
 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、医療のひっ迫を回避するため、
自主療養制度を開始し、自主療養を行う方へのフォローアップを行います。 
検査キットで「陽性」となった方で制度を理解した上で希望される方は、

自主療養登録センターに登録し、自主療養を始められます（自主療養）。 
自主療養期間中は、ご自身等で健康観察し、療養に専念いただくことに

なります。自主療養中の症状悪化時は、かかりつけ医等又は別紙記載のお
問い合わせ先へご相談ください。 
また、療養期間終了後には、後述する「自主療養証明」の発行を申請す

ることができます。 
なお、自主療養登録センターの登録は、陽性の方に義務付けられている

ものではありません。また、症状が重い場合（水が飲めない、呼吸苦、動
けない、乳幼児で顔色が悪いなど）は、自主療養の対象外です。かかりつ
け医等を受診してください。 

 
 

 

◆下表を参考に、体調が悪くなった場合などには、かかりつけ医等又は別

紙記載のお問い合わせ先へご相談ください。 

 ※子どもの医療電話相談は#8000 

◆緊急時（下表③に該当）は救急119への連絡を優先してください。迷わ

れる場合は、コールセンター等へご連絡ください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の「自主療養」について 

自主療養中の健康観察 



 
 
◆原則、発症日の翌日から10日間（無症状の場合は検査日から７日間）経
過するまで自宅にて療養していただきます。 

◆自主療養登録センターから、療養終了時の連絡は行っておりませんので、
ご了承ください。解除日は、上記の期間により、ご自身でご確認をお願
いしております。  
○ 通勤・通学等再開に当たって証明や診断書は不要です。 

 

 
 
 
◆自主療養いただけた方は、「自主療養証明」を発行することが可能です。 
保険会社への保険請求の添付書類となり得るものですが、保険会社によ
っては、医療機関を受診して発生届による「療養証明」の提出が必要な
場合がありますので、登録前にご加入の保険会社にご確認ください。  
また、傷病手当金についても各医療保険者に確認をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

療養期間について 

自主療養証明について 

詳しくは「（兵庫県）新型コロ

ナの陽性者・濃厚接触者の方 

にお願いしたいこと」 

を検索 
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抗原簡易検査キットを使用いただく前に 
兵庫県 

 
 

１． 今回送付しました抗原簡易キットの注意点について 

・送付された検査キットは、必ずお申込みされたご本人用としてご使用 
ください（対象が乳幼児等で保護者が安全に採取を行えないと判断した
場合には、医療機関に受診ください）。 

・濃厚接触者が早期待機解除のために行う、２日目及び３日目の検査には
使用できません。  

（参考）抗原簡易キットの種類・保管方法 

企業名 製品名 保管方法 

シーメンスヘルスケア・ダ
イアグノスティクス（株） 

クリニテストCOVID-
19 抗原迅速テスト 

直射日光を避け、室温も
しくは冷蔵（2～30度） 

 
 
２． 使用及び結果確認の方法について 

・別紙「クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト使用方法」「測定結果の
判定方法」を必ずご確認・理解いただいた上で、検体を採取し、使用して
ください。 

・ご家族と同居の場合、検体を採る時に飛沫がかからないよう、十分に注 
意してください。 

・検査結果は 15 分から 30 分程度で分かります。 
 

（参考）別紙「クリニテストCOVID-19抗原迅速テスト使用方法、測定結果の判定方法」 
（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社） 

URL: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/jp/covid-19-antigen-self-test 

 

 
３． 検査実施後の対応について 

・検査後は、石けんと流水による手洗いか、消毒液を用いた手指消毒を行 
ってください。 

・使用済みの検査キットは、ビニール袋に入れて密封するなどした上で、 
各自治体の廃棄方法に従って適切に廃棄してください。 
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４． 検査結果に応じた対応について 

判定結果 対 応 

陽性 

・「自主療養」を選択される方は、下記の URL 及び QR コードか
ら県ホームページを必ずご確認の上、内容にご同意いただける
場合は、県が設置する自主療養登録センターに WEB 登録いた
だくとともに、自宅療養を行ってください。 

・症状が悪化した場合は、下記相談センター等にご相談いただき、
必要であれば医療機関を受診ください。 

▷URL：「抗原検査キットの配布及び     ▷QR ｺｰﾄﾞ： 
自主療養制度の開始について」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/ 
corona/kithaihujisyuryouyou.html 

陰性 

・偽陰性（実際は感染しているのに、結果が陰性になること）の
可能性もあることから、マスク着用や手指消毒等、感染予防策
を徹底し、症状が続いたり悪化したりした際には、かかりつけ
医や発熱等受診・相談センター（お住まいによって相談先が異
なります）への相談をお願いします。 

・必要に応じ、症状軽快するまで自宅待機とするなど、偽陰性だ
った場合を考慮し感染拡大防止措置を講じていただくことをお
すすめします。 

 
５． お問い合わせ先 

（１）兵庫県抗原検査キット配布事務局 
電話： 078-914-5066（土日祝含む９時～１７時） 

（２）自主療養の期間中に症状の悪化があった場合は、かかりつけ医や発熱外
来への受診相談、下記の発熱等受診・相談センター（お住まいによって
相談先が異なります）への相談をお願いします。 

