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新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する 

留意事項について（その２） 

 

 

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関しては、これま

でも、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から都道府県等宛、

また同省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から都道府県等宛、同キット

に係る留意事項や監視指導について事務連絡が発出されてきたところです。 

今般、ある企業が研究用抗原定性検査キットを全国の希望する自治体に無償

贈答し、全国で 145 の自治体から受入の表明があったとの報道がありました。

こうしたことから、改めて別添のとおり、厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部から都道府県等へ、研究用抗原定性検査キットに関する留意事

項が示されるとともに、消費者が薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性

検査キットを選ぶよう周知することが連絡されました。 

貴会におかれましても事務連絡の内容をご了知いただき、該当する自治体に

は薬剤師会からも注意喚起を行う等、各都道府県等において医療用抗原定性検

査キットが適切に使用されるよう、地域住民等への適切な情報提供をお願いい

たします。 

あわせて、薬局においては薬事承認に基づき信頼性等が保証された医療用抗

原定性検査キットが適切かつ積極的に販売がなされ、また購入者に対し、陽性

判定が出た場合の取扱い等を含めた情報提供が適切に図られるよう、会員への

周知をお願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

・新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意事項に

ついて（その２）（令和４年８月 19 日付．厚生労働省新型コロナウイルス感

染症対策推進本部事務連絡） 

 

＜参考＞ 

・時事ドットコム（時事通信社運営ニュースサイト）報道（データ提供元 PR 

TIMES サイト） 

※受入表明した自治体名の報道あり 
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事 務 連 絡 

令和４年８月19日 

 

都 道 府 県 

各  保 健 所 設 置 市  衛生主管部（局）御中 

特 別 区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意事項について 

（その２） 

 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットについては、これまで、 

 ・ 「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに係る留意事項について

（周知依頼）」（令和３年２月25日付け事務連絡） 

 ・ 「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導

及び留意事項について」（令和３年12月22日付け事務連絡） 

 ・ 「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する留意事項

について」（令和４年５月２日付け事務連絡） 

により、 

・ 消費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で

使用すべきでないこと 

・ 消費者は、研究用抗原定性検査キットではなく、医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。）

に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを選ぶよう周知を行う 

  など、その取扱いをお示ししてきたところです。 

今般、ある企業が研究用抗原定性検査キットを全国の希望する自治体に無償贈答する

との報道があったところ、研究用抗原定性検査キットに関する留意点を改めて下記のと

おりとりまとめましたので、ご留意いただくとともに、貴管下自治体に対して情報提供

いただくようお願いいたします。 

また、消費者が研究用抗原定性検査キットではなく薬機法に基づく承認を受けた医療

用抗原定性検査キットを選ぶよう、改めて周知を行っていただくようお願いいたします。 

 

記 

 

・ 研究用抗原定性検査キットは、薬機法に基づく承認を受けておらず、性能等が確認さ

れたものではないこと。 

noriko-komatsu

＜別添＞
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・ 行政当局が公衆衛生の観点から抗原定性検査キットを活用する際は、薬機法の承認を

受けた抗原定性検査キットを用いること。 

 

・ 研究用抗原定性検査キットを用いて検査した結果は、都道府県等が設置する医師を配

置する健康フォローアップセンター等に登録することはできないこと。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べるために必要な検査の種類や検査結

果の取扱いは各検査の特性・性能等に基づき医学的に判断する必要があることから、消

費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用す

べきではないこと。 

 

 

以上 



「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国
が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認され
たものではありません。また、「研究用」は、新型コロナウイ
ルス感染の有無を調べることを目的としているものではありま
せん。

