
 
 

健健安第７２３６号   

令和５年１月24日  

 

市内医療機関の皆様 

 

横浜市健康福祉局健康安全課 

 

 

市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送にかかる 

申込受付期間の延長について（連絡） 

 

 

日ごろから、横浜市の保健医療行政に御協力いただき厚く御礼申し上げます。  

令和４年11月30日付「市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送受付につ

いて（依頼）」（健健安第5996号）にてご案内しました、市内の医療機関を対象とした、新型コロ

ナウイルス感染症抗原検査キットの配送について、以下のとおり申込受付期間を延長することとい

たしましたので、お知らせします。 

 

(1) 申込受付期間 

当初：令和４年11月30日（水）～令和５年１月31日（火） 

変更：令和４年11月30日（水）～当面の間（※） 

※ 申込受付終了の時期は、また改めてご連絡させていただきます。 

 

(2) その他 

・申込方法等については、これまでと変更ありません。 

 

【別添資料】 

 〇資料１ 令和４年11月30日付通知（健健安第5996号） 

「市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送受付に 

ついて」 

    〇資料２ 令和４年12月９日付通知（健健安第6231号） 

「市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送受付に 

かかる現有在庫枯渇時の対応について」 

 

 

 横浜市健康福祉局健康安全課 
E-mail：kf-gyosei-kensa@city.yokohama.jp 
電話：045-671-2445 



健健安第 5996号 

令和４年11月30日 

市内医療機関の皆様 

横浜市健康福祉局健康安全課 

市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送受付について（連絡） 

日ごろから、横浜市の保健医療行政に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

現在、新型コロナウイルス感染症陽性者数が再び増加傾向に転じております。今後の患者急増に

伴う医療機関ひっ迫を回避するための一つとして、市内の医療機関を対象に、新型コロナウイルス

感染症抗原検査キットの配送希望を受け付けることといたしました。 

(1) 申込受付期間

令和４年11月30日（水）～令和５年１月31日（火）(※)

※ 感染状況やお申し込みの状況によっては、改めてキットの配送について、お知らせい

たします。

(2) 配送数

50キットまたは150キットのいずれか（１箱５キット入、シーメンス ヘルスケア製）

(3) 申込方法

以下のURLまたは２次元バーコードよりご入力ください。

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/ 

residents/procedures/apply/b356d0a8-e889-4070-b80 

3-edd07e37cbd9/start

※ 配送準備が整い次第、本市と契約している業者が配送します。

(4) その他

・今回の配布は、発熱外来以外の医療機関も対象とします。発熱外来のひっ迫緩和のため、

重症化リスクが低い有症状患者への配布や患者家族への配布等、有効に活用ください。

・本配送による抗原検査キットの使用実績報告は、不要です。

・抗原検査キット受領後に、その在庫が僅かとなった場合には、再度お申込いただくことも

可能です。

裏面あり

01131074
テキストボックス
資料１



 
 

【別添資料】 

 〇資料１ 医療機関へのキット配送概要 

 〇資料２ 患者様配布用チラシ 

 〇資料３ 横浜市医療機関における抗原検査キットの配布に関するQ＆A 

 

横浜市健康福祉局健康安全課 
E-mail：kf-gyosei-kensa@city.yokohama.jp 
電話：045-671-2445 



医療機関へのキット配送概要

横浜市電子申請
システムで受付

申請データを
配送業者に渡す

キット仕分
＆梱包

≪配送業者≫
日本通運

or
マッスル運輸

配送
(50個or150個)

≪申請対象≫
市内医療機関

お届け
(返品不可)

