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　京都医報７月１日号でお知らせしたとおり，唾液検体による SARS-CoV-2 核酸検出（以下，PCR検査）
を一般医療機関で行なうことが可能になりました。府医が，希望する医療機関からの申し出（新型コロナウ
イルス感染症に係る行政検査（PCR検査）の委託契約に関する委任状）を取りまとめて京都府 /京都市と
の契約を締結（集合契約）することで，行政検査として行うことになります。契約締結を行わない場合は，
行政検査として PCR検査を行うことができません。なお，集合契約をした医療機関については非公開です。
　また，唾液検体の PCR検査は発症から９日目までの有症状者が対象です。妊婦を含め，それ以外では従
来どおりの鼻咽腔採取の検体での PCR検査となります。

＜新型コロナ PCR検査（唾液）実施の流れ＞
１．予め PCR検査実施民間検査所から，検体採取容器および梱包資材を入手しておく
２． 新型コロナウイルス感染（COVID-19）が疑われる患者を，可能な限り他の患者と接触することを避

けるよう工夫する。また，検体採取後には換気，清拭消毒等を行う。
３．PCR検査を行う場合は「疑似症」の届出を出す必要がある
　　（ア） 別紙「新型コロナウイルス感染症　発生届」に，類型は「疑似症患者」とし，検体「唾液」，検

体採取日，その他の必要事項を記入して FAXで送付する：この疑似症届出は，保管しておき，
PCR検査結果の報告として使用できる。

　　（イ） 京都市：京都市保健所　医療衛生企画課
　　（ウ）京都府：当該地区保健所

  発生届送付先一覧  

⃝京都市

京都市保健所　医療衛生企画課
 FAX  075－251－7233　  TEL  075－222－4244

唾液による新型コロナ PCR 検査について
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⃝京都市以外

保健所名 管轄市町村 連　絡　先

乙 訓 保 健 所 向日市，長岡京市，大山崎町 電話 075－933－1153
FAX 075－932－6910

山城北保健所 宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，久御山町，井手町，宇治田原町 電話 0774－21－2911
FAX 0774－24－6215

山城南保健所 木津川市，笠置町，和束町，精華町，南山城村 電話 0774－72－0981
FAX 0774－72－8412

南 丹 保 健 所 亀岡市，南丹市，京丹波町 電話 0771－62－2979
FAX 0771－63－0609

中丹西保健所 福知山市 電話 0773－22－6381
FAX 0773－22－0429

中丹東保健所 舞鶴市，綾部市 電話 0773－75－0806
FAX 0773－76－7746

丹 後 保 健 所 宮津市，京丹後市，伊根町， 与謝野町 電話 0772－62－4312
FAX 0772－62－4368

４．指定の容器に唾液検体採取（Ｐ．７）
５． 唾液検体を基本三重梱包する（Ｐ．９）。なお医療従事者は，サージカルマスク，手袋装着の標準予防策

と手指消毒を行う。
６．検査会社に検体の回収を依頼する（検査依頼書の準備）

※ 別紙「新型コロナウイルス感染症　発生届」は厚労省通知による「別記様式６－１」に同じ   
（本号に単票で同封）

＜検査結果の取り扱い＞
１．陰性の場合
　　（ア）発生届（別紙「新型コロナウイルス感染症　発生届」）で陰性報告をする
　　　　 ①発生届（類似症患者届と同じ）の類型を「疑似症患者」のままで，結果「陰性」を記入
　　　　 ②疑似症届出と同じ所に提出する
　　（イ） 偽陰性の可能性があるため，検査実施から 10 日間は健康観察期間とし，症状軽快後 72 時間は自

宅療養とするよう，かかりつけ医から指導する
　　（ウ） COVID-19 の疑いが払拭できず医師が必要と判断した場合は，鼻咽腔検体での PCR検査実施の

ため，京都府・医師会京都検査センターに相談する
２．陽性の場合
　　（ア） 直ちに発生届（別紙「新型コロナウイルス感染症　発生届」）を提出する
　　　 ①発生届（類似症患者届と同じ）の類型を「患者（確定例）」，結果「陽性」を記入
　　　 ②疑似症届出と同じ所に提出する
　　（イ） 行政（保健所）から患者に対して，積極的疫学調査を行うとともに，必要時就業制限，入院勧告

