアドレス：　　　　　　　　　@

２　無料検査の事業に関する情報

□

□

□

□

※１

　熊本県ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業及び感染拡大傾向時の一般検査事業に伴うＰＣＲ等検査無料化事業の実施にあたり、次のとお
り実施計画書を提出します。

検査体制整備費（見込） 円 ※積算内訳を添付してください。（様式任意）

：オンライン／オンライン・郵送／ドライブスルー方式により実施する場合は、記載及び実施場所を示す図面の添付は不要。

事業実施期間 令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

１日あたりの立会い等又は
検査の実施回数（見込み）
（複数の事業所がある場合
は別紙）

検査の種類 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業

PCR検査等

回（1日あたり） 回（1日あたり）

（見込みの根拠） （見込みの根拠）

抗原定性検査

回（1日あたり） 回（1日あたり）

（見込みの根拠） （見込みの根拠）

検査の単価、積算等

検査種類
（例）PCR検査

単価（税込）
（例）○○円

単価の積算
（例）検査キット仕入額〇○円

検査キット等の調達方法
（例）唾液採取容器を××より仕入れ

検査の種類
（右記から選択・複数可）

　　　　☐ＰＣＲ検査等　　　　　　　　　　　　　　　☐抗原定性検査

実施する対象事業
（右記から選択・複数可）

＜PCR検査等＞
検体（唾液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検査機関に対する検体の送付・検査受検者への結果通知書等
の発行の求め等を行う事業（第１号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・唾液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業
（第２項第１号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

＜抗原定性検査＞
検体（鼻腔ぬぐい液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検体の検査結果の読み取り、検査受検者への結果通
知書等の発行等を行う事業（第３号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行
う事業（第２項第２号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

立会い等又は検査を行う事
業所の名称・所在地（複数
の場合は別紙） ※１

（名称）

（所在地）〒　　－

事業者の事業内容

・実施事業の区分
　□イベント　　　　□飲食業　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者
　☐登録済み　　　　☐登録申請中　（※登録後、要連絡）

・具体的な事業内容

実施計画書例（ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者用）

事業者名

フリガナ

名称

事業者の種別（選択）

法人

個人

担当者

フリガナ

所属部署
氏名

連絡先

〒　　－

〒　　－



　

（共同事業者に関する情報【任意的記載事項】）※２

※２

（連携医療機関に関する情報）※３

※３

３　実施体制

４　チェック事項

□

□

□

□

　
□

□

□

□

□

（該当する場合のみ）
□ オンライン方式（実施要領第１条第４項前段）により、無料検査を実施します。

□ オンライン・郵送方式（実施要領第１条第４項後段）により、無料検査を実施したいので、○○知事の承認を求めます。

□ ドライブスルー方式（実施要領第１条第５項）により、無料検査を実施します。

　 法人名

担当者 （職名） （氏名）

過去の相当期間において、実施要領の違反に基づく登録取消や関係法令の違反がなかったことを証明します。

共同事業者

法人名、法人番号、代表者氏名
（法人名）　　　　　　　　（法人番号）

（代表者氏名）

事業所の名称・所在地
（名称）

（所在地）〒　　－

担当者の氏名・連絡先
（氏名）

（連絡先）

事業者の事業内容 □医療機関　　□衛生検査所等　　□その他（　　　　　　　　　　　）

：第２号事業を行う検査機関が登録する場合は、当該検査機関に関する情報を本項目に記載の上、第１号事業を行う事業者と共同して登録
すること。

連携医療機関
（複数の場合は別紙２）

医療機関名

医療機関の所在地・連絡先
（所在地）〒　　－

（連絡先）

本計画書の記載内容及びに添付の内容に誤りがないことを証明するとともに、実施要領に従った事業を実施することに違反した場合は、熊
本県から交付される補助金等を返還等する必要があることについて同意します。