資料１



（１）65歳以上
（２）妊婦
（３）小学生以下のお子さま
（４）基礎疾患等の重症化リスク（※）がある方

次のいずれかに当てはまるものがありますか？

医療機関を受診検査キットで自己検査

医療機関でどちらのチラシをもらいましたか？

神奈川県・横浜市から
連絡があります

陽性だったら陰性だったら

自宅等で療養

ない ある

医療機関検索

熱があるとき、どうしたらいいの？

「陽性者登録窓口」に登録をお願いします

・症状が悪化した場合の相談先（「コロナ１１９」）の
電話番号をお知らせします。

登録は
こちら

※重症化リスクについては
特設サイトをご覧ください

事前に
連絡！

熱がある・・
コロナかも・・

受診を希望される場合には、

電話診療・オンライン診療の

活用や、かかりつけ医の受診

もご検討ください。

ご自宅での療養のポイント

①部屋を分ける

②窓を開けて換気

③マスクを着用

④こまめな手洗い、手で触れる部分を消毒

⑤汚れたリネン・洋服を洗濯

⑥ゴミは密閉して捨てる

療養期間について

〇発症日（初めに発熱など症状が出た日）の翌日から７日

間、かつ症状軽快後（解熱剤の服用や37.5℃以上の発熱

等の症状がないこと等）24時間経過するまでが療養期間

です。療養期間中は仕事や学校、不要不急の外出はお控

えください。

〇10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存すること

から、自主的な感染予防行動をお願いします。

☑ 検温など自身による健康状態の確認

☑ 高齢者等ハイリスク者との接触を避ける

☑ ハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける

☑ 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

☑ マスクを着用する など

資料２

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/hatsunetsu_iryou.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/registration.html




横浜市 

医療機関における抗原検査キットの配布に関する Q＆A 

Q１ キットを配布する目的は何か。

Q２ 配付されるキットはどのようなものか。 

Q３ 配付された検査キットはどのように活用すればよいか。 

Q４ 申請方法を教えて欲しい。 

Q５ 配付申請できるのは発熱外来のみか。 

Q６ 申請回数の上限はあるか。 

Q７ 申請から何日くらいでキットが届くのか。 

Q８ キットを配布する際に必要な対応はあるか。

Q９ キットの配布数の管理や報告は必要か。

Q10 キットを配布した個人を特定しておく必要はあるか。

Q11 患者一人に対して、キットを何個渡してもよいか。 

Q12 配付されたキットが余った場合は、返品できるのか。 

Q13 キットを配布することで、市から医療機関に手数料等は支払われるか。

 資料３ 



Q１ キットを配布する目的は何か。 

Ａ 新型コロナやインフルエンザの流行拡大により、発熱外来をはじめとする

各医療機関に多くの患者が受診を希望することで診療のひっ迫を招き、結果

として、真に必要な患者の診療に影響を及ぼす危険性が高まります。 

 こうした状況を緩和するために、医療機関の受診を希望する発熱者等のう 

ち、軽症かつ重症化リスクが少ないと思われる方については、まずは検査キッ 

トによりセルフ検査を行っていただけるようにするものです。

Q２ 配付されるキットはどのようなものか。 

Ａ シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社製 

クリニテスト COVID-19抗原迅速テスト（体外診断用医薬品）

１箱５テスト入り となります。 

10 箱(50 テスト)もしくは 30 箱(150 テスト)をお届けします。 

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社ホームページより引用

Ａ 基本的には、医療機関の受診を希望する発熱者のうち、軽症かつ重症化リス

クが少ないと思われる方に検査キットをお渡しいただき、自宅でセルフ検

査をしていただくことを想定しています。 

　また、発熱者と同居する家族など、濃厚接触の可能性がある方も検査ができ

るように、希望に応じて必要数をお渡しいただくことも差支えありません。

　医療機関のひっ迫緩和のためにご活用いただければと思います。 

Q４ 申請方法を教えて欲しい。 

Ａ 横浜市電子申請システムにてご申請ください。 

（URLは依頼文に記載のとおり） 

Q３ 配付された検査キットはどのように活用すればよいか。 



 

Q５ 配付申請できるのは発熱外来のみか。 

Ａ 夏に実施した医療機関へのキット配送と違い、今回は市内すべての医療機 

関が配布対象です。（Q１の目的のとおり、発熱外来以外の医療機関の皆様も本

キットを是非ご活用ください。） 

 

