
薬局での無料検査の実施について
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 検査促進班

説明内容

Ⅰ 事業の概要

Ⅱ 薬局での事業実施

Ⅲ 意向調査、実施計画書の提出



政府の方針
日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるためには、
ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効

ワクチン・検査パッケージ制度及び飲食、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推奨

政府は、都道府県が、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられ
ない者を対象として、ワクチン・検査パッケージ等の検査を令和４年
３月末まで予約不要、無料とできるよう支援

感染が拡大傾向にある場合には、知事の判断により、特措法に基づき、
感染に不安を感じる無症状者に対して、ワクチン接種者を含めて検査
を受けることを要請

政府は、都道府県が当該要請に基づき検査を受検した者については、
検査費用を無料とすることができるよう支援
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和3年11月19日政府の対策本部決定）
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国・県の予算措置
【国】 令和３年度補正予算（12/20成立）

↓無料検査の体制整備の主体は都道府県

【福岡県】 令和３年度第３次12月補正予算（12/20成立）

※一部の衛生検査所

（県内５か所の民間検査機関）で

12/24から先行して検査を開始

12月23日 福岡県記者発表資料(抜粋)
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薬局、医療機関、衛生検査所等、ワクチン・検査パッケージ制度等登
録事業者(イベント業者等)に対する補助事業として実施

無料検査事業の実施スキーム

福岡県 薬局等 県民等
補助金交付 対象者に

無料検査実施

医薬品卸売業者 衛生検査所

【抗原定性検査】
キット仕入

【ＰＣＲ検査等】
を委託
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補助金額
■検査体制整備支援

購入実績に応じて交付（１か所上限10万円(税込)）

検体採取スペースの設置経費（パーティション・テーブル等）

■検査等費用支援

検査件数（実績）に応じて交付

検査キット等費用
（仕入れ額等実費）

各種経費3,000円
（定額・一律）

検査件数＋ ×

上限額（税込）
【ＰＣＲ検査等】 Ｒ３年度 8,500円→Ｒ４年度 7,000円

※保険収載価格の引き下げに連動
【抗原定性検査】 3,000円

※適正な製品選択と適正な価格での仕入れに
御協力をお願いします。

例）医薬品卸売業者から1,000円(税込)
のキットを仕入れて検査を実施した場合
検査１回につき
1,000円+3,000円＝4,000円

を交付
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無料検査の対象者
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

期間 令和３年度末まで（常時） 令和３～４年度の感染拡大傾向時
（知事が特措法に基づき県民に受
検要請を行った場合）

対象者 ワクチン・検査パッケージ制度及び民間にて自主
的に行うワクチン接種歴または検査陰性の確認の
ために必要な検査を受ける下記のいずれかに該当
する方
・基礎疾患、副反応の懸念など健康上の理由によ
りワクチン接種を受けられない方
・12歳未満の子供

感染の不安を感じる県民

目的 ワクチン・検査パッケージの定着促進、一般検査
に向けた体制整備

陽性者の早期発見、感染拡大防止、
早期の治療開始

申込書により自己申告

症状のある方や濃厚接触者は対象外です。

※上記の無料検査の対象外の方については、有料での検査が可能です。

※オミクロン株の感染者の発生を受け、
12/26(日)～1/31(月)実施中
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ワクチン・検査パッケージ
客・利用者等に対して

・ワクチンの接種歴がある（２回接種後14日経過）か

・検査を受けて陰性だったか

を確認する取組

取組が行われる場面

■感染拡大時（まん延防止等重点措置や緊急事態宣言時など）

飲食、イベント、移動の制限の緩和
⇒ワクチン・検査パッケージ制度

■旅行割引の適用条件
例）福岡の避密の旅（R4.1.1～）

■民間の自主的な取組
例）高齢者施設の面会、飲食店の割引

・健康上の理由によりワクチン
接種を受けられない方や

・12歳未満の子供
がこういった取組を利用する
場合に検査が無料
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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）

抗原定性検査

検体 唾液（自己採取） 鼻腔ぬぐい液（自己採取）

検査方法 検体を衛生検査所に送っ
て検査

検査キットでその場で検査

検査結果
通知書の
有効期限

検体採取日+３日
（検体採取日の３日後ま
で）

検体採取日+１日
（検体採取日の翌日まで）

各薬局で、PCR検査等、抗原定性検査のうち、どちらか又は両方を選択

綿棒を鼻の入口から2cm程度入れ、
粘膜部分をぬぐう

各薬局で発行し、ワクチン・検査
パッケージ制度等で利用するもの
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本日
説明

薬局での事業実施（流れ）

１ 事前準備
①薬局→県 「実施計画書」提出
②県→薬局 「計画承認書兼事業者登録通知書」送付
③薬局 実施に向けた準備、体制整備

２ 薬局での無料検査の実施
※週次で受検者・陽性者を県に報告

３ 補助金の支払
①薬局→県 補助金交付申請
②県→薬局 補助金交付決定、補助金支払

無料検査の実施は、
この登録が済んでから

パーティションや抗原定性検査キッ
トの購入等は、登録前でも可

交付申請、交付決定・支払のタイミング
■Ｒ３年度
検査体制整備終了後、年度末（3.31）

■Ｒ４年度
「感染拡大傾向時の一般検査」の
期間終了の都度

※ただし、早期支払を希望する場合は、
前月末までの検査分を請求可
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薬局での事業実施（１①、②事務手続）
■「実施計画書」の提出（薬局→県）

