
                             令和４年９月２日  

                厚生労働省医政局 

                        医薬産業振興・医療情報企画課 

                                 流通指導室 

 

一般社団法人医薬品卸売業連合会 

一般社団法人ジェネリック医薬品販社協会 

一般社団法人日本医療機器販売業協会    御中 

 

 

新型コロナウイルス抗原定性検査キットの一般用検査薬としての 

販売開始に伴う情報等について 

 

 

標記について、下記のとおりご連絡いたしますので、よろしくお取り計らい願います。 

 

 

記 

 

 

１．検査キットの流通の原則 

令和４年８月１７日付事務連絡「新型コロナウイルス抗原定性検査キットの一般検

査薬としての販売開始に伴う供給の優先付について」のとおり、製造販売業者において

は医療用検査キットの安定供給を最優先に行うこととしており、卸売業者においても、

医療用検査キットの受注を一般用検査キットの受注に優先してご対応いただくようお

願いします。 

 

 

２．検査キット（一般用検査薬）の承認状況（令和４年９月２日時点） 

   ・令和４年８月２４日 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ 

            SARS-CoV-2ラピッド抗原テスト（一般用） 

・令和４年８月２６日 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス㈱ 

クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト（一般用） 

・令和４年８月３０日 タカラバイオ㈱ 

HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト（一般用） 

《参考》承認品目一覧  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html#OTC 

    

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html#OTC


 

３．検査キット（一般用検査薬）を取り扱う各製造販売業者の連絡先及び各社からの連絡

事項 

  ※一般用検査キットの取引を開始するにあたっては、それぞれのメーカーとよく 

連絡を取り行うようお願いします。 

    

製造販売業者名 

（品目名） 
連絡先及び連絡事項 

ロシュ・ダイアグノ

スティックス㈱ 

（SARS-CoV-2 ラピ

ッド抗原テスト（一

般用）） 

・本製品については、薬機法第 50 条の規定による記載事項が

直接の容器又は直接の被包に記載されており、さらに添付文

書が製品に同梱された状態で出荷されます。 

・出荷開始予定日は９月７日です。 

・５テスト入りより販売を開始し、製品外観は別添１の通りと

なります。 

・本製品の発注等に関するお問合せは、以下にお願いします。  

0120-600-152 担当：篠塚 

   tokyo.poct-info@roche.com 

シーメンスヘルス

ケア・ダイアグノス

ティクス㈱ 

（ ク リ ニ テ ス ト

COVID-19 抗原迅速

テスト（一般用）） 

・本製品に関する専用お問い合わせ Web 

ページアドレス： 

https://www.clinitest.siemens-

healthineers.com/jp/contact/clinitest-selftest-package 

タカラバイオ㈱ 

（ HEALGEN COVID-

19 抗原迅速テスト

（一般用）） 

・取引関連のお問合せ： 

タカラバイオ株式会社営業第２部 

TEL: 077-565-6969 

製品に関する情報と問合せ先： 

別添２参照 

 

 

 

mailto:tokyo.poct-info@roche.com
https://www.clinitest.siemens-/
https://www.clinitest.siemens-/


 

事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ８ 月 17 日 

 

一般社団法人  日本医薬品卸売業連合会 

一般社団法人  日本ジェネリック医薬品販社協会 

一般社団法人 日本医療機器販売業協会 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部  

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課  

 

    

 

新型コロナウイルス抗原定性検査キットの一般用検査薬としての 

販売開始に伴う供給の優先付けについて 

 

 

 

医療機器等の安定供給の確保に、平素より多大なるご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

新型コロナウイルス抗原定性検査キット（以下「検査キット」という。）につ

いては、今般、「一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットに係る製造販売

承認申請の取扱いについて」（令和４年８月 17日付け薬生機審発 0817第 2号厚

生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知）により、一般用検査薬と

しての要件や販売時に説明すべき事項等を示したガイドラインが示されました。 

今後、一般用検査薬として検査キットを販売できる場が拡大した場合でも、引

き続き感染症対策や適切な医療提供の観点から優先度の高いところに確実に検

査キットが供給される必要があります。つきましては、製造販売業者及び卸売販

売業者においては下記の留意事項に従って検査キットを供給いただきたく、貴

会傘下の会員企業に対する周知をよろしくお願いいたします。 

  

御中 



 

 

記 

 

１．製造販売業者における留意事項 

(１) 検査キットの流通において、体外診断用医薬品たる新型コロナウイルス

感染症に係る医療用抗原検査キット（以下「医療用検査キット」とい

う。）の安定供給を確保するための取組を最優先に実施すること。 

(２) 検査キットの在庫及び出荷能力に余裕があり、医療用検査キットの安定

供給に支障を来さない場合には、一般用検査薬としての検査キット（以下

「一般用検査キット」という。）の製造販売を検討いただきたいこと。 

※ 卸売販売業者を介さずに販売する場合においては、２．(２)も踏まえて対

応すること。 

 