本計画書の証拠書類を保存するとともに、熊本県から必要に応じて提出等の求めがあった場合には、これに応じることに同意します。

本計画書に記載された事項は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意します。また、無料検査の実施事業者として登録された
場合に、事業所名等を公表されることに同意します。

事業者の代表者、役員等が熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当せず、将来においても該当しないことを誓約しま
す。また、上記内容に該当しないことを確認するため、熊本県が熊本県警察本部に照会することについて承諾します。

：検査結果が陽性であった場合に、受診を案内する医療機関を記入すること。

　無料検査の事業の実施体制について下欄に記載ください。関係主体がそれぞれどのような活動・どのような役割を担い、また連携を行うかを具
体的に示してください。なお、オンライン方式を採用する場合には具体的にどのような方法及び体制でオンライン体制を確保するかを併せて示し
てください。

検体採取の立会いは検査管理者により実施します。（第１号事業・第３号事業を実施する場合に限る。）

検体採取の立会い若しくは検査実施に係るマニュアルを作成し、または「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要
綱」又は「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」をいつでも参照できるように常置しています。

検体採取を行う場所として、添付の図面に示した実施場所を確保しています。※１

「ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業」及び「感染拡大傾向時の一般検査事業」の無料検査を行う実施事業者として登録されること
を希望します。



提出日　令和3年12月22日
　熊本県知事　様

１　事業者情報

法人番号 （13桁）
代表者
職・氏名

住所 〒◆◆◆－◆◆◆◆ 熊本市中央区水前寺◆－◆－◆

住所 〒　　－

電話番号：　　　　 　　　　XXX－XXX－XXXX

メールアドレス：　　　　　　　　　◆◆◆◆ ＠ ◆◆◆◆．com

２　無料検査の事業に関する情報

□

□

☑

□

※１

事業者の種別（選択）

法人

個人

　　株式会社　◆◆◆◆

　　カブシキガイシャ　◆◆◆◆

　熊本県ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業及び感染拡大傾向時の一般検査事業に伴うＰＣＲ等検査無料化事業の実施にあたり、次のとお
り実施計画書を提出します。

実施計画書例（ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者用）

事業者名

フリガナ

名称

連絡先

検査の種類
（右記から選択・複数可）

　　　　☐ＰＣＲ検査等　　　　　　　　　　　　　　　☑抗原定性検査

実施する対象事業
（右記から選択・複数可）

＜PCR検査等＞
検体（唾液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検査機関に対する検体の送付・検査受検者への結果通知書等
の発行の求め等を行う事業（第１号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・唾液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業
（第２項第１号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

＜抗原定性検査＞
検体（鼻腔ぬぐい液に限る）を本人が採取する際の立会い等、検体の検査結果の読み取り、検査受検者への結果通
知書等の発行等を行う事業（第３号事業）
検体（鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液に限る）の採取等、検体の検査、検査受検者への結果通知書等の発行等を行
う事業（第２項第２号の事業：事業者が医療機関である場合に限る）

事業者の事業内容

・実施事業の区分
　☑イベント　　　　□飲食業　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者
　☑登録済み　　　　☐登録申請中　（※登録後、要連絡）