※薬局単位の提出でも、会社でまとめての提出でも可

※押印不要です。エクセルのままメールでお送りください。

↓

■「計画承認書兼事業者登録通知書」の交付（県→薬局）

参考資料集「資料１」参照
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調剤室事務室

薬局での事業実施（③実施に向けた準備 場所）

検体採取の実施場所の要件(概要)

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
（検体採取のときのみ一時的に区別するこ
とも可）

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

実施要領第３条

スタッフと受検者の間に
アクリル板等の仕切を設置

パーティションなどを設置し、感染
防止を図るとともに、他の利用者等
から検体採取が見えないように

ドライブスルーによる
実施も可

検体採取
場所

（既設ス
ペース活
用）

検体採取
場所

（既設ス
ペース活
用）

検体採取
場所
（新設）

パターン①
パターン②

パターン③
パーティションなどの購入が必要な
場合には、検査体制整備支援の補助
金(上限10万円)の活用が可能
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薬局での事業実施（③実施に向けた準備）
■手順の確認

・「ＰＣＲ検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」

・「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」

■キット等の用意

【ＰＣＲ検査等】委託先の決定、検体採取容器の用意

※「薬局からの検査受託が可能な衛生検査所一覧」を参考に各薬局で

衛生検査所と調整

【抗原定性検査】医薬品卸売業者から検査キットの仕入れ

※販売用在庫を無料検査に使用することも可

■実施の周知

県HPへの掲載、ポスターを印刷して掲示
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２ 対応エリア

５ 回収方法

８ 検査結果通知までに要する時間

９ 受検者への検査結果通知の方法

対応エリアが限定
される場合があり
ます。

郵送か自社回収か

検査所が通知して
くれるか、薬局か
ら通知しないとい
けないか

検体が届いてから
結果が通知される
までの時間

薬局からの検査受託が可能な衛生検査所一覧

10 税込価格

補助金上限
・R3年度 8,500円
・R4年度 7,000円
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薬局での事業実施（２検査の実施）
１ 受付・申込書の記載

２ 本人確認（健康保険証、運転免許証等）

３ 検体採取・検査

【ＰＣＲ検査等】唾液採取 →衛生検査所に送付

【抗原定性検査】鼻腔ぬぐい液採取→試料調整→試料滴下→判定

４ 検査結果通知書の発行

【ＰＣＲ検査等】後日発行（メール、web確認等）

【抗原定性検査】その場で発行

必ず受検者が
採取

スタッフの方は手袋の着用を

参考資料集「資料２」参照

参考資料集「資料３」参照
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薬局での事業実施（陽性となった場合）
陽性者は確実に医療機関の受診を！

①【薬局等→本人】対応を説明

②【本人】受診・相談センターに電話

※県HPで医療機関を探すことも可能

※【薬局】提携医療機関がある場合、案内

③【本人】医療機関に電話

（院内感染防止のため必ず）

④【本人→医療機関】医師による診察・検査

※医師の判断によるが、通常、保険診療

⑤【医療機関→保健所】発生届提出

⑥【本人】入院、宿泊療養等

【保健所】疫学調査

本人説明用資料

参考資料集「資料４」参照
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薬局・県民の方へのお願い
１ 症状のある方は医療機関へ

県としても県民に対して周知を行います。

店頭掲示用ポスター、申込書にも明記しています。

２ 感染防止対策は万全に

通常の感染防止対策（マスク、消毒等）の徹底

アクリル板の設置／手袋の着用 等

３ 陽性となった方は確実に医療機関へ
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事業を実施していただける薬局数を把握する
ため、意向調査を実施します。

■回答方法（県電子申請システム）

https://www.shinsei.elg-
front.jp/fukuoka/uketsuke/form.do?acs=mu
ryoukensa

■回答期限

令和４年１月７日（金）まで

※実施予定の薬局のみ御回答ください。

※現時点の御意向で構いません(未回答でも実施は可)。

意向調査について

県薬剤師会会員の方には、Google
フォームで実施予定でしたが、変更し
ました(再回答は不要です)。
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実施計画書の提出について

■「先行実施」の実施計画書提出方法

提出先：福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 検査促進班

提出方法：電子メールにエクセルの様式を添付して送付

corona-kensa001@pref.fukuoka.lg.jp

※様式等掲載URL https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensa.html

「福岡県新型コロナウイルス感染症検査促進事業の実施事業者を募集します」

検査開始
時期(予定)

実施計画書
提出期限

登録完了予定日
（不備のない場合）

1 12月中～
1/5(水)

12/29(水) 開始予定日の前日までに登録
（最短で申請日当日～翌日中）

2 1/6(木)～
1/16(日)

開始希望日の３日前
(土日祝日除く)まで

開始予定日の前日までに登録

3 1/17(月)～ 別途県ホームページで御案内します(業務を委託予定)

先行
実施
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終

■要綱、様式、記入例等
県のホームページに掲載しています。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensa.html
ページ名 「福岡県新型コロナウイルス感染症検査促進事業の実施事業者を

募集します」

■問合せ先、書類提出先
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 検査促進班
mail: corona-kensa001@pref.fukuoka.lg.jp
Tel:  092-643-3624

県民の皆様が身近な各地の薬局で検査を受けられるよう、

御協力をお願いします。
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参考 ワクチン・検査パッケージ制度
ワクチン・検査パッケージによる制限緩和制度

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の期間において、
「飲食」「イベント」「移動」の行動制限を以下のように緩和

■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（一
卓５人以上の会食回避の要請・呼びかけ）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自粛要請の対
象に含めないこととする。
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