等実施（入院先は京都府入院医療コントロールセンターで調整）
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＜診療報酬の取り扱い上の注意点＞（詳細は本号「保険だより」参照）
１． 行政検査分は，PCR検査料および検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料であり，初再診料は含

まない。これに係る自己負担分は徴収しない。PCR検査料および微生物学的検査判断料を除いた診療
報酬の窓口負担分の徴収と，レセプト請求を行う。

　　（ア）出来高払いの場合；
　　　　 ①公費負担医療受給者番号（７桁）：すべての患者で「9999996」
　　　　 ②公費負担者番号（８桁）： 「28260503」（京都府（京都市を除く）），「28261501」（京都市）   

（医療機関の所在地による）
　　　　 ③公費分に PCR検査料および微生物学的検査判断料の点数，一部負担金は０円
　　（イ） 一部の医学管理料（小児科外来診療料，地域包括診療料，認知症地域包括診療料，小児かかりつ

け診療料，生活習慣病管理料，手術前医学管理料，在宅がん医療総合診療料）を算定する場合；
　　　　 ①  PCR検査料および微生物学的検査判断料については医学管理料を算定するレセプトとは別途

の書面での請求となる（紙レセプト）
　　　　 ② 公費負担医療受給者番号（７桁）：すべての患者で「9999996」
　　　　 ③ 公費負担者番号（８桁）： 「28260503」（京都府（京都市を除く）），「28261501」（京都市）   

（医療機関の所在地による）
　　　　 ④摘要欄に以下を記載する
　　　　 　１．検査実施の日時
　　　　 　２．検査実施の理由
　　　　 　３．本検査が必要と判断した医学的根拠
　　　　 　４．当該患者が算定する医学管理料等
２．保険診療分と行政検査に係る費用が合算され，後日医療機関に支払われる
３． 検体採取した医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は，検査した施設名をレセプト
の摘要欄に記載する

  検査所について  

　厚生労働省新型コロナイルス感染症対策推進本部が公表する、京都府における新型コロナウイルスの
PCR検査を実施可能な民間検査機関は下記のとおりとなっております。唾液検体によるPCR検査の実施に
際してはこれらの検査会社に直接お問い合わせください。

施　設　名 ＴＥＬ 郵便番号 住　所

一般社団法人京都微生物研究所 075－555－3156 607－8464 京都市山科区上花山久保町 16－２

株式会社島津テクノリサーチ 075－823－9490 604－8436 京都市中京区西ノ京下合町７番地

株式会社ファルコバイオシステムズ 0774－43－6480 613－0036 京都府久世郡久御山町田井西荒見 17－１

株式会社エスアールエル 075－803－6312 604－8811 京都市中京区壬生賀陽御所町３－１
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結果判明時

治療・療養場所の
調整

検査実施医療機関

陽性者へは保健所から
連絡が入ることを説明

京都府保健所

京都府保健所

③結果連絡
　発生届提出

④疫学調査

京都市保健所
医療衛生企画課 府保健所

入院加療 宿泊療養 自宅療養

⑤相談

⑦治療・療養場所の決定

①結果連絡
②結果連絡

※発生届：別記様式６–1

⑥治療・療養場所の
　案内

検査実施医療機関

新型コロナウイルス感染症　発生届について
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SARS-CoV-2 PCR（唾液）の検体採取について
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新型コロナウイルス PCR 検査までの流れ（検査材料：唾液）