「研究用」については、あたかも国が承認したものであるか
のような表示をしていた事業者に対し、景品表示法に基づく行
政指導がされた例もあります。

新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、
受診相談センター又は医療機関に相談してください。

！
国が承認した「体外診断用医薬品」かどうか

をよく確認してから購入しましょう！

※「研究用」は国が承認したものではありません。

体外診断用医薬品

国が承認した医療用の抗原定性検査キットは、

 【体外診断用医薬品】と表示されています。

 購入を希望する際は、取扱い薬局の薬剤師に

相談してください。

新型コロナウイルス
抗原定性検査キット
（検体：鼻腔ぬぐい液）

※体外診断用医薬品によるセルフチェックを行った場合であっても診断にはなり
ませんので、留意してください。（診断には医療機関への受診が必要です。）

新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは

「体外診断用医薬品」を選んでください！

別添



 

（記事内容は次頁 データ提供元 PR TIMES のサイト参照） 

noriko-komatsu

＜参考＞



東亜産業が全国１４０を超える⾃治体に抗原検査キットを無料提供。

新型コロナウイルスと戦う⺠間企業が⾏うＣＳＲ活動。全国１４０を超える⾃治体に「新型コロナウイル
ス抗原検査スティックＴＭ」を無償贈答（寄付）。寄付合計数は１２万個超え。