・具体的な事業内容
　
　　▽▽テーマパークのカウントダウンで制度を活用

担当者

フリガナ

所属部署
氏名

立会い等又は検査を行う事
業所の名称・所在地（複数
の場合は別紙） ※１

（名称）　　▽▽テーマパーク

（所在地）　〒▽▽▽－▽▽▽▽　　　熊本市中央区水前寺▽－▽－▽

検査の単価、積算等

検査種類
（例）PCR検査

単価（税込）
（例）○○円

単価の積算
（例）検査キット仕入額〇○円

検査キット等の調達方法
（例）唾液採取容器を××より仕入れ

抗原定性検査 2,000円 検査キット2,000円 株式会社○○より仕入

検査体制整備費（見込） 　200,000　円 ※積算内訳を添付してください。（様式任意）

１日あたりの立会い等又は
検査の実施回数（見込み）
（複数の事業所がある場合
は別紙）

検査の種類 ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業

PCR検査等

200　回（1日あたり） 回（1日あたり）

（見込みの根拠）
　過去3年間の入場平均数により仮定。

（見込みの根拠）

抗原定性検査

回（1日あたり） 回（1日あたり）

（見込みの根拠） （見込みの根拠）

事業実施期間 令和３年１２月３１日　～　令和３年１２月３１日

：オンライン／オンライン・郵送／ドライブスルー方式により実施する場合は、記載及び実施場所を示す図面の添付は不要。

1234567890987 代表取締役　◆◆　◆◆

◆◆　◆◆

◆◆　◆◆

◆◆部　◆◆課



　

（共同事業者に関する情報【任意的記載事項】）※２

※２

（連携医療機関に関する情報）※３

※３

３　実施体制

４　チェック事項

☑

☑

☑

☑

　
☑

☑

☑

☑

☑

（該当する場合のみ）
□ オンライン方式（実施要領第１条第４項前段）により、無料検査を実施します。

□ オンライン・郵送方式（実施要領第１条第４項後段）により、無料検査を実施したいので、○○知事の承認を求めます。

□ ドライブスルー方式（実施要領第１条第５項）により、無料検査を実施します。

　 法人名

担当者 （職名） （氏名）

共同事業者

法人名、法人番号、代表者氏名
（法人名）　　　　　　　　（法人番号）

（代表者氏名）

事業所の名称・所在地
（名称）

（所在地）〒　　－

担当者の氏名・連絡先
（氏名）

（連絡先）

事業者の事業内容 □医療機関　　□衛生検査所等　　□その他（　　　　　　　　　　　）

：第２号事業を行う検査機関が登録する場合は、当該検査機関に関する情報を本項目に記載の上、第１号事業を行う事業者と共同して登録
すること。

連携医療機関
（複数の場合は別紙２）

医療機関名 　★★病院

医療機関の所在地・連絡先
（所在地）〒★★★－★★★★

（連絡先）XXX－XXX－XXXX

　無料検査の事業の実施体制について下欄に記載ください。関係主体がそれぞれどのような活動・どのような役割を担い、また連携を行うかを具
体的に示してください。なお、オンライン方式を採用する場合には具体的にどのような方法及び体制でオンライン体制を確保するかを併せて示し
てください。

検体採取の立会いは検査管理者により実施します。（第１号事業・第３号事業を実施する場合に限る。）

検体採取の立会い若しくは検査実施に係るマニュアルを作成し、または「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要
綱」又は「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」をいつでも参照できるように常置しています。

検体採取を行う場所として、添付の図面に示した実施場所を確保しています。※１

株式会社　◆◆◆◆

◆◆ ◆◆　◆◆

　
　適切な研修を受講した検査管理者１０数名により、検体採取を実施する。
　入場させるためにのみ用いるため、結果通知書は発行しない。
　検体採取については、複数の受検者が同時に検査を実施することになるため、別添図面のとおりスペースを確保し、パー
ティションを設置し、プライバシーにも配慮する。

　検査の結果、陽性だった場合は、上記の祝日等対応可能な医療機関の受診を案内し、後日、受診したかの確認も行う。

過去の相当期間において、実施要領の違反に基づく登録取消や関係法令の違反がなかったことを証明します。

「ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業」及び「感染拡大傾向時の一般検査事業」の無料検査を行う実施事業者として登録されること
を希望します。

本計画書の記載内容及びに添付の内容に誤りがないことを証明するとともに、実施要領に従った事業を実施することに違反した場合は、熊
本県から交付される補助金等を返還等する必要があることについて同意します。

本計画書の証拠書類を保存するとともに、熊本県から必要に応じて提出等の求めがあった場合には、これに応じることに同意します。

本計画書に記載された事項は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意します。また、無料検査の実施事業者として登録された
場合に、事業所名等を公表されることに同意します。

