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事 務 連 絡 

令和４年７月 28 日  

 

（別記） 御中 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課 

 

 

医療用抗原検査キットの発注等について 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

先般、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における薬局での医療用抗

原検査キットの取扱いについて」（令和４年７月 22日付け厚生労働省医薬・生

活衛生局総務課事務連絡）において、医療用抗原検査キットの販売対応拡大に

ついてご協力をお願いしたところであり、流通を確保するため、厚生労働省で

調整を行っております。 

つきましては、全国的に流通がひっ迫している状況を踏まえ、貴会並びに貴

会会員に対し、下記のとおりの対応をお願いいたします。あわせて、貴会会員

への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 医療用抗原検査キットの種類及び発注先について 

現在（７月 28日時点）各メーカーにおいて増産を進めていただいています

が、在庫量は製品によって偏りがあり、出荷調整を行っている製品もある状

況です。①に記載する製品については、在庫に余裕があり、②に記載する卸

売販売業者の物流センター等に一定程度の在庫量を確保する予定としていま

すので、通常使用している製品が出荷調整等で入手し難い場合には、②に記

載する卸売販売業者を通して、発注することをご検討願います。 

注）  

① 在庫に余裕がある製品  

・（株）ＭＢＬ GLINE-2019-nCoV Agキット １テスト 

・タカラバイオ（株） HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト １テスト 

・（株）マルコム スタンダードＱ ＣＯＶＩＤ－１９Ａｇ  25テスト 
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② 対応する卸売販売業者と取扱製品 ※連絡先 別添参照 

・（株）メディセオ 【タカラバイオ（株）HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト、

（株）マルコム スタンダードＱ ＣＯＶＩＤ－１９Ａｇ  25テスト】 

・アルフレッサ（株）【タカラバイオ（株）HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト】 

・（株）スズケン  【（株）ＭＢＬ GLINE-2019-nCoV Agキット】 

・東邦薬品（株）【（株）ＭＢＬ GLINE-2019-nCoV Agキット、（株）マルコム  

スタンダードＱ ＣＯＶＩＤ－１９Ａｇ  25テスト】 

 

なお、本日から発注していただけますが、配送は月曜日（８月１日）以降

となりますことをご了承ください。 

 

第２ 発注時の協力のお願い 

現在、急激な需要の増加に対して、受注・配送作業量が増大しており、そ

れが配送の遅れの一因となっている状況です。こうした業務負担を軽減し、

円滑な配送を行えるよう、発注においては、次の事項についてご協力をいた

だけますようお願いいたします。 

 

（１）毎日発注するようなことは避けていただき、一週間又は二週間分など

まとめての発注を検討してください。 

通常時であれば必要最低限を毎日発注されているところかと存じます

が、需要が急増している現在の状況下では、毎日数個ずつ仕分け・配送作

業を行うことが、卸売販売業者にとって、特に大きな負担となっています。

可能な限り、まとめての発注をお願いいたします。また、購入数量につい

ては、可能な限りカートン単位での購入のご検討をお願いします。 

※１カートンのテスト数は以下のとおりです。 

・（株）ＭＢＬ「GLINE-2019-nCoV Agキット」１テスト×170個 170テスト 

・タカラバイオ（株）「HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト」１テスト×640個 640テスト 

・（株）マルコム「スタンダードＱ ＣＯＶＩＤ－１９Ａｇ」25テスト×30個 750テスト 

 

（２）複数店舗まとめての発注を検討してください。 

複数の薬局を経営する法人などにおいて、通常時であれば各店舗から

発注しているところかと存じますが、例えば、近隣に同一法人の薬局が

複数ある等の場合、複数店舗分をまとめて発注し、一カ所に配送された

ものを各店舗で分けていただくなど、仕分け・配送数の軽減へのご協力

をご検討ください。 
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第３ 医療用抗原検査キットの入手について 

これらのご協力をいただいても、卸売販売業者において在庫がなく発注で

きない、発注しても納入がされない等、在庫の確保に困難を生じる場合は、

hanbai-site@mhlw.go.jpに発注日時、卸、製品名、発注数量、発注／納入さ

れない理由その他必要な事項を記載してご報告ください。ご報告いただいた

内容を踏まえ、厚生労働省において卸売販売業者と調整いたします。 
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（別記） 

 

公益社団法人日本薬剤師会 

 

一般社団法人日本保険薬局協会 

 

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 

 



