
新型コロナウイルス感染症の後遺症について
背景

。

飯野

知事

7月12日に更新されコロナ後遺症について
充実した記載となった神奈川県HPより抜粋引用

令和4年6月24日､神奈川県議会令和4年第2回定例会において、今期４回目の一般質問を行いました。

その詳細や成果、新型コロナウイルス感染症に関する最新情報などについてご報告いたします。

昨年12月
の第３回定例会の
私の一般質問で取
り上げ、年明けの
１月から、罹患後
症状に対応してい
る医療機関の一覧
をホームページに
掲載したことは一
定の評価するが、
その後、症状に苦
しんでおられる方
の声が報道される
ことも多くなって
いる。

他県では、医師会と協力して症例集を作成し、対応できる医療機関の裾
野を広げようとしている事例もあるが、そうした取組に加えて、罹患後症状に関
する情報を分かりやすくお伝え、医療機関を受診しやすくしておくことが必要で
ある。新型コロナウイルス感染症の罹患後症状については、身近に相談できる体
制に加えて、医療機関同士の情報共有と、県民の皆様が受診しやすくなるような
情報提供が必要ではないか。

県は、これまで、身近なかかりつけ医や近隣の医療機関で診療し専門的
な対応を要する場合、二次医療機関に繋ぐ仕組を構築してきた。今後は、研修
会の内容を、更に多くの医療機関が共有できるよう、動画をインターネットで
視聴可能にするなど、広く周知を図る。また、罹患後症状と思われる症状が出
たときに受診する目安や日常生活における注意点等を、７月中を目途にホーム
ページでお知らせする。こうしたことにより、ご自身の症状に照らして、ため
らうことなく、適切に医療機関を受診していただけるような情報を提供してい
く。
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新型コロナ感染症関連情報まとめ
令和4年7月22日現在

◆かかりつけ医がいる場合⇒

事前に電話でご相談の上、受診

◆かかりつけ医がいない場合⇒新型コロナウイルス

感染症専用ダイヤルにご連絡下さい

◆神奈川県内で発熱診療を実施している医療機関一覧⇒

受診予約及び受診に際し注意事項をお読

み頂き受診前に必ず医療機関に事前予約

を入れて下さい
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事業所名 電話番号 住所 検査受付日時 PCR
検査

抗原
検査

日本調剤新大船薬局 42-8931 大船2-24-27 月~金 10～16時 〇

日本調剤大船薬局 40-1755 大船1-22-28ﾊﾟﾌﾞﾛｺｰﾄ1F 月~金 11～16時 〇

うさぎ薬局大船店 53-9025 大船6-1-1 松竹ｼｮﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 月~土 10～17時 〇

さくら薬局七里ガ浜店 39‐1326 七里ガ浜2-20-18 月~金 16～17時､土 15～16時 〇

ｸｵｰﾙ薬局稲村ケ崎店 22‐1763 稲村ケ崎3-3-30 火水 12～15時 〇

つばさ薬局 44‐0182 小袋谷2-2-37 月火木金 13～15時 〇

ｸｵｰﾙ薬局大船2号店 42‐7689 大船2-24-25 火水金 16～18時 〇

和田塚薬局 23-8680 由比ガ浜3-1-9 月火水金 9～18時
木 9～17:30、土 9～16:30

〇

鎌倉検査ｽﾃｰｼｮﾝ 25-6759 由比ガ浜4-2-10ﾎﾗｲｽﾞﾝﾋﾞﾙ3F 一時休止中 〇

ｸﾘｴｲﾄ薬局鎌倉大船店 0120-994-046 大船4-17-18 月火水木 10～16時、金 10～14時,
祝日の前日は14時までの受付

〇

ﾋﾟｲ･ｴﾌ･ﾗﾎﾞ陣屋坂薬局 55-8815 植木356-2 月~金 9～17時 〇

ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ鎌倉常盤薬局 39-1121 常盤276-1 月~土 9:30～18時､ＰＣＲ検査は平
日15時までの実施､土は抗原定性のみ

〇 〇

まつむらﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 45-3335 大船1-23-31 浜田ﾋﾞﾙ3F 月火水金土 9～16時､木 9～11時 〇 〇

ｸｵｰﾙ薬局大船1号店 42-7789 大船6-2-3 ｴｸｾﾗ湘南102 月~金 10～16時､土 10時～13時 〇

あおば薬局 090-8879-3213 雪ノ下3-1-32 水 9～14時､土 12:30～15時 〇

ｵｱｼｽ薬局深沢店 42-7222 梶原1-6-10 月火水金 9～17時､土 9～13時 〇

ﾊｯｸﾄﾞﾗｯｸﾞ鎌倉調剤薬局 61-1789 小町1-5-21 鎌倉MORI 2F 月~金 10~17時､土 10～16時 〇 〇

ﾊｯｸﾄﾞﾗｯｸﾞ鎌倉薬局 60-1312 小町1-5-21 鎌倉MORI 1F 月~金 10~17時､土 10～16時
日祝 10～12時,14～16時 〇 〇

ｼｰｶﾞﾙ調剤薬局 25-6660 材木座1-7-25 月~土､9~18時 〇

●問合せ先 神奈川県検査無料化ｺｰﾙｾﾝﾀｰ

県民の方、事業者の方（共用） 0570-012-526

業者の方 0570-783-705 ●受付時間 9時~17時(土日祝除く)

●検査の流れ

登録事業者に検査申込

⇒登録事業者における検査

⇒検査結果通知書の受領
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ウエルシア薬局のホームページより検査の予約
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
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