Ａ 申請回数の上限はございません。配布したキットの在庫が僅かとなった場

合には、再度お申込みいただくことも可能です。 

 

Q７ 申請から何日くらいでキットが届くのか。 

Ａ 申請からおおよそ１～２週間で届くとお考え下さい。ただし、申請数や物流

状況により、さらにお時間いただく場合もございます。なお、配送する業者は

日本通運株式会社もしくはマッスル運輸サービス株式会社のどちらかです。 

 

Q８ キットを配布する際に必要な対応はあるか。 

Ａ 患者様にキットをお渡しする際は、別添のチラシのお渡しをお願いでき 

ればと思います。（もしくは患者様にキットの使い方及び陽性時の対応にか 

かるご案内をしていただければと思います。） 

 

Q９ キットの配布数の管理や報告は必要か。 

Ａ 必要ございません。 

 

Q10 キットを配布した個人を特定しておく必要はあるか。 

Ａ キット配布時に個人を特定(保険証の確認等)する必要はありません。 

 

Q11 患者一人に対して、キットを何個渡してもよいか。 

Ａ 患者お一人様最大２個までお渡しいただいて構いません。 

 

Q12 配付されたキットが余った場合は、返品できるのか。 

Ａ キットの返品はできません。引き続き、ひっ迫緩和のために有効にご活用 

 いただければと思います。 

 

Q13 キットを配布することで、市から医療機関に手数料等は支払われるか。 

Ａ 手数料等のお支払いはありません。 

Q６ 申請回数の上限はあるか。 



 
 

健健安第 6231号  

令和４年12月９日  

 

市内医療機関の皆様 

 

横浜市健康福祉局健康安全課 

 

市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送受付にかかる 

現有在庫枯渇時の対応について（連絡） 

 

日ごろから、横浜市の保健医療行政に御協力いただき厚く御礼申し上げます。  

先般、令和４年11月30日付「市内医療機関への新型コロナウイルス感染症抗原検査キット配送受

付について（連絡）」（健健安第5996号）にてご連絡しました、市内の医療機関を対象とした、新

型コロナウイルス感染症抗原検査キットの配送希望について、大変多くのご希望をいただいてお

り、本市が確保していた抗原検査キットの数量を上回る見込みとなっております。 

つきましては、以下のとおり対応します。 

 

(1) 配送する抗原検査キット 

当初）シーメンス ヘルスケア製、１箱５キット入 

 ↓ 当初確保した在庫数が全て無くなったら 

変更後）タカラバイオ製、１箱１キット入 

    HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト（体外診断用医薬品） 

(2) 申込方法及び配送数 

変更なし（横浜市電子申請システムで申込。50キットまたは150キットのいずれか） 

(3) 配送方法 

当初）当該製品のみが入った段ボールを配送 

 ↓ 当初確保した在庫数が全て無くなったら 

変更後）２キット（２箱）及び案内文が梱包された小箱が入った段ボールを配送(裏面参照) 

    ※50キットであれば梱包済の小箱25個、150キットであれば小箱75個を配送 

※小箱を開けることなくそのまま患者様等にお渡しいただいて構いません。 

(4) 配送業者 

当初）日本通運株式会社もしくはマッスル運輸サービス株式会社 

変更後）ヤマト運輸株式会社 

(5) その他 

新たに確保したタカラバイオ製の抗原検査キットについても、数に限りがあるため、受付数

が在庫数に達した場合は、令和５年１月31日(火)よりも前に受付を終了する場合があります。 

 

 

裏面あり 

横浜市健康福祉局健康安全課 
E-mail：kf-gyosei-kensa@city.yokohama.jp 
電話：045-671-2445 

01131074
テキストボックス
資料２



 
 

【梱包物（抗原検査キット２箱（２テスト分）と案内文】 

 

 

【同梱されている案内文（Ａ５サイズ）】 
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