(別添）

会社名：㈱メディセオ　㈱エバルス　㈱アトル

エリア 連絡先（電話番号）

北海道 03-3517-5121

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島） 03-3517-5121

関東・信越（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野） 03-3517-5121

北陸（富山、石川、福井） 03-3517-5121

東海（静岡、愛知、岐阜、三重） 03-3517-5121

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 03-3517-5121

中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口） 082-890-5676

四国（徳島、香川、愛媛、高知）

九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） 092-665-7262

※平日9:00～17:00

会社名：㈱スズケン

エリア 連絡先（電話番号）

全エリア共通
製品戦略統轄部
03-3865-3088

※平日8:30～17:15

会社名：アルフレッサ㈱

エリア 連絡先（電話番号）

北海道（札幌市内のみ） 03-3292-8797

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島） 024-959-6607

関東・信越（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野） 03-3292-8797

北陸（富山、石川、福井） 076-205-5353

東海（静岡、愛知、岐阜、三重） 03-3292-8797

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） 03-3292-8797

中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口） 082-501-0307

四国（徳島、香川、愛媛、高知） 087-802-5001

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島） 03-3292-8797

沖縄 098-878-3111

※平日9:00～17:00



会社名：東邦薬品㈱（東邦ＨＤ傘下各社）

※平日8:30～17:00

エリア 営業所名 電話番号

北海道 札幌営業所 011-879-7207

北海道 旭川営業所 0166-60-6911

北海道 岩見沢営業所 0126-22-1278

北海道 釧路営業所 0154-23-1551

北海道 帯広営業所 0155-58-2100

北海道 小樽営業所 0134-25-4611

北海道 苫小牧営業所 0144-73-8248

北海道 室蘭営業所 0143-42-3200

北海道 函館大島営業所 0138-23-1201

青森 青森営業所 017-762-2711

青森 弘前営業所 0172-27-8341

青森 八戸営業所 0178-28-3512

青森 五所川原営業所 0173-35-2125

青森 十和田営業所 0176-22-2444

青森 むつ営業所 0175-22-3264

秋田 秋田営業所 018-823-2366

秋田 能代営業所 0185-55-1161

秋田 本荘営業所 0184-23-6411

秋田 大館営業所 0186-43-6311

秋田 横手営業所 0182-36-3233

岩手 盛岡営業所 019-641-4455

岩手 奥州営業所 0197-24-6141

岩手 一関営業所 0191-25-4004

岩手 宮古営業所 0193-63-6470

岩手 釜石営業所 0193-25-1110

岩手 県北営業所 0178-28-3565

宮城 仙台営業所 022-267-7216

宮城 仙台東営業所 022-788-1311

宮城 気仙沼営業所 0226-22-0373

宮城 古川営業所 0229-23-5627

宮城 石巻営業所 0225-93-5701

山形 山形営業所 023-633-2651

山形 庄内営業所 0235-68-1762

山形 米沢営業所 0238-37-2917

山形 新庄営業所 0233-22-1851

福島 郡山営業所 024-963-0171

福島 白河営業所 0248-21-1751

福島 相馬営業所 0244-36-7321

福島 いわき営業所 0246-27-7611

福島 福島営業所 024-536-2813

福島 会津営業所 0242-27-1771

茨城 土浦第一営業所 029-822-0822

茨城 土浦第二営業所 029-822-0822

茨城 土浦第三営業所 029-822-0822



エリア 営業所名 電話番号

茨城 水戸第一営業所 029-219-0533

茨城 水戸第二営業所 029-219-0533

茨城 下館営業所 0296-25-2524

茨城 日立営業所 0294-33-5566

茨城 鹿島営業所 0299-66-0753

栃木 宇都宮第一営業所 028-657-8010

栃木 宇都宮第二営業所 028-657-8020

栃木 栃木営業所 0282-24-3800

栃木 佐野営業所 0283-23-2211

栃木 西那須野営業所 0287-36-0761

群馬 高崎営業所 027-362-2122

群馬 西毛営業所 027-362-2122

群馬 群馬病院営業所 027-362-2122

群馬 前橋営業所 027-255-5811

群馬 群馬太田営業所 0276-46-4711

群馬 桐生みどり営業所 0277-76-6711

新潟 新潟第一営業所 025-285-8111

新潟 新潟第二営業所 025-285-8111

新潟 新発田営業所 0254-23-6881

新潟 長岡営業所 0258-46-9171

新潟 上越営業所 025-543-7321

長野 松本営業所 0263-53-3388

長野 長野営業所 026-292-7755

長野 上田営業所 0268-27-1214

長野 佐久営業所 0267-82-6156

長野 南信営業所 0265-81-6656