検体容器表面を消毒後にチャック付ポリ袋に入れて下さい。
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　新型コロナウイルス感染症について，今般，感染リスクの低い唾液検体による PCR検査が認められ，か
かりつけ医でも比較的安全に検体採取が行えるようになりました。この検査は行政検査であり，患者の自己
負担が公費で賄われるため行政との委託契約が必要となります。
　そのため，府医が会員医療機関からの委任を受け，京都府および京都市との集合契約を行うことにより，
PCR検査を実施する検査協力医療機関となるための委託契約を締結することとなりました。
　この集合契約に参加される医療機関は下記についてよくご覧いただいた上で同封別紙「委任状」をご提出
ください。できるだけ多くの医療機関のご応募をお願いします。

【応募の要件】
　新型コロナウイルス感染症に係る PCR検査（唾液）を行う場合の要件
　　次のア～ウのすべてを満たすこと。
　　　ア　当該患者が他の患者と接触しないよう配慮されていること。
　　　イ　検体の取り扱いについて熟知していること。
　　　ウ　医療従事者の十分な感染対策が講じられていること（※）。
　　　　・　標準予防策を確実に実施すること。
　　　　・　採取された唾液検体を回収する際には，サージカルマスクおよび手袋を着用すること。

（※　令和２年６月２日付　厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡：第 10 報５ページ参照）

【留意事項】
　１）　 この集合契約が府医と京都府において締結されると，唾液を検体とする SARS-CoV-2（新型コロナ

ウイルス）核酸検出に係る診療については，同年６月２日以降に行った診療分から公費負担が適用
されることとなります。

　２）　 この集合契約は，会員医療機関から府医へ申出のあった時点で委託契約が成立することとしますが，
適切な感染対策の実施等の要件を満たしていることが認められない場合，または，記載の表明が虚
偽若しくは不正確である場合には，契約を解約または解除されることがあります。

　３）　 この契約に基づき実施する検査については感染症法第 12 条に基づく発生届が必要となります。
　４）　 検査費用については「京都医報」７月 15 日（本号）号「保険だより」を参照ください。
　５）　 PCR検査（喀痰，鼻咽頭拭い液等の唾液以外の検体）または抗原検査を実施する場合は，帰国者・

接触者外来として京都府・京都市と直接，委託契約を結んでいただいた上で実施していただくこと
となります。

　６）　 本契約は，委任状のファックスでの送信により受理いたしますが，原本を必ず下記宛にご郵送くだ
さい。

送 付 先　　〒 604－8585　京都市中京区西ノ京東栂尾町６
　　　　　　一般社団法人　京都府医師会 地域医療３課

行政検査として唾液を検体とする新型コロナウイルス感染症に
係る検査（PCR 検査）を実施する医療機関の募集について（再掲）
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京都府・医師会京都検査センターについて
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【検体の採取方法】
　Ｑ　検査の対象者は，医師が必要と判断すれば制限はないのか。基準はあるのか
　Ａ　医師が必要と判断すればよく基準はない。

　Ｑ　動線の確保とあるが，入口が一か所しかない場合は。
　Ａ　診療時間の分離も方法である。

　Ｑ　検体採取時の防護策は。
　Ａ　 「飛沫感染予防策，および接触感染予防策を踏まえた」標準予防策でよい（「新型コロナウイルス感染

症が疑われる者等の診療に関する留意点について（その２）」７月１日号第 10 報参照）。

　Ｑ　小児も対象となるのか。
　Ａ　対象である。

　Ｑ　診療所施設外（敷地内）での唾液検体採取は可能か。また，届け出は必要か。
　Ａ　 可能である。唾液検体採取については侵襲性が低く，反復継続されるものではないことから，特段の

届出は要しない。

　Ｑ　 新型コロナウイルス感染症に係る検査において，唾液検体を自宅で採取の上，医療機関に提出させて
もよいか。

　Ａ　患者に採取容器を渡し，自宅で採取させることは想定していない。
　　　 必ずしも，医師がその採取状況を現認することを求めるものではないが，基本的に医療機関で採取す

ることとし，また，往診時等患者の自宅で採取する場合は医師がその場で持ち帰ること。

　　　＜自宅での唾液検体採取に係るリスク＞
　　　①　 唾液採取時に手や容器外側に唾液をつける等汚染が発生する可能性があり，医師の関与できない

部分で家族等に感染を拡大させるおそれがある。
　　　②　コンタミ（不純物の混入）の可能性がある。
　　　③　患者の自宅における検体の保管状況（温度条件）に懸念がある。