事業者の代表者、役員等が熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当せず、将来においても該当しないことを誓約しま
す。また、上記内容に該当しないことを確認するため、熊本県が熊本県警察本部に照会することについて承諾します。

：検査結果が陽性であった場合に、受診を案内する医療機関を記入すること。



実施計画書（別添１）

立会い等又は検査を行う事業所名及び所在地等

※「検査体制整備費（見込）」については、積算が分かる内訳（任意様式）を添付してください。

（見込みの根拠）（見込みの根拠） （見込みの根拠） （見込みの根拠）

〒　　－

（見込みの根拠） （見込みの根拠） （見込みの根拠） （見込みの根拠）

抗原定性検査

事業所名

1日当たりの立会い等又は検査の実施回数（見込み）

ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業所在地
検査体制整備費

（見込）

PCR検査等 抗原定性検査 PCR検査等

〒　　－

（見込みの根拠）

〒　　－

〒　　－

（見込みの根拠） （見込みの根拠） （見込みの根拠）

（見込みの根拠） （見込みの根拠） （見込みの根拠） （見込みの根拠）



実施計画書（別添２）

連携医療機関

（所在地）〒　　－

（連絡先）

（所在地）〒　　－

（連絡先）

（所在地）〒　　－

（連絡先）

4

5

3

　

医療機関名 所在地・連絡先

（所在地）〒　　－

（連絡先）

1

2

（所在地）〒　　－

（連絡先）



年  月  日 

 

 

ワクチン・検査パッケージ等に伴うＰＣＲ等検査無料化事業 

実施事業者募集に関する質問票 

 

 

  熊本県 健康危機管理課 感染症対策第一班 

  ＦＡＸ番号   ０９６－３８３－０６０７ 

  メールアドレス kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp 

 

提出期限 令和４年１月２１日（金）１７時  

 

事業者名  

担当者名  

TEL／FAX  

メールアドレス  

〇質問内容 

 

別紙４ 
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無料検査事業について
（ワクチン・検査パッケージ等）

【注意２】
• この情報は、令和３年度補正予算案に基づくものであり、今後国会において審議されます。
• 現時点では政府案を前提とした準備行為であり、今後変更があり得ることにご留意ください。

【注意１】
• 事業は都道府県単位で行われますので、仔細は都道府県によって異なる可能性があります。
• 具体事項や手続き方法は、都道府県の実施要領等に即してご対応ください。

日本薬剤師会 常務理事 長津 雅則

新型コロナウイルス感染症医療用抗原検査キットの薬局販売及び
薬局等を活用した都道府県の無料検査事業への対応に係る全国担当者会議（令和3年12月17日）

【注意３】
• 本資料中、「赤ふきだし」で記載している部分は、日薬としての考え方を示すものです。
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検査を巡る動向 ～日常生活の回復に向けた活用～

① ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業

② 感染拡大傾向時の一般検査事業
・・・ワクチン・検査パッケージの実施体制を活用し、感染拡大傾向が見られた際に検査を拡大
（レベル2相当以上想定、都道府県知事判断））

都都道府県による無料検査事業
（R3.11.26. 内閣府地方創生推進室、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡案）

 令和3年11月12日、「感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続で
きるよう行動制限の緩和の取組を進めていく」国の方針が決定

【目的】 国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復

 感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、飲食やイベント、
人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とする。
（ワクチン・検査パッケージ制度等の活用）

無料
予約不要
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ワクチン・検査パッケージ制度とは

趣旨 感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させるこ
とにより、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の
緩和を可能とする。

実施内容  飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用
者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認する。

 そのことにより、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等におい
て適用される行動制限を緩和する。

 未就学児（概ね６歳未満）については、同居する親等の監護者が同
伴する場合には、行動制限を緩和する上で、検査不要。6歳以上12
歳未満の児童は、検査結果陰性の確認が必要。