山梨 山梨第一営業所 055-228-7211

山梨 山梨第二営業所 055-228-7211

東京 世田谷営業所 03-3413-8231

東京 港・大田・品川営業所 03-6404-8658

東京 新宿・千代田・豊島営業所 03-5976-2591

東京 足立営業所 03-3899-5171

東京 葛飾営業所 03-5670-7001

東京 練馬営業所 03-3997-3211

東京 東久留米営業所 042-475-8981

東京 立川・府中営業所 042-366-3208

東京 八王子営業所 042-645-1313

東京 町田・南多摩営業所 042-789-6501

東京 羽村営業所 042-554-4081

神奈川 鶴見営業所 045-581-0841

神奈川 高津営業所 044-855-8521

神奈川 緑営業所 045-936-0151

神奈川 横浜港南営業所 045-840-6411

神奈川 湘南営業所 0466-49-6171

神奈川 相模原営業所 046-257-9871

神奈川 厚木営業所 046-221-2165

神奈川 小田原営業所 0465-23-2285

埼玉 大宮営業所 048-686-3711



エリア 営業所名 電話番号

埼玉 春日部営業所 048-739-3911

埼玉 越谷営業所 048-987-3366

埼玉 浦和・川口営業所 048-881-2231

埼玉 熊谷営業所 048-524-2501

埼玉 川越営業所 049-225-1266

埼玉 所沢・志木営業所 04-2951-1320

千葉 千葉営業所 043-254-2020

千葉 成田営業所 0476-92-5333

千葉 旭営業所 0479-60-2371

千葉 茂原営業所 0475-24-9311

千葉 木更津営業所 0438-98-5975

千葉 松戸営業所 047-363-3171

千葉 柏営業所 047-134-5021

千葉 船橋営業所 047-335-2481

愛知 名古屋名東営業所 052-773-1141

愛知 名古屋南営業所 052-692-1191

愛知 一宮営業所 0586-77-1061

愛知 半田営業所 0569-23-4111

愛知 岡崎営業所 0564-31-5151

愛知 豊橋営業所 0532-54-2395

岐阜 岐阜営業所 058-274-2361

岐阜 多治見営業所 0572-22-4175

三重 四日市営業所 059-351-2331

三重 津営業所 059-227-0161

三重 伊勢営業所 0596-25-5211

静岡 静岡営業所 054-288-2681

静岡 沼津営業所 055-921-2072

静岡 伊東営業所 0557-37-7274

静岡 浜松営業所 053-469-0611

大阪 北大阪営業所 06-6394-2121

大阪 寝屋川営業所 072-821-0281

大阪 平野営業所 06-6791-9461

大阪 大阪中央営業所 06-4392-5611

大阪 堺営業所 072-277-8111

大阪 南大阪営業所 072-464-7500

奈良 奈良営業所 0742-61-2600

奈良 奈良南営業所 0744-21-6777

和歌山 和歌山営業所 073-476-5011

兵庫 阪神営業所 0798-44-0411

兵庫 神戸営業所 078-795-3377

兵庫 明石営業所 078-963-2002

兵庫 姫路営業所 079-251-0234

兵庫 兵庫西営業所 079-446-7755

京都 京都営業所 075-646-1211

滋賀 滋賀営業所 077-569-4121

石川 金沢営業所　 076-254-1734

富山 富山営業所　 076- 424-9421

福井 敦賀営業所 077-025-3224



エリア 営業所名 電話番号

福井 福井営業所 077-654-6223

広島 本社 082-278-1912

岡山 本社 082-278-1912

山口 本社 082-278-1912

島根 本社 082-278-1912

鳥取 本社 082-278-1912

香川 高松営業所 087-867-2530

香川 西讃営業所 0877-62-9920

徳島 徳島営業所 088-665-3131

高知 高知営業所 088-883-7211

高知 中村連絡所 0880-35-2625

愛媛 松山営業所 089-971-0111

愛媛 新居浜営業所 0897-33-8535

愛媛 大洲営業所 0895-22-2841

愛媛 宇和島営業所 0895-22-2841

福岡 福岡営業所 092-451-3171

福岡 福岡西営業所 092-891-5955

福岡 宗像営業所 0940-39-9811

福岡 小倉営業所 093-581-1661

福岡 八幡営業所 093-631-4231

福岡 筑豊営業所 0948-82-3251

福岡 豊前営業所 0979-83-2647

福岡 久留米営業所 0942-32-1111

福岡 大牟田営業所 0944-55-4031

熊本 熊本営業所 096-377-2521

熊本 熊本北営業所 096-223-5583

熊本 有明営業所 0968-68-0327

熊本 天草営業所 0969-22-3141

熊本 八代人吉営業所 0965-34-3351

佐賀 佐賀営業所 0952-32-3351

佐賀 唐津営業所 0955-72-2468

長崎 長崎営業所 095-813-3890

長崎 諫早大村営業所 0957-54-4433

長崎 佐世保営業所 0956-34-3351

長崎 対馬営業所 0920-52-0034

長崎 壱岐営業所 0920-47-4517

宮崎 宮崎営業所 0985-41-5402

宮崎 都城営業所 0986-22-1002

宮崎 延岡営業所 0982-37-3978

宮崎 日南営業所 0987-22-5177

大分 大分営業所 097-556-1566

大分 中津営業所 0979-32-8671

鹿児島 川内営業所 0996-22-4101

鹿児島 大島営業所 0997-52-5551

鹿児島 鹿屋営業所 0994-43-1120

鹿児島 鹿児島営業所 099-282-6311

沖縄 沖縄東邦本社 098-946-6000

沖縄 八重山営業所 0980-87-0078


