
【詳しく】コロナ・インフル同時検査キット
⼀般販売が解禁に
2022年11⽉28⽇ 18時53分  

この冬、懸念される新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流⾏。

感染しているかどうかを同時に調べることができる抗原検査キットの⼀般向けの販売が解

禁されることになりました。

同時検査キットってどんなもの︖

メリットは︖

⾃宅で使う際の注意点は︖

詳しく解説します。

Q. 「同時検査キット」とは︖

新型コロナの抗原検査キットは使ったことがある⽅も少なくないと思いますが、「同時検

査キット」は、⼀度の検査で新型コロナとインフルエンザ両⽅の感染の有無を調べること

ができるもので、使い⽅はコロナの検査キットと似ています。
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同時検査キットについては、これまで医療機関のみで使⽤できることになっていました。

しかし、同時流⾏が懸念される中、医療機関のひっ迫を防ぐため、⾃宅で検査できる体制

を整備すべきだという意⾒があがっていました。

こうした中、厚⽣労働省は28⽇、専⾨家部会を開いて、出された議論を踏まえて⼀般向

けにも販売することを解禁することを決めました。

Q.同時検査キットはすでに使われていなかった︖

医療現場ではすでに使われています。

東京 杉並区の「たむら医院」の発熱外来では11⽉に⼊って新型コロナに加えインフルエ

ンザの患者も出始めていますが、症状だけではどちらか判断することが難しいことから、

同時検査キットの利⽤が進んでいます。

この発熱外来では今⽉に⼊って280⼈余りが新型コロナと診断されたほか、⼦どもを中⼼

に16⼈がインフルエンザと診断されました。 

今⽉24⽇も患者がひっきりなしに訪れ、午前中だけで15⼈が新型コロナに、1⼈がイン

フルエンザに感染していると診断されました。
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このうち9歳の⼥の⼦は38度を超える熱があり、同時検査キットで調べたところインフル

エンザのA型に感染しているとわかりました。 

また30歳の男性は、発熱の症状があるものの家族などに感染している⼈がいないという

ことで、同時検査キットを使ったところ新型コロナと診断されました。

Q.⾃宅ではどう使う 注意点は︖

同時検査キットを実際に⾃宅で使う場合、どのような点に注意すべきなのか、⽇本⼩児科

医会公衆衛⽣委員会の委員で、東京 港区で発熱外来も担っている時⽥章史医師に取材し

ました。

【ポイント1】発熱して12時間以上たってから

コロナとインフルエンザ、いずれも発熱の直後は「陽性」にならずに「偽陰性」となる可

能性があります。

特にインフルエンザは発熱から陽性になるまでの時間がかかるので、⾃宅で同時検査キッ

トを使う場合は、発熱後おおむね12時間以上たってから検査してほしいということで

す。

（※医療機関では早期に検査できる場合もあるので相談を）

時⽥医師は「のどが痛い、熱も出てきたといって、すぐ検査をしたくなる気持ちはわかり

ます。しかし、特にワクチンを接種していると、最初からすぐにウイルス量が多くなく、

陽性になりにくいケースもあります。検査の結果が陰性でも、仕事に⾏ったりせずにしっ

かり⾃宅で休んで様⼦を⾒て、時間を置いてもう⼀度検査をしてほしい」と話していまし

た。

【ポイント2】 検査キットは冷やしすぎない

検査キットの保管温度は2度〜30度。 
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冷蔵庫の中に保管していたり、冬場で暖房が⼊っていない部屋で使うと反応が進まず、偽

陰性になるケースがあります。

時⽥医師は「細かいことですが、温度も影響してきます。逆に、真夏に⼊⼿して放置して

いた検査キットを使うと偽陽性となることもあるので、適正に使⽤してほしい」と話して

いました。

【ポイント3】 綿棒を回転させて⼊念に採取

医療機関では、「⿐咽頭」と⾔われる⿐の奥のウイルスが多い場所まで綿棒を差し込んで

検体を採取していますが、⾃宅で使⽤する場合は出⾎が起こりやすいことから⿐先2セン

チほどの場所から採取することになっています。

このため、時⽥医師によりますと、医療機関で⾏う場合に⽐べて10％ほど感度が落ちて

しまうということです。

⿐先で検査する場合も、「添付⽂書」と呼ばれる説明書に書かれている範囲内でなるべく

奥の⽅まで綿棒を⼊れて、定められた回数、しっかりと綿棒を回転させて、⼊念に採取し

てほしいということです。

【ポイント4】 検体をしっかり溶かす

検体を採取したあと、溶液が⼊った付属の容器に綿棒を差し込んで溶かし込みますが、こ

こでもポイントが。

綿棒を溶液の中で回したり、容器の上から複数回もみ込んだりして、よく溶かすことが⼤

切です。
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時⽥医師は「容器をつまんでもんだり、綿棒を回したりする動作は10回以上はやること

