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新型コロナウイルス検査キット等をめぐる規制状況 
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Ⅲ. 血中酸素飽和度測定機器に関する規制 

Ⅳ. おわりに 

Ⅰ. はじめに 

新型コロナウイルス感染症の流行を背景に、抗原定性検査キットやパルスオキシメー

タ（指先等に装着して血中の酸素飽和度を測定する機器）の需要が高まっています。医

療機関においては、承認された製品が使用されている反面、これらの購入を希望する一

般消費者向けに、未承認の抗原定性検査キットや血中酸素飽和度測定機器がインター

ネット販売等を通じて広く流通し、新型コロナウイルス感染症に関する不正確な自己判

断が行われる可能性が懸念されていました。 

このような状況を是正すべく、政府は、2021 年 12 月 22 日開催の規制改革推進会議

において「当面の規制改革の実施事項」（以下「規制改革推進会議中間取りまとめ」とい

います。）を公表し、「質の確保された抗原定性検査キットの利用環境の整備」や、薬機

法に基づく承認を受けたパルスオキシメータについて一般向け広告を可能とする「医療

機器等の広告規制の見直し」を求めました。これを受け、厚生労働省から、新型コロナ

ウイルスの抗原定性検査キットや血中酸素飽和度測定機器の取扱いに関する通知等が

発出されており、医薬品、医療機器等の該当性や、医家向け医療機器の一般向け広告規

制のあり方を検討する上でも、重要な考え方が示されています。 

Ⅱ. 新型コロナウイルス検査キットの取扱い 

1. 承認された抗原定性検査キットの活用

新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは、新型コロナウイルス感染により体内

で生成される抗原の有無を測定するものです。原則として、新型コロナウイルス感染

症に感染しているかどうかの診断のために使用されることが想定されており、薬機法

上の体外診断用医薬品に該当します。体外診断用医薬品は、①医療機関等での使用が

想定される医療用医薬品と、②一般消費者が薬局やドラッグストアで自ら購入できる

OTC 医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品）の 2 つに大別されます。規制改革推

進会議中間取りまとめにおいて、「抗原定性検査キットの OTC化を検討する」との方

向性が示されているものの、2022年 4月現在、OTC医薬品として承認された新型コ
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ロナウイルスの抗原定性検査キットは存在せず、全て医療用医薬品として承認されて

います。 

医療用医薬品は、薬局で販売する場合、原則として医師の処方箋に基づく販売が求

められていますが（「薬局医薬品の取扱いについて」（2014 年 3 月 18 日薬食発 0318

第 4号））、厚生労働省は、2021年 9月 27日、新型コロナウイルス感染症の流行下に

おける特例的な措置として、医療用医薬品として承認されている抗原定性検査キット

を、薬局で一般消費者に対して販売することを認めました（「新型コロナウイルス感

染症流行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」（2021年 9 月

27日事務連絡））。これにより、一般消費者がセルフチェックに使用するために、薬局

において薬剤師から検査の実施方法等の説明を受けた上で、承認された抗原定性検査

キットを購入することができるようになりました（もっとも、OTC 医薬品ではなく

医療用医薬品であるため、ドラッグストアでの販売や、インターネット販売は行うこ

とができません。）。 

また、飲食店やイベント主催者、職場等において抗原定性検査を実施しようとする

事業者が、承認された抗原定性検査キットを使用することができるよう、一定の条件

下で、医薬品卸売業者から、抗原定性検査キットを直接入手できることとされていま

す（「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」（2021年 11

月 19 日））。抗原定性検査キットを入手することを希望する事業者からの問合せに対

応できる医薬品卸売業者等のリストが、厚生労働省のホームページに掲載されており

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html）、当該リ

ストには、注文に関するインターネットのサイトも記載されています。このように、

職場等において検査を実施しようとする事業者にとって、承認された抗原定性検査

キットを入手しやすい環境となっています。 

 

2. 未承認の「研究用」抗原定性検査キット 

 