行動制限
緩和の内容

【飲 食】第三者認証制度の適用事業者における利用者の人数制限
を緩和し、制限なしとする。

【イベント】感染防止安全計画を策定し都道府県の確認を受けたイベン
トの収容人数の上限を緩和し、収容定員までとする。

【移 動】不要不急の都道府県をまたぐ人の移動について、国として
自粛要請の対象に含めないこととする。

検査の無料化、検査拠点の整備
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無料検査事業の概要

PCR検査等 唾液 検体採取の立ち合い
検査機関へ検体送付

（結果通知書は検査機関から
受検者へ送付が原則）

（薬局が検査機関から通知
書を受領し、薬局から受検

者に送ることも可能）

抗原定性検査 鼻腔ぬぐい液 検体採取の立ち合い 検査結果の読み取り 結果通知書の発行

薬局における検査等の実施 ※検査の種類によって薬局での実施範囲が異なる。経費・実施費用は都道府県から支給。

ワクチン・検査パッケージ等定着
促進事業

感染拡大傾向時の一般検査事業

検査目的 ワクチン・検査パッケージ制度等を利用する
ために必要となる検査
※「等」・・飲食・イベント・旅行等の活動に際してワクチン
接種歴や陰性の検査結果を確認する民間の取組を含む。

都道府県知事の要請（特措法に基づく）を受けて
行う検査

対象等 •基礎疾患、副反応の懸念など健康上の理
由等によりワクチン接種を受けられない者
•12歳未満の子供

感染リスクが高い環境にある等のため感染不安
を感じる無症状の住民
（ワクチン接種歴問わず）

令和４年３月末まで、無料で検査
（ワクチン・検査パッケージの定着促進のため）

都道府県知事の判断で事業実施
無料で検査

検査の種類 ・PCR検査等（LAMP 法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む）・・検査結果有効期限：検体採取日より3日以内
・抗原定性検査 ・・検査結果有効期限：検査日より1日以内

検査実施者 ・医療機関、薬局、民間検査機関等（要登録）
（ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける飲食店やイベント主催者等の事業者も抗原定性検査は実施可能）

●以下の枠組みにより、都道府県が住民への無料検査を実施。

感染拡大傾向時、ワクチン・検査
パッケージの実施体制を活用して

検査を拡大



（検査対象・⽅法）
〇健康上の理由等でワクチン接種を受けられない者が、
「ワクチン・検査パッケージ制度」及び⺠間にて⾃主
的に⾏うワクチン・検査のため必要となる検査を無料
化

○検査は薬局・⺠間検査機関等において原則
対⾯で実施

（検査対象・⽅法）
○左記に加え、都道府県知事が、特措法24条９項等に基づき
「不安に感じる無症状者は、検査を受ける」ことを要請
した場合、これに応じて住⺠が受検する検査を無料化

○検査は薬局・⺠間検査機関等において原則対⾯
で実施

PPCR等検査無料化の概要（案）

感染拡⼤傾向時の⼀般検査事業ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業

ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業については令和３年度内に限り⽀援。

• 感染対策と⽇常⽣活の両⽴を図る⼿段として、「ワクチン・検査パッケージ」等の利⽤を促し、検査の受検
を浸透させるため、健康上の理由等によりワクチン接種が出来ない者の検査を無料化。