下記の５市以
外にお住まい
の方 

新型コロナ健康相
談コールセンター 

078-362-9980 

 

24 時間受付 

（土日祝日含む) 

神戸市に 
お住まいの方 

神戸市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
専用健康相談窓口 

078-322-6250 
24 時間受付 
（土日祝日含む） 

姫路市に 
お住まいの方 

姫路市保健所 079-289-0055 
平日   9 時～18 時 
土日祝日 9 時～17 時 

尼崎市に 
お住まいの方 

尼崎市保健所 06-4869-3015 
平日   9 時～19 時 
土日祝日 9 時～17 時 

西宮市に 
お住まいの方 

西宮市保健所 0798-26-2240 
平日   9 時～19 時 
土日祝日 9 時～17 時 

明石市に 
お住まいの方 

あかし保健所 078-918-5439 

9 時～18 時 
（土日祝日含む） 
※上記時間外でお急ぎの方は

市 役 所 代 表 （ 078-912-
1111)へお願いします。 

※上記回線がつながりにくい場合は、 
050-3613-9612 におかけください。 

※聴覚障害者の方向けに、FAX 相談ダイヤル 
（078-362-9874）も開設しています。 



体外診断用医薬品

1減菌綿棒を鼻孔に挿入

4検体を緩衝液に浸す(検体の前処理)

動画ではさらに詳しくご覧いただけます。

5キャップ取り付け 6測定検体溶液を滴下 7結果確認

2両方の鼻腔から検体を採取 3抽出チューブを
　スタンドに準備
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キット同梱の減菌綿棒を使用し、片方の
鼻孔に慎重に挿入します。抵抗を感じる
場合は、それ以上挿入しないでください。

1分後、抽出チューブを外
側から数回押し、検体を絞
るように滅菌綿棒を引き抜
きます。

抽出チューブに滅菌綿棒を入れ、滅菌綿棒の
先端を抽出チューブの底と側部に押し当て
ながら、6回以上回し、滅菌綿棒を入れたまま
1分間待ちます。

測定カセット袋から測定カセットを取り出し、
水平になる場所に置きます。抽出チューブを
垂直に持ち、測定検体の溶液を4滴（およそ
100μL）測定カセットに加えます。

15分経過後、
結果を確認します。

抽出チューブ用キャッ
プの広い部分を抽出
チューブに取り付け、
隙間がないことを確
認します。

鼻腔の粘膜に沿って滅菌綿棒
を5回ほど回転させ、粘液と細
胞の両方を確実に採取します。

もう一方の鼻孔についても同じ滅菌綿
棒を用いてこの手順を繰り返し、両方
の鼻腔から十分に検体を採取します。

鼻腔から滅菌綿棒
を引き出し、検体の
前処理に進みます。

外箱裏面に印刷された に
抽出チューブを差し込み、上
部のシール栓を外します。

6 times

4 drops

2~4cm 5 times 5 times 

キット内容

外箱 測定カセット袋

測定カセット 抽出チューブ用
キャップ
緩衝液入り
抽出チューブ

※1箱5セット入り

滅菌綿棒

SCAN ME!

使用方法
クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト

SARSコロナウイルス抗原キット



重要な基本的注意
● 本品の判定が陰性であっても、SARS-COV-2感染を否定するものではありません。
● 検査に用いる検体については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針」
を参照してください。  

● 診断は厚生労働省より発表されている医療機関・検査機関向けの最新情報を参照し、本製品による検査結果のみで行わず、
臨床症状も含めて総合的に判断してください。

● 鼻腔ぬぐい液を検体とした場合、鼻咽頭ぬぐい液に比べ検出感度が低い傾向が認められているため、検体の採取に際して
留意してください。

● 検体採取及び取扱いについては、必要なバイオハザード対策を講じてください。

※無効となった原因として、検体採取及び操作手順が適切でなかったこと、または測定カセットの期限切れにより劣化していることが考えられます。新しい測定カセットにて再測定を実施ください。

各ラインの表示について
Q ： Cのラインが薄い
A : 色が薄くてもラインが現れた場合は、
操作が正しく行われたことを示します。

Q : Tのラインが薄い
A : 色が薄くてもラインが現れた場合は陽
性とみなす必要があります。本品は定
性測定のため、検体の濃度を評価する
ことはできません。確定診断には臨床
症状やPCR等、他の検査結果と合わせ
て医師が総合的に判断してください。

コントロールライン（C）と測定ライン（T）
が2本とも現れた場合、結果は陽性です。

コントロールライン（C）のみ現れた場合、
結果は陰性です。

測定後コントロールライン（C）が現れない
場合、結果は無効※です。

クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト

測定結果の判定方法

SARSコロナウイルス抗原キット
クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト
体外診断用医薬品
製造販売承認番号:30400EZX00015000

製造販売元
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー

無効
C
T

陰性
C
T

陽性
C
T

コントロールライン
（C）

測定ライン
（T）

測定結果の判定のほか、
基本的事項、操作方法に
ついてのQ&Aはこちら

www.clinitest.siemens-healthineers.com/jp