２．卸売販売業者における留意事項 

(１) 検査キットの販売については、医療用検査キットの受注を、一般用検査

キットの受注に優先して対応すること。 

(２) その上で、医療用検査キットの受注については、以下の順で優先して対

応すること。 

① 医療機関からの受注 

② 地方自治体からの受注 

③ 薬局等からの受注 



メ
ー
カ
ー

抗原定性検査キットOTC化に伴う供給の優先付けについて

医
薬
品
卸
売
業
者
等

優先Ⅰ

優先Ⅱ

優先Ⅲ

医療機関

自治体

薬 局
ドラッグストア
（ネット販売含む）

薬局等

事業者※1

登録薬局※2

薬 局

＜ＯＴＣ化に伴う対応について＞

① ＯＴＣ化による需要の増大に対応するため、メーカーに増産要請を行うとともに、検査の優先付けに沿った供給を行う。

② メーカーにおいては、医療用医薬品としての供給を優先させた上で、在庫に余裕のある製品を中心に、ＯＴＣ用として供給
を行う。（なお、メーカーは医療用医薬品の安定供給に努めることが大前提）

③ 医薬品卸売業者等においては、医療用医薬品について（１）医療機関、（２）自治体、（３）薬局等の優先順位で供給する。

また、医薬品卸売業者等による販売実態の把握を進め、在庫量等の推移をモニタリングする。

ＯＴＣ

医療用

医療用としての

供給を優先

在庫に余裕がある製品

を中心にOTC用として

供給 下記②参照

※メーカーから直接販売するケースにおいても、同様の優先付けとする。

※1 社会機能維持者の所属する事業者

※2 無料検査事業を実施している薬局

参考資料
(令和４年８月17日

医療機器・体外診断薬部会

当日配布資料２より抜粋)



               

 

 

5テスト入り製品の外観と内容のイメージ（こちらに OTC用の製品情報ラベルを貼付した

ものを出荷いたします） 

 

HTKOK
テキスト ボックス
別添１（ロシュ・ダイアグノスティクス(株)）



2022 年 8 月吉日 
販売店様  各位 

タカラバイオ株式会社  
一般用 SARS コロナウイルス抗原キット 

「ＨＥＡＬＧＥＮ ＣＯＶＩＤ-19 抗原迅速テスト (一般用）」の発売のご案内  
拝啓   
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
2022 年 8 月 30 日（火）付けで、一般用検査薬「ＨＥＡＬＧＥＮ ＣＯＶＩＤ-１９ 抗原迅速テスト 

(一般用)」の製造販売承認を取得しました。 
9 月 12 日（月）より販売を開始します。 

敬具  
記  

販売名 ＨＥＡＬＧＥＮ ＣＯＶＩＤ-１９ 抗原迅速テスト (一般用) 
一般的名称 一般用 SARS コロナウイルス抗原キット 
使用目的 鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出 

（SARS-CoV-2 感染疑いの判定補助） 

キット内容 

キット外箱内の内容物 
1.テストカセット         
・金コロイド標識抗 SARS-CoV-2 マウスモノクローナル抗体  
・抗 SARS-CoV-2 マウスモノクローナル抗体 

2.検体処理液入りチューブ  
・トリス緩衝液 
・アジ化ナトリウム（＜0.1%） 

(付属品) 
・チューブ用キャップ  
・滅菌綿棒      
・簡易操作マニュアル  

一般用検査薬添付文書  
注）本品の製品形態は、下記通知※1 に基づき、チャック付き袋※2 に 

①製品情報カード、②一般用検査薬添付文書、③「HEALGEN 
COVID-19 抗原迅速テスト」（製品コード RD006）が入っています。 

  ※1 令和４年８月 24 日付薬生機審発 0824 第２号、薬生安発 
0824 第１号、薬生監麻発 0824 第 11 号「新型コロナウイルス感染 
症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの製造 
販売時等の取扱いについて」 

※2 チャック付き袋の形態は、供給状況に応じて変わります。ご了承ください。 

HTKOK
テキスト ボックス
別添２（タカラバイオ(株)）



    

保存温度 2～30℃ 
有効期限 24 ヵ月（使用期限は外箱の側面に記載しています） 
包装単位 1 テスト 
製品コード RD009 
商品統一コード 953000096 
JAN コード 4987953000096 
製造販売元 タカラバイオ株式会社 
メーカー希望小売価格
（税別） 2,000 円 
発売日（受注開始日） 2022 年 9 月 12 日（月） 

 

 



出荷開始予定日 2022 年 9 月 20 日（火） 
発注単位 1 テスト用：160 個  

※本ご案内を貴社全事業所に送付できていない可能性がありますので、回覧などで周知いただきましたら 
幸いです。    

以上 

本件に関するお問い合わせ先 
タカラバイオ株式会社 体外診断用医薬品専用窓口 

TEL：0120-368-080  
注)9 月 12 日（月）より OTC 医薬品専用窓口を開設いたします。 

9 月 12 日（月）以降は、一般用検査薬に関するお問合せは、下記の連絡先へ問い合わせお願いします。  
タカラバイオ株式会社 OTC 医薬品専用窓口 

TEL：0120-878-750  