唾液による新型コロナ PCR 検査に関するＱ＆Ａ
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【検体の取り扱い方法や検査会社について】
　Ｑ　検体回収容器は検査会社に用意してもらうのか。
　Ａ　検査会社にて用意される。

【手続等】
　Ｑ　委託した場合，何らかの方法で一般などに広報されるのか。
　Ａ　公表されない。公表が必要な場合には再度お問い合わせします。

　Ｑ　委任状提出について締め切りの設定は。
　Ａ　締め切りはなく随時受付し，府医へ申し出た時点から契約が有効となる。

　Ｑ　 すでに行政と検査実施医療機関として契約を締結している場合は，再度，唾液を検体とする PCR 検
査実施医療機関として応募する必要があるのか。

　Ａ　その必要はない（帰国者・接触者外来を開設している医療機関を指すと考えられる）。

　Ｑ　周辺の医療機関が実施してない場合，実施医療機関に患者が集中しないか。
　Ａ　医療機関名が公表されないことから集中することは考えにくい。

　Ｑ　勤務先などに提出する【陰性証明】として使用することは可能か。
　Ａ　有症状者が対象であり，無症状の健康な人への【陰性証明】としては不適当である。

　Ｑ　検査時に行政に提出する書類を教えてほしい（陰性，陽性とも）。
　Ａ　「発生届」となる。

　Ｑ　 唾液による抗原検査が認められたが（６月 25 日付厚労省健康局結核感染課長事務連絡）新たに契約
をする必要があるか。

　Ａ　 行政と交わす契約について「『新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて』（令和２
年３月４日健感発 0304 第５号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）が改正された場合には，本契
約の当事者間で別途合意する場合を除き，当該通知の改正に基づく見直しがされたものとみなす」と
しているため新たに契約することなく抗原検査を行うことができる。

【妊婦への分娩前の検査について】� （６月 18 日付厚労省子ども家庭局母子保健課事務連絡より抜粋）
　Ｑ　なぜ妊婦だけ PCR 検査の補助を行うのか。
　Ａ　 現時点では，妊婦が一般人口集団と比べ，新型コロナウイルス感染症に対するリスクが高いことは示

唆されておらず，また，妊娠期間中に，妊婦から胎児に垂直感染し重篤な影響を及ぼす可能性は低い
とされています。しかしながら，新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で，妊婦の方は，医薬品
の使用が制限されることや，自らの健康のみならず胎児への影響や出産後のことも懸念するなど，妊
婦特有の不安を抱いて生活を送っています。このようなことから，不安を抱える妊婦がかかりつけ産
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婦人科医と相談し，本人が希望する場合に，分娩前に PCR等のウイルス検査を受けるための費用を
補助することとしています。

　Ｑ　妊婦は必ず PCR 検査を受けなければならないのか。
　Ａ　 当事業は，新型コロナウイルス感染症によって不安を抱える妊婦に対し，その不安を解消するために

実施するものであり，あくまで希望する妊婦に対して実施することとなります。

　Ｑ　院内感染防止として，当事業を実施しても差し支えないか。
　Ａ　 当事業の主旨は，新型コロナウイルス感染症に関して不安を抱いている妊婦に対し，その不安を解消

するために，希望する妊婦に対して実施するものです。このため，もっぱら院内感染防止を目的とし
て，PCR検査を実施する場合は，当事業の対象にはなりません。

　Ｑ　 PCR 検査の検体として，唾液を含めても差し支えないか。また，抗原キットを用いても差し支えな
いか。

　Ａ　 唾液を用いた PCR検査や抗原検査については，現時点では特に無症状の場合における精度等の点に
課題があることから，無症状の妊婦を対象とした当事業では，当面は，鼻咽頭スワブ検体を用いた
PCR検査のみを補助の対象としています。