東亜産業

２０２２年８⽉２⽇リリースのとおり全国の各⾃治体に「新型コロナウイルス抗原検査スティックＴＭ」を無償贈

答（寄付）する⽅針を発表したところ、同⽉１０⽇の期限までに、合計で１４５の⾃治体（※）から受⼊の表明を

いただき、寄付合計数は１２万６９９０個に達しました。表明いただいた⾃治体には、速やかに発送を⾏っていま

す。

今回、全国の各⾃治体にご案内を郵送させていただいたところ、すぐに申込や問合せを複数いただきました。当

初、申込期限の短さや突然のご案内であったことから、⾃治体において受⼊表明を⾏うにはハードルが⾼いのでは

ないかとも懸念しておりましたが、結果として、多くの⾃治体に受⼊表明をいただき、抗原検査キットをお届けす

ることが叶ったこと、⾮常に嬉しく思っています。

引き続き、当社らしさを発揮するＣＳＲ活動を検討し、推進してまいります。

※寄付の受⼊を表明してくださった⾃治体

合計︓１４５⾃治体

【内訳】

（北海道）⽯狩市、岩⾒沢市、歌志内市、帯広市、伊達市、美唄市、北⽃市、紋別市、稚内市

（⻘ 森）つがる市、むつ市

（岩 ⼿）久慈市、⼋幡平市、宮古市

（秋 ⽥）潟上市、⿅⾓市、北秋⽥市、仙北市、⼤仙市

（宮 城）⼤崎市、栗原市

（⼭ 形）尾花市、上⼭市、⽶沢市

（福 島）⽩河市、⼆本松市

（茨 城）⽯岡市、潮来市、稲敷市、笠間市、かすみがうら市、下妻市、那珂市、常陸市、常陸⼤宮市、鉾⽥市、

結城市

（栃 ⽊）那須烏⼭市

（群 ⾺）前橋市、太⽥市

（千 葉）⼭武市、館⼭市、東⾦市、富⾥市、⼋街市

（埼 ⽟）加須市、久喜市、幸⼿市、志⽊市、⽩岡市、蓮⽥市、蕨市

（東 京）昭島市、葛飾区、調布市、東⼤和市

（神奈川）海⽼名市、平塚市、藤沢市、横須賀市

（⼭ 梨）上野原市、都留市、韮崎市

（新 潟）加茂市、三条市、⾒附市

（富 ⼭）砺波市、滑川市

（⽯ 川）かほく市

（福 井）⼩浜市、坂井市

（⻑ 野）飯⽥市、⼤町市、千曲市、茅野市

（岐 ⾩）⾼⼭市、⼭県市

（静 岡）伊⾖市、伊⾖の国市、湖⻄市、裾野市

（愛 知）名古屋市、愛⻄市、蒲郡市、江南市、⼩牧市、新城市、知⽴市

（三 重）伊賀市

（奈 良）御所市

（兵 庫）相⽣市、加⻄市、宍粟市、丹波篠⼭市、豊岡市、⻄脇市    

（和歌⼭）有⽥市、紀の川市、⽥辺市、橋本市

（岡 ⼭）浅⼝市、備前市

2022年8⽉17⽇ 14時55分

URL http://www.toa-ind.com/

業種 製造業

本社所在地 東京都千代⽥区外神⽥2-5-1

電話番号 03-5298-6166

代表者名 深井昭匡

上場 未上場

資本⾦ 9000万円

設⽴ 1996年09⽉

株式会社東亜産業

7 フォロワー

フォロー フォローするとどう

検索
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関連プレスリリース

新発売!!⽇本製 充電式携帯
アルコールチェッカー HO
ACJP01
株式会社イトウ

9分前

暮らしを未来につなげるイン
テリアショップ Fremtiden
2022年8⽉22⽇楽天市場に…
株式会社サワライズ

19分前

圧迫感がないコンパクトゲー
ミングチェアを8⽉22⽇発売

サンワサプライ株式会社
19分前

【because】花びら傘に続
き、クリア傘の新作を発売︕

株式会社ビコーズ
1時間前

【新登場】112⾔語を⼀瞬で
翻訳︕⾼機能ペンスキャナ型
翻訳機「T-PEN PRO 3.0」…
株式会社BRIGHT DIY

1時間前

プレスリリース ランキン
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（島 根）雲南市

（⼭ ⼝）下松市

（⾹ 川）観⾳寺市、善通寺市

（愛 媛）伊予市、東温市

（⾼ 知）安芸市、⾹美市、宿⽑市、⼟佐市、⼟佐清⽔市、南国市

（⼤ 分）⾅杵市、豊後⼤野市

（福 岡）中間市、豊前市、みやま市、⾏橋市

（佐 賀）伊万⾥市、嬉野市

（⻑ 崎）⼤村市、南島原市

（宮 崎）えびの市、⼩林市、⽇南市

（熊 本）天草市、宇城市、菊池市、合志市、⽟名市、⼈吉市

（⿅児島）出⽔市、いちき串⽊野市、指宿市、薩摩川内市、曽於市、⽇置市、⻄之表市、枕崎市、南九州市、南さ

つま市

（沖 縄）⽷満市、名護市

 

抗原検査スティックとは

本製品は、わずか8cmという⼿のひらに収まる超コンパクトサイズです。 

「携⾏性」に優れて、財布やポーチに⼊れてどこでも持ち運びが可能です。

「いつでも」「どこでも」場所を選ばずセルフチェックが可能となります。

《6つの商品特徴》 

1 変異株に対応 

現時点において、オミクロン、ラムダ、デルタ、ガンマ、ベータ、アルファ変異株の検出が可能であることについ

て確認しています。

2 １0分で検出 

検査測定時間は、約10分という驚異的なスピード︕ 

その場で結果がわかります。

3 精度99.4% 

当社PCR検査との⽐較時実験（陽性50検体、陰性50検体）では、陽性陰性⼀致率100％です。 

 

※あくまで実験結果であり、臨床的な有⽤性は確認できておりません。診断等に⽤いないでください。

4 検査⽅法は⼝に咥えて待つだけ︕使い⽅が簡単︕ 

検査スティックの先端部分を⾆上に置き、⼝で咥えるだけなので使い⽅が簡単です。

次世代デジタルチャンバラ
（SASSEN/サッセン）イベン
ト【team綺羅（きら）カッ
⼀般社団法⼈ 全⽇本サッセン
協会

男性VTuberグループ「ホロス
ターズ」、2回⽬の全体ライ
《HOLOSTARS 2nd ACT…
カバー株式会社

【ZATSUDAN】「堀江 貴⽂
× 松⼭ 洋⽒」 オンラインイ
ベントのお知らせ
株式会社ZATSUDAN

軽量なアルミ製⽌⽔板（防⽔
板）の設置で豪⾬時の浸⽔に
効果抜群︕
中部美化企業株式会社

「カジノ」「統合型リゾー
ト」に関する求⼈の最新調査
(2022年7⽉版)を公表-⽇本…
Windstorm Media
Communications Ltd.