がお勧めです。やりすぎることはないので、しっかりと溶かすことで、結果がかなり違い

ます」と話していました。

【ポイント5】 結果の判定ラインは⾊に注⽬

検体を溶かし込んだ溶液を判定キットに垂らすと、陽性かどうかを判断するラインが出現

します。

ウイルス量が多いほど、線が濃くなりますが、この際に⼤切なのが「⾊」です。

検査キットごとに、定められた陽性の⾊と違う⾊が出現した場合は、陽性ではないのに反

応した「偽陽性」の可能性があるということです。

時⽥医師は「⿐⽔の中の成分が⼊り込むことなどで、偽陽性になる場合があって、その時

は例えばピンクのラインが出るはずなのにグレーのラインが出る、といったことがありま

す。本来の⾊ではなかったり、ラインが薄くて判断できない場合は、医療機関に相談して

ください」と話していました。

【ポイント6】 精度の違いを理解して使う
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採取⽅法や採取部位、採取のタイミングだけでなく、熱が⾼いかどうか、ワクチンを接種

しているかどうか、キットの保管状況なども検査結果に影響します。

時⽥医師が強調するのは、同じ同時検査キットでも、医療機関で検査する場合と、⾃宅で

⾏う場合で、精度に違いがあるということです。

このため、あくまでも発熱外来がひっ迫している時の補助的な⼿段として使うこと、検査

の結果がすべてと思わず、特に症状があるのに陰性となったときは、結果に安⼼して外出

したりしないことが⼤切としています。

そのうえで、⾃宅で使う場合もできるだけ正しい結果に近づけられるよう、添付⽂書をよ

く読んで、しっかりと使い⽅のポイントを抑えることが⼤切だといいます。

また、特に幼い⼦どもは、症状が似たさまざまな感染症にかかりやすく、中には重篤な結

果となるものもあります。

このためコロナやインフルエンザが陰性でも安⼼せず、不安な症状があったらかかりつけ

医を直接受診することが⼤切だということです。

Q.在庫は確保できるの︖

市場で必要とされる検査キットの供給量が確保できるか、課題になっています。

現在、10社の12製品が厚⽣労働省に製造や販売を承認されています。 

このうち⼀般への販売が認められたのは、⿐の⽳の内部の⿐くうから検体を採取すること

ができるなどの条件を満たした、4社の5製品となります。 

この4社のうち1社は⼀般への販売を⾏うとしたうえで、販売開始ができる時期や価格な

どは感染状況を考慮して検討するとしています。

残りの3社は、医療機関へ供給する在庫を確保するため、現時点では⼀般への販売は難し

いとしています。
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最新のニュース映像や「１分でわかるニュー
ス」をご覧ください。