　　　※ 新型コロナウイルス感染症を発症してから，おおよそ９日間程度は，唾液でのウイルス検出率も比
較的高いことが報告されていることから，新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状を発症して
から９日以内の患者に限り，唾液検体を用いた PCR検査が推奨されることとなりました。発症後
10 日目以降は唾液中のウイルス量が低下することが知られており，推奨されていません。いずれ
にしても，当事業では，新型コロナウイルス感染症の症状を有しない無症状の妊婦を対象としたも
のであり，唾液検体を用いて検査を行うことは不適当と考えます。

　Ｑ　鼻咽頭スワブ検体を用いた PCR 検査として LAMP 法を用いても差し支えないか。
　Ａ　 本事業における PCR検査として，行政検査として認められている核酸増幅法の検査（LAMP法を含

む）を用いても差し支えない。
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  2020 年６月 30 日
  京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム

１．はじめに

　新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）の世界的な広がりは依然と続いており，世界の感染者
の累計が 1,000 万人を超え，死者数も増加の一途を辿り累計死者数が 50 万人を上回っている。１日あたり
に確認される感染者数は，米国は６月 26 日には過去最多の４万 5,000 人超がみつかり，ブラジルの拡大も
目立ち４万人前後の日が多く 19 日には５万人を超えた。インドも徐々に増え，24 日以降は１万 5,000 人を
上回っている。人口 10 万人あたりの感染者数は，米国 783, ブラジル 644，スペイン 532，ロシア 439 イタ
リア 397 と多いが，韓国は 25，日本 15，中国６である。
　我が国では，COVID-19 対策として４月 16 日に国から発令された緊急事態宣言が５月 25 日に全面的解
除され，第１波を何とか凌いだ状況である。油断することなく第２波にむけての体制作りを怠らないことが
肝要である。
　京都府医師会（府医）では，京都府の委託を受けて宿泊療養施設への出務医師派遣を行っていたが６月に
は宿泊療養施設の収容者はゼロとなった。京都府・医師会京都検査センター（府医 PCR検査相談センター）
は６月も継続して運営しているが，緊急事態宣言解除前後から府内での陽性者の減少にともなって PCR検
査の１日あたりの依頼数が漸減している。PCR検査は唾液検体で行うことが可能となり，唾液採取での
PCR検査を希望する会員医療機関を７月から府医がとりまとめて京都府との集合契約を行う準備をしてい
る。
　６月の１か月間の動向について述べる。
　なお，本文中に記載した数値や対応策等は，６月 30 日時点でのものであり，今後の動向により変化する
ことを予めお断りしておく。

２．COVID-19 の流行とその対策の経緯

　緊急事態制限が解除されて以降も，東京都をはじめ各地で新たな陽性者が報告され続けている。京都府で
は，緊急事態宣言解除後初めての感染者の確認が６月６日に京都市から報告された。６月 25 日以降は連日
の陽性者報告があり，６月 30 日時点で京都府内の陽性者は通算 381 例（京都市 269）となり，６月だけで
23 例の発生となった。
　表１に示す京都府の警戒基準において，６月 29 日の時点で①新規陽性者数（７日間平均）は 2.0 名，
②前週増加比 2.8，③感染経路不明者数（７日間平均）1.0 名，④ PCR検査陽性率（７日間平均）2.8%，と
なり，「注意喚起」基準に達した。これを受けて西脇京都府知事から府民に向けて，身体的距離の確保・マ

新型コロナウイルス感染症対策
～京都府医師会での対応，６月～
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スク着用・手洗いの感染防止に加えて「新しい生活様式の実践」「感染拡大予防ガイドラインの徹底」「ICT
の活用による感染拡大の予防」の協力が呼びかけられた。
　政府は，「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」を廃止し，「新型コロナウイルス感染症対策分科会」
として改めて設置することを６月 24 日に発表した。第１波を乗り越えるために専門家会議では，誰がどの
ような意見を出し，それがどのような経緯で提言としてまとめられたのか，などを明記した記録（議事録）
は残すべであったと考える。それは将来の新興感染症等に対応するための資料となり，COVID-19 を体験
した世代には次世代に引き継ぐ責任があるからである。しかしながら，この視点がないままで議事録は残さ
れることはなく，次の「分科会」が設置されることになった。今後は，この「分科会」のあり方を医師会は
注視する必要がある。