• 感染拡⼤の傾向が⾒られる場合には、都道府県知事の判断により、⾃⼰の意思に基づく未接種者、ワクチン
接種者を含め、幅広く感染不安などの理由による検査を無料化。

感染拡⼤傾向時には、検査のネットワーク
を活⽤して対象者を⼤幅に拡⼤

薬局

県
庁
所
在
地
等

映
画
館

レストラン

遊興施設

イベント

⺠間検査
機関 旅⾏

住⺠

実施事業者

①検査申込 ②無料検査提供
都道府県

薬局

⺠
間
検
査
機
関

無料検査を実施

陽性者の早期発
⾒・早期治療

感染不安等

「法24条9項等」
に基づく要請

（国の交付⾦を財源に都道府県が費⽤を補助）

飲⾷店等

③感染状況報告

④補助⾦等

無料検査を実施
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受検イメージ

受検者

目的 体調が
気になる
場合に

使用する目
的

ワクチン・
検査パッ
ケージ制度
に係る検査

民間の
イベント等

ワクチン接
種済み

医療用

抗原検査
キットの
購入

＊ ＊

健康上の
理由で
未接種
Or
12歳未満

無料
R4.3月末まで

無料
R4.3月末まで

感染拡大傾向時
（特措法に基づき知事が判断）

受検者

目的 体調が

気になる
場合に
使用する
目的

ワクチン・
検査パッ
ケージ制
度に係る
検査

民間の
イベント等

感染不安
がある
状況
（特措法の
要請に基
づく検査）

ワクチン
接種済み

医療用
抗原検査
キットの
購入

＊ ＊ 無無料

健康上の
理由で
未接種
Or
12歳未満

無料
R4.3月末まで

無料
R4.3月末まで

無料

同左、継続

事業開始時

＊無料検査の対象でない者の取扱いについては、都道府県に確認すること。

ワクチン・検査パッケージ登録事業者等における
検査結果が陰性であることの確認

検査パッ
ケージとは
検査の目的

が異なる

この必要性に備えるた
めにも、薬局での体制

整備が求められる
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検査実施事業者への費用の支援

11月26日、12月10日 事務連絡（案） より

（（１）検査等費用支援

（２）検査を行う体制整備への支援
実施準備のための初期投資、検査に必要な備品、感染対策用品等への補助

（例：薬局内改装、検査用ブース、駐車場改修、簡易プレハブ、パーティション等）※高額品はリース

※上限額等は都道府県に確認のこと。

キット購入費の支援 検査費用の支援

ＰＣＲ検査等 実施事業者の仕入額
（上限8,500 円（税込））

（R3.12.31以降、上限8,500円（税込））※

都道府県が定める一律額
（上限3,000 円（税込））

抗原定性検査 実施事業者の仕入額
（上限3,500 円（税込））

（R3.12.31以降、上限3,000円（税込）

都道府県が定める一律額
（上限3,000 円（税込））

※ＰＣＲ検査等については、実施事業者が医療機関である場合については、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託し
て実施した場合を除き、上限額を7,000円とする。

※令和４年４月１日以降については、ＰＣＲ検査等の上限額を7,000円（税込）に変更する予定。

ドライブスルーでの実施も想定
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事業の全体像

都道府県

薬局

検査管理者

ワクチン・検査パッケージ
制度登録事業者等の
イベント・飲食店等

陰性

結果通知書
（陽性の場合は医療機関への受診を推奨）検査受検

・検査実施者登録
（実施計画書）

・実績報告
・補助金請求（精算払い）

・審査
・補助金支給

都道府県薬剤師会へ
業務委託が依頼される
可能性

医薬品卸
キット発注

キット納品

医療機関
陽性

結果通知書提示

検査機関
・検体送付
・結果通知書の発行依頼

結果通知

PCR検査等の場合

受検者

結果通知書は検査機関から
受検者へ送付が原則。その
場合、薬局には「結果通知」
のみ行われる。

制度しては「推奨」であるが、薬局で
行う以上、確実に受診に繋がるよう、
地域の医療機関や行政と連携して対
応すること。
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都道府県への手続き、報告等の流れ

STEP1 実施計画書の提出

準備

・必要な資材の準備
・場所の準備
・検査管理者の配置（研修の受講）STEP2 登録完了通知の受領

定期報告（週次）

検査事業の実施

step1 実績報告書、交付申請書の提出

step2 交付決定通知の受領⇒補助金の交付

（受検者数、陽性者数等）

様式あり

（検査件数、結果データ、必要経費等）※証憑５年保存

※研修は自己学習

（開始時）

（都道府県が定める事業経過時）※詳細は都道府県に確認すること。
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【準備】検査の実施場所