ソーシャルランキング

この2時間のツイートが多い記事です

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です

渡辺徹さん死去 妻の郁恵さんら会⾒
「感謝しかありません」

1

2 “陸上⾃衛隊増強なら⽶軍基地など削
減を” 沖縄県 ⽟城知事

3 岸⽥⾸相 防衛費 5年間で“総額約43兆
円確保”で調整へ

4 地域の医療提供体制強化 改正感染症
法など成⽴ 参院本会議

5 ことしの「検索⼤賞」⼤賞はフィギュ
アスケートの⽻⽣結弦さん

ランキング⼀覧へ

園児虐待 保育園園⻑の告発状提出 犯
⼈隠避の疑い 静岡 裾野

1

2 インドネシア ジャワ島⽕⼭噴⽕ ⽕砕
流確認 警戒レベル最⾼に

3 ワールドカップ 堂安のシュートは2番
⽬の速さ 時速120.04キロ

4 ドローンが住宅街も⾶⾏可能に「レベ
ル4」解禁で⽣活は 安全は

5 ワールドカップ 三笘 “VAR判定が物
議”海外メディア

ランキング⼀覧へ

21時31分

21時29分

21時28分

21時27分

21時11分

 20時40分

20時20分

20時06分

NEW  中国 11⽉ ⽇系⾃動⾞メーカー新
⾞販売台数 コロナ影響⼤幅減

NEW  ラグビーファン拡⼤⽬指し 協会
とリーグワンなどが新会社設⽴

【随時更新】ロシア ウクライナに軍事
侵攻（5⽇の動き）

ヤクルト 球界最年⻑ ⽯川 現状維持の
年俸9000万円で契約更改

岸⽥⾸相 防衛費 5年間で“総額約43兆
円確保”で調整へ

渡辺徹さん死去 妻の郁恵さんら会⾒
「感謝しかありません」

北朝鮮 ⽇本海と⻩海に130発砲撃 ⽶
韓合同射撃訓練への反発か

プロ野球 新コミッショナー 榊原定征
⽒が就任 経団連元会⻑

新着ニュース⼀覧を⾒る

「NHK⼀般サイト プライバシーノーティス (パーソナルデータの取り扱い)」を公表しました。 こちらからご覧ください。
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同時検査キットについて厚⽣労働省は医療機関向けには各メーカーで3900万回分の在庫

が確保されているとしていますが、⼀般向けについては当⾯は供給が少なくなる⾒通しを

⽰しています。

Q.インフルエンザの感染者数は増えている︖

全国の医療機関から11⽉20⽇までに1週間に報告された患者の数は全国で546⼈でした。 

1医療機関当たりの1週間の患者数が全国で1⼈を超えると「全国的な流⾏期」⼊りとされ

ていますが、今の時点では0.11⼈と⼤きく下回っています。 

新型コロナウイルスの感染拡⼤以降、2020年と2021年はインフルエンザの感染は広がり

ませんでしたが、今⽉20⽇の時点で全国では31の都道府県で患者が報告されていて、1

医療機関当たりの患者数は京都府が0.55⼈、⼤阪府が0.51⼈、東京都が0.30⼈と徐々に

増えてきています。

前の週から微増していて、専⾨家は今後、患者が増えるおそれがあるとして注意を呼びか

けています。

Q.専⾨家はどうみている︖

新型コロナウイルス対策にあたる政府の分科会のメンバーで東邦⼤学の舘⽥⼀博教授は

「コロナの感染者や発熱患者の数が爆発的に増加すれば、発熱外来の現場がひっ迫する状

況が起きてしまう。同時検査キットでコロナなのかインフルエンザなのか分かれば、重症

化リスクが低い⼈はオンライン診療などで薬の処⽅を受けて⾃宅療養してもらい、外来で

も重症化リスクの⾼い⼈たちを優先できるようになるので、意義は⼤きい」と話していま

す。

⼀⽅で、舘⽥教授は「注意すべきはコロナとインフルエンザで陽性になるタイミングが少

し異なることだ。抗原検査では陰性だった場合でも、100％感染を否定できるものではな

いと理解する必要がある。陰性でも翌⽇にもう1回検査したり、調⼦が悪いときは外に出

ずに感染を広げないような注意も必要になる」と指摘しています。
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ス」をご覧ください。
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この2時間のツイートが多い記事です

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です

渡辺徹さん死去 妻の郁恵さんら会⾒
「感謝しかありません」
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2 “陸上⾃衛隊増強なら⽶軍基地など削
減を” 沖縄県 ⽟城知事

3 岸⽥⾸相 防衛費 5年間で“総額約43兆
円確保”で調整へ

4 地域の医療提供体制強化 改正感染症
法など成⽴ 参院本会議

5 ことしの「検索⼤賞」⼤賞はフィギュ
アスケートの⽻⽣結弦さん
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流確認 警戒レベル最⾼に

3 ワールドカップ 堂安のシュートは2番
⽬の速さ 時速120.04キロ

4 ドローンが住宅街も⾶⾏可能に「レベ
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シェアする

公式Twitter/facebook ※NHKサイトを離れます

    

  