キッチンカーの⾞体に広告を
載せて農家⽀援を。    
企業・団体と連...
Evolution株式会社

バーチャルワールドがそのま
ま現実に - McLaren Solus
GT 誕⽣。サーキットで、そ
マクラーレン ・オートモーティ
ブリミテッド アジア

⼈外×⾃称⼈外︖ドキドキ異
種百合サークルライフ♡ヤン
グアンリアルコミックス『…
株式会社キルタイムコミュニケ
ーション

⾼校社会の定番︕ベストセラ
ー❝⼭川⼀問⼀答シリーズ❞を
学習プラットフォーム…
モノグサ株式会社

擬⼈化ペット＆サラリーマン
のハートフルコメディ堂々完
結︕ヤングアンリアルコミ…
株式会社キルタイムコミュニケ
ーション

Facebookで⼈気のプレス
リース

【美容コンテスト初】当
⽇だけでなく、当⽇まで
の美しくなり経済的に…
株式会社 SPACE X

⾷べチョク5周年を記念
した⼤感謝祭を開催︕期
間限定イチオシBOXの…
株式会社ビビッドガーデン

福⼭雅治さんを起⽤した
新テレビＣＭ 第45弾 
キユーピーハーフ「デ…
キユーピー株式会社
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5 ⽇本製 

⽇本製の抗原検査キットです。

6 わずか8cm!の⼿の平サイズ

わずか8cmという⼿のひらに収まる超コンパクトサイズ。このサイズなら財布やポーチに⼊れてどこでも持ち運び

が可能です。

■検査⽅法と検査結果の確認について

■ 製品の購⼊先 

・TOAMIT直営Online Shop 

https://toamit.jp/ 

■ TOAMITについて 

TOAMIT（トーアミット）とは、東亜産業が企画製造する⾃社ブランドです。 

衛⽣商品から家電・⾷品と独⾃性の⾼い商品を展開しています。

■ 株式会社東亜産業とは 

「感動と幸せを全てのお客様に。」を企業理念に、⽇⽤雑貨、美容・健康製品、PC周辺機器などの企画開発から製

造まで⼀貫⽣産で製品づくりのトータルサポートを⾏う製造メーカーです。

［会社概要］

https://toamit.jp/


メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

種類

ビジネスカテゴリ

キーワード

関連URL

プレスリリース画像⼀覧

値上げに負けるな︕節約サポート︕
TOAmart オンラインショップ、
SUMMER キャンペーンイベントを

【酒気帯び確認の義務化に簡単対
応】アルコール検知機『ポータブル
アルコールチェッカー』を販売開

東亜産業が全国の各⾃治体に計140
万本の抗原検査キットを無料提供開
始

もっと⾒る

企業名︓株式会社東亜産業

代表者︓代表取締役 深井昭匡 

所在地︓東京都千代⽥区外神⽥2-5-12 

設⽴⽇︓1996年9⽉ 

資本⾦︓9千万円 

URL︓https://toa-ind.com/

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  東亜産業 >  東亜産業が全国１４０を超える⾃治体に抗原検査キットを無料提供。

商品サービス

⽇⽤品・⽣活雑貨 EC・通販

抗原検査スティック 抗原検査キット 東亜産業 新型コロナウイルス 社会貢献
新型コロナウイルス抗原検査キット 寄付 CSR活動 TOAMIT 簡易チェック

https://toa-ind.com/

このプレスリリースをシェアする

プレスリリース素材ダウンロード

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます。

東亜産業のプレスリリース

2022年8⽉16⽇ 10時23分 2022年8⽉4⽇ 09時00分 2022年8⽉2⽇ 11時47分
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