表１．＜京都府における警戒基準＞
指　標 緩和判断 注意喚起 行動自粛

① 新規陽性者数（７日間平均） ５名未満 ２名以上 ５名以上
② ①の前週増加比 １以上 ２以上※

③ 新規陽性者における感染経路不明者数（７日間平均） ２名未満 １名以上 ２名以上
④ PCR検査陽性率（７日間平均） ７名未満 ７％以上
⑤ 重症者病床使用率 20％未満 20％以上
  ※注意喚起基準を満たす場合に限る
注意喚起基準：感染拡大の“兆し”を早期に探知して警戒を呼びかけ，行動の変容を促す
行動自粛の再要請基準：段階的な外出自粛，営業自粛等により，徹底してさらなる感染拡大を防止する

３．府医の６月の活動
⑴　会議等（表２）
　京都府，京都市と第１波についての評価と今後の対応について意見交換を行った。また，後述する唾液検
体による PCR検査の取り扱いについて複数回の協議を行った。
　府医で導入したWeb会議システム（Cisco Webex）で，６月も引続き役員による府医の定例理事会，
総務担当部会，地域医療担当部会などの各部会，さらに地区庶務担当理事連絡協議会を合議体ではなく
Web会議で開催した。７月もこれらをWeb会議で開催することが決めている。
　６月から府医の各種委員会が再開されている。合議体かWeb会議かあるいはその両者のハイブリッド形
式で開催するのかは，担当役員の判断に委ねられている。

（表２）６月府医 COVID-19 関連会議
会　議 開催日 主なテーマ 参　加

京都府・京都市との乳幼児健診に
係る協議 ６月２日（火）１歳半と３歳児健診の集団検診再開について 府医，京都府，

京都市
京都府との協議 ６月３日（水）抗原検査キットの取扱いに関する検討 府医，京都府
京都府新型コロナウイルス感染症
対策専門家会議 ６月５日（金）＊２ 松井府医会長

京都府・京都市とのCOVID-19 に
係る協議 ６月11日（木）COVID-19 第１波の検証と今後の対応策 府医，京都府，

京都市
京都市との面談 ６月16日（火）保育所・幼稚園等での健診の再開について 府医，京都市
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会　議 開催日 主なテーマ 参　加
都道府県医　災害医療・感染症
危機担当理事連絡協議会 ６月17日（水）災害時の避難所における感染症対策（TV会議） 府医

府医コロナチーム会議＊１ ６月18日（木）PCR検査に係る協議 府医
京都府との協議 同　上 PCR検査に関する打合せ 府医，京都府
京都府新型コロナウイルス感染症
対策専門家会議 ６月19日（金）＊２ 松井府医会長

日医連絡会 同　上 COVID-19 対策の第二次補正予算 松井府医会長
歯科医師会との面談 ６月23日（火）乳幼児健診における歯科検診について 府医，歯科医師会
府医コロナチーム会議＊１ ６月24日（水）唾液検体のPCR検査に係る集合契約について 府医
京都市との面談 ６月26日（金）乳幼児健診，集団健診再開に関する協議 府医，京都市
＊１：府医コロナチーム＝京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム
＊２：京都府新型コロナウイルス感染症対策専門家会議；内容は非公開