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領（案）、検査促進枠交付金を活用した検査無料化の実施に関するＱ＆Ａ（案） より

① 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。

② 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、
一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。

③ 十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。

設備要件

【Q&Aより】
① 他の区域とは、壁や何らかの仕切り等で分けていること

or 異なる区画であることを明示していること
（検体採取のときのみ一時的に区別することも可能。）

② 利用者同士が感染防止の観点から適切な距離をとることができ、また利用者と検査管理者の
間に十分な距離（抗原定性検査の場合は目安２メートル）が確保できる
or ガラス窓のある壁等により隔たりを設けることができること

③ 検査管理者が本人による検体採取の様子（及び抗原定性検査の場合には検査結果）を十分
に確認することができる程度の明るさ（参考として通常の事務所程度）があること（簡易な照明
により、一時的に十分な照度を確保することも可能）
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【準備】検査管理者の配置、研修の受講

○ 研修の受講が必要（自己学習）

○ 検査管理者が検体採取に立ち会う

検査管理者

厚労省がHP で公開する以下のWEB 教材を用いて自己学習する。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン

 理解度確認テスト

研修（自己学習）

【Q&Aより】
• 検査管理者は一覧にしておく（利用者から求められた際に提示できる等）ことが望ましい。
• 薬剤師であっても研修は必須。

ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱 （薬局で行う場合も、この実施要綱に則って実施）より

薬局の従事者であれば検査管理者とな
れることとなっているが、薬局で実施する
ことに鑑みれば、薬剤師が望ましい。

円滑に実施できるよう、複数名配置も検
討すること。

（注）厚生労働省HPに記載の研修資料は、「職場において軽症状者向けに検査をする場合」を想定

して作成されたガイドラインであり、連携医療機関（※）の確保など、ワクチン・検査パッケージの仕
組みとは一致していない事項がある。
※連携医療機関：従業員に検査をして検査結果が陽性であった場合の連携先。
（理解度確認テスト「問1」の解説も情報が古い）
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【準備】医療機関との連携体制

○ 検査結果が陽性となった場合に備えて、紹介先として受診可能な医療機関（新
型コロナウイルス感染症の診断・治療・検査を行う医療機関）又は受診・相談セン
ターを把握し、受検者の移動手段など事前に対応を決めておくこと。

医療機関へのつなぎ

ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱 （薬局で行う場合も、この実施要綱に則って実施）より

確実に医療機関につなぐ！

受診したかどうかまでフォロー
する！
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検査の受付、立会い等の流れ

ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱 より

受検者の来局

申込書

本人確認

申込書により、無料検査事業の対象者であることを確認。

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等
※12歳未満の児童の本人確認又は年齢確認は、自己申告、保護者による申告又は健康保
険証等での確認でも可。

立会い

研修を受講した検査管理者が立ち会う。

検体は自己採取。使用方法を適切に説明する。

感染対策に十分配慮する。

所定の場所で実施する。

廃棄物は適切に取り扱う。 ※廃棄方法は、都道府県とも相談すること。

検査結果の読み取り 検査管理者が行う。

陰性⇒検査結果通知書を発行
陽性⇒医療機関へつなぐ

詳細は実施要綱を確認すること

PCRの場合、検査機関へ検体を送付。
結果通知書は検査機関から受検者へ送付が原則。その場
合、薬局には「結果通知」のみ行われる。
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地域住民への周知

薬局店頭へのポスター等の掲示や、ホームページ等での周知など、都道府県と
連携し、地域住民が認識しやすい取り組みを進めていただきたい。

（ポスター案） （のぼり案）
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実施要領、通知類

 ワワクチン・検査パッケージ制度要綱
 ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項等について（イベント会社等の事業者向け。参考まで）

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領（案）
検査事業者の要件、手続き、検査事業者が行うべきこと等が記載