アニサキス症 ⽇本
で多い︖その理由と
は︖ 12⽉5⽇

制服購⼊必要なし︖
広がるサブスク
12⽉5⽇

なぜいま⼈気︖異業
種からの農業参⼊
12⽉2⽇

「学費のためのお⾦
なのに…」苦学⽣が
直⾯した⽣活保護の
壁 12⽉2⽇

「10年間開けられな
かった」〜娘のトラ
ンクに遺されていた
もの

「パンがなければ芋
を⾷べよ」 上から
⽬線︖の発⾔に波
紋︕

野⽥元総理“悶絶”の
理由 千葉 福島 岡⼭
の候補者は

インボイスって
何︖

ひまわりは枯れたけ
れど ウクライナの
希望は消えない

ツイッター何が起き
てるの︖最新情報
（12⽉3⽇更新）

カタール事情 猛暑
のはずが・・寒
い︖︖

⽣き残ったからこそ
できることは〜笹⼦
トンネル事故から10
年
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最新のニュース映像や「１分でわかるニュー
ス」をご覧ください。
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この2時間のツイートが多い記事です
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この24時間に多く読まれている記事です

渡辺徹さん死去 妻の郁恵さんら会⾒
「感謝しかありません」
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2 “陸上⾃衛隊増強なら⽶軍基地など削
減を” 沖縄県 ⽟城知事

3 岸⽥⾸相 防衛費 5年間で“総額約43兆
円確保”で調整へ

4 地域の医療提供体制強化 改正感染症
法など成⽴ 参院本会議

5 ことしの「検索⼤賞」⼤賞はフィギュ
アスケートの⽻⽣結弦さん

ランキング⼀覧へ

園児虐待 保育園園⻑の告発状提出 犯
⼈隠避の疑い 静岡 裾野
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2 インドネシア ジャワ島⽕⼭噴⽕ ⽕砕
流確認 警戒レベル最⾼に

3 ワールドカップ 堂安のシュートは2番
⽬の速さ 時速120.04キロ

4 ドローンが住宅街も⾶⾏可能に「レベ
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5 ワールドカップ 三笘 “VAR判定が物
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NEW  ラグビーファン拡⼤⽬指し 協会
とリーグワンなどが新会社設⽴

【随時更新】ロシア ウクライナに軍事
侵攻（5⽇の動き）

ヤクルト 球界最年⻑ ⽯川 現状維持の
年俸9000万円で契約更改

岸⽥⾸相 防衛費 5年間で“総額約43兆
円確保”で調整へ

渡辺徹さん死去 妻の郁恵さんら会⾒
「感謝しかありません」

北朝鮮 ⽇本海と⻩海に130発砲撃 ⽶
韓合同射撃訓練への反発か
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ニュースを検索 検索

特設サイト

【特設サイト】ウクライナ情勢

特設サイト

鉄道ニュース 全国各地の最新情報＋特
集記事 地⽅への潮流

特設サイト

おすすめ特設サイト

新着ニュース 地域ニュース

最新・注⽬の動画

12⽉5⽇公開

最新のニュース映像や「１分でわかるニュー
ス」をご覧ください。

21時31分

21時29分

21時28分

21時27分

21時11分

 20時40分

20時20分

20時06分

NEW  中国 11⽉ ⽇系⾃動⾞メーカー新
⾞販売台数 コロナ影響⼤幅減

NEW  ラグビーファン拡⼤⽬指し 協会
とリーグワンなどが新会社設⽴

【随時更新】ロシア ウクライナに軍事
侵攻（5⽇の動き）

ヤクルト 球界最年⻑ ⽯川 現状維持の
年俸9000万円で契約更改

岸⽥⾸相 防衛費 5年間で“総額約43兆
円確保”で調整へ

渡辺徹さん死去 妻の郁恵さんら会⾒
「感謝しかありません」

北朝鮮 ⽇本海と⻩海に130発砲撃 ⽶
韓合同射撃訓練への反発か

プロ野球 新コミッショナー 榊原定征
⽒が就任 経団連元会⻑

新着ニュース⼀覧を⾒る

おはよう⽇本 ニュースLIVE!ゆう5時 ニュース7 クローズアップ現代 ニュースウオッチ9 サタデーウオッチ9 ⼿話ニュース

らじる★らじる NHKラジオニュース NHKジャーナル

NHKについて

ご意見・お問い合わせ

 
プライバシーセンター

プライバシーポリシー

NHK一般サイト プライバシーノーティス 
（パーソナルデータの取り扱い）

 
放送番組と著作権

 
NHKインターネットサービス利用規約

「NHK⼀般サイト プライバシーノーティス (パーソナルデータの取り扱い)」を公表しました。 こちらからご覧ください。
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