他方で、一般消費者が手軽にアクセスできるドラッグストアやインターネットサイ

ト等において、研究用と称する未承認の抗原定性検査キットが販売されています。確

かに、検査薬であっても、研究用として研究機関等において使用されるものは、疾病

の診断等を目的として使用されるものではないため、体外診断用医薬品に該当せず、

承認を受けずに販売することが可能です。しかしながら、パッケージには「研究用」

と記載されているものの、一般消費者が購入することが前提となっているドラッグス

トアやインターネットサイト等において販売されている商品は、実態において研究用

として使用されるものとはいえません。承認審査等により性能が確認されていないこ

のような未承認の抗原定性検査キットが広く使用されることにより、偽陰性者による

感染拡大や、偽陽性による医療現場の混乱といった懸念が指摘されていました。 

そこで、厚生労働省は、2021 年 12 月 22 日付の事務連絡において、抗原定性検査

キットのうち、「診断以外の目的で使用するもの」であることが明らかでないものや、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
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「研究用」と称しながらも研究の用途とは異なる販売方法や標榜を行うもの（例えば、

一般消費者を対象とする店舗やインターネットサイトで、医薬品等と並べて広告・販

売するもの、新型コロナウイルス感染症対策等のポップや広告、感染症対策の商品と

共に陳列・販売するもの）等については、行政指導や取締りの対象となるという考え

方を示しました。併せて、当該事務連絡発出後の状況を踏まえ、販売事業者に対して、

質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キットの販売を控える等の要請を

行う可能性も示唆されています（「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査

キットの販売に関する監視指導及び留意事項について」（2021 年 12 月 22 日事務連

絡））。 

 

3. 抗体検査キット 

 

抗原定性検査キットと異なるものとして、新型コロナウイルス感染により体内で生

成される抗体を測定する検査キット（抗体検査キット）が、インターネットサイト等

において販売されています。 

ただ、新型コロナウイルスに感染した人のうち、どの程度の割合の人の体内で抗体

が生成されるか、抗体が生成される時期、抗体の持続期間、抗体と新型コロナウイル

スに対する免疫との関係等は、現時点で明らかになっていません。そのため、抗体の

測定によっては新型コロナウイルスの感染の有無を判断することはできず、したがっ

て、抗体検査キットは、新型コロナウイルス感染症の診断に用いることはできないた

め、体外診断用医薬品には該当しないものとされています（「新型コロナウイルス抗

体検査キットに係る監視指導について」（2020 年 12 月 25 日薬生監麻発 1225 第 1

号））。 

もっとも、抗体検査キットの販売に際して、新型コロナウイルス感染症の診断を行

うことが可能である旨の広告を行うものについては、体外診断用医薬品であるかのよ

うな誤認を与えるおそれがあることから、行政指導の対象となるとされています。 

 

Ⅲ. 血中酸素飽和度測定機器に関する規制 

 

1. 血中酸素飽和度測定機器の医療機器該当性 

 

新型コロナウイルス感染症の重症化の兆しの一つとして、血中酸素飽和度の変化が

参照されることが知られ、血中酸素飽和度測定機器に対する一般消費者の需要が急速

に高まりました。パルスオキシメータのように、血中酸素飽和度の測定機能を有する

機械器具は、原則、医療機器として取り扱われていますが、こうした需要に応じて、

未承認の血中酸素飽和度測定機器が、店頭やインターネットサイト等で販売されてい

ます。また、昨今、運動におけるトレーニングへの血中酸素飽和度の活用が普及し、

血中酸素飽和度測定機器について、医療機器と、医療機器に該当しない雑品との境界
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が不明確になっていました。 

こうした状況を受け、厚生労働省は、血中酸素飽和度を測定する機械器具の医療機

器該当性に関する考え方を明確化する通知を発出しました（「血中酸素飽和度を測定

する機械器具の取扱いについて」（2022年 2月 3日薬生監麻発 0203第 1 号））。 

同通知では、血中酸素飽和度の測定機能を有する機械器具（プログラムを含む。）

について、「健康な者、療養中の者を問わず、その測定結果に基づいて日常生活にお

ける健康状態の管理・体調管理又は医療機関への受診の目安の提示等を通じ疾病の兆

候の検出等を目的とするものと考えられることから、医療機器に該当する。但し、健

康管理のうち例えば健康な者を対象として、上記の目的ではなく、運動におけるト

レーニングの効果・効率の向上や運動強度の管理を主たる目的とするものは、疾病の

兆候の検出等を目的とするものではないため、医療機器には該当しない。」とされて

います。つまり、血中酸素飽和度の測定機能を有する機械器具は、運動管理を主たる

目的とするものであることが明確でない限り、日常生活における健康状態の管理や体

調管理に使用するものであっても、疾病の兆候の検出等を目的するものとして、薬機

法上の医療機器に該当するということになります。 

また、血中酸素飽和度の測定機能を有する機械器具のうち、医療機関への受診勧奨

を行う機能を有するものや、受診の目安が分かる旨を標榜するもののほか、「パルス

オキシメータ」又はこれと誤認させる商品名を標榜するもの、パルスオキシメータの

代用品としての用途を標榜するものは、原則として医療機器に該当するものとされて

います。したがって、このような標榜を行っている場合には、当該血中酸素飽和度測

定機器の広告及び販売は、未承認の医療機器の広告及び販売として、取締りの対象と

なることが明確となっていますので、注意が必要です。 

 

2. パルスオキシメータの一般向け広告 

 

未承認品の血中酸素飽和度測定機器がインターネットサイト等で広く販売されて

いるのに対し、承認された医療機器であるパルスオキシメータについては、後述のよ

うに医療関係者以外の一般人向けに広告を行うことが禁止されていたため、一般消費

者が目にして購入する製品は、未承認品ばかりとなるという課題がありました。規制

改革推進会議中間取りまとめにおいても、こうした問題意識から、承認された医療機

器であるパルスオキシメータの一般向け広告を可能とするよう検討する旨が盛り込

まれています。 

医薬品等適正広告基準により、パルスオキシメータのようないわゆる「医家向け医

療機器」は、一般人が使用するおそれがないと考えられる設置管理医療機器を除き、

一般人向けの広告が禁止されています。但し、例外として、血圧計、コンタクトレン

ズ、体温計、自動体外式除細動器（AED）及び補聴器については、一般向け広告が許

容されていました。規制改革推進会議の取りまとめも受け、今般、これらの例外的に

一般向け広告が許容される医家向け医療機器のラインナップにパルスオキシメータ
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が追加される形で、医療機器であるパルスオキシメータを一般向けに広告することが

可能とされました（「『パルスオキシメータの適正広告・表示ガイドライン』について」

（2022 年 2 月 3 日事務連絡））。これにより、未承認品ではなく、性能が確認されて

承認された医療機器としてのパルスオキシメータが広く活用されることが期待され

ています。 

 

Ⅳ. おわりに 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、医療用の体外診断用医薬品であ

る抗原定性検査キットの薬局での販売が特例的に認められ、パルスオキシメータの一般

向け広告が可能となる等、平時では想定しにくかった規制緩和が進みました。また、従

前から限界事例として議論となることが多かった「健康管理」や「体調管理」に使用さ

れる機器の医療機器該当性に関する考え方に関し、一歩踏み込んだ解釈が示される等、

規制の考え方についての明確化が進んでいます。 

その原動力のひとつとなった規制改革推進会議では、規制改革推進会議中間取りまと

めで公表した基本的な方向性を踏まえた審議が継続されており、2022 年 6 月を目途に

答申が取りまとめられる予定です。規制改革推進会議中間取りまとめでは、既に厚生労

働省から通知や事務連絡が発出された上記の事項以外にも、新型コロナウイルスの「抗

原定性検査キットの OTC 化」の検討や、医家向け医療機器の一般向け広告の規制に関

して、「一般人の使用による危害のおそれが小さい機器に関する広告の規制の必要性の

有無や程度を含め」た検討を行うことが示唆されており、今後の議論を注視する必要が

あります。 
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セミナー情報 

➢ セミナー   『【Web配信】2021年度医療機器の承認・認証申請等に関する説 

明会「医療機器企業の遵守事項」』 

視聴期間  2022年 3月 1 日（火）10:00～2022年 4 月 30日（土）17:00 

講師    堀尾 貴将 

主催    一般社団法人日本医療機器産業連合会 

 

➢ セミナー   『医薬品企業法務研究会（医法研）5月度月例会 講演「ライフサ 

イエンス業界における最近の重要裁判例」』 

開催日時  2022年 5月 17日（火）15:30～17:00 

講師    堀尾 貴将 

主催    医薬品企業法務研究会 

 

文献情報 

➢  論文     「＜事例でわかる ヘルスケア業界への異業種参入ポイント＞第 1

回 健康食品等の開発・販売」 

掲載誌   ビジネス法務 2022年 7月号（2022年 5月 21日発売号） 

著者    堀尾 貴将、中野 進一郎 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 

03-6212-8330 

www.mhmjapan.com 