⑵　府医 PCR検査相談センターの運営
　４月 29 日の PCR検査相談センター開設以来，相談センターには府医役員が交替で２～３名が出務し，
会員からの PCR検査依頼内容について協議し，検査の実施日を決めて検査センターへの割り振りを行って
きた。検査センターだけでなく相談センターにも会員の先生方に参画していただけるよう，地区医に依頼し
て相談センターへの出務可能な会員を募ったところ，多くの先生に手を挙げていただいた。６月 22 日から
地区医の会員と府医役員とで相談業務を行うこととなった。相談センターの業務が月曜から土曜日の午後２
時～４時であるため，出務を希望される曜日に偏りが出やすく，府医役員だけで行うこともある。
　６月中に府医相談センターに依頼があったのは 278 件（妊婦 128 件）で，検査実施は 231 件（妊婦 95 件）
であった。有症状者は 20 ～ 50 歳代の若い世代が多い傾向にある。６月には陽性者が１件あった。
　５月に京都府南部で新たな検査センターを開設する予定であったが，会場確保が困難となったため，一旦
中断していた。その後新たな候補地がみつかり，７月には運営開始する予定となった。会員からの検査依頼
は現在の府医相談センターで一括して受け，検査実施会場の京都市内分と京都府南部の分をそこで振り分け
ることになる。

⑶　乳幼児健診
　CCOVID-19 感染拡大の懸念から保健所あるいは保健センターで実施される乳幼児対象の集団健診が中
断されていたが，６月から医療機関での個別健診が乳児前期４か月と乳児後期８か月を対象に開始された（市
町によっては集団健診で再開）。８月までの３か月間に限り行われ，９月からは乳児対象の集団健診が再開
される予定である。１歳半と３歳児の健診については，京都府・京都市と協議を重ねて，７月から順次再開
することとなった。集団健診では歯科健診もあるため，集団健診の再開に向けて，京都府歯科医師会と意見
交換を行った。

４．COVID-19 の検査について
⑴　抗体検査
　イムノクロマト法での迅速検出法などCOVID-19 抗体検査キットが，中国，韓国，米国，スイスなどの
各国の企業で作られ，日本の販売業者・代理店を通じていくつかが研究用試薬として国内販売されている。
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微量の血液で実施できること，短時間で結果が得られるという利点があるが，その反面，この抗体検査キッ
トに関しては基礎的な検証が十分ではなく，きちんとした性能評価は未だに行われていない。期待されるよ
うな精度が発揮できない検査法による検査が行われている可能性があり，注意を要する。
　現在，日本国内で入手できる抗体検査キットのいずれもが「医薬品・医療機器等の品質，有効性および安
全性の確保等に関する法律（薬機法）」上の体外診断用医薬品として承認を得ていない。また，WHOは，
抗体検査について診断を目的として単独で用いることは推奨せず，疫学調査等で活用できる可能性を示唆し
ている。
　厚労省は，我が国の抗体保有状況の把握のために，東京都，大阪府，宮城県の３都道府県において，それ
ぞれ一般住民 7,950 名（東京都 1,971 名，大阪府 2,907 名，宮城県 3,009 名）を性・年齢区分別に無作為抽
出して，６月第１週（１日～７日）に血液検査を実施した。陽性判定は，２種の検査試薬（アボット社，ロッシュ
社）の両方で陽性が確認されたものを「陽性」とした。「陽性」判定は，東京都２名（0.10％），大阪府５名
（0.17％），宮城県１名（0.03％）で，抗体保有者は累積感染者数と比較すると多いが，大半の人が抗体を保
有していないという結果であった。ただし本事業は過去にCOVID-19 に感染した人の割合を推定するもの
であり，個別に現在の感染を診断するための調査ではない。また抗体の性質（体内での持続期間や，２回目
の感染防御機能の有無）は確定していない。