（別添1）PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項
PCRの場合の留意事項（検体の輸送が発生することを踏まえた留意事項）。

（別添2）申込書（例）
（別添3）検査結果通知書・記載例
（別添4）無料検査実施フロー（案）

 ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱（検査を行う事業者向け）
事前準備、検査の実施、結果の取扱い等が記載。
別紙2に関する事項は、薬局においては不要。

（別紙1）承認済みのキット一覧
（別紙2）ワクチン・検査パッケージ制度等における抗原定性検査を使用した検査実施体制に関する確認書

検査を行う事業者が卸からキットを購入する際に必要な確認書。薬局の場合は、医薬品卸売販売業者から法律上当然に抗原
定性検査キットを購入することができるため、この確認書は使用しない。

（別紙3）標準的な鼻腔検体の採取方法
（別紙4）検査結果が陰性のみなさまへ

 検査促進枠交付金を活用した検査無料化の実施に関するQ&A（現時点では12月10日版が最新）
 ワクチン・検査パッケージ制度要綱に関するQ&A（現時点ではver1.1（12月14日）が最新）

ワクチン・検査パッケージについて

検査について

Q&A

※必ず確認

※必ず確認
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質の高い検査の提供のために
（薬局が地域の検査拠点となる意義）

薬学の専門家である薬剤師
⇒⇒抗原定性検査キットの科学的特性を踏まえた検査結果の取扱い・受検者への説明

医療従事者である薬剤師による立会い
⇒ より安全で適切な検体の採取

薬事承認の意味を理解している薬剤師による検査キットの取扱い
⇒ロット番号や使用期限の管理、添付文書の意味を理解した取扱い

適正な物品の管理、転売等の不正の防止

地域に根差した薬局であるからこそ
⇒ 結果が陽性であった際の医療機関へのつなぎ

受診したかどうか、その後のフォローも実施

医療従事者である薬剤師が地域で取り組むからこそ
⇒ 効果と限界を評価し、事業の実施に活かすことができる。

我々の軸足は医療にある。
（cf.ワクチン・検査パッケージの「効果と限界の評価重要」（分科会尾身会長））
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【まとめ】都道府県薬剤師会、薬局にお願いしたいこと

【医療用抗原定性検査キットの販売】
 「薬局に行けば必ず買える」という国民の期待に確実に応える。
 全薬局において、必必ず検査キットの販売を行っていただきたい。

（少なくとも最小包装単位）

【検査事業への対応】
 感染対策に配慮した検査の実施場所が確保できることが大前提。

 実施場所が設置できるスペースがある薬局におかれては、感染
対策に万全を期した上で（補助金の活用可）、積極的に対応いた
だきたい。

 物理的、もしくは構造的に動線が分けられない、駐車場等のス
ペースがないなど、検査スペースの確保が困難な薬局におかれ
ては、医療用抗原定性検査キットの販売を必ず行っていただきた
い。
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抗原定性検査キットの薬局販売、無料検査事業への対応方針

 一般国民が
 体調が気になる場合のセルフチェックとして行う検査
 販売（有料）

医療用抗原定性検査キットの
薬局販売（特例的対応）

※有症状者は受診

「等」：ワクチン・検査パッケージ制度及び民間が自主
的に行う同様の取組のための検査

ワクチン・検査パッケージ等
定着促進事業

「薬局に行けば必ず買える」に確実に応える
全全薬局において必ず販売する

できるだけ多くの薬局※で検査が行えるようにする
※薬局にて感染対策に配慮した検査の実施場所が確保できること

 健康上の理由等でワクチン接種を受
けられない者が

 ワクチン・検査パッケージ等のために
必要となる検査

 無料で検査

確実な受診につなげる

感染拡大時の一般検査事業
※都道府県の判断により実施

 感染リスクが高い環境にある等のため
感染不安を感じる無症状の住民が（ワク
チン接種歴問わず）

 都道府県知事の要請（特措法に基づく）
を受けて行う検査

 無料で検査