⑵　抗原検査
　４月 27 日に富士レビオ社の抗原検査簡易キット「エスプライン SARS-CoV-2」の薬事申請が行われ，５
月 13 日に我が国初のCOVID-19 抗原検査キットとして承認された。
　PCR検査に比べて短時間（30 分程度）で結果が出ること，特別な検査機器や試薬を必要としないこと，
検体搬送の必要がないなど，メリットは大きい。しかしながら，PCR検査と比較して検出には一定以上の
ウイルス量が必要であること（PCR検査よりも感度が低い），鼻咽腔検体採取では PPE 装着は必須である
こと等が課題である。
　検査の特性から，重症者についてすみやかに判定して医療に繋げること，判定に急を要する救急搬送の患
者に使うこと，症状のある医療従事者や入院患者の判定を速やかに行うことなど，様々な場面での活用によ
り，効果的な検査の実施が期待される。そのため，まず帰国者・接触者外来等からキットの供給が開始され
ることとなった。
　抗原検査は６月には PCR検査と同じく行政検査として取り扱われることとなった。行政検査は，京都府
との契約締結が必要であるが，帰国者・接触者外来の医療機関以外の救急告示病院やその他の一般病院であっ
ても，京都府との委託契約を結べば，行政検査として抗原検査を行うことが可能である。抗原検査キットは，
現時点では流通量がまだ多くないため一般開業医に回る分が確保できないこと，検体採取に PPE装着を要
するという理由で，府医としては開業医が実施することはお勧めしていない。
　抗原検査で陽性の場合は「感染者」としての発生届を提出し，感染症法にしたがって入院勧告・就労制限
となる。陰性の場合は，PCR検査の陰性と同じ扱いとなるが，臨床的にCOVID-19 の疑いが拭いきれず医
師が必要と判断した場合は PCR検査での確認を行うことが可能である。
　なお，６月 19 日に富士レビオの「ルミパルス SARS-CoV-2 Ag」が COVID-19 の体外診断用医薬品と
して承認されたが，これは抗原の定量検査である。今後も新たな抗原検査キットが開発・発売されることが
期待される。

⑶　PCR検査
　PCR検査は，検体を鼻咽腔から採取するため，PPE（サージカルマスク，眼の保護具（ゴーグル /フェ
イスシールド），ガウンおよび手袋）装着が必要であり，エアロゾル発生の手技（気道吸引，下気道検体採
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取等）では PPEはN95 マスク（またはDS2 など）でなければならない。
　唾液を検体とする PCR検査の検討が重ねられた結果，発症から９日間は唾液検体での検出率が比較的高
いことが報告されてきた。これにより，COVID-19 疑いの患者（有症状者）で発症して９日以内に限り，
唾液検体を用いた PCR検査が行政検査として取り扱われるようになった。鼻咽腔採取の PCR検査に比べ
ると，PPE 等が不要で，検体採取はより容易なものとなるので，患者の時間的空間的動線を分ける（他の
患者と可能な限り接触を防ぐ）ことのできる一般医療機関・開業医で行なうことが可能になる。
　検体が唾液であっても行政検査として行うには，京都府との委託契約が必要である。唾液検体採取での
PCR検査の実施を希望する会員の先生方には，手挙げ制で府医が希望者をとりまとめて京都府と集合契約
を結ぶための申し込みを行う。「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査（PCR検査）の委託契約締結に
関する委任状」を府医に提出することで，京都府または京都市との行政検査の契約が成立する。
　具体的な検体採取法や診療報酬の請求などについては，別途を参照されたい。
　なお，妊婦対象の PCR検査は，唾液検体を用いることは認められていない。現時点では，無症状の場合
の精度等の点に課題があることから，無症状の妊婦を対象とした PCR検査の補助は，鼻咽腔からの検体採
取で行った場合のみとされた。また同じ理由で，無症状の人に実施する「陰性証明」（海外渡航先に提出な
ど）のために検査としては不適当とされている（なお，成田，関空，羽田の国際線空港の検疫所に「陰性証
明」のための PCR検査所を設置することが発表され，また島津製作所の PCR検査室では海外渡航者のた
めの PCR検査を受け入れることが決めているが，いずれも有料の検査となる）。
　第２波に備えて，唾液検体 PCR検査の集合契約に多くの会員の参画されることを望んでいる。

＜資料＞
＃「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正等について」（６月 25 日，厚労省）
＃「検査料の点数の取扱いについて」（同上）
＃「疑義解釈資料の送付について」（同上）
＃「新型コロナウイルス抗原定量検査の取扱いについて」（６月 25 日，厚労省対策推進本部）
＃ 「母子保健医療対策総合支援事業における令和２年度第二次補正予算に係るＱ&Ａ等について」   
  （６月 17 日，厚労省子ども家